
―45― 

和歌山県教育センター学びの丘研修員研究集録(2010)－4 

「話すこと・聞くこと」の力を高める指導の研究 
―書く活動を取り入れることを通して― 

美浜町立和田小学校     
                        教諭 栗 本 憲 治    

【要旨】 

書く活動を取り入れて，「話すこと・聞くこと」の能力を高める指導について研究を行っ

た。具体的な指導方法は，「わかりやすく伝えるための文章の工夫を習得させる」「話す前

にフリップ，発表メモなどを書かせる」「書いたことをもとに話をさせる」「メモを取ると

きのポイントを理解させる」「メモを取りながら発表を聞かせる」の５点である。第５学年

国語科「伝え合って考えよう」の単元で検証授業を行った。児童に発表メモや聞き取りメ

モを書かせたり，フリップを使って説明させたりすることによって，わかりやすく伝えた

り，的確に聞き取ったりするなどの「話すこと・聞くこと」の力を高めることができたと

考える。 

【キーワード】 

書く活動 わかりやすく伝える フリップ 発表メモ メモを取るポイント 聞き取

りメモ  

１ テーマ設定の理由 

人は言葉を通してつながりを深めることができるが，言葉を適切にやりとりできない

とつながりを弱めてしまうこともある。話し手がわかりやすく伝えるために，場面に応

じて言葉や表現方法を工夫することや，聞き手が正確に理解するために，わからないこ

とを聞き返したりすることなどが必要である。 

新学習指導要領においては，コミュニケーションの基盤である言語に関する能力の育

成を重視し，各教科等における言語活動を充実することとされている。言語活動例とし

て以下のようなことが各教科等において示されている(注１)。国語科では，記録，要約，

説明，論述すること，算数科では，言葉，数，式，図を用いて考え説明すること，図画

工作科では，鑑賞において感じたことや思ったことを話したりすること，道徳では，自

分の考えをもとに，書いたり話し合ったりすること，などである。このように，各教科

等で示された言語活動例は，「話すこと・聞くこと」に関するものが多い。「話すこと・

聞くこと」の力を高めることが言語活動の充実には欠かせないものと考える。

平成 22 年度全国学力・学習

状況調査結果の領域別平均正答 

率を，本県と全国で比較すると， 

「話すこと・聞くこと」の領域 

における本県と全国との差が， 

他の領域と比べて国語Ａ，国語 

Ｂとも大きい（表１）。 

本校児童の様子を見ても，話

し合い活動で友達と異なる意見

を積極的に発表する児童は少ない。友達の意見に対して質問する児童や，反対意見を発

表する児童は数名である。また，根拠となる理由を明らかにして自分の意見を発表する

ことや，相手や場面に応じた言葉遣いをすること，文章のつながりを意識した接続語を

表１ 平成 22 年度全国学力・学習状況調査結果
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使用することなどにも課題が見られる。 

