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事例１ 提案を聞いて助言をする
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Ｂ1　「話し手の意図を捉えながら助言をする」の結果を分析したところ，相手の立場や状況に合わせなが
らどのように助言をしているかを捉えることに課題があることが分かりました。そこで，本授業アイディア例
ではこの課題を解決するために，助言をする際のステップやポイントを明確にした２つの指導事例を構想しま
した。なお，本授業アイディア例は，第５学年以上を対象にしました。

「提案やプレゼンテーションを聞いて助言をしよう」
  ～話し手の意図を捉えながら聞き，

自分の意見と比べるなどして考えをまとめることができる～
Ｂ1　「話し手の意図を捉えながら助言をする」の結果を分析したところ，相手の立場や状況に合わせなが
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国 語

■　助言をする際は，次の３つのステップ（共感→質問→助言）を踏まえることが大切である。

○相手の顔を見て集中して聞く。
○あいづちを打ったり，うなずいたりして聞く。
○大事なことを落とさないように，必要に応じてメモを取って聞く。
○相手の立場や状況を理解しながら聞く。
○相手の良いところを見付けながら聞く。

○分からない点を明確にするために質問をする。
○相手のもつ情報を確かめるために質問をする。
○話を聞いて理解したことが正しいのかどうか確認する。
○相手のもつ情報を整理したり，目的を確認したりする。
○自分の考えと比べて聞き，相違点について質問をする。

○自分の直接体験（成功例や失敗例）を基に助言をする。
○収集した知識や情報を基に助言をする。
○相手がもち得ていない観点を基に助言をする。
○相手の選択の幅を広げるように助言をする。
○目的を再確認できるように助言をする。

…❶
…❷
…❸
…❹
…❺

【Ａさんの提案例】

　来月の遠足のレクリエーション活動では，みんな
でドッジボールをするのが良いと思います。
　ドッジボールは，休み時間によくしています。
　また，準備がかんたんです。
　だから，ドッジボールをすることを提案します。

ステップ２ 質問

ステップ３ 助言

　Ａさんの提案の
理由は，「休み時間
によくしているこ
と」と「準備がか
んたんなこと」の2
つを取り上げてい
るなあ。

　Ａさんに質問をす
るよ。「ほかの遊び
は考えなかったの？
考えたとしたら，そ
の遊びを選ばなかっ
た理由はどのような
ことだったの？」

助言をする際は，自分の考えを明
確にしながら言葉遣いに注意するこ
とが大切です。また，自分の意見や
提案を一方的に伝えるのではなく，
相手が自ら課題を解決できるように
助言をすることが重要です。

提案を聞くとき，どのような態
度で，どのような聞き方をすれば
良いでしょうか。
そして聞いた後，どのような点
に注意して助言をすれば良いで
しょうか。

　Ａさんは，はじめ
に「ドッジボールを
することが良い」と
いう自分の考えを
はっきりと述べてい
て分かりやすいわ。
最後に繰り返してい
るところも良いわね。

　Ａさんに質問があ
るわ。「『休み時間に
よくしている』，『準
備がかんたん』とい
うことだけれど，
はっきりと言い切れ
るのかしら？」

※　実際の助言（例）を次のページに示す。

ステップ１ 共感

教師
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<小学校国語>
 P. ７「文とは何かを理解し，文と文との意味のつながりを考え
　  よう」

<小学校算数> 
 P.15 ｢複数の条件に当てはまる図形を見つけよう」
 P.21「くらべる量の大小をもとにする量と割合から考えよう」

　教科名，本授業アイディア例の
タイプ，対象設問を示しています。

　本授業アイディア例において，特に
注目・留意をしていただきたい指導上
のポイントを記述しています。

　タイトルではどのような活動を行
うのかを，サブタイトルではどのよ
うな力を身に付けたいのかを示して
います。

　調査結果の分析と課題についての
解説や本授業アイディア例作成の意
図，指導の狙い等を記述しています。

今年度は，次の３つのタイプの授業アイディア例を示しています。

※解答類型とは？

　解答類型は,一人一人の児童生徒の具体
的な解答状況を把握することができるよ
う,設定する条件などに即して解答を分
類,整理するためのものです。

調査問題の解答類型（※）等からつまずきの状況を把握し，その解決を図る事例

授業アイディア例の見方

TYPEⅠ

について

ケースに
応じて
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事例２ 資料を用いたプレゼンテーションを聞いて助言をする

■　【Ａさんの提案例】に対するグループでの助言（例）※下記の❶～❺は ステップ３ 助言 に対応（前ページ参照）

■　プレゼンテーションの練習を行う際にも，助言をする場面を設定することができる。

　私は以前レクリエーション活動の
提案をしたとき，学級でとったアン
ケート調査の結果を基に提案したら
説得力があったような気がするわ。
Ａさんもぜひ，調査をしてみてはど
うかしら。（❶に対応）

