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(ｱ) 単元について 

(ｲ) 授業実践１の概要 
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教 諭  山 縣 利 恵  
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自分の考えと結び付けて聞く能力を育成し、伝え合う力を高める小学校国語科の指導に関する研究 

－自他の考えを互いの立場が分かるように可視化する活動を通して－ 

  

                      山陽小野田市立厚狭小学校 教諭 山縣 利恵  

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景 

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中で、様々な思いや考えをもつ他者と対話した

り、話し合ったりする機会が減り、人間関係の希薄化が問題視されるようになってきた。 

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の審議経過報告書（平成18年２月）では、

「都市化や核家族化，情報メディアの発達の中で，子どもが集中力を持って相手の話を聞く機

会が乏しくなっていることから，特に小学校低学年において相手の気持ちを理解しながら『聞

く力』を育てる指導や，それを生かした『話す力』を育てる指導が重要である」＊１とされてい

る。さらに、中央教育審議会答申（平成20年１月）では、国語科改訂の趣旨として、「互いの

立場や考えを尊重して伝え合う能力を育成すること」＊２を重視することが示されている。これ

を受け、「小学校学習指導要領解説 国語編」（平成20年8月）の目標にも、「適切に表現し正

確に理解する能力」＊３の育成を基盤に「伝え合う力を高める」＊３ことが位置付けられている。 

 (2) 研究テーマ設定の理由 

原籍校における低学年児童の話合いの実態を見ると、進んで発言するなど意欲的な姿は見ら

れるものの、自分の思いを一方的に話したり、話題からそれたりしてしまう傾向がある。自分

の考えを話したいという気持ちが強く、友だちの考えを聞くことをあまり意識していない。部

分的な聞き取りはできていても、話の全体像をつかみ、話し手の意図を把握することは困難で

ある。そのため、話合いが意見の出し合いに終わってしまい、互いの思いや考えを共有するこ

とや新たな考えを構築することができず、自分の考えと友だちの考えとを結び付けて、考えを

深めていくまでには至っていないという状況がある。 

話したり聞いたりする活動は、音声言語のみでやり取りすることが多いため、聞き逃して、

話の内容が分からなくなってしまったり、聞いてもすぐに忘れてしまったりすることがある。

また、自分の言いたいことで頭がいっぱいになると他者の考えに関心がもてないこともある。

互いの思いや考えを伝え合うためには、聞いたことを受けて発言できるようにすることが大切

である。 

そこで、本研究では、「話すこと・聞くこと」の領域のうち、特に「聞く能力」の育成を中心

にして伝え合う力を高めていくことにした。話合いにおいて、「聞く能力」を育成するためには、

「聞く」ための支援が必要だと考えた。話し手が自分の考えの一部を可視化し、聞き手はそれ

を見ながら話を聞くことで、話し手の意図を把握できるようにする。また、互いの立場が分か

るように可視化することで、振り返りが容易にできるようにする。そうすることで、話し手と

聞き手の双方向の関わり合いが生まれ、自分の考えと結び付けて「聞く能力」の育成ができ、

新たな考えを構築していく話合いになるのではないかと考えた。 

 (3) 研究の仮説 

以上のことを踏まえ、研究の仮説を「小学校国語科の話合い活動において、自他の考えを互

いの立場が分かるように可視化する活動を取り入れることで、自分の考えと結び付けて聞く能
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力が育成され、伝え合う力を高めることができる」とし、授業実践を通して検証を行うことに

した。 

 

２ 研究の内容 

(1) 本研究でめざす聞く能力 

本研究では、「聞く」ということを、受動的行為として捉えるのではなく、能動的行為として

捉える。「能動的に聞く」とは、自他の考えの違いを比べながら聞いたり、分からないことを理

解するために問い掛けたり、聞いたことに対して自分なりの思いや考えをもったりしながら自

分の考えと結び付けて聞くことだと考える。そうすることで、互いの言葉を受け止めることが

できるようになり、伝え合う力を高めていくことができると考えた。 

 (2) 自他の立場が分かるように可視化する活動について 

  「聞く」ときには、話の中心をよく押さえながら聞き、話し手の意図を理解する必要がある。

しかし、話し言葉はすぐに消え去ってしまうために、聞いたつもり、分かったつもりで自己完

結してしまっていることが多い。また、聞くことができたかどうかということは、視覚的に確

認することはできない。 

そこで、本研究では、話の大切な部分を聞くことに焦点を当てるために「自他の考えを互い

の立場が分かるように可視化する活動」（図１）を話合いの中に取り入れることを考えた。「自

他の考えを互いの立場が分かるように可視化する活動」（以下；「可視化する活動」）は、①「自

分の考えをカードに書く活動」、②「カードを見せながら話す活動」、③「違いを比べてカード

を置く活動」の三つで構成する。この活動を取り入れることで、振り返りが容易になり、能動

的に話を聞くことができる。また、児童自身が「聞く」という行為を自覚し、教師も児童の考

えを把握することができると考えた。 

  