阿部(2010) (注２)は，わかりやすい話し方や的確な聞き方を習得させるため，話した

り聞いたりする過程で書く活動を取り入れるとともに，発表や聞き取りの質を向上させ

るため，話し方や聞き方を児童に振り返らせている。具体的にはスピーチ原稿を 200 字

程度のミニ原稿用紙に書いた上でスピーチを行うこと，文章構成の基本形を身に付ける

こと，スピーチを聞きながら大事な言葉や数字をメモに書き留めること，発表や原稿，

発表練習の振り返りを行うことである。 

阿部の手立ては，200 字程度のミニ原稿を使うなど，書くことが苦手な児童でも取り

組みやすい。またメモを取る際も，大事な言葉や数字を書くなど具体的な指示がなされ

わかりやすい。本校児童の「話すこと・聞くこと」の力を高める上で，これらの手立て

が有効であると考える。本研究では，児童にわかりやすい話し方や的確な聞き方を習得

させることを目標とし，その手立てとして書く活動を取り入れることを考えた。 

２ 研究の目的 

３ 研究の内容

（１）研究の概要 

「話すこと・聞くこと」に課題が見られる児童の実態を踏まえて，めざす児童像と

して次の３点を設定した。 

・自分の言葉で伝えたいことをわかりやすく話せる児童 

・相手の意図や考えを理解できる児童 

・積極的に話し合いに参加できる児童 

今回はめざす児童像に迫るために

第５学年国語科「伝え合って考えよ

う」の単元で書く活動を取り入れた

検証授業を行うこととした。具体的

な指導方法は，「わかりやすく伝える

ための文章の工夫を習得させる」こ

と，「話す前にフリップ，発表メモな

どを書かせる」こと，「書いたことを

もとに話をさせる」こと，「メモを取

るときのポイントを理解させる」こ

と，「メモを取りながら発表を聞かせ

る」ことである。 

この指導方法の効果については，

授業での児童の様子，ワークシート

の記述，及び事前・事後の児童意識調

査をもとに検証を行った（図１）。なお，

児童意識調査は表２の 11 項目について行った。「そう思う」「少し思う」「あまり思わ

ない」「思わない」の４段階から回答を得た。加えて（１）,（６），（７）については

理由を，（11）については，話し合った内容を自由記述させた。 

「話すこと・聞くこと」の力を高めるために，書く活動を取り入れた効果的な指導方

法について明らかにする。 

図１ 研究構想図
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図２ わかりやすく伝えるための方法

（２）書く活動を取り入れる指導方法 

ア わかりやすく伝えるための文章の

工夫を習得させる 

「結論を先に述べる」｢具体例を出

す｣「ちがいを比べる」「数字で表す」

｢ナンバリングをする｣｢接続語をき

ちんと使う｣「構成を考える」「キー

ワードを考える」を項目に挙げ，わ

かりやすく伝えるための方法（図２）

を作成し，児童一人一人に配付し定

着を図る。 

イ 話す前にフリップや発表メモなど

を書かせる 

フリップは，４つ切り画用紙を横に３等分したもの（縦 12 ㎝，横 54 ㎝大の画用

紙）３枚で，発表内容のキーワードを 15 文字程度にまとめて書き込んだものである。 

また，ここでの発表メモとは，発表原稿の要点をフリップの裏に書いたものであ

る。 

  ウ 書いたことをもとに話をさせる

ワークシートや発表原稿に書いたことをも

とに話をさせる。このとき，「声の大きさ」「間

の取り方」｢話す速さ｣に注意させる。 

エ メモを取るときのポイントを理解させる 

「短い言葉でか条書きにする」｢具体例を書

く｣｢具体的な数字を書く｣「キーワードを書く」

を項目に挙げ，メモを取るときのポイント(図

３)を作成し，児童一人一人に配付し定着を図

る。 

オ メモを取りながら発表を聞かせる        

発表を聞くときには必ずメモを取るように

指導する。 

４ 検証授業の結果 

検証授業は，表３で示す計画で実施した。 

（１）国語の勉強は好きだ。 

（２）国語の授業の内容はよくわかる。 

（３）授業中，自分の意見や考えを発言している。 

（４）国語の授業で自分の考えを発表する時，考えの理由が分かるように気を付けている。 

（５）国語の授業で意見などを発表する時，うまく伝わるように話の組み立てを工夫している。

（６）人前に出て，自分の考えを発表することは好きだ。 

（７）グループで話し合うことは好きだ。 

（８）授業中，先生や友達の話を真剣に聞いている。 

（９）授業中自分の言いたいことが，相手に伝わらないことがある。 

（10）相手が何を言っているのか分からない時は，質問したり，もう一度聞いたりする。 

（11）話し合いをしてよかったなと思った時がある。 

表２ 児童意識調査 

図３ メモを取るときのポイント
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（１）各授業の概要及び授業での児童の様子  

