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コミュニケーション能力の育成をめざした指導方法の工夫 

－対面しての聞く・話す・伝え合う活動を通して－ 
 
 高校教育研究会議 
    石原 美奈子１    関根 泰三２    鈴木 純子３    石川 毅４ 

要   約  

  高度情報化社会の現代では、特に対面してのコミュニケーションを取らなくても、コンピ 

ュータや携帯電話によるメールのやり取りなどで用件を済ますことができる。2007 年１月中 

央教育審議会答申では、青少年の「希薄な対人関係」として「子どもへの保護者の関与の度 

合いの低さ」や「地域の大人の青少年へのかかわりの少なさ」などを挙げている。一方、他 

者の言葉や意見に耳を傾けながら自分の考えや意見を適切に表現したり、様々な集団におい 

て円滑な人間関係を築いたりする上でのコミュニケーション能力が求められている。 

本研究会議では高校生のコミュニケーション能力の育成を図ることをねらいとし、対面し 

 ての聞く・話す・伝え合う活動における指導方法の工夫について研究した。検証授業を通し 

て、グループ活動を取り入れることが重要であること、活動の中から生徒が自ら気づき、振 

り返りができる体験が大切であり、授業後の振り返りシートを工夫する必要があることが分 

かった。またコミュニケーションを深めるため、相手の話を傾聴することの大切さと、相手 

を知り対話をするために、質問する力が重要であることが見えてきた。 

 今後は、対面しての聞く・話す・伝え合う活動の指導展開例の一覧より作成した振り返り 

シート等について課題を検討しながら、さらに効果的な指導方法について研究していきたい。  

キーワード：コミュニケーション能力  グループ活動  振り返り  気づき   
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ コミュニケーション能力を育成する必要性  

私たちは互いに顔を合わせて挨拶や会話を交わすなど、コミュニケーションを取りながら日常生

活を送っている。ところが現在、対面してのコミュニケーションの場面が少なくなってきている。

例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでは、入ってから出るまで一言も話さずに買

い物を済ますことができる。コンピュータや携帯電話の普及により会話を交わさなくても、メール

のやり取りで簡単な用件を済ますことができる。中央教育審議会答申では、青少年の「希薄な対人

関係」として、「子どもへの保護者の関与の度合いの低さ」や「地域の大人の青少年へのかかわりの

少なさ」などを挙げている（2007 年中央教育審議会答申『次代を担う自立した青少年の育成に向け

て－青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促す方策について－』１））。 

しかし、重要なことを決める場面や相手についてよく知りたいときなど、相手と対面してのコミ

ュニケーションが必要となる。『高等学校学習指導要領解説 特別活動編』では「青少年のコミュニ

ケーション能力の育成と人間関係の確立は重要な課題であり、他者の言葉や意見に耳を傾けながら、

自分でしっかりと考え自分の言葉で適切に表現できる力、様々な集団の中において望ましく円滑な

人間関係を築く力を身につけることが求められている。」２）と述べられている。また、社会人とし

て求められる能力の一つとして、2003 年文部科学省『職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組

み（例）』３）では、表１にあるようにコミュニケーション能力が挙げられており、多様な集団・組

織の中で様々な人々とコミュニケーションを図り、豊かな人間関係を築きながら、自己の成長を果

たしていく能力として示されている。 表１ 職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）より      

このことから、場面や状況に応じ

て、相手の話を理解し自分の考えや

意見を表現する、対面してのコミュ

ニケーション能力を身につけること

が重要であると考える。 

                    

２ コミュニケーション能力の定義について 

 コミュニケーションについては、多様な定義がなされている。その理由について、植村勝彦は「コ

ミュニケーションは、生命あるものが社会的なつながりの中で生きていくうえでの基本的な現象」

であり、「コミュニケーションのないところに社会は成立しなかった」が、そのためにコミュニケー

ションは「多様な現象や意味や機能をあわせもっており、それを研究する場合、多様な切り方が可

能である」４）からだと述べている。コミュニケーションの定義も多様にあるため、コミュニケーシ

ョン能力も定義が多様にある。 

 石井敏は「コミュニケーションの目的と場面に応じて、言語及び非言語メッセージを受信と発信

の両面で適切に操作する能力」５）と述べている。松本茂は「他者との結びつきを創造・保持してい

 
１）文部科学省ホームページ 中央教育審議会「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」（答申）2007 年 1 月 
２）「高等学校学習指導要領解説 特別活動編」東山書房 2006 年 ｐ.49 
３）文部科学省ホームページ「職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）」2003 年７月 
４）植村勝彦「コミュニケーション学入門」ナカニシヤ出版 2006 年 まえがき 
５）石井敏「異文化コミュニケーションハンドブック」有斐閣 2001 年 ｐ.243 