  ア 「自分の考えをカードに書く活動」について 

「自分の考えをカードに書く活動」を行うことにより、自分の考えが整理され、話合いに

おいて、立場を明確にすることで自分の考えと結び付けて聞く準備ができると考えた。カー

ドに書く内容は、考えの主張部分のみとし、理由部分について聞き合えるようにした。 

イ 「カードを見せながら話す活動」について 

「カードを見せながら話す活動」を行うことにより、聞き手は、カードを見ながら考えを

聞くことができるため、話し手の意図を把握しやすく、書かれていない理由部分についての

み注意して聞くことができると考えた。 

ウ 「違いを比べてカードを置く活動」について 

「違いを比べてカードを置く活動」を行うことにより、自分の考えと結び付けて聞くこと

図１ 自他の考えを互いの立場が分かるように可視化する活動 

 

 

カードを見せ
ながら話す 

自分の考えを
カードに書く 

違いを比べて 
カードを置く 

活
動 

ね
ら
い 自分の考えと結び付けて聞く能力を育成 

考えの整理 考えの把握 立場の把握 

カードに書くことで
考えを整理し、自分の
立場を明確にするこ
とができる。 

カードに書かれた言
葉を参考に、理由部分
に注意して聞くこと
ができる。 

自他の考えの違いに
気付いて、相手に問い
掛けをすることがで
きる。 
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を意識することができると考えた。さらに、互いの考えの違いに気付いて、問い掛けをする

ことが容易になり、話合いの狙いに迫ることができると考えた。 

なお、具体的な手順としては、自分の考えを話した後にカードを画用紙に置いていく。そ

の際、自分の考えの理由部分が既に置かれている他者の考えの理由部分と同じと判断したら

そのカードの近くに置き、違うと判断したら離して置くことにする。 

(3) 授業実践 

   以上のことを踏まえて、原籍校の第２学年児童26人を対象に２回の授業実践を行い、研究の

仮説を検証した。 

ア  授業実践１（説明文「たんぽぽのちえ」光村図書上） 

(ｱ) 単元について 

   本単元では、たんぽぽの知恵とは何かを解き明かしていくことを読みの目的とする。そ

の目的を達成するために、単元を貫く言語活動として紙芝居づくりを設定することにした。

活動を通して、「時を表す言葉」に着目し、時間的な順序を意識しながらたんぽぽの知恵の

実際を読み取らせたいと考えたからである。そこで、いくつかあるたんぽぽの知恵ごとに

紹介するために、タイトルを付けることにした。めあてを、それぞれの知恵にふさわしい

たんぽぽの名前を付けることとして話合いを進めていくことにした。 

 このたんぽぽの名前を付ける話合いに、「可視化する活動」を位置付けた。表１に示す単

元全体の構成のうち、第二次第４、６、８、10時の計４時間で「可視化する活動」を行う

ことにした。各段落のたんぽぽの知恵に名前を付ける活動を通して、児童は友だちの付け

た名前の理由を聞き合いながら、叙述を基にその名前や理由の妥当性を吟味し、各段落に

ふさわしい名前を付けることができると考えたからである。 

 

教材名（時間） たんぽぽのちえ（12時間） 

単元の目標 
時間的な順序や理由付けを表す言葉に着目しながら、たんぽぽの成長の様子とその理由、知恵 

など読み取ることができるようにする。 

単元を貫く言語活動 「たんぽぽのちえ」の紙芝居をつくろう 

指 

導 

計 

画 

次 時 主 な 活 動 

一 １ 題名読みをし、初発の感想を書く。 

二 

２ 時を表す言葉を基に、段落分けを行い、段落構成を理解し、学習課題をつかむ。 

３ 
第２、３段落のたんぽぽの様子とそのようになっている理由が説明されていることを理解し、「ちえ」
について話し合う。 

４ 
第２、３段落の読み取った「ちえ」に合う名前を考え、班で話し合って紙芝居を作成する。 
 可視化する活動１ 

５ 
第４、５段落のたんぽぽの様子とそのようになっている理由が説明されていることを理解し、「ちえ」
について話し合う。 

６ 
第４、５段落の、読み取った「ちえ」に合う名前を考え、班で話し合って紙芝居を作成する。 
 可視化する活動２ 

７ 
第６、７段落のたんぽぽの様子とそのようになっている理由が説明されていることを理解し、「ちえ」
について話し合う。 

８ 
第６、７段落の読み取った「ちえ」に合う名前を考え、班で話し合って紙芝居を作成する。 
 可視化する活動３ 

９ 
第８、９段落のたんぽぽの様子とそのようになっている理由が説明されていることを理解し、「ちえ」
について話し合う。 

10 
第８、９段落の読み取った「ちえ」に合う名前を考え、班で話し合って紙芝居を作成する。 
 可視化する活動４（授業の実際、考察） 

三 
11 紙芝居をまとめ、練習をする。 

12 まとめたものを発表する。 

表１ 授業実践１の単元の構成 
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表２ 授業実践１の概要 

 