【第１時 「ごみ問題ってなあに」を読み，わかりやすく伝えるための工夫を考える】 

教科書教材「ごみ問題ってなあに」を読み，教材文の中からわかりやすく伝えるた

めの工夫を見つけさせた。

児童は，筆者が問いかけの文を使っているという工夫には気づいたが，その他の工

夫については気づくことができなかった。日本における現代と江戸時代のごみ問題な

どの事例をもとに比べること，具体例を挙げていること，接続語の使い方等について

指導者から示した。

【第２時 「ごみ問題ってなあに」を読み，自分の考えや感想をもつ】 

「ごみ問題ってなあに」を読み，人と「もの」との付き合い方について考えさせた。

ワークシートには，まず結論，次に理由を書かせるようにレイアウトを工夫した。児

童は，自分の生活と照らし合わせ，自分の感想や考え，疑問に思ったことを書いてい

た。 

【第３時 友達の発表を聞き，それをもとに自分の考えをもつ】 

友だちが前時に書いた考えや感想，疑問等を聞き，発表内容を聞き取りメモに書か

せた。その聞き取りメモをもとに，友達の考えと自分の考えとの共通点や相違点，感

想などをワークシートに書かせた。それらを発表し合い，気づいたことをメモに取ら

表３ 検証授業指導計画
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せた。 

児童が書いた聞き取りメモは，発表内容を文章で書いていたり，大切な言葉が抜け

ていたり等不十分だった。発表の声も小さく，はっきりした口調で発表できる児童は

少数であった。 

【第４時 学習の見通しをもつ】 

ゴミ問題や昔のく

らしなどについての

課題を設定してから，

調べたことを発表す

るまでの学習活動の

見通しをもたせた。 

「ごみ問題ってな

あに」を具体例とし

て，わかりやすく伝

えるための方法を理

解させるとともに，

わかりやすく伝える

方法と発表原稿モデ

ル（図４）を示して 

発表会までのイメージを膨らませた。 

【第５時 課題を設定する】 

自分の調べる課題，取材方法をワークシートに書かせた。課題設定の理由を書く際，

理由が複数ある場合は，ナンバリングするように指示した。 

全員が課題を設定することができ，ナンバリング等を用いて，わかりやすく伝える

工夫ができていた。 

【第６～８時 取材し，まとめる】 

課題解決のために書籍，インタビュー，調査等で情報を収集し，まとめさせた。取

材した内容や調査結果，調査結果から考えたことをワークシートに書かせた。記入例

を提示したこともあり，調査内容，調査結果は明確にまとめられていた。 

調査結果から考えたことについては，文章の量が少ない児童もいたが，全員書くこ

とができた。 

【第９時 構成メモを作成する】 

前時に書いた取材内容や調査結果をもとに，構成メモを書かせた。その際に話す順

序や話す内容について，気を付けながら構成メモに書くよう指示した。 

【第 10 時 中間報告をする】 

分かりやすく伝えるための方法及びメモの取り方を確認した後に，グループ内で発

表させた。メモを取る主なことがらは，声の大きさや話す速さ，間のとり方など，わ

かりやすい話し方が出来ているかどうか，とした。 

児童たちは，ナンバリングや数字が使えていたことなどの発表でよかった点を，互

いに率直にほめていた。 

【第 11・12 時 発表原稿を作成する】 

わかりやすく伝えるための方法を確認し，指導者自作の発表モデルを聞かせた。そ

の後，発表原稿モデルのワークシートを振り返らせながら，発表原稿を書かせた。 

発表の仕方のイメージができた児童は，スムーズに原稿を作成できていたが，自分

の考えをしっかり持てていない児童は，まとめで苦労していた。全員が発表原稿を完

成させたが，個別指導を必要とする児童も多かった。 

図４ 発表原稿モデルのワークシート
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【第 13 時 フリップ及び発表メモを作成する】 

まず，発表原稿をもとにキーワードとな

る伝えたいこと，大切だと考える言葉や文

を 15 文字以内にまとめさせ，３枚のフリッ

プ（図５）に書かせた。 

その後，発表メモ（図６）を作成した。

発表メモは，発表原稿を要約したもので，

自分が大切だと考える言葉や具体的な数字

などを必ず書くよう指示した。 

児童にとって，フリップ作りは初めてで

あり，興味深く取り組めていた。ただ自分

の伝えたいことが曖昧で，どういう言葉を

使えばいいのか迷っている児童も多かった。 

また，原稿を要約できずに発表原稿をほとんどそのまま発表メモに書き写している

児童も多かった。 

【第 14 時 ペアで練習し，改善点を伝える】 

フリップを使ってペアで発表の練習を行

い，相互にアドバイスさせた。アドバイス

の観点は，中間報告会で児童が身について

いなかった文末表現，発表者の視線に絞っ

た。聞き手には，アドバイスの内容をワー

クシートに書いた上で，発表者に伝えるよ

う指示した。 

練習を繰り返していくうちに，発表原稿

を，ほとんどそのまま発表メモに書き込ん

でいた児童も，徐々に発表メモに書いてい

る文章を簡単にしていった。互いに真剣に

聞き合い，よかったことや改善点などをアドバイスし合う等，意欲的に取り組んでい

た。 

【第 15 時・16 時 発表会をする】 

同じテーマでグループを編成し，発表会を行った。発表者にはフリップを使って発

表させた。聞き手には，発表内容やそのことに対する感想，発表の仕方に対してのア

ドバイスについてメモを取らせた。その後，一人の発表が終わるたびに自分の書いた

聞き取りメモをワークシートにまとめさせ，その内容をグループ内で発表させた。発

表者には，本時の自分の発表に対する聞き手からの意見やアドバイスをワークシート

に書き込ませた。 

児童たちは，聞き手に視線を向けながら発表できていた。聞き手もメモをしっかり

取ることができた。また，グループ内の全員がワークシートにまとめた意見を発表す

ることができた。 

【第 17 時 振り返りをする】 

本単元学習を通して学んだ「わかりやすく伝えるために必要なこと」「相手の話を聞

くために必要なこと」「話し合い活動に必要なこと」を，ワークシートに書かせた。そ

の後，学んだことを発表会で実際に使えたかを振り返らせた。 

話すことについては，特にナンバリングすることや具体的な数字で表すこと，接続

語の使い方については身に付いたようだった。しかし，身近でわかりやすい具体例を

挙げての発表は難しいようだった。 

聞くことについては，聞き取りメモは上手に取れていたが，聞いたことを自分の考

えに結びつけることが難しいようだった。また，ワークシートに書いたことは全員発

図５ フリップの例 

図６ 発表メモの例 
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図７ 事前・事後の児童意識調査結果（１） 

