
伝え合う力を養う調査研究事業               義務教育課 
「生きてはたらくことばの力の育成～伝え合う力を高める言語活動の工夫～」 

－ 光市立室積小学校 － 

 
１ 学校紹介 
北側には、なだらかな山容の千坊山が座し、南側は、
御手洗湾と、海水浴場として賑わう室積湾とに面して
いる。殊に、峨嵋山を擁す象の鼻の形を写しとったよ
うな象鼻ヶ岬一体は、瀬戸内海国立公園にも指定され
る風光明媚な観光地である。 
校区は、古くから海の要衝として栄え、現在も、古
の町並みを「海商通り」と名付けて残し、その保存に
努めている。校区民は人情味に厚く教育への関心も高
い。本校は、昭和３７年より校是を『みんな美しい 負
けずに咲こう』と設定し、国語教育と音楽教育を特色ある教育活動として位置付けている。 
特に国語教育については、国語科が４０余年に渡る研究教科である。全校児童が参加する漢字
大会は、３０数年間継続しており、基礎学力を定着させるうえで大きな役割を果たしている。（計
算大会も同様の趣旨で継続実施している。）また、日記「ひとみ」や文集「はまべ」は、三世代
に渡る話題として地域に定着している。さらに、「一万ページ読書」「心の花束活動」といった
読書活動も三世代にわたる伝統的な教育活動である。 
２ 具体的な活動内容 
（１）研究課題の設定に当たって 

日常生活において、「ことば」は、自己を他者に向けてきりひらいたり、自己と他者とのよ
りよい関係を構築するために使われてこそ、そのすぐれた力は発揮される。つまり、「ことば」
を大切にして伝え合うことにより、自己をよりよく表出したり、相互の立場を大切にしたかか
わりをもったりすることができるのである。そのような「ことば」が本来もっている力を発揮
させる力を「生きてはたらくことばの力」と考え、子どもたちに、学校教育の中だけでなく、
実社会に出たときの即戦力である「生きてはたらくことばの力」を身に付けさせたいと考え、
研究を進めた。 
ことばが生きてはたらいている状態を、「伝え合い」の場面で考えてみる。それは、意見を
交流することで、お互いの関係性を深め、お互いにとって新しい意味を生み、より生産的なも
のが生じてくるような状態である。このことを目指すためには、お互いの関係性を深めること
のできる「人間関係形成能力」や、相手の意を的確にくみ取りつつお互いの考えを絡め、新し
いものを見出す「論理的思考力」、分かりやすいことばを使って表す「表現力」などを身に付
けることが必要となってくる。「相手意識」「目的意識」「意図意識」を踏まえた学習を繰り
返すことで、それらの力は発揮され、「伝え合う力」は「生きてはたらくことばの力」となる
のである。 
本校では、子どもたちに身に付けさせたい「生きてはたらくことばの力」を①気持ちをすり

合わせる力 ②ことばを受け取る力 ③ことばを表す力 と共通認識し、国語科を中心とした
授業研究、さらには国語科で培った力を試す場、生かす場として、総合的な学習の時間に『に
ほんご』という領域を位置付け、実践を重ねた。国語科と『にほんご』や道徳、特別活動など、
様々な教育課程を関連させることで、子どもたちに、「生きてはたらくことばの力」を身に付
けることをねらいとした。 

◎ 実践に当たってのポイント 
○「伝え合う力」の中核である「話すこと・聞くこと」の要素となる力を身につける国語科
研究の推進（求める力の系統を求めた授業研究および授業構成の工夫） 

○ ことばによって他者とのよりよいかかわりをつくる「にほんご」(総合的な学習の時間)
の導入・実施 



（２）主題解明のために 
  ① ことばの力の基盤を系統的に抽出する～国語科授業の充実～ 

前述した「生きてはたらくことばの力」の三つの力を系統的に抽出し、国語科授業を基盤
として反復することで、子どもたちは、個々の力をより高めていく。さらに、他教科・領域、
日常での「伝え合い」に発展させることで、真の「生きてはたらくことばの力」を身に付け
ることにつながるのではないかと考え、「生きてはたらくことばの系統図」の作成に取り組
んだ。 

   － 授業実践の一例 － 
単元（題材） 
だいじなところに気をつけて読もう（「サンゴの海の生きものたち」本川 達雄 著） 
身につけさせたい力 
○気持ちをすりあわせる力 

●話し手に目を向ける・・・・・話し手に体を向け、返事をしたり、うなずいたり
しながら、話を最後まで聞く。 

○ ことばを受け取る力 
●かかわりを見つける・・・・・事柄の順序や大事な言葉に着目し、対象のかかわ

り方をつかむ。 
○ ことばを表す力 

●最後まではっきりと話す・・・聞き手に体を向け、自分の考えを最後まではっき
りと話す。 

 
本  時  の  活  動 

学習過程 活 動 の 実 際 手だての実際 

つ
か
む 

た
め
す 

１ 学習場面を音読した。 
 ① 1回目・・・一文交互読み 
 ② 2回目・・・役割読み 
  ・ホンソメワケベラ（児童） 
  ・大きな魚（教師） 
  ・どちらでもないところ（児童・教師）
   