 

(ｲ) 授業実践１の概要 

授業実践１の第二次10時間目の概要は、表２のとおりである。 

 

ねらい 

・第８、９段落の叙述を基に、「たんぽぽのちえ」について読み取ったことを紙芝

居のタイトルに生かすことができる。 

・第８、９段落の「たんぽぽ」にふさわしい名前を班で話し合い、考えを一つに

するために、どの考えがふさわしいか自分の考えと結び付けて考えながら聞く

ことができる。 

準備 カード 写真 画用紙 

学習活動・学習内容 可視化する活動の留意点 教師の支援・指導上の留意点 

１ 前時の学習内容を振

り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ たんぽぽに合う名前

を考える。 

・様子 

・理由 

・知恵 

３ 班でたんぽぽの名前

について話し合い、ぴっ

たりの名前を決める。 

・名前の理由 

・自他の考えの違い 

・叙述を基にした理由 

・問い掛けること 

 

 

４ 振り返りをする。 

・自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①自分の考えをカードに書く活動 

○カードには、「たんぽぽの名前」のみを

書くこととし、その理由については聞

き合うことができるようにする。 

 

 ②カードを見せながら話す活動 

○自分の考えと同じか違うか比べなが

ら聞くという視点を与える。 
 

 ③違いを比べてカードを置く活動 

○立場が分かるように可視化したみん

なの考えを基に話合いを行うことで、

自他の考えの違いに気付き、問い掛け

ができるようにする。 

○写真を基に、第８、９段落のたんぽぽ

の様子や理由、知恵について振り返る

ことで、たんぽぽに対するイメージを

膨らませて名前を考えることができ

るようにする。 

 

 

 
 

 
○これまでに決めてきた名前を教室に

掲示しておくことで、ヒントにして考

えることができるようにする。 

 

 
○めあてを板書に提示しておくことで、

考えを一つにする際に、ぴったりと

は、本文を基に考えるということに立

ち返ることができるようにする。 

○それぞれの考えを聞き合った後、質問

をする時間をとり、他者の考えを理解

するために問い掛けることができる

ようにする。 

 

○話合いの中で、友だちの考えに興味を

もって聞いたり、叙述を基にまとめて

いたりした班を取り上げ、価値付ける。 

(ｳ) 授業実践１の実際 

 授業の導入では、前時に学習した晴れの日と雨の日のたんぽぽの写真を提示した。そし

て、第８、９段落の叙述に基づいて児童に動作化させることで、たんぽぽの様子を想起さ

せ、前時に考えた「理由」と「ちえ」を再確認した。それから、その段落のたんぽぽにふ

さわしい名前を考えさせ、それぞれが付けた名前を基に「可視化する活動」を行った。 

    ａ 自分の考えをカードに書く活動 

      児童一人ひとりが、自分の考えた「たんぽぽの名前」を

カードに書き、考えの整理を行った。なお、カードの書き

方は、「○○たんぽぽ」と一言で表すようにさせ、主張部分

が明確になるようにした。 

児童は、教科書の叙述を基に、図２に示すようなたんぽ
図２ 主張部分を可視化した 
   児童の考え(一部抜粋) 

 
   

第８、９段落の「たんぽぽ」にぴったりの名前について話し合おう。  

 

違いを比べてカードを置く活動の様子 

 