表できた。 

５ 書く活動を取り入れる指導方法の効果と課題 

書く活動を取り入れる指導方法の効果と課題について，検証授業での児童の様子，

ワークシートの記述，児童意識調査から考察する。 

（１）各指導方法の効果 

  ア わかりやすく伝えるための文章の工夫を習得させる 

第１時に，児童が知識として持っていた，わかりやすく伝えるための方法は「大

きな声で話す」「ゆっくりと話す」の２点だけであった。 

しかし，第 17 時には，「ナンバリングすること」「数字を使うこと」「接続語をき

ちんと使うこと」などが増え

ていた。これらの方法を使う

ことで，よりわかりやすく伝

えることができる，というこ

とが理解できたと考える。児

童意識調査「国語の授業で，

意見などを発表する時，うま

く伝わるように話の組み立て

を工夫している」の結果を見

ると，肯定的意見が増えてい

る（図７）。このことからもわ

かりやすく伝えるための方法を指導することは，「話すこと・聞くこと」の力を高め

るために有効であったと考える。 

本研究では，わかりやすく伝えるための方法を使って，発表原稿やワークシート

に自分の考えを書くことで，相手にわかりやすい表現にしたり，構成の工夫をした

りすることができた。そのことで，伝えたいことを分かりやすく話すことができる

ようになったと考える。今後も普段から，わかりやすく話すために，話すことのみ

ならず日記や作文などの書く活動においても，わかりやすく伝えるための方法を活

用する態度を育てることが必要であると考える。  

イ 話す前にフリップ，発表メモなどを書かせる 

フリップに 15 文字程度でまとめさせることは，発表者の伝えたいポイントが，一

目で聞き手に伝わるという効果がある。また，フリップを使うことによって，発表

者は，聞き手に視線を向けることができる。これは，聞き手の表情を把握しながら

発表することにつながると考える。今回検証授業を行った学年の児童は，ポスター

や掲示物を黒板に掲示しての発表が多かった。この場合，聞き手に背を向けるとき

もあり，聞き手に視線を向けて発表することが難しかった。しかし，キーワードを

書いたフリップを使うことによって，発表者は，常に聞き手に視線を向けながら発

表することができた。フリップは，発表者，聞き手双方に効果があったと考える。 

また，発表メモは大切な数値や言葉をフリップの裏側に書いているので，児童は

安心して発表することができたと思われる。 

ウ 書いたことをもとに話をさせる 

中間報告会や発表会ばかりでなく，日々の国語の授業でも，書いたことをもとに

話をさせた。書いたことをもとに話すことで，話し手は，自信を持って発表できて

いたようだ。 

児童意識調査「話し合いをしてよかったなと思った時がある」の結果を見ると，

事前調査での肯定的な回答は 44％だったが，事後調査では 72％と大きく伸びた（図

８）。ワークシートの感想にも「みんなによくわかった，と言ってもらった」や「み

んなの意見が聞けてよかった」と書かれていた。この結果からも，書いたことをも
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図８ 事前・事後の児童意識調査結果（２） 