領 域 能 力 

人間関係形成能力 自他の理解能力 コミュニケーション能力

情報活用能力 情報収集・探索能力 職業理解能力 

将来設計能力 役割把握・認識能力 計画実行能力 

意思決定能力 選択能力 課題解決能力 
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く過程において、文脈や目的などに応じて判断をくだし、知識・経験・スキルなどを統合した上で、

言語・非言語メッセージを理解し、文脈や目的などに応じて自らも言語・非言語を取捨選択する行

為の賢明さ」６）であると定義している。また、齋藤孝は意味を的確につかみ、感情を理解し合い相

手の言いたいことを的確につかむ「要約力」７）と、自分のことを一方的に伝えるのではなく、自分

と相手とが互いに一つの文脈を作り上げ、あらたな展開を導いていき、より深いコミュニケーショ

ンを生み出していく「文脈力」８）である、とまとめている。 
上記の研究者の定義から、コミュニケーション能力に必要なことは、コミュニケーションの目的・

場面・文脈に応じた適切な対応をすることであるととらえた。またコミュニケーションは言語に限

らず、頷きやジェスチャーなど非言語によるものもある。それらのメッセージを適切に活用してコ

ミュニケーションを深めていくことが求められていると考え、本研究会議では、コミュニケーショ

ン能力を次のように定義した。 

  コミュニケーション能力とは、コミュニケーションの目的・場面・文脈に応じて伝え合うため

に、理解した言語及び非言語メッセージを適切に活用する力である。 

  

３ 対面しての聞く・話す・伝え合う活動の重要性 

 本研究会議では、コミュニケーション能力を育成するために、具体的にどのような力を身につけ

る必要があるのかを検討した。まず、コミュニケーションの目的・場面・文脈に応じた対応をする

ためには、その場の状況を理解する必要がある。そのためには「聞く」力が重要である。また、理

解したメッセージを適切に活用するためには「話す」力が大切である。そして対面してのコミュニ

ケーションにおいては、双方向のやり取りがなされるため「伝え合う」力が求められる。つまり「聞

く」力・「話す」力・「伝え合う」力を使う場面や機会を多く体験させる活動を展開することは、コ

ミュニケーション能力の育成に有効であると考えた。 

 そこで、対面しての聞く・話す・伝え合う力を使う活動を展開するときのねらいとして、それぞ

れの到達目標とする力の具体的な内容を考え、以下の表２のようにまとめた。これを踏まえて、コ

ミュニケーション能力の育成を図るために、活動の具体的な展開や指導の工夫として必要なことに

ついて研究することにした。 

 

表２ 「聞く」・「話す」・「伝え合う」力の具体的な内容  

 
６）松本茂「講座・日本語教育学 第 4 巻」スリーエーネットワーク 2005 年 p.19  
７）齋藤孝「コミュニケーション力」岩波新書 2006 年 ｐ.10 
８）齋藤孝「コミュニケーション力」岩波新書 2006 年 ｐ.22 

 
「聞く」力 

・相手の話に共感を示しながら聞くことができる。 

・５Ｗ１Ｈ、キーワードなど、話の文脈をとらえながら聞くことができる。 

・話のポイントを押さえ、質問を考えながら聞くことができる。 

 
「話す」力 

・相手に届く発声や姿勢を意識して、表現することができる。 

・相手に伝わるようにわかりやすく話を構成することができる。 

・相手にとって必要な情報を取捨選択し、工夫して表現することができる。 

 
「伝え合う」力 

・相手の意見と自分の意見の違いを把握しながら聞き取り、客観的に伝えることができる。

・根拠を明確にして自分の意見を伝えることができる。 

・話のポイントを押さえて、相手に適切な質問をすることができる。 

・相手の質問に対し、わかりやすく適切に答えることができる。 
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以上の内容を踏まえ、コミュニケーション能力を育成するために、本研究会議では研究主題を次

のように設定した。 
       コミュニケーション能力の育成を目指した指導方法の工夫 

－対面しての聞く･話す・伝え合う活動を通して－ 

  

Ⅱ 研究の内容 

１ 川崎市立高校生のコミュニケーションの現状の把握 

 川崎の市立高校生がコミュニケーションについてどのように認識しているのかを把握するために、

2007 年 5 月～６月にかけてアンケートを実施した。対象は、川崎市立高等学校４校の生徒 266 名

（２年生 152 名、3 年生 114 名）である。 
（１）アンケートの結果 

図 1 は、アンケートの結果をまとめたものである。アンケート結果から、次のことが特徴として

あげられる。まず市立高校生からの回答で一番多かったものは、一番得意だと思うことが「聞く」

ことであり、一番身につけたいと思う力が「話す」力であった。また、コミュニケーションを取る

時に大切だと思うことを尋ねたところ、過半数の生徒が「聞く」ことが大切だと考えていることが

わかった。 
  

図１ アンケートの結果 

 
 

次に問１、問２の自由記述欄における主な意見を抜粋する。 

 