前時の振り返りの様子 
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ぽの名前を付けた。 

ｂ カードを見せながら話す活動 

 話し手の考えが聞き手により理解してもらえるように、カードを見せながら話すよう

促した。耳から入る情報だけでなく視覚的に入る情報があることで、友だちがこの段落

のたんぽぽにどんな名前を付けているのか、それはなぜなのかなど、話し手の考えをい

つも以上に、興味深く最後まで聞くことができていた。また、自分の考えた名前と似て

いても理由が異なると、「ちょっと違う」などとつぶやく児童がいた。 

なお、ここでは、話し方として、主張部分を先に述べて、その後にカードに書かれて

いない理由部分を話すという指導も合わせて行った。そうすることで、聞くときには、

話の中心をつかんで最後まで聞くという意識をもたせることができた。 

 ｃ 違いを比べてカードを置く活動 

  児童は、次のようにカードを置いていた。例えば、「天気によってちがうたんぽぽ」と

「ひらいたりすぼんだりするたんぽぽ」という名前を付けた児童は、書かれている言葉

は違うが、理由が似ていると判断して近づけてカードを置いていた。また、「すぼんでひ

らいていそがしたんぽぽ」と「わた毛をすぼめるたんぽぽ」という名前を付けた児童は、

名前の中に「すぼむ」という同じ言葉が書かれていても理由が違うと判断してカードを

離して置いていた。このように、児童は、互いの考えを聞き比べながら話合いを行うこ

とができた。 

それぞれのカードを画用紙に置いて、立場を明確にした後、互いの考えに問い掛けを

し合えるように「おたずねタイム」を設定した。そして、それぞれの考えを聞いた結果、

どの考えがよいと思ったのかを一人ずつ話し、一つの考えにまとめていく話合いを進め

ていった。 

(ｴ) 授業実践１の結果と考察 

  ある班の話合いの様子をビデオ録画したものを基に、授業実践１を考察する。 

 まず、Ａさんが画用紙の真ん中にカードを置いて自分の考えを話した。次に、Ｂさんが

聞いたことを受けて、カードを見せながら自分の考えを話し、画用紙に置いた。同様にＣ、

Ｄさんも考えを話してカードを置いていった（図３）。児童の発言については図４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ａ：ぼくは、開いたりすぼんだり、とんだりするたん

ぽぽにしました。理由は、晴れたら、わた毛が開

いて、雨だったら、すぼむからです。 

Ｂ：わたしは、天気たんぽぽにしました。理由はＡさ

んと少し似ていて、天気によって開いたりすぼん 

   だりするからです。 

Ｃ：ぼくは、わた毛がいっぱいに開いたよたんぽぽに

しました。なぜかというとＡさんと違って、教科

書の８段落によく晴れて風が強い日は、わた毛は

かさをいっぱい開いてとんでいきますと書いて

あるからです。 

Ｄ：わたしは、わた毛いっぱい開いたたたんぽぽにし 

  ました。理由は、Ｃさんと同じで、８段落に、よ

く晴れて風が強い日は、わた毛はらっかさんを

いっぱいひらいてとんでいきますと書いてある

からです。 

    図４ 活動中の児童のやり取り 図３ 立場の可視化１ 
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自他の考えを比べながら聞いていることが分かる発言（   ）が全ての児童に確認でき

た。Ｂさんは、Ａさんの理由のうち下線部（   ）のところが自分の考えと似ていると

判断し、理由が少し似ているから、カードを近づけて置いた。同様にＣ、Ｄさんも自分の

考えと友だちの考えが同じか違うかを考えながら聞き、位置関係を自分で判断してカード

を置いた。このように、児童は、たんぽぽの名前に対する理由部分の類似点や相違点を聞

き分け、互いの考えを結び付けながら発言することができた。これは、カードを見ながら

相手の話を聞くことで理由部分をよく聞いて、自分の考えと比べることができたからだと

考える。 

    次に「可視化する活動」による児童の考えの変容について考察する。Ａさんは、他者の

考えを聞いたことで、図５のように考えを変容させた。 

 

 

 

 

 

 