２ ホンソメワケベラについて２つの動画
を視聴した。 
① ホンソメワケベラ同士のかかわり 
② ホンソメワケベラと大きな魚のかか
わり 

 
 
 
 
３ けんかをしていないと分かるところを
見付け、話し合った。 
① 教師の音読を聞きながら、けんかをし
ていないと分かるところに線を引い
た。 

② けんかをしていない理由を表す文や
言葉、ホンソメワケベラと大きな魚の関
係をワークシートに記入した。 

 
 

・一文交互読みで学習場面の把握をさせ、役
割読みで、両者の立場を大まかにとらえさ
せた。役割読みでは、筆者の立場にも着目
させた。 
・ホンソメワケベラが出ている動画を視聴さ
せ、本文のホンソメワケベラの体の特徴に
着目させた。 
・ホンソメワケベラの体長をものさしで確か
めさせることで、大きな魚と対象的なホン
ソメワケベラの体の小ささを実感させた。
・ホンソメワケベラと大きな魚がかかわって
いる動画を視聴させ、その後、児童の意識
にゆさぶりをかけるために「けんかしてい
たね。」と問い、本時の課題に向けて意欲を
高めた。 

 
・叙述に即してわけを書くことができるよう
にするため、けんかをしていないと分かる
ところに線を引かせた。その際、文字を目
で追いながら読むことが難しい児童のため
に、教師の音読で線を引かせた。 
・線を引く活動を一斉に行うことで、自分で
課題に取り組むことが難しい児童が周囲の
様子を見ながら活動できるようにした。 

・一人ひとりが自分の考えをもてるように、
ワークシートの＜３の項目＞までは、全員記

ホンソメワケベラと大きな魚がけんかをしていない
わけをさぐろう 



 ③ ワークシートに記入したことをもと
に自由起立発言で話し合った。 

Ｃ「ぼくが言ってもいいですか？26文を見てく
ださい。『大きな魚たちは、体や口の中につ
いた虫を、ホンソメワケベラがとってきれい
にそうじしてくれるのを知っているからで
す。』と書いてあるからです。このことから
けんかをしないで、大きな魚をそうじしてい
ることが分かります。」 

Ｃ「～さんと同じところから、けんかをしない
でなかよくしていることが分かります。」 
Ｃ「ちがうところから言ってもいいですか？

25文を見てください。『でも、食べられる
ことはありません』と書いてあるからで
す。このことからなかよくそうじをして
あげていることが分かります。」 

Ｃ「～さんと同じところから、大きな魚はホン
ソメワケベラを食べないことが分かりま
す。」 

C「ちがうところから言ってもいいですか？29
文を見てください。『ホンソメワケベラにと
っては、そうじをしてとった虫が食べもの
になるのです。』と書いてあるからです。こ
のことから、けんかをしないで、虫を食べ
ていることが分かります。」 

 
 ④ ホンソメワケベラと大きな魚のかか
わり合いについて話し合う。 

C：「なかよくのかかわり合いと思います。」 
C：「食べもののかかわり合いです。」 
C：「おたがいのかかわり合いだと思います。」
C：「そうじをするかかわり合い。」 
C：「生活のかかわり合い。」 
→1文～3文を音読した。 

C：「分かった！やくに立つかかわり合いで
す。」 

C：「同じです。」 
C：「ぴったり！」 

入するように机間支援した。 
・話し合いが活性化するように、まず 29文（両
者のかかわりにかかわる文）を選んでいる児
童を把握し、その後、可能な限り他の文を選
んでいる児童を把握した。 
・話し合いに入る前に、何について話し合う
のかを確認し、論点がずれないようにした。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・発言の中に、キーワードとなることばがで
るごとに、板書した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・意見が出つくしたところで、 
「みんなの言った通りけんかしてなかった
ね。」と読み取ったことを確認した。その後

と問うた。 
 
 
・意見が出つくした後、はじめの段落を音読
させ、その中の叙述から適切な言葉を見付
けさせた。 

 

深
め
る 

⑤ わけの強調「でも、～です。」「でも、～
のです。」を表す言葉を見付ける。 

C：「25文を見てください。でも食べられるこ
とはありません。」 

C：「長いよ。」 
C：「でも！」 
  →25文、26文を音読した。 

 
 
 
 
・言葉を見付けやすいように、話し合いの際
に、板書した「でも」「からです」「のです」
などに着目させた。 

 