問１「聞く」が一番得意だと回答した生徒の理由 

問 1 一番得意だと思うこと 
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・「聞く」以外のことは普段あまりしないから。      ・他のことに比べて聞くことは楽だから。 

・自分が受けるだけで済むから（理解しているかは別にして）。 

・人の話を聞くことが好きだから。 

・人の意見や話はしっかり聞くというのが大切だと思っているので、意識して聞くのが他のものに比べて得意だと

思います。 

・生きていて絶対に毎日使うものだし、私はどちらかというと聞き役なので、得意だと思う。 

問２ 一番身につけたいと思う力 問３ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取るときに大切なこと 
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問２「話す」力を一番身につけたいと回答した生徒の理由 

（２）考察 
「聞く」ことが一番得意であるという理由には、「人の話を聞くことが好きだから」という意見が

多かった。「聞くことは自分にとって多くのことを吸収できるから」「一番大事なことは話を聞くこ

とだと思うから」などの記述より、「聞く」ことの重要性を意識していることがわかった。一方で「耳

を傾けていればいいから」「他のことに比べて聞くことは楽だから」という記述より、「聞く」こと

が簡単だから得意であるととらえている生徒もいた。 
「話す」力を一番身につけたいという理由には、「社会に出ると様々な人とコミュニケーションを

取る必要があり、話す力が重要になるため」という意見が多かった。また、「相手に通じる表現が分

からない」「自分の考えをどう表現すれば相手に伝わるのか分からない」「話すことが苦手である」

という記述もあり、苦手意識があるために話す力を身につけたいと考えている生徒もいた。 
コミュニケーションを取るときには、ほとんどの生徒が「聞く」と「話す」が大切であると回答

していた。「話す」ことよりも「聞く」ことが重要であるととらえていることがわかった。 
 

２ 対面しての聞く・話す・伝え合う活動を取り入れた指導方法の工夫  

（１）指導方法の工夫について 
本研究会議では対面しての聞く・話す・伝え合う活動を考える際に、どのような点を工夫すれば

よいかを検討し、次の４点を指導方法に取り入れることにした。 

①グループによる活動を中心とする。 

②１時間または２時間で活動できるものを考える（ホームルーム活動などで展開できるもの）。 

③生徒が自ら気づけるようなワークシート・振り返りシートを考える。 
④基礎から応用へと段階を踏まえた活動内容を考える。 
①については、コミュニケーションの場面や状況については様々あるが、対面してのコミュニケ

ーションの基本は１対１のものである。そこで行われる双方向のコミュニケーションの機会を多く

体験するために、少人数でのグループによる活動を多く取り入れることにした。グループ活動のメ

リットとして、生徒同士が発言しやすくなることが挙げられる。また自主的な活動において生徒が

互いに協力し合うことは、コミュニケーション能力の育成に効果があると考えた。 

②については、コミュニケーション能力の育成は、学校教育の全ての場面で行われるのが望まし

いが、本研究会議では特別活動のホームルーム活動の時間を通して、１時間または２時間で取り組

めるように指導展開例を検討した。 

 ③については、生徒が授業で自分の活動の振り返りをしやすくするため、問いかけの言葉や構成

を工夫した適切なワークシートを取り入れることにした。また、生徒の活動を他の生徒が観察し評

価することも取り入れた。観察者としての立場から感じたことや気づいたことを、観察した相手へ

・社会に出たとき、もっとも重要なことだと思うから。 
・自分の思っていることを相手に伝えるには、やはりこの方法が一番効果的だと思うし、将来何らかの仕事に就

くとき重要な力になりそう。 
・普通にしゃべるには問題ないと思うけれど、とっさの時に対応できるだけの話す力の応用力がないと思うから。

・私は思っていることを人に表現したりはっきりと言葉に出すのが苦手で、すぐ話に詰まってしまったり本当に

仲の良い人じゃないと何を話していいか分からなくなってしまいます。それにバイトのときもお客さんに失礼

な対応になってしまっているかもしれないからです。 
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のアドバイスとしてワークシートに記入させ、その用紙を渡された生徒自身の振り返りとして使う