Ａさんは、自分の理由と似ているＢさんの考えがよいと考えている。ここでは、カード

に書かれている言葉だけを見て選んでいるのではなく、理由のよさに納得して選んだこと

が分かる。また、Ａさんは、Ｂさんの考えの理由を捉えていることが二重線部（   ）

から分かる。これは、カードを見ながら話を聞いたことにより他者の考えが理解しやすく

なったことと、発言し終えた後も立場が分かるように可視化されていることにより、振り

返りが容易になったからだと考える。Ａさんは、最初に考えを話したが、発表し終えた後

も自分の考えと友だちの考えを比べながら聞いていたことがうかがえる。なぜ、その考え

がよいと思ったのかという発言にまでは及んでいないが、聞いたことを受けて自分なりの

思いや考えをもつことができたといえる。 

他の班においても、単元に位置付けた４回の「可視化する活動」における話合いでは、

ほとんどの児童が自他の考えを比べながら聞いていたことが分かる発言をしていた。また、

全ての児童が自他の考えに対する理由の類似点や相違点を考慮しながら、カードの置く位

置を判断していたことが確認できた。 

児童は話合いの中で自他の考えの違いに着目はできるようになったが、話合いの中での

児童の問い掛けは理由を尋ねるだけのものであり、めあてに迫る問い掛けにはならなかっ

た。この課題を踏まえて、授業実践２に取り組むことにした。 

イ  授業実践２（物語文「お手紙」光村図書下） 

 (ｱ) 単元について 

本単元では、登場人物の行動や会話を手掛かりにして、登場人物の気持ちを想像したり、

場面の様子を読み取ったりすることを目的とする。その目的を達成するために、単元を貫

く言語活動としてペープサート劇を設定することにした。その活動を通して、「かえるくん」

と「がまくん」という二人の気持ちと心の通い合いを豊かに想像する楽しさを味わわせた

いと考えたからである。同じ場面の音読でも解釈が違うと、多様な表現が生まれる。そこ

で、それぞれの解釈について理由を明らかにしながら、話合いを行うことにした。 

話合い前 Ａ：ぼくは、開いたりすぼんだりとんだりするたんぽぽにしました。理由は、晴れたらわた

毛が開いて、雨だったら、すぼむからです。 
 

     Ｂ：わたしは、天気たんぽぽにしました。理由はＡさんと少し似ていて、天気によって開い

たりすぼんだりするからです。 
 

話合い後 Ａ：ぼくは、Ｂさんの天気たんぽぽがいいと思いました。理由は、天気によって開いたりす

ぼんだりするからです。 

 図５ 考えの変容が見られた児童の発言 
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表４ 授業実践２の概要 

 

表３ 授業実践２の単元の構成 

 

 

登場人物の気持ちを考える話合いに、「可視化する活動」を位置付けた。表３に示す単元

全体の構成のうち、第二次４、６、７、10、11時の計５時間に「可視化する活動」を行う

ことにした。会話文の読み方を考える活動を通して、児童は、友だちの考えた読み方とそ

の理由を聞き合いながら、叙述を基に場面の様子や登場人物の気持ちを読み取ることがで

きると考えたからである。 

 

教材名（時間） お手紙（全 13時間） 

単元の目標 
登場人物の会話文や場面の様子に着目しながら、がまくんとかえるくんの気持ちの変化を読み

取ることができるようにする。 

単元を貫く言語活動 がまくんとかえるくんになりきってペープサート劇をしよう 

指 

導 

計 

画 

次 時 主 な 活 動 

一 
１ 

作品設定（登場人物、あらすじ）を捉え、学習課題を把握する。どちらの会話文か主語を押さえて読み、

初発の感想を書く。 

２ 挿絵を手掛かりに場面の移り変わりを捉え、場面分けをする。 

二 

３ 第１場面の様子と登場人物の気持ちを捉える。 

４ 
第１場面の様子と登場人物の気持ちをペープサート劇で表現する。 

 可視化する活動１ 

５ 第２場面の様子と登場人物の気持ちを捉える。 

６ 
第２場面の様子と登場人物の気持ちをペープサート劇で表現する。 

 可視化する活動２ 

７ 
第３場面の様子と登場人物の気持ちを捉え、ペープサート劇で表現する。 

 可視化する活動３ 

８ 第３場面の様子と登場人物の気持ちを捉える。 

９ 第３場面の様子と登場人物の気持ちをペープサート劇で表現する。 

10 
第４場面（前半）の登場人物の気持ちを捉え、ペープサート劇で表現する。 

 可視化する活動４（授業の実際、考察） 

11 
第４（後半）、５場面の様子と登場人物の気持ちを捉え、ペープサート劇で表現する。 

 可視化する活動５ 

三 
12 学習したことを基に、全場面を通してペープサート劇の練習を行う。 

13 グループで発表し合い、セリフの読み方やペープサートの動かし方の工夫点を中心に感想を伝え合う。 

(ｲ) 授業実践２の概要 

  授業実践１での課題に対して、児童がめあてに迫った問い掛けができるようにするため、

「自分の考えと違う考えのどちらがよりめあてにふさわしいかを聞く」という視点を提示

した。また、話合いで自分の考えが変容したことを捉えさせるために、「可視化する活動」

を繰り返し設定することにした。 

授業実践２の第二次10時間目の概要は、表４のとおりである。 

 

ねらい 
お手紙を書いたことをがまくんに打ち明けたかえるくんの気持ちについて話し  

合い、音読を工夫することができる。 

準備 カード、タブレット、ペープサート、画用紙、ワークシート 

学習活動・学習内容 可視化する活動の留意点 教師の支援・指導上の留意点 

１ 前時の学習内容を振

り返り、本時のめあて

を確認する。 

・登場人物の心情 

 ・学習課題の把握 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○前時の掲示物を基に振り返るこ

とで、場面の様子を思い出すこと

ができるようにする。 

○がまくんの気持ちを変化させた

大切な言葉であることに気付か

せることで、音読の工夫ができる

ようにする。 

 

 

 

前時の振り返りの様子 

 
かえるくんの気持ちを想像して、「だって、ぼくが、きみにお手紙出したんだもの」の音読の仕方を考えよう。 
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２ かえるくんのセリフ

