
 

 

自分の考えを適切に表現し、伝え合う力を育む指導の工夫 
－ＩＣＴを活用した「話すこと・聞くこと」の学習を通して－ 

 

情報教育室 長期研修生 教諭  髙 橋 美 佳 

【要  約】 

これまで指導してきた国語科の「話すこと・聞くこと」の討論の学習において、自分の意図が

うまく伝わらず、双方向の話合いにならないという課題があった。そこで、思考を可視化したり 

情報を共有化したりできるＩＣＴを活用し、その特性を生かすことで、効率的な資料の収集や、

話の構成を工夫した発表資料の作成・編集、根拠となる資料を介した話合いが実現し、自分の考

えを適切に表現し、伝え合う力を育むことができた。 

【キーワード】 「話すこと・聞くこと」の学習  伝え合う力  効果的なＩＣＴの活用 

 

１ 研究の目的 

これまで指導してきた国語科の討論の単元に

おいて、児童は活発に話し合ってはいるが、内

容は深まっておらず、発言も一部の児童に限ら

れていた。その理由として、児童が話すときに

根拠を明確にできないことや話の構成の工夫が

できないこと、聞くときに自分の考えと比べる

意識が低いことが挙げられる。これらのことが

原因で、双方向の話合いにならないという課題

があった。 

平成29年度全国学力・学習状況調査（児童質

問紙回答結果集計）の「国語の授業で意見など

を発表するとき、うまく伝わるように話の組み

立てを工夫していますか」という質問について、

肯定的な回答をした小学６年生は63.4％（愛媛

県は63.7％）という結果から見ても、聞き手に

自分の意図がうまく伝わらないのは、話の構成

の工夫ができないことが一因であると考える。 

そこで、本研究では、小学５年生、６年生を

対象とし、「話すこと・聞くこと」の学習にお

いて、根拠となる資料の収集や、話の構成を工

夫した発表資料の作成・編集の際に、ＩＣＴを

活用して自分の考えを適切に表現する力を育も

うと考えた。また、思考を可視化したり、情報

を共有化したりできるＩＣＴの特性を生かし、

思いや考えを伝え合う力を育もうと考えた。 

２ 研究の内容  

⑴ 国語科の学習に関する実態調査 

研究協力校の５年生４学級1 1 0人、６年生

４学級1 0 7人を対象に、アンケート調査を６

月に実施した。話すことに関する設問では、肯

定的な回答をした児童の割合が、５年生は

84.5％、６年生は57.9％であった（図１）。 
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図１ 話すことに関する意識 

 ６年生は、全国学力・学習状況調査の結果よ

りも更に低い数値を示し、話の構成を工夫する

ことに苦手意識を持っていることが分かった。

５年生は、苦手意識を持っている児童の割合は

少ないが、教員への聞き取り調査から、発表原

稿の構成を指導すると工夫できるが、自分で話

の構成を工夫して発表することはできにくいと

いう課題があることが分かり、実際は指導の必

要な児童が多いことが確認できた。 

また、約９割の児童が、タブレット端末を活

用することで聞き手に自分の考えを分かりやす

く伝えたり、話し手の発表内容をより理解した

りすることができると考えていた（図２）。 

64.6

69.2

23.6

21.5

6.4

5.6

5.4

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５年生

６年生

発表するときに、タブレット端末を使うと、自分の考えが聞

いている人に伝わりやすくなると思いますか （６月実施）

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

90.7％

88.2％

 

68.2

65.4

19.1

25.2

9.1

7.5

3.6

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５年生

６年生

タブレット端末を使った友達の発表を聞くと、発表内容が分

かりやすくなると思いますか （６月実施）

当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

90.6％

87.3％

 

 図２ タブレット端末の活用に関する意識 
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児童は、ノートに書いた自分の考えを実物投