ことにした。体験から生徒が振り返り自ら気づくというプロセスは重要であり、コミュニケーショ

ン能力の育成には、自ら気づけるようにワークシートを工夫することが大切であると考えた。 

 ④については、聞く・話す・伝え合う活動を行うときに、生徒の現状やニーズを把握し状況にあ

わせた指導展開をすることが必要であると考え、基本から応用へと活動内容を高める展開となるよ

うに検討した。 

（２）対面しての聞く･話す・伝え合う活動の指導展開について 

対面してのコミュニケーション能力の育成を図るために、聞く・話す・伝え合う活動の取り組み

において、基本的なことから応用する段階へと内容を深める指導展開として、各テーマの小単元を

構成した。 
本研究会議ではコミュニケーションの基本は、聞くことであるととらえた。小林昭文９）は、生徒

が話せるようになるための必要条件として「安心して、聴いてもらえる体験」（傾聴してもらえる体

験）をすることが必要だと述べている。聞き手が傾聴の姿勢で話を聞くと、話し手は相手に受け入

れてもらえたと感じることができる。その体験は、相手に認められたという自信につながる。そこ

で聞く活動では、聞き手に受け入れてもらえたという自信をもたせるとともに、話すことに対する

自信をもたせることができると考え、傾聴の体験を取り入れた展開例を検討することにした。 

また、話す・伝え合う活動では自分と異なる立場の相手を意識することが必要である。他者意識

をもたせるためにはロールプレイング等の活動を取り入れ、対話する場面を設定することが有効で

あると考えた。対話とは「意思や感情の伝え合い」であり「人と人とのかかわりづくり」であると

多田孝志は述べている。また対話の機能について、多田は「相互理解、相互啓発、相互扶助が生起

し、創造的・発展的な関係が構築できていく。従って、対話力を高めていくことは、人間関係形成

力の育成にもつながっていく」10）と提示している。「話す」「伝え合う」活動として、対話する体験

を取り入れた展開例を検討した。 
 以上のことを踏まえて、対面しての聞く・話す・伝え合う活動の指導計画について、基本から応

用へと小単元を構成し、各活動のねらいと主な内容を一覧にまとめたものが次の表３である。各小

単元について、授業の流れや準備するものなどの項目を取り入れた指導内容と、ワークシートや振

り返りシートなどをまとめた指導展開例集を作成することにした。 

 その中から、聞く・話す・伝え合う活動についての小単元を１時間ずつ実践し、効果的な活動の

展開や指導方法を検証することにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
９）小林昭文「担任ができるコミュニケーション教育」ほんの森出版 2004 年 ｐ.9 
10）多田孝志「対話力を育てる」教育出版 2006 年 ｐ.35 
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表３　　対面しての聞く・話す・伝え合う活動の指導展開例の一覧　

　小単元 　活動の内容

聞
く

傾聴を体験する（１時間）
　
【ねらい】
・相手の話に共感を示しながら聞くことが
 できる。

①３～４名の班を作る。話し手は「好きな○○」について話す。聞き手は適切で
　ない聞き方を演じて聞き、観察者は聞き手の様子を見て感じたことをワークシ
　ートに記入する（２分で交代、全ての役を体験する）
②適切でない聞き方の問題点を確認し、傾聴について学ぶ。
③傾聴を意識して、①と同様に活動する。

基
本

↓

応
用

聞いてメモをする（１時間）

【ねらい】
・５Ｗ１Ｈ、キーワードなど、話の文脈をとら
 えながら聞くことができる。

①メモを取るときに何に注意して聞くのかを確認する。
　（５Ｗ１Ｈ、キーワード等）
②新聞記事や学校行事のお知らせ等、５Ｗ１Ｈの入った文章を聞き、ポイント
 　をメモする。自分の言葉で再構成する。
③６名の班を作る。班の中で一番よくまとまっているものを選び発表する。
④情報を得るための聞き方やメモの取り方の工夫について考える。

質問を考えながら聞く[ 他者紹介 ]
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１時間）
【ねらい】
・話のポイントを押さえ、質問を考えながら
  相手の話を聞くことができる。

①二人組みを作り自己紹介し合う。相手を知るために質問をし合い、　理解を
　深める。
②互いに自分のペアをクラスに紹介する（他者紹介）
③聞き手は紹介されている生徒の人物像がわかるか、紹介者の姿勢等につ
 　いて評価しながら聞き、ワークシートに記入する。
④質問を考えながら聞くときに大切なことについて考える。

話
す

基
本

↓

応
用

相手に届く発声の仕方（１時間）

【ねらい】
・相手に届く発声や姿勢を意識して表現
 する ことができる。

①列ごとに班を作り、２列で１組とする。
②教室の前と後ろとにわかれ、相手（隣席の生徒）に届くように発声し挨拶を
 　し合う。他の生徒はその声が相手に届いているかを判定する。
③交代して、全員が体験する。発声や姿勢について確認し合い、自己評価
 　する。

1分間スピーチ
[私のオススメを紹介する]　（１時間）
　
【ねらい】
・相手に届く発声や姿勢を意識して表現
  することができる。
・相手に伝わるようにわかりやすく話を構成
  することができる。

①２～３名の班を作り、自分たちの「オススメ」をどのように紹介するか決める。
②聞き手にわかりやすく伝わるよう意識して「オススメ」紹介のスピーチを行う。
　（１分間）　班の全員が必ず話すようにする。
③聞き手はスピーチを聞きながら評価シートに評価をする。
④全てのスピーチ終了後、各自振り返りシートに記入する。