の読み方について、理 

由を基に班で話し合

う。 

・登場人物の心情 

・行動 

・会話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 音読の仕方を考えて 

ワークシートに書く。 

・声の大小 

・速さ 

・間の取り方 

４ ペープサートで表現 

する。 

・音読の工夫 

 可視化する活動１ 
 

 ①自分の考えをカードに書く活動 

○どのように読むのかを書き、理由が言える

ように考えを整理する。 
 ②カードを見せながら話す活動 

○「自分の考えと似ているところはないかを

見付けながら聞く」という視点を与える。 

 ③違いを比べてカードを置く活動 

○立場が分かるように可視化したみん

なの意見を基に話合いを行うことで、自

他の考えの違いに気付いて問い掛けがで

きるようにする。 

 可視化する活動２ 
 

 ①自分の考えをカードに書く活動 

○友だちの考えを聞いて、自分の考えがどの

ように変容したかを明確にすることがで

きるように２枚目のカードを書く。 

 ②カードを見せながら話す活動 

○誰の考えを聞いて変容したのかを伝えな

がら自分の考えを話すようにすることで、

つながりのある発言ができるようにする。 

 ③違いを比べてカードを置く活動 

○２枚目のカードを置いて立場を示すこと

で、話合いによる自分の考えの変容を捉え

ることができるようにする。 

 
○話し手は叙述を基に述べるよう

にさせる。聞き手は、教科書のど

こにその理由が書かれているか

を確認しながら聞くことができ

るように声掛けをする。 

 
 

○「自分の考えと違う考えのどちら  

 がめあてに合うかを聞く」という

視点を与えることで、話合いの目

的を考えて聞くことができるよ

うにする。 

 
○自分の考えをもう一度整理する  

 時間をとることで、めあてについ 

 て吟味することができるように

する。 
 

○２枚目のカードには、枠囲いを

し、話合い前と話合い後の考えの

変容を児童自身が自覚できるよ

うにする。  

 

 

 
○話し合ったことを基にめあてに

対する自分の考えを整理し、ワー

クシートに書くことで、音読の工

夫につなげることができるよう

にする。 

○ペープサート劇を録画した映像

を確認することで、表現の仕方の

よさや問題点に気付くことがで

きるようにする。 

(ｳ) 授業実践２の実際 

  本時は、第４場面のかえるくんががまくんを喜ばせるた

めに、内緒で書いた手紙のことを打ち明ける場面である。 

導入では、第３場面までの展開と登場人物の気持ちを想

起させるために、挿絵を基に振り返りを行った。ここでは、

第３場面に至るまでに繰り返されたかえるくんとがまくん

の行動や会話から、手紙を待つことをあきらめてしまった

がまくんを励まし、喜ばせたいという思いをもっているか

えるくんの気持ちを確認した。そして、「第４場面において、

がまくんの気持ちを動かすきっかけとなった言葉はどれだろう」と発問することで、話し

合わせたい会話文を児童に見付けさせた。そして、「かえるくんの気持ちが伝わるように音

読しよう」とめあてを提示した。 

ここで、かえるくんの気持ちが伝わるような音読の仕方を考えさせるために、「可視化す

る活動」を取り入れた。２枚のカードを渡し、２枚目のカードには話合いの狙いに合う考

えをもう一度書くことを伝え、内容を吟味しながら聞くよう促した。 

１枚目の児童のカードの記述（図６）には、17種類の多様な考えがあることが確認でき

 図６ １枚目のカードに書いた 

    児童の考え（一部抜粋） 

立場が分かるように可視化する様子 

 



- 33 - 

た。それぞれの理由を聞き合い、質問をする際には、「自分の考えと違う考えのどちらがめ

あてに合うかを聞く」という視点を与えた。その後、自分の考えを見直す時間をとり、２

回目の「可視化する活動」を行った。 

(ｴ) 授業実践２の結果と考察  

  ある班の話合いの様子をビデオ録画したものを基に、授業実践２を考察する。 

  図７は、「可視化する活動」後の問い掛けの様子である。図８は２回目の「可視化する活

動」後に互いの立場が分かるように可視化されたものである。児童の問い掛けを中心にど

のように考えを変容させていったのかについて、児童の発言から分析していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａさんは、自分の考えと全く違うＢさんに対して下線

部（   ）のような問い掛けを行った。これは、単に

聞き逃したから聞いたわけではなく、自分の考えと比べ

てどちらの考えがめあてに合っているかを確かめるため

に聞いていることが二重線部（   ）から分かる。そ

して、カードに書いた言葉ではなく、聞いた理由につい

て自分の考えを話している。Ｃさんは、Ａさんの発言に

ついて、理解するために問い掛けをしている様子がうか

がえる。Ｄさんもこれまでのやり取りを聞いて自分の考え

を発言していることが分かる。また、Ａ、Ｂさんともに他者の問い掛けに対して、自分の考

えを説明しようとしていることが波線部（   ）から分かる。 

こうした問い掛けやそれに対しての発言は、授業実践１では見られなかった姿である。

児童は相手の発言内容について主張部分だけでなく、その理由について自分の考えと比べ

ながら聞き取り、さらに自分の考えと相手の考えのどちらがよりめあてに合っているかを

考えながら聞こうとしていた。 

 Ａさんは、話合い前には、「がまくんがうるさく言うから、もうばらしていいやと思った

から」という考えだった。しかし、話合い後には、「秘密にしていたことを平気で言ってし

まったからがっかりした」という考えを付け加えていた。 

 このように、２回の「可視化する活動」を取り入れたことにより、比べて聞くというだ

けではなく、互いの発言に問い掛けをしながら、自分の思いや考えを伝え合うことができ

 