とに話をさせたことで，自

分の考えが相手に理解して

もらえたという実感と，相

手の考えが理解できたとい

う満足感が得られたのでは

ないかと考えられる。 

ただ，「話し合いをしてよ

かったなと思った時がある」

の質問で，「思わない」と回

答した児童が１名から６名

に増加している。相手の考え

に関連づけて自分の考えを持

つことや，理由を添えて意見を発表することが難しく，話し合いに参加できたとい

う満足感が得られなかったのではないかと考える。また，環境問題は，リサイクル

の重要性など同じ意見になることが多く，対立する意見を出しにくい題材であった

ことも「思わない」と回答した児童が増えた原因であると考える。 

エ メモを取るときのポイントを理解させる 

当初は，何をメモしたらよいのかわからない児童や，聞いたことをそのまま文章

に書いている児童がほとんどであった。しかし，箇条書きにすること，短い言葉で

書くこと，ナンバリングすること，などのメモの工夫ができるようになった。相手

の考えを聞き取りメモに残すことによって，より正確に発表者の考えを理解できる

ようになった。児童意識調

査「相手が何を言っている

のか分からない時は，質問

したり，もう一度聞いたり

する」の結果を見ると，僅

かながら肯定的意見が増加

している（図９）。話の内容

について理解できたからこ

そ，疑問点が明らかになり，

質問したりもう一度聞き直

したりする児童が増えたの

だと考える。 

オ メモを取りながら発表を聞かせる  

児童の聞き取りメモの変

容を見てみる。図 10 及び図

11 で示す児童のメモのよ

うに，全体的に児童の聞き

取りメモを見ても，第３時

では聞いたことをそのまま

文章に書いているものが多

かった。また，発表が終わっ

ていないのに，途中でメモ

を取ることを諦めてしまう

児童が数名いた。メモを取

るポイントを指導した後，

第 15・16 時の発表会でのメ

モでは，箇条書きに短い言

図９ 事前・事後の児童意識調査結果（３）

図 10 第３時の聞き取りメモ
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葉でまとめたり，具体的な

数字やフリップに書かれた

言葉など，大切な言葉を抜

け落ちることなく書け，全

員が最後までメモを取って

いた。このことから，メモ

の取り方が上達したといえ

る。つまり，児童がメモの

取り方を身に付けたと同時

に，話し手がわかりやすく

発表するようになったこと

で，発表の内容を容易に理

解できるようになり，加え

て，児童は友達の発表を最

後まで集中して聞くことが

できるようになったと考える。 

（２）課題

書く活動を取り入れた５つの指導方法，つまりわかりやすく伝えるための文章の工

夫を習得させることや，メモを取るときのポイントを理解させることなどによって，

「話すこと・聞くこと」の力は高められ，「話し合うこと」の基礎的な力はつけること

ができたと考える。しかし，活発な話し合いには至らなかった。今回の検証授業で取

り扱った題材の内容は環境問題であった。このような内容では，話し合おうとしても

児童の伝えたいことは「ものを大切にしよう」や「リサイクルは大切である」など，

ほとんど同じになってしまい，感想などの交流になってしまった。また，発表内容を

メモに取るのに精一杯で，自分の意見を考える余裕のなさそうな児童もいた。 

今後は，話し合う力を高めるために，意見が対立するような題材を選んで取り上げ

る。さらに話し合いの場面で，目的に応じたメモのレイアウトや，メモの取らせ方を

研究する必要がある。 

（３）おわりに 

本研究の目的は「話すこと・聞くこと」の力を高めるために，書く活動を取り入れ

た効果的な指導方法について明らかにすることだった。本研究を通して，検証授業中

と検証授業後にうれしい出来事があった。 

検証授業中の出来事は，児童独自の「わかりやすく伝えるための工夫」が見られた

ことである。児童たちは，フリップを書くときに，文字の色や太さを変えたり，イラ

ストなどを描き加えたりして，指導者が指導した以外の「わかりやすく伝えるための

工夫」を行っていた。このような工夫は，フリップに書いて友達にも見える状態にし

たからこそ，学級内に広がったものだと考える。書く活動を取り入れる有効性を感じ

るとともに，児童たちの柔軟な発想をうれしく思った。 

うれしい出来事の２つ目は，後に検証授業を行った学級担任から聞いた話である。

児童のなかには，検証授業を通して学んだナンバリングなどの技法を，日記や作文を

書くときにも使っていたそうである。児童が国語の授業で学んだことを国語科以外の

場面で使ったことは，まさに「活用」ではないかと，うれしく感じた。 

また本研究は，自分自身の教育実践を振り返り，今後にいかすためにも学ぶ点が多

かった。相手にわかりやすく伝えることは，児童同士のコミュニケーションに必要な

だけでなく，指導者自身にも必要なことであることを再認識させられた。授業中，自

分の発問や指示が児童に伝わらないときがあった。振り返ってみると，わかりやすい

話し方ができていなかったように思う。適切な話し言葉を使うことや黒板に正確で丁

寧な文字で書くことなど，言語環境を整えておくことの重要さも改めて学ぶことがで

図 11 第 15･16 時の聞き取りメモ
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きた。このような毎日の積み重ねが，子ども自身の話し言葉を変えていくのではない

かと感じた。今回は第５学年のみでの検証授業であったが，この研究の成果を用いて，

今後は他学年でも実践していきたい。 

〈注釈〉 

注１ 文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』（2008） 

注２ 阿部愛香「話すこと・聞くことの能力を高める指導の工夫」 

『那覇市立教育研究所平成 21 年度報告書』pp67-80（2010） 
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