けんかをしていないことがすぐに分か
る短いことばがあります。どのことばで
しょう？ 

ホンソメワケベラと大きな魚はどんなか
かわり合いと言えるでしょう？ 



 
「生きてはたらくことばの力」の三つの力を系統的に抽出していくことを目的に、「一人
一授業」を行った。三つの力を具体的にあげ、その力を付けるために有効な支援を工夫しな
がら授業を構築していく。 
従来のような研究授業では、抽出された学年、学級、単元、教材における力に限定され、

系統的、発展的な力につながりにくい。国語科授業の中で、なぜこの力を身に付けさせたい
のか、この力がどうつながってくるのか。学年、または学級の発達段階を考え、系統的にこ
とばの力を抽出することを目的とした授業を全校で実施することで、そこで養われたことば
の力は確かなものとなり、発展、継続されることになる。また、授業を行う者にとっても、
参観・協議する者にとっても、一人ひとりが、次につなげることのできる目的的な研究授業
として捉えることにもなるという利点がある。 
１年間、全２１時間におよぶ研究授業を繰り返し、子どもたちはことばに対するこだわり
や他者との読みの交流をもてるようになった。 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

② 積極的な表現を喚起するための総合的な学習の時間「にほんご」の設定 
国語科を中心として身に付けた技能を生かす場として、国語科および総合的な学習の時
間に一領域として位置付けた『にほんご』を設定した。特に、「音読会」を通し、他者と
積極的に交流することは、「生きてはたらくことばの力」に直接つながりえる機会になる。
『にほんご』については、単発的な単元だけでなく、継続的な大単元の計画実践を行い、
子どもたちに見通しができる活動を積極的に組み入れることで、より一層の成果が期待で
きると考えた。 

 
   － 授業実践の一例 － 

大単元「広げよう！わたしたちの狂言」 
小単元「狂言を演じよう～出会いの狂言「柿山伏」～」（全２５時間）  

 

C：「からです！」 
T：「もう一つあります。」 
C：「29 文を見てください。『ホンソメワケベ
ラにとっては、そうじをしてとった虫が食
べものになるのです。』のところです」 

C：「28文を見てください。さいしょの『でも』
だと思います。」 

 

見直す ⑥ 再度動画を視聴し、読み取ったことを映像
でも確認した。 

・動画視聴後、「やくに立っていた？」と問い、
授業を終えた。 



小単元「狂言で広げよう～深める狂言「附子」「神鳴」～（全３０時間） 
学習過程 学習活動･内容 児童の活動の様子 手だての実際 

つ
か
む 

広
げ
る
・
深
め
る 

１ 本時のねらい
を聞き、分から
ないことを質問
する。 

 ・発表・審査順の
把握 

 ・相互評価の観点 
２ 発表（評価）
を行い、話し合
う。 
 ・附子（神鳴）
のパート別発
表 

 ・発表に対する
評価 
・評価について
の話し合い 

 ○左記のワークシートを使っ
て、学級内では同様の活動を
行っている。ここでは、お互
いの評価の仕方について、再
確認する程度にとどめてお
く。 
○評価側の児童は、ワークシー
トの記入に終始する者が多
かった。そこで、発表内容や
発表の仕方について意見が
ある場合は、その場で発表を
止めて、意見を話すように助
言した。 
○発表側の児童は、評価の意見
について、納得ができるもの
か確認した。その上で相手に
どうすればよいか、アドバイ
スを受けるように促し、円滑
な話し合い活動になるよう
にした。 

〈 評価側より 〉 
・声が大きくて（高くて）いいね。 
・表情がいい。 
・最後はおもしろかったよ。 
・泣き声がうまいね。 
・さっきより声が大きくなっているよ。

・かなり笑えるからいいよ。 
・今まで見た中で一番上手です。 
・声が聞こえない。 
・表情をもっとつけたらどう？ 
・内容がよく分からない。 
・目線が下がると自信がなさそう。 
・恥ずかしがらないで。 
・台詞が一本調子（抑揚がない）。

双方の話し合い

〈 評価をされて（発表側） 〉 
・初めて舞がほめられたね。 
・どこを見るかをみんなで決めておこうよ。 
・早口と、さっきの班にも言われた。ゆっくり言おう。

・そこは、無意識にやっていたな。気を付けよう。 
・どうしたらいい？ 

「きょろきょろしているのはなぜ？

それに笑っていたよ。」 
「あれは演技。わざとしています。」

「奥の方へ行くと、声が聞こえなくな

るんだよね。どうしたらいいの。」

「前、聞いたことがあるんだけど、低

い声を出したら響くらしいよ。しっ

かり前を向いて、試してみたら？」

「声はよかったんだけど、表情がない

よね。」 
「どういう風にやるの？やってみて。

どんな顔？」 

「どうしたらもっと声が出ますか？」 
「上を向いて。思いっきり出すといい

かも。」 
「おなかに力を入れましょう。」 

「二人一役だから、鏡のようにしたら

おかしいよね。」 
「ああ、なるほど。同じにしないとい 
けないな。」 



 ３ 自分たちの狂
言に対する課題を
もつ。（２活動と同
時に） 
 
 