⑤後日、聞き手の評価シートを見ながら、自己評価する（宿題として提出）。

プレゼンテーション（２時間）

【ねらい】
・相手にとって必要な情報を取捨選択
　し、工夫して表現することができる。

①４～６名の班を作り、中学3年生に向けて学校紹介をプレゼンテーションする
   ための情報収集をする。
②聞き手に伝わる表現の仕方や、わかりやすく伝えるための構成について検
 　討する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１時間目）

③班ごとに学校紹介のプレゼンテーションを行う。聞き手は発表の仕方や
　 わかりやすさ等について評価シートに記入する。
④全ての班の発表後、相互評価し合い、一番良かったものを選び、その理由
  　も挙げる。
⑤自己評価して、振り返りシートに記入する。　　　　　　　　　　（２時間目）

伝
え
合
う

基
本

↓

応
用

立場を決めて話し合う（１時間）
【ねらい】
・相手の意見と自分の意見の違いを把握し
　ながら聞き取り、客観的に伝えることがで
　きる。
・根拠を明確にして自分の意見を伝えるこ
　とができる。

①教師が事前にテーマを設定し、それに対する賛成・反対を考えておくように
 　指示する（例：文化祭に飲食企画を行うことについて）。
②賛成意見と反対意見とにわかれて集合する。
③全員が賛成・反対の理由を述べ、それぞれの意見について比較検討する。
④賛否入れ替えの時間を取る。意見が変わった生徒は理由を述べる。
⑤賛成・反対のどちらをクラス全体の意見をするか確認する。

相手に伝わる話し方（２時間）

【ねらい】
・話のポイントを押さえて、相手に適切 な
  質問 をすることができる。
・相手の質問に対し、わかりやすく適切に
  答えることができる。

①４～６名の班を作り、自分達が紹介する職業について調べる。
②質問者と回答者（その職業の人）としての対話劇のシナリオを考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１時間目）

③班ごとに対話劇を発表する。聞き手は対話の様子を見てわかりやすいか
 　評価用紙に記入し、紹介している職業は何かを当てる。
④全ての班の発表後、聞き手からの評価用紙を参考にして、聞き手に伝わる
　 発表ができたか自己評価する。　　　　　　　　　　　　　　　　　（２時間目）

ロールプレイング[模擬面接]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２時間）
【ねらい】
・話のポイントを押さえて、相手に応じた適
 切な質問をすることができる。
・相手の質問に対し、わかりやすく適切に
  答えることができる。

①事前に自己ＰＲ用紙を記入しておく。
②面接官・受験生を演じる班と、それを観察する班とにわかれる。
③自己ＰＲ用紙は面接官役に渡す。それを参考に質問していく。
④受験生の人柄がわかるような質問をしているか、相手にわかりやすく適切に
 　答えているか等、それぞれの役について、観察する班は評価する。
⑤終了後、演じた班は自己評価を、　観察班はアドバイスを
 　振り返りシートに記入する。　　　　　　　　　　　（１時間目）

⑥交代して、全員が全ての役を体験する。　　　（２時間目）

検証授業を実施

検証授業を実施

検証授業を実施
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３ 検証授業の実施                  

川崎市立Ａ・Ｂ・Ｃ高等学校で対面しての聞く・話す・伝え合う活動の検証授業を実施した。 
Ａ高等学校では「聞く」ことの「傾聴を体験する」活動、Ｂ高等学校では「話す」ことの「１分

間スピーチ」の活動、Ｃ高等学校では「伝え合う」ことの「ロールプレイング（模擬面接）」の活動

を実施し、各々の指導方法や展開内容について検証することにした。 
（１）川崎市立Ａ高等学校での検証授業 

①主な活動内容 

小単元 活動内容 ねらい 

「傾聴」を体験する 

（１時間） 

いろいろな聞き方を体験す

る  ＊ロールプレイング実施 

相手の話に共感を示しながら話を聞くことができる。 

対象 科目等 学級観 

Ａ高校 2 学年 14 名 

（男子2名・女子12名） 

国語表現Ⅰ 

（２学年選択科目） 

比較的おとなしいが課題に意欲的に取り組む。与えられた

課題に対して互いに協力しようという姿勢が見られる。 

聞くことについて意識させるため、「不適切な聞き方」で聞く活動と「傾聴の姿勢で聞く」活動の

二つの聞く活動を取り入れた。「不適切な聞き方」を体験させることで、聞くことには何が必要なの

かを生徒に考えさせるとともに、「傾聴の姿勢で聞く」活動で、話し手・聞き手が相互に受容し合う

状態を体験させ、傾聴することの大切さについて気づかせることを検証した。 
②授業の展開                  
 教師の活動 生徒の活動 支援における留意点 
  
 
導 
 
入 

・コミュニケーションにお

ける「話す」ことと「聞

く」ことの関係を確認す

る。 
・いろいろな聞き方を体験

してみるという本時の

目標を確認する。 

 
 
