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実社会で必要な「話すこと・聞くこと」で育成する
言語能力を身に付けるために



学校概要

北海道七飯高等学校

・昭和58年開校

・全日制課程普通科 ９クラス（１学年３クラス）

・全校生徒 332 名（R3.8.16現在）

・進路状況（令和2年度卒業生 進学67名/就職45名）



校訓・学校教育目標

北海道七飯高等学校

学 広い視野に立ち、自ら学ぶ意欲と態度を養う

鍛 心身の錬磨に努め、豊かな個性と情操を育てる

敬 節度ある態度を身につけ、敬愛と協調の精神を培う



学校全体で育成する５つの資質・能力

北海道七飯高等学校

ア 自己認識する力（自己理解）

イ 基礎的な知識・学力（生きる力・教養力）

ウ 主体的・計画的に取り組む力（主体性・分析力・計画力）

エ 自分の考えを他者に伝える力（表現力・思考力）

オ 他者と協働して課題解決する力（協働性・傾聴力）



七飯高校の教員が育成したいと考える「話す・聞く力」

北海道七飯高等学校

話す能力 聞く能力

◯目的や場に応じた話し方ができる能力

◯聞き手の状況や反応を踏まえて、伝え方
を工夫し、自分の考えを適切な言葉で伝
えることができる能力

◯話し手が伝えたいことを正確に理解し、話
し手の求めに応じた行動が取れる能力

◯話し手の気持ちや考えを共感的に聞くこ
とができる能力

◯教員向けアンケートの実施（2021年実施、自由記述）

質問 ： 社会に出た時の生徒の姿を想像すると、本高校在学中に生徒にどのような言語能力を育成
すべきだと考えますか。



北海道七飯高等学校

話す能力

七飯高校において育成を目指す
「話すこと・聞くこと」の資質・能力

場に応じて言葉を選ぶなど、自分の考えが分かりやすく伝わるように
表現を工夫することができる。（中３A 話すこと・聞くこと ウ）

相手の反応を予想して論理の展開を考えるなど、話の構
成や展開を工夫することができる。
（「現代の国語」話すこと・聞くこと イ）

論理の展開などに注意して聞き、話し手の考えと比較しながら、自分
の考えをまとめることができる。（中２A 話すこと・聞くこと エ）

論理の展開を予想しながら聞き、話の内容や構成、論理
の展開、表現の仕方を評価することができる。

（「現代の国語」話すこと・聞くこと エ）

場の状況に応じて資料や機器を効果的に用いたりす
るなど、相手の理解が得られるように表現を工夫する
ことができる。（「現代の国語」話すこと・聞くこと ウ）

視点を明確にして聞きながら、相手に共感を伝える
工夫をして、自分の思いや考えを広げたり深めたり
することができる。（「国語表現」話すこと・聞くこと カ）

聞く能力

「自ら思考し、表現する（話す・聞く）言語の力
～相手を意識した言葉のキャッチボールができる力～」



＜教科課題＞

北海道七飯高等学校

「話すこと・聞くこと」における、主として他者とのコミ
ュニケーションの側面から思考力、判断力、表現力等の効果
的な育成に関する学習・指導方法及び学習評価の工夫改善

「実社会で必要な『話すこと・聞くこと』で育成する言語
能力を身に付けるための学習指導及び学習評価の在り方に関
する研究」

＜研究主題＞



令和２年度の成果と課題 ※◯成果●課題

北海道七飯高等学校

○本校で育成を目指す「話すこと・聞くこと」の資質・能力を明確にすることができた。

○育成を目指す資質・能力を身に付けさせるための指導計画の内容について、教員間の共通理解を深
めることができ、次年度の研究に向けた方向性を明確にすることができた。

○新学習指導要領における国語科の趣旨及び要点の一つである、「『話すこと・聞くこと』及び『書
くこと』に関する指導の改善・充実」について理解を深めることができ、新科目「現代の国語」に
おける指導事項を踏まえた単元構想に着手することができた。

●コロナ禍ということもあり、「話すこと・聞くこと」の単元において、生徒の活動を通した研究を
進めることができなかったため、次年度は生徒を主体とした研究を進める必要がある。

●「話すこと・聞くこと」の単元における学習評価の研究に着手することができなかったため、次年
度は指導と評価に係る研究を一体的に進める必要がある。

●総合的な探究の時間で発揮できるような「話すこと・聞
くこと」の資質・能力の育成を目指し、国語科がキース
テーションとしての役割を果たすことができる校内体制
の構築を図る必要がある。



令和３年度の研究の重点等

北海道七飯高等学校

１ 「話すこと・聞くこと」の単元の指導についての研究

(1) 「話すこと・聞くこと」の領域に係る３つの単元、「内容の理解と構成の把握を意
識して落語を聞こう（聞くこと）（第１単元）」、「聴衆を意識してプレゼンテー
ションをしよう（話すこと）（第２単元）」、聴衆を意識してディベートをしよう
（話し合うこと）（第３単元）」を系統的に指導する方法について研究を進める。

(2) 総合的な探究の時間等とのつながりを意識して、「話すこと・聞くこと」の領域に
係る３つの単元で習得した資質・能力を実社会・実生活に生きて働く言語能力へと高
めるための指導方法について研究を進める。

(3) 学習評価の補完的な役割として実施する、ルーブリックを活用した自己評価や相互
評価を積極的に取り入れ，生徒が学びの見通しを持ち成長を実感できるような学習活
動の工夫について研究を進める。