 
 
 

○演技→評価→話し合いの流
れが繰り返されることで課
題からすぐに実践、振り返り
が可能となる。互いの学級の
曲目をはじめて見ることで、
学級内の相互評価とは違い、
他者を意識するきっかけと
なった。 

 
全学年を通じて「にほんご」の時間を設けた（１・２学年は、国語科の時間を使って）。
学年の発達段階や、児童の実態を考慮した素材開発とともに、それぞれの素材を核とした年
間を通した大単元的な取り組みを試みた。 

 
 
 
 

さらに、伝え合う機会、場、相手、形式などを、昨年度以上に多様に設定し、伝え合うこ
との喜びを、どの子にも味わえるような活動を行うことができた。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

多様な場・相手とのかかわりをもたせることで、伝え合う楽しさを知り、さらに積極的に
自分を表現しようとする態度につながった。また、他者とのかかわりの中で、その場に応じ
た新たな「伝え合い」も自然に生まれていった。国語科で身に付けた基礎・基本を生かす場、
ためす場を学校生活の中に設定することは、「生きてはたらくことば」の育成に確かにつな
がるものであった。 

３ 成果と課題 
   伝統の国語科の授業研究を通して、子どもたちはことばに対するこだわりや他者との読みの
交流をもてるようになった。そして、「ことばの力の系統図」を目指した研究授業により、特
定の学級、子どもたちだけでなく、室積小学校の子どもたちが総じて、その力の獲得に歩みだ
したといえよう。しかしながら、「系統図」のみを先走りさせるのではなく、あくまで、そこ
に学ぶ子どもたちの実態を見つめ、確かな力の定着をめざしていく必要がある。来年度以降は、
この「系統図」を意識した授業づくりを進めていく一方で、その問題点を見出し、改善してい
くことを繰り返していきたいものである。また、授業研究を通して、めざす子どもの姿により
近づく支援の仕方を追究していかなくてはならない。 
「にほんご」の時間では、各学年で発達段階を考慮しての素材を開発し、年間を通しての大
単元的な活動を仕組んでいった。そのことにより、子どもたちは、自分たちの活動に対する自
信を得、能動的な「伝え合い」が可能となった。今後は、音読・暗唱を基盤とし、各学年の系
統性や素材の可能性（社会・文化とのつながり）を、カリキュラムの観点から評価することで、
継続的かつ発展的な活動につなげる必要性があろう。さらに新たな可能性のある素材の開発に
も力を入れていきたい。その積み重ねにより、「ことばを介して、他者とのよりよい関係を築
く力」や「自分を積極的に表現しようとする態度」を育くむことにつながるのではないだろう
か。 

『附子』を知らない人には分からなか

ったんだなあ。次はもっとゆっくり言

わないといけないな。 

「「「「活動活動活動活動のののの場場場場」」」」とととと「「「「伝伝伝伝ええええ合合合合うううう相手相手相手相手」」」」のののの一例一例一例一例    
・ 終業式・始業式での学級・学年発表 〈 全校児童 〉 
・ 狂言師を招いての狂言会 〈 狂言師 〉 
・ 「室小まつり」での発表 〈 全校児童・保護者・地域の人 〉 
・ 異学年交流会 〈 対象異学年 〉 
・ 一日入学での発表 〈 新入児 〉 
・ 民話交流 〈 地域の人 〉 
・ 国際交流会 〈 地域在住外国人・AET・県国際交流員 〉 

学年学年学年学年のののの発達段階発達段階発達段階発達段階をををを考考考考えたえたえたえた、、、、新新新新たなたなたなたな素材素材素材素材のののの開発開発開発開発    
・「音読集」の音読 ・教科書教材の音読 ・民話（３年生） 
・音声アフレコ（４年生） ・落語（５年生） ・狂言（６年生） 



 

◎ 校長から見た指導のポイント 
  ことばの伝達力の向上無くして伝え合う力は養えない。そこで、「ことばの力」を育てるた
めに、大きくは次の２点から迫った。 
○ 国語科の授業力を向上させようと授業研究に取り組んだ。教材研究を十二分に行って、
学ばせることは何かを明確にし、問題解決型の国語科の授業を追求した。 

○「生きてはたらくことばの力」を養うために、音読力の向上を図った。音読発表会を設定
することによって、観客に伝える方法を自ら学び、考える場となった。音読に自信がつく
と、行動も堂々と、声もはつらつとしてくる。 