・３人（または４人）一組になって、

話し手・聞き手・観察者の役を演じ

る。 
 

・ワークシートを配る。 
 
 
・この授業により、どんな力をつけるのか等を補足

説明する。 

 
 
 
 
 
 
 
展 
 
 
開 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①「いろいろな聞き方」を

体験させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「適切な聞き方」（傾聴）

 を体験させる。 
 
 
 
 

・いろいろな聞き方を体験する。 
２分で交代し全ての役を体験する。

・聞き手は教師が指示した不適切な聞

き方を演じながら聞く。 
・話し手は自分の好きなことなどを 

自由に話す。そのとき聞き手の行動

に対しどのように感じたかをワーク

シートに記入する。 
・観察者は聞き手の聞き方を見て感じ

たことをワークシートに記入する。

 
・活動後、それぞれワークシートに気

づいた事を記入する。 
・全グループが終わったところで、不

適切な聞き方についてどう思うか、

また適切な聞き方とはどのようなも

のか考えて発表する。 
 
 
 
・適切な聞き方（傾聴）の活動を行う。

 
・上記と同様に行うが、今度は聞き手

が適切な聞き方（傾聴）で聴く。 

・聞き手に次の１~４の不適切な聞き方を指示す 
る。 

 
 
 
 
 
 
 
・話し手や聞き手が目的に沿って活動しているか、

評価する。 
 
・本時の目的を理解して活動していたか確認する。

 
 
・数名の生徒に気づいたことを発表させ、共通理解

し合う。 
 
・傾聴する姿勢・ＦＥＬＯＲ＊について説明する。

「傾聴」がコミュニケーションにとって大切であ

ることを意識させる。 ＊傾聴し、傾聴される

体験をすることでその

大切さを実感させる。 

１ 時々話に割り込んで別の話をする。  
２ 時々、本を読んだり携帯電話をいじったり

して聞く。 
３ 時々、目を合わせず聞こうとしない。  
４ 時々、近づいて目を見つめさわったりする。
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ま 
と 
め 

・本時のまとめと振り返り

をさせる。 
 

・本時全体を振り返っての感想を振り

返りシートに記入する。 
・発表とワークシート・振り返りシートから、生徒

が「傾聴」の大切さについて実感できたか見る。

 
 
 
 
 
 
③授業を終えて 

生徒の振り返りシートから主な感想を抜粋する。 

振り返りシートの「頷いたり、相手の目を見ながら話を聞くと、相手にも好印象なんだなと思い

ました」等の記述から、傾聴の大切さについては、実感として理解させることができたと考える。

傾聴の姿勢を示す「FELOR」の語句については、複数の生徒が「聞くときに大切なこと」として

自分の感想の中で述べていた。 
また、話し手にとって身近な話題のため、生徒自身が話しやすい状況であった。ロールプレイン

グでも自主的に工夫して演じている様子が見られ、生徒は積極的によく取り組んでいた。普段はお

となしく表情にあまり出さない生徒が、傾聴の活動では笑顔を見せて話したり聴いたりしており、

この活動に自ら進んで参加している様子がうかがえた。 
不適切な聞き方の活動の際、話し手の生徒が「あの、聞いてますか？」「聞いてくれない」と聞き

手の生徒の様子に苛立つような場面が見られた。何かをしながら話を聞くという聞き手の態度は不

愉快であること、自分の話が伝わらないように感じるということを、生徒は実感した様子であった。 
（２）川崎市立Ｂ高等学校での検証授業 

①主な活動内容 
小単元 活動内容 ねらい 

「１分間スピーチ」 

（1 時間） 

「私のオススメ」を紹介

する 

・相手に届く発声や姿勢を意識して表現することができる。 

・相手に伝わるようにわかりやすく話を構成することができる。

対象 科目等 学級観 

Ｂ高校２学年 40 名 

(男子 3 名・女子 37 名) 

ＬＨＲ 

 

絵を描いたりデザインを工夫したりすることが好きな生徒が多

く、表現活動や教科学習に対して意欲的に取り組んでいる。 

[適切でない聞き方を体験して] 

 ・携帯とかいじりながら聞くって、けっこう皆やってるけど、話してる側からするとけっこう嫌だな

と思った。 
・授業で他の人と話したり寝たりとかあるけど、それは先生側からしたらとても不快なんだなと思っ

た。 
 

[傾聴（FELOR）を体験して] 

・相手に「聞いてるよ」っていう感じを出す。誰かと話す時、FELOR は活かせると思う。 
・頷いたり、相手の目を見ながら話を聞くと、相手にも好印象なんだなと思いました。 
 

[授業を通して学んだこと・今後に生かしたいこと] 

・ちゃんと相手に嫌な思いをさせないように、この授業で学んだことを生かしたい。 
・今回の授業で、人の目を見てしゃべること、相手の話をしっかり聞くのが思ってたよりも重要なん