　みんなでできる遊びはほかにもい
ろいろ考えられるけれど，それらと
比べてドッジボールが良い理由を提
案の中で述べた方が良いね。
（❹に対応）

　場所についてインターネットで調
べてみたけれど，学級のみんなで
ドッジボールができるような広さで
はないみたいだよ。だから，せまい
場所でもできる方法を提案したら良
いと思うよ。（❷に対応）

　レクリエーション活動の目的は，
みんなで楽しく遊ぶことよね。その
目的にドッジボールをすることがふ
さわしいという理由を，提案の中に
入れると良いと思うわ。
（❺に対応）

　１つのグループ内で助言をし合っている様子を，他のグループが観察するような場面を設定し，それぞれの助
言の仕方について評価し合うように指導することが考えられます。

【説明や報告の仕方についての助言（例）】 【説明や報告の内容や構成についての助言（例）】
資料 内容 構成話し方

　プレゼンテーションとは，自分の意見や計画したことなどを
提示しながら発表することです。資料を配ったり映像を見せた
りするなど発表の仕方を工夫し，相手に分かりやすく伝えるこ
とが大切です。

　６年生の助言の仕方の説明として適切な
ものをそれぞれ選択する

Ｂ1二　正答率 48.8%
　川本さんの助言についての説明を書く
Ｂ1三　正答率 67.3%

課題の見られた問題の概要と結果 　… Ｂ1　話し手の意図を捉えながら
 助言をする
 〈レクリエーション活動〉 〔第５学年及び第６学年〕Ａ　イ エ

〔第５学年及び第６学年〕Ｂ　ウ

学習指導要領における領域・内容

〔第５学年及び第６学年〕Ａ　ア

学習指導要領に示されている
言語活動例との関連

本授業アイディア例 活用の ポイント

本授業アイディア例 活用の ポイント

本授業アイディア例 活用の ポイント

本授業アイディア例 活用の ポイント

参照▶「平成25年度　報告書　小学校　国語」 P.50～P.55 ，「平成25年度　解説資料　小学校　国語」 P.36～P.41

●　助言をする際は，「共感」，「質問」，「助言」の３つのステップを踏まえることが重要です。本授業アイディア例は，各
教科等の学習や実生活の場面で活用することができます。具体的には，「Ａ　話すこと・聞くこと」の単元の終末部にお
ける発表の前段階や，「Ｂ　書くこと」の単元における文章の推敲の段階などで互いに助言をし合う機会を設けることが
できます。さらに，学級活動や委員会活動などの特別活動における話合いの場面においても活用することができます。

　話すときにはなるべくメモ
を見ないで，聞く人の方を見
るようにした方が良いね。ま
た，みんなに考えてほしいと
ころでは，質問を投げかけて
反応をうかがうようにしてみ
てはどうかな。

　アンケート調査の
資料だけれど，賛成
意見ばかり取り上げ
るのではなくて，反
対意見も資料として
用意しておいた方が
良いと思うわ。

　説明の中で，○○につい
ての解説を入れると聞く人
の理解をもっと深められる
と思うわ。また，□□とい
う言葉は難しいので，分か
りやすい別の言葉に言い換
えた方が良いと思うわ。

　はじめに自分の意見を
はっきりと述べていてと
ても分かりやすかったけ
れど，理由は１つだけで
はなくて，２つ, ３つ挙
げて説明するようにして
はどうかな。

　晴れたときはドッ
ジボールをしても良
いと思うけれど，雨
が降ったときはどう
するのかしら。天気
のことも考えて提案
すると良いと思うわ。
（❸に対応）
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本授業アイディア例を活用するに
当たって，授業づくりの参考となる
よう，他の学年・教科・領域等での
指導に生かすことなど，参考となる
情報や指導上の留意点等を記述して
います。

　各設問における問題番号，
問題の概要，正答率を示して
います。

　調査問題に関係する学習指導要領
における領域・内容を示しています。

< 小学校国語 >
 P.13「心に残るとっておきの本や文章を選んです
　  いせん文を書こう」

< 小学校算数 > 
 P.15 ｢複数の条件に当てはまる図形を見つけよう」
 P.19「長方形を等しい面積に分ける方法を，いろ
　  いろな四角形に当てはめて考えよう」
 P.21「くらべる量の大小をもとにする量と割合か
　  ら考えよう」

< 小学校国語 >
 P. ９「提案やプレゼンテーションを聞いて助言をし
　  よう」
 P.11「わたしたちの町の紹介リーフレットを編集し
　  よう」

< 小学校算数 > 
 P.17「比例しているかどうかを表の中の数値を基に
　  説明しよう」

本授業アイディア例 活用の ポイント

本授業アイディア例 活用の ポイント

本授業アイディア例 活用の ポイント

本授業アイディア例 活用の ポイント

今年度は，次の３つのタイプの授業アイディア例を示しています。 　数時間にわたる学習過程の中
で，知識・技能の習得と活用を図
る事例

　短時間で知識・技能を
確認して定着を図る事例

　国立教育政策研究所で作成している
他の資料の関連部分を示しています。

参照▶　について
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