影機を活用して大型テレビに提示しながら説明

したり、調べたことをプレゼンテーションソフ

トを活用して資料にまとめたりするなどの経験

があり、ＩＣＴを学習に活用する良さを感じ取

っていると思われる。 

そこで、タブレット端末を活用して、自分の

考えが相手にうまく伝わるように、根拠となる

資料を基に話の構成を工夫し、視覚化された情

報を介して繰り返し話し合う場を意図的に設定

することとした。 

⑵ 単元指導計画の作成 

９月に５年生の意見交換会、10月に６年生の

パネルディスカッションの授業実践を行うこと

とし、単元指導計画の大まかな流れは同じにし

て、研究協力校の５・６年部の教員との打合せ

を通して単元指導計画を立てた（表１）。 

表１ 第６学年単元指導計画 

時間 学習活動 

１ 
２ 

・５年生の意見交換会の様子を参観して、
発表資料をタブレット端末で作成する良
さを知る。 

・単元を通して身に付けたい力を確認し、 
自分の力と照らし合わせてめあてを立て
る。 

３ 
４ 

・論題について話し合い、自分の立場を決
める。 

・タブレット端末を活用して、根拠となる
資料を収集し、取捨選択しながら自分の
考えをまとめる。 

５ 
６ 
７ 

・タブレット端末を活用して、互いの資料
や意見を組み合わせたり整理したりしな
がら、グループの考えをまとめる。 

・相手からの質問を想定したり、相手への
質問を考えたりして、発表の準備を整え
る。 

８ 
９ 
10 

・タブレット端末を活用して、発表資料を
提示しながら学級及び学年パネルディス
カッションを行う。 
（５年生は、学級パネルディスカッショ
ンの様子を参観する。） 

・学習を振り返り、自分のめあての達成に
ついて確認する。 

話合いの形態は違うが、２学年共に意見の違

いを大事にし、互いの考えの良さを認めながら、

自分の考えを深めることをねらいとした。 

このねらいを達成するために、タブレット端

末の活用場面として、根拠となる資料を収集し

て取捨選択しながら自分の考えをまとめる個別

学習の場面、互いの資料や意見を組み合わせた

り整理したりしてグループで考えをまとめる協

働学習の場面、全体で発表資料を提示しながら

意見交流をする一斉学習の場面を設定した。 

また、単元を通して身に付けたい力と自分の

力を照らし合わせて、自分のめあてを設定させ

るワークシートを作成した。そのめあてに沿っ

た学習の振り返りを毎時間させることによって、

日々の学びが蓄積できるようにした。 

そして、５、６年生が相互に話合いの様子を

参観し、互いに学び合える交流の場を設定した。 

その場を、５年生は意見交換会の学習後に、６

年生はパネルディスカッションの学習前に設け

た。６年生は、児童アンケートの評価結果が全

体的に低かったので、学年共通の論題で学級パ

ネルディスカッションを行った後、学年パネル

ディスカッションを行い、学年全体での意識の

共有化を図り、話合いがより深まるようにした。 

⑶ タブレット端末を活用した授業実践 

ア 自分の考えをまとめる場面 

論題に対する自分の立場を明確にするために、

一人一台のタブレット端末を活用して、図書の

必要な部分をカメラ機能を使って撮影したり、

インターネットで検索をして必要なページを画

面保存したりするなど、根拠となる資料の収集

を行わせた。資料の収集や取捨選択、発表資料

の編集が、タブレット端末一台でできるという

良さを生かして、自分の考えを効率よくまとめ

ることができた。 

イ グループで考えをまとめる場面 

論題に対して同じ立場で編成した４人程度の

グループにおいて、タブレット端末を駆使し、

資料を提示しながら各自の考えを発表し合った

（図３）。その後、

授業支援ソフトの

機能を使ってグル

ープ全員の発表資

料を共有し、グル

ープとしての発表

資料と考えをまと  図３ 話合いの様子 

めた。グループの考えを聞き手に分かりやすく

伝えるために、児童は意見を出し合いながら、

より効果的な資料を選択し、話の構成に合わせ

て資料の並べ替えをする編集を行った。タブレ

ット端末と授業支援ソフトの機能を使うと、そ

の場で話し合ったことをすぐに発表資料に反映



 

 

させて確認ができ、発表資料や考えをよりよく

改善することができた。そして、グループの全

員が考えを共有した上で、意見交換会やパネル

ディスカッションに臨むことができた。 

ウ 全体で意見交流をする場面 

全員が情報を共有し、発表者の意図をつかみ

やすくするために、資料を大型テレビに提示し

ながら発表させた。発表者は、発表資料の強調

したいところをマーキングしたり拡大したりし

ながら効果的に見せ、分かりやすく説明するこ

とができた。このような動きのある発表ができ

たのは、タブレット端末を手に持ち、その場で

操作したことを即座に反映させることができた

からである。また、聞き手からの質問に対して、

関連のある資料を提示しながら回答することが

でき、話の流れに沿って臨機応変に対応する発

表にもなった。 

聞き手は、提示された資料を基に話し手の意

図をしっかりと理解し、自分の考えと比べなが

ら聞くことができ、「考えを聞いてなるほどと

思ったけれど、私はこう思います。」などと、

相手の考えを受容した上での発言も見られ、話

合いの活性化につながった。 

⑷ 互いに学び合える交流の場の設定 

５、６年生が、相互に話合いの様子を参観す

る交流の場を設定したことで、それぞれの良か

った点を数多く見付け、今後の話合いに生かし

たいという意欲が高まった。 

６年生は、学級パネルディスカッションと同

一の論題で学年パネルディスカッションを行い、

クラスを越えて意見を交換することで、同じ観

点でも根拠となる資料や意見が違うことに気付

くことができた。また、ほかの観点からの立場

の異なる意見を聞いて、自分の考えを広げたり

深めたりすることもできた。 

このように交流の場を設定することで、根拠

となる資料の選択や、話の構成の工夫、相手の

考えを受容した発表の仕方などを学び合い、自

分たちの力を振り返るきっかけづくりになった。 

⑸ 実践の検証 

ア 国語科の学習に関する児童の変容 

実践前に課題のあった話すことに関する設問

においては、肯定的な回答をした６年生の割合

が、実践前の57.9％から実践後には78.1％とな

り、実践の効果が見られた（図４）。 
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図４ 話すことに関する意識 