だなと思いました。  

＊ＦＥＬＯＲ（傾聴する時のキーワード）  

Ｆace：相手に顔を向ける      Ｅye contact：相手と目を合わせる   Ｌean：体を前に傾ける 

Ｏpen：心も体も開いた状態にする  Ｒelax：リラックスして聴く  

※「ＦＥＬＯＲ」はピア･サポートで使用されるキーワードである。 

参照：「ピア･サポート実践マニュアル」トレバー･コール著／バーンズ亀山静子・矢部文訳 川島書店 2003 年 
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１時間の授業で全員に発表を体験させるため、２～３名のグループで活動させた。発表の仕方は、

実物を手にして聞き手に見せながら紹介のスピーチを行うという「Ｓｈｏｗ＆Ｔｅｌｌ」の方法で

実施した。実物を教室で示すことができない場合は、絵に描くなどして提示してもよいと説明した。 
聞き手には、話のポイントを押さえつつ聞き取るように指示し、話し手の発声や姿勢・話の内容

について評価をさせ、評価用紙に記入させた。 
評価をしたカードは、後にまとめて話し手に渡し、話し手の振り返りとして使うことにした。 

②授業の展開                   

 教師の活動 生徒の活動 支援における留意点 

導

入 

・相手に伝わるように話すため 
に必要なことを確認する。 

 
 
 
・聞き手への指示をする。 

 
 
 
 

 

・スピーチするときの注意を確認する。 
（発声・姿勢・話し方など） 
 
 
 
・聞き手としての注意を確認する。 

・伝わるように話すための注意事項①～⑤

を説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

展

開 

 
 
 

・スピーチをさせる。 
・司会進行と計時を生徒に担当 
させる。 

・１回のスピーチが終わるごと 
に、評価用紙を記入させ、回 
収する。 

・スピーチを発表する。 
話し手は、相手にわかりやすい発表を心

がける。 
・スピーチを聞く。 

聞き手は、話のポイントを押さえつつ、

話し手の良いところを見つけるように

聞く。聞き終わったら評価用紙に記入し

提出する。 

・１回のスピーチごとの評価用紙は、回収

するが、その場では発表者に渡さない。

 
・計時係に時間を提示させ、スピーチは 

１分を越えさせないようにする。１分を

越えた時点で発表を終了させる。 

ま

と

め 

・本時の振り返りをさせる 
 
・本時の振り返りシートを回収 
する。 

 
・各グループに聞き手からの評 
価用紙を渡す。評価用紙から

の振り返りシート記入は宿題

とする。 

・本時の授業で気づいた事を 2、3 名が発

表する。 
・各自で気づいたこと、また発表の自己評

価を振り返りシートにまとめ記入し提出

する。 
  
・聞き手が記入した評価用紙を見て、各グ

ループで振り返りをする。 

・先に発表させてから、振り返りシートを

配付する。 
 
・机間観察する。 
 
 
 
・後日、聞き手の評価用紙を見て記入した

振り返りシートを回収する。 

③授業を終えて 
この検証授業では、授業の実施前に事前のアンケートを実施した。スピーチをするときに大切な

ことについて確認させることをねらいとし、「スピーチをするときに、相手にわかりやすくするため

にどんなことに気をつければよいと思うか」を尋ねた。そこでは発声や発表者の視線の向け方、姿

勢などにについて考えさせた。 
次に、アンケートの回答より「スピーチで気をつけること」についての主な意見を抜粋する。 

 

・目線や姿勢がどれだけよくても、声が小さく聞こえなければスピーチの意味はない。 
・程よい大きさで、発音がしっかりした声が必要。いくら音量を上げても一つ一つの単語などをあい

まいに言われては聴こえない。逆にすっきり通った声で話せば、さほど大きくなくても充分全体に

伝わると思う。 
・手元の原稿ばかり見ないで、前を向いて（顔をあげて）話す。  ・目線を聞く人の方に向ける。 
・背筋を伸ばしてしっかり立つ。 

①はっきりと、前を向いて発声する。 
②声は適度に大きく。 
③言葉はゆっくり丁寧に。 
④オススメの理由を具体的に述べる。 
⑤表情は明るく。 話を聞くときは話し手

の良いところをみつけ

るようにして聞く。 
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アンケートを集約したものを活動前に生徒に配付し、スピーチの注意点について簡単に説明をし

た。生徒が自主的にプリントを参考にして当日の活動に臨んだため、授業導入時での説明は短い時

間で生徒に伝えることができた。   
実際にスピーチを実践した後の生徒の振り返りでは、「相手に伝えたいと思う気持ち」「相手（聞

き手）がいるのを意識すること」という内容が多くあった。表現するときには他者意識が必要であ

ると生徒は気づいた様子である。また、「話すときに大切なこと」や「おしゃべりとスピーチとの違

いについて」は、次のような生徒の意見があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わかりやすく話すために相手を意識し、声の大きさや言葉遣いに気をつけることなど、活動のね