Ａ：どうして、Ｂさんは、がっかりそうにと思ったん  

  ですか。理由をもう一度教えてください。 
 

Ｂ：がまくんの笑顔が見たかったのに言ってしまった  

  からです。 
 

Ａ：それは、違うんじゃないですか。 

 

Ｃ：どうしてそう思うのですか。 
 

Ａ：平気でがまくんが、言い過ぎるから言ったと思い 

  ます。(ＢとＤは、教科書で確認する。) 
 

Ａ：理由が違うんじゃないですか。 

 

Ｄ：Ｂさんはいいと思う。言いたくなかったから～。  

      図７ 話合いにおける児童の発言 

 
Ｂ 

  
図８ 立場の可視化２ 

 

図９ 問い掛けしている様子 
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るようになった。また、相手の発言を聞いて終わりではなく、もう一度自分の考えを整理

する場を設定することで、教科書を見返したり、立場が分かるように可視化されたものを

見直したりして、新たな考えを構築していくことができたと考える。 

 (4) 研究の考察 

 ア ビデオ分析から 

   (ｱ）問い掛けをする児童の様子 

「可視化する活動」を取り入れることにより、授

業実践１、２においてともに多くの児童が話し手の

発言に対する問い掛けを行っていることが分かる

（図10）。これは、「可視化する活動」により、自他

の考えを比べやすくなったからだと考える。可視化した考えを指差しながら話合いを進め

ている様子からも、可視化したことが、話合いにおいて児童同士の関わりをもたらすツー

ルとして有効であったといえる。また、聞く視点を示すことも、誰にどんなことを聞くと

よいかが明確になり、問い掛けをしやすくなったと考えられる。さらに、分からないこと

や疑問に思ったことは問い掛けるという児童の意識が高まってきた結果だと考える。 

   (ｲ）問い掛けの内容の充実 

          問い掛けの内容を分析すると、図11のように８種類が確認

できた。特に、「理由」を問い掛ける場合が多かったのは、聞

き逃したことを聞き返すといったものだけではなく、自他の

考えを比べてどちらの考えがめあてにふさわしいかを吟味す

るためのものであった。 

 次に多かった「提案」や「反論」、「推論」では、問い掛け

をして終わるのではなく、他者の答えに対してさらに関連した問い掛けをし、一つの話題

に対して連続して問い掛けが行われていた。このことより、単に話し手の考えを一方的に

受け入れて聞くということだけではなく、聞いたことに対して自分の思いや考えを伝え合

う双方向的な関わりが生まれたものと考える。 

 問い掛けの具体的な発言を整理したものが表５である。これを見ても、他者の考えをよ

り理解しようと能動的に聞いている発言が多く見られる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ  可視化したカードの分析から 

授業実践２において、話合い前後における児童の考えの変容を可視化したカードを基に分

問い掛け 発 言 問い掛け 発 言 

理由 

もう一回理由を言ってください 

反論 

～から理由が違うんじゃないですか 

なんで～と思ったんですか ～と書いてあるから～じゃないですか 

なんで～にしたんですか 理由は、～になるんじゃないですか 

提案 

～を合体させたらいいんじゃない

ですか 
だって～ 

～はどうですか でも～ 

じゃあ～ 内容 何を～ 

比較 

言葉が違うけど理由が似ているか

ら～ 
聞き返し 

聞こえなかったからもう一度言ってくだ

さい 

理由が似ているから～ 確認 ～だから同じことですか 

理由が違うから～ 推論 ～こういうことですか 

図 10 問い掛けをした児童の数 

確認 推論

聞き返し

理由
内容

提案

反論

３４％

２４％

１９％

１２％

４％

４％

２％
１％

比較

表５ ８種類の問い掛けの具体的な発言 

 

 

 