一方、５年生については、肯定的な回答をし

た児童の割合が下がった。これは、実践前の６

月には、話の構成の工夫について具体的に捉え

られていなかったが、タブレット端末を活用し

ながら学習したことで、話の構成の工夫につい

ての理解を深めるとともに、その工夫の難しさ

を実感したからではないか。つまり、児童が話

の組み立ての工夫における自己の力を客観的に

評価した結果と考える。 

自由記述には、「どの順番で言えば、説得力

があるかを考えた。」などとあり、タブレット

端末の画面を見ながら、話の構成に合わせた資

料の並べ替えをいろいろと試す中で、相手にう

まく伝わる話の組み立ての工夫を考えることが

できた。このように、話の構成を意識し、工夫

することができたのは、タブレット端末を活用

した効果だと考える。 

 聞くことに関する設問においては、肯定的な

回答をした児童の割合が実践前より２学年共に

増加しており、実践の効果が見られた（図５）。 
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   図５ 聞くことに関する意識 

自由記述には、「相手の考えと自分の考えを

比べられるようになった。」などとあり、ただ

聞くだけではなく、自分の考えを持った上で、

グループでの話合い、全体での話合いに臨んだ

ことで、自分の考えと比べながら聞く力が高ま

ったと考えられる。 

話し合うことに関する設問においても、２学



 

 

年共に実践の効果が見られた（図６）。 
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図６ 話し合うことに関する意識 

自由記述には、「疑問点を質問することで相

手の考えを深く理解することができた。」など

とあり、伝え合うためには、相手の思いや考え

を確認する質問をすることが大切であることに、

児童は気付くことができた。 

しかし、全体での意見交流では、話合いの時

間に限りがある。そこで、互いの考えをしっか

り伝え合うために、ペアや小グループで話し合

う時間を設定したり、話合いの際に伝えられな

かった質問や意見を記入して、後でその回答も

できるようなワークシートを作成したりするな

どの手立てが必要であると考える。 

イ 教員への聞き取り調査から見える児童

の変容 

５、６年部の教員８人を対象に行った聞き取

り調査では、根拠を明確にしながら自分の考え

を説明したり、相手の意図を捉えながら聞いた

りすることができる児童が増えたという反応が

返ってきた。また、全体での発表に対して消極

的な児童が、自ら進んで発表している場面が見

られるなど、苦手意識の軽減につながったとい

う意見もあった。このように、タブレット端末

の活用は、話す能力、聞く能力を身に付けるの

に有効であると確認できた。 

話し合うことに関しては、実践後に双方向の

話合いが成立するようになったと感じていると

回答した教員が増加した。また、資料を介した

話合いができるようになり、相手の考えと自分

の考えを比べ、相手の考えを受け入れた発言が

できるようになったとのことである。その一方

で、論題に対して、聞き手は発表者ほどの知識

がなく、話合いが深まりにくい場面もあったと

答えた教員もいた。論題に関しては、研究協力

校との打合せにおいて、他教科との関連が図れ

るもの、話し合う必要性が感じられるもの、根

拠となる資料を集めやすいものなどの観点で設

定した。今後は、論題の吟味に加えて、話合い

が深まった論題を学年部で共有し蓄積していく

ことや、ＩＣＴを活用し情報を共有するなど知

識を補う手立てが必要であると考える。 

３ 研究のまとめと今後の課題 

討論の単元において、身に付けさせたい力を

明確にして、自分でめあてを立てさせることで、

目的意識・相手意識をより高めることができた。

その上で、タブレット端末を活用して、根拠と

なる資料の収集や、話の構成を工夫した発表資

料の作成・編集を効率よく行いながら、自分の

考えをうまくまとめたり、相手の考えを受け入

れ、その上で自分の考えを発表したりすること

を通して、自分の考えを適切に表現し、伝え合

う力を育むことができた。 

今回の実践を通して、話し合うことの楽しさ

を感じたり、進んで発言したりするなど、話合

いに参加する意識が高まった児童が多くいた。

しかし、自分の考えを広げたり深めたりさせる

ためには、互いの思いや考えをしっかりと伝え

合うための場の設定の工夫や、話合いを深める

ための論題の吟味、相手の意図を捉えるための

知識の補完が必要であるという課題が見えてき

た。この課題を克服し、更に伝え合う力を高め

るために、伝え合う力を明確化して児童に提示

し、場面に合わせた伝え合う場の設定や、聞き

手の知識を補完する情報の共有化などの有効な

手立てを探っていきたい。また、評価の在り方

について、今回の実践では、自分の立てためあ

てに対して自己評価しながら、日々の学びを蓄

積していった。今後は、学習者同士による相互

評価を加味した上で、児童一人一人の学びの深

まりを捉え、その評価を指導に生かしたいと考

える。そして、児童一人一人の学びが、各個人、

クラス全体の主体的な学びにつながる授業づく

りを心掛けていきたい。 
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