令和３年度の研究の重点等

北海道七飯高等学校

２ 「話すこと・聞くこと」の単元における学習評価の研究

(1) 指導事項をもとに設定した評価規準の提示の仕方を工夫するなど、実施するパフォー
マンス評価の妥当性・信頼性を高めるための方法について研究を進める。



研究の取組１ 「話すこと・聞くこと」の単元の系統的な指導について

北海道七飯高等学校
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研究の取組２ ルーブリックを活用した自己評価、学びの見通しをもたせる指導について



研究の取組２ ルーブリックを活用した自己評価、学びの見通しをもたせる指導について

ディベートの記録動画や文字おこし資
料をもとに、生徒自身に自分達の話し
合い方の課題に気付かせる。
→次回のパフォーマンスで改善する。



研究の取組３ 指導事項をもとに設定した評価規準の提示、評価の妥当性・信頼性について

北海道七飯高等学校

【再掲】
「スライド12」 学習指導要領で示されている

指導事項



第３単元「聴衆を意識してディベートをしよう」の実際①

【単元の目標】

(1) 国語における言葉の成り立ち、表現の特色及び言語の役割などを理解することができる。
〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)イ(ア)

(2) 課題を解決したり考えを深めたりするために、相手の立場や考えを尊重し、表現の仕方や進行の仕方な
どを工夫して話し合うことができる。 「Ａ 話すこと・聞くこと」(1)ウ

(3) 話したり聞いたり話し合ったりしたことの内容や表現の仕方について自己評価や相互評価を行い、自分
の話し方や言葉遣いに役立てるとともに、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにすることができる。

「Ａ 話すこと・聞くこと」(1)エ

(4) 課題を解決したり考えを深めたりするために、相手の立場や考えを尊重し、表現の仕方や進行の仕方な
どを工夫して話し合おうとする。 「関心・意欲・態度」

(5) 話したり聞いたり話し合ったりしたことの内容や表現の仕方について自己評価や相互評価を行い、自分
の話し方や言葉遣いに役立てるとともに、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにしようとする。「関心・意欲・態度」



第３単元「聴衆を意識してディベートをしよう」の実際②
●指導と評価の計画（全10時間）

次 主たる学習活動 評価する内容 評価方法

１ ○単元の目標、学習の進め方、ルーブリック（評価基準）と学習活動
の関係を確認し、単元の見通しを持つ。

○ディベートの目的や方法について理解する。
○ディベートにおけるマナーについて確認する。
○適切な根拠について考える。

［知識・理解①］ 「記述の確認」

２ ○議題に関する情報収集を行う。
○立論で述べる内容を整理するとともに、相手側の反論を予想
し、反駁を準備する。
○ディベートを行う（１回目）。
○ディベートの反省を行う。

［話す・聞く能力②］
［関心・意欲・態度②］

「記述の確認」
「記述の確認」

３ ○議題に関する情報収集を行う。
○１回目のディベートの反省を踏まえ、立論で述べる内容を整
理するとともに、相手側の反論を予想し、反駁を準備する。
○ディベートを行う（２回目）。
○ディベートの反省を行う。
○単元全体を振り返る。

［話す・聞く能力①］
［関心・意欲・態度①］

「行動の分析」
「行動の分析」



第３単元「聴衆を意識してディベートをしよう」の実際③
情報収集、立論・反論・反駁の作成(３・７時間目)

情報収集① 情報収集②

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、机に取り付けられるパーテーションを設置
してグループ活動を行っている。



第３単元「聴衆を意識してディベートをしよう」の実際④
ディベートの実際（４・８時間目）

ディベート中の作戦会議の様子

ディベート中の発言の様子

●ディベートの展開

グループA（赤） グループB（青）

①立論（２分） ②立論（２分）

③反論に向けた作戦会議（３分）

④反論（２分） ⑤反論（２分）

⑥反駁に向けた作戦会議（３分）

⑦反駁（２分） ⑧反駁（２分）

⑨最終弁論に向けた作戦会議（３分）

⑩最終弁論（２分） ⑪最終弁論（２分）



第３単元「聴衆を意識してディベートをしよう」の実際⑤
リフレクション（５・６・７・８時間目）

動画によるリフレクション 文字おこし資料によるリフレクション



研究の取組４ 総合的な探究へのつながりについて

北海道七飯高等学校



北海道七飯高等学校

研究の取組４ 総合的な探究へのつながりについて



研究の成果

北海道七飯高等学校

１ 年間を通して育成を目指す資質・能力につながるキャッチフレーズを生徒と共有するこ
とで、各単元のつながりを意識して系統的に指導することができた。

２ 国語科で育成した「話す・聞く能力」を実社会・実生活に生きて働く言語能力へと高め
るために、総合的な探究の時間とのつながりを明確にした「単元配列表」を作成すること
ができた。

３ 各単元の冒頭に単元の学習の流れとルーブリックを提示することで、評価に対する妥
当性・信頼性を担保することができ、生徒が学びの見通しをもって主体的に学習に取り組
むことができた。

４ 単元にパフォーマンスの機会を複数回位置付けるとともに、次のパフォーマンスにつな
げるために自己評価や相互評価を行う場面を設定したことで、生徒が、自分の課題に気
付き、自ら課題の改善を行うことができた。



研究の成果（生徒アンケート集計結果）

北海道七飯高等学校
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北海道七飯高等学校

１ 「話すこと・聞くこと」の単元の指導の研究について、総合的な探
究の時間等の学習場面において、国語科で育成した「話すこと・聞く
こと」の領域の資質・能力が、どのように発揮されているのかを検証
することができなかった。

２ 「話すこと・聞くこと」の学習評価の研究について、各単元におけ
る効果的な学習評価の場面や方法を検証することができなかった。

研究の課題



北海道七飯高等学校

ご清聴、有難うございました。