図 11 問い掛けを分類した割合 

授業実践１

授業実践２

１８人 ８人

２３人 ３人

問い掛けあり 問い掛けなし



- 35 - 

図 13 「比べながら聞くこと」に  
    関するアンケート結果 

析した。図12の円グラフに示したように、考えの変容としては、

自分の考えと似ている考えを付け加えたもの（自分＋他者）や

他者の考えに変えたもの、話合いには出ていない新たな考えを

構築していくものなどが見られた。これは、自他の考えを比べ

ながら聞いたり、話し手の意図をより理解するために問い掛け

たりするなど、能動的に聞くことができていたからだと考える。

また、聞いたことを受けて再度自分の考えを見直したことで、自分の考えの変容をもたらし

たものだと考える。中には、考えが変わらない児童もいたが、発言の中に、「みんなの考えを

聞いたけどやっぱり～」などと発言したり、問い掛けをしたりしている姿を確認できたこと

からも、聞いたことを受け止めた上で、自分の考えに確信をもったものだと考える。 

また、授業実践後の児童の感想にも、「話合いをして友だちの理由を聞いて意見が変わりま

した」、「話合いで自分のもいいと思ったけど○○君のを聞いて自分のも○○君のもいいと

思ったので付け加えました」とあるように、児童自身も考えの変容を自覚していることがう

かがえた。 

このように「可視化する活動」を通して、児童自身が聞くことの大切さを実感し、聞いた

ことに対して自分なりの思いや考えをもって伝え合うことができたと考える。 

ウ 児童・教員のアンケートから 

  授業実践１、２の後「比べながら聞くこと」に関するアンケートを児童に実施した（図13）。

「可視化する活動」を取り入れたことにより、ともに高い割合で、自分の考えと似ているか

どうか考えながら聞くことができたと答えている。このことか

ら、児童自身が、「聞く」という行為を能動的に捉え、自他の考

えを比べながら聞くという意識が育成できたものだと考える。

このように、比べながら聞くことができたと児童が自覚できて

いるのは、「聞く」という行為を可視化したことによるものだと

考える。 

    また、授業実践前後に「尋ねること」に関するアンケートを児童に実施した（表６）。 

 

友だちの考えを聞いて 

 尋ねることができる 
そう思う 少し思う あまり思わない 思わない 

授業実践前 ３人 ８人 ９人 ６人 

授業実践後 20 人 ６人 ０人 ０人 

  授業実践前には、半数以上の児童が、尋ねることに対して消極的であったが、授業実践後

には児童全員が尋ねることに対して積極的になったことが分かる。これは、話合いにおいて

自分の考えを話すことだけではなく、他者の考えにも関心をもって聞くことができるように

なったからである。また、「可視化する活動」を通して実際に話し手に問い掛けを行ったこと

が児童の自信につながったと考えられる。アンケートの自由記述にも、「これからは友だちの

考えをよく聞いて違う考えの友だちに質問したい」、「カードがなくても友だちの話をよく聞

きながら同じか違うかちゃんと言えたらいいな」というように、自分の考えを結び付けて聞

くという意識が高まってきたと考える。さらに、話合いにおいて、考えが同じか違うかを比

べながら聞くという視点や自分の考えとは違う考えの他者に問い掛けるという視点の大切さ

を児童自身が感じていることが分かる。 

図 12 考えの変容の割合 

 

表６ 「尋ねること」に関するアンケート結果 

 

自分＋他者

他者の考え
新たな考え

自分の考え

他者＋新
たな考え

他者＋他者 自分＋新たな考え

３０％

２６％
１８％

１７％
４％

４％
１％

97%

93%

授業実践２

授業実践１

自分の考えと似ているかどうか

考えながら聞くことができた
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これらのことから、話合いにおいて、「可視化する活動」を取り入れることで、児童の「聞

く」ことに対する意識を変化させることができたといえる。 

また、授業を参観した教員からは、以下のような感想があった（図13）。 

 

  

 

 

 

 

 感想の下線部（   ）から、児童が比べながら聞いている姿や聞いたことに対して自分 

なりの思いや考えをもつ姿を見取ることができ、「可視化する活動」が、聞く能力を育成する 

ための話合いのツールとして有効であることが確認できた。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

 (1) 研究のまとめ 

      本研究では、自分の考えと結び付けて聞く能力を育成し、伝え合う力の高めるために、２回

の授業実践を通して自他の考えを互いの立場が分かるように可視化する活動の有効性について、

検証してきた。その結果、「可視化する活動」を取り入れたことにより、単に他者の考えを聞く

という意識でしかなかったものが、児童は理由を中心に自分の考えと比べながら聞くという意

識や分からないことを聞くという意識、他者の考えを理解するために問い掛けるという意識へ

と変容することができた。さらには、聞いたことに対して自分なりの思いや考えをもち、自分

の考えと結び付けて聞くことへとつなげることが可能となることを確認できた。 

これらのことから、自他の考えを互いの立場が分かるように可視化する活動を取り入れるこ

とは、自分の考えと結び付けて聞く能力を育成し、伝え合う力を高めていくことに有効であっ

たと考える。 

  (2) 今後の課題 

今回は、低学年における聞く能力の育成に重点を置き、一人ひとりの活動時間を保障するた

めに、班での話合いを一連の流れの中に組み込んだ授業展開とした。今後は、中・高学年の話

合いにおいて、身に付けさせたい聞く能力の育成に向けて、児童の発達段階を踏まえた可視化

する活動の方法について研究していきたい。 
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