らいである「相手に届く発声や姿勢を意識して表現する」ことについて、生徒は具体的にとらえる

ことができていた。 
また検証授業では 16 グループ発表したが、全ての発表に対して熱心に聞く姿勢が見られ、生徒

は共感して話を聞くことができていたことが、次の感想からわかった。 

生徒は「好きなもの」について話したり聞いたりする活動に対して、積極的に取り組む様子が見

られた。このことは、どのようなトピックを選択すれば生徒が熱心に活動に取り組めるか、教師が

指導展開を工夫する上で参考となった。 
また「みんなのことがこれまで以上に好きになりました」という記述にあるように、好きなもの

を発表し合う活動は、クラスの中に互いを受け入れる雰囲気をつくることができると考える。様々

な集団の中において円滑な人間関係を築く力を身につけることは重要であるので、こうした互いに

受容する姿勢が見られる活動は、コミュニケーション能力の育成に有効だと考える。 
一方で「１分は短く、言葉の選択が難しい。」「１分間は思ったより短く焦りました。人に伝える

ということは難しいことだと改めて思いました。」という記述から、短い時間でいかに相手にわかり

[授業の感想] 

・聞いているのが楽しかった。    ・皆のオススメがわかってとても楽しかった。 
・みんな個性が溢れててとってもよかったです。みんなのことがこれまで以上に好きになりました。 
・なんだかんだで楽しくスピーチできて良かったです。自分達が好きなものを伝えるって楽しいですね。

[話すときに大切なこと] 

・自分がもし初めて聞いて理解できるかできないかを考えつつ、話す事を作り、大きな声ではっきり 
いうこと。 

・きちんと相手に伝わるようにスピーチするには、相手の立場から見た考え方ができて、発表ができ 
ればすごくいいと思います。 

・相手に何を伝えたいのか、はっきりと。友達感覚ではなく、公で喋っているという意識、言葉。 
・声が大きくハキハキしていると聞いている側にとって、とても聞きやすいなあと感じました。 
・正面を見ること。人の顔を見て話すと、相手がどんだけ理解できてるかや、聞いているかがわかり 

やすいから。 

[おしゃべりとスピーチの違い] 

・おしゃべりは気軽だが、スピーチは相手にしっかり伝わるように内容をまとめて話さねばならない。

・おしゃべりは自分の話したいことを話す。スピーチは相手に伝えるために話す。       

・スピーチは自分の伝えたい内容をしっかりとかため、相手に理解してもらえるよう、わかりやすく話

していくものだと思います。                          

・緊張感と、皆がきちんと分かってくれるような話の流れの組み方とか。           

・スピーチはいかに簡潔にわかりやすく伝えるかが重要かわかりました。   
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やすく伝えるか、その難しさを実感した様子がうかがえる。 

なお、「Ｓｈｏｗ＆Ｔｅｌｌ」の発表において、グループによっては様々に工夫をこらしていた。

例えば、グループ全員で紹介するマンガ本を持ち表紙を見せたり、マンガのキャラクターをお面に

してかぶったり、紹介するゲームソフトを全て板目画用紙に貼りつけて見せたりしていた。こうし

たグループの工夫に対して、「小道具一つ、態度一つで伝わり具合も変わるのだと思いました。」と

いう感想を書いている生徒もいた。さらに「初めて聞いて理解できるかできないかを考えつつ、話

す事を作り」「スピーチは相手にしっかり伝わるように内容をまとめて話さねばならない」という感

想などから、活動のねらいである「相手に伝わるようにわかりやすく話を構成する」こと（例えば、

わかりやすく伝えるために簡潔にまとめることや表現を工夫することの大切さなど）については、

理解させることができたと考えられる。 

（３）川崎市立Ｃ高等学校での検証授業 

①主な活動内容 
小単元 活動内容 ねらい 

ロールプレイング 

（２時間） 

模擬面接に挑戦する ・話のポイントを押さえて、相手に適切な質問をすることがで

きる。 

・相手の質問に対し、わかりやすく適切に答えることができる。

対象 科目等 学級観 

Ｃ高校３学年 13 名 

（男子 4 名・女子 9 名） 

「国語表現Ⅱ」 

（３学年選択科目） 

全員が大学や短大への進学を希望し、公募推薦入試のため授業

を選択している。おとなしい生徒が多く、自分から発信するこ

とを苦手とする者が多い。真面目なので指導者の指示には従い、

課題にしっかりと取り組んでいる。 

 模擬面接での活動において、相手への理解に基づいて自分の意見や考えをまとめることは、相手

の立場や考えを尊重する態度につながり、相手と意思や感情を伝え合うことを通して、人と人との

かかわりをつくる姿勢を身につけていくことができると考えた。 

 模擬面接は、ロールプレイングをする班（面接２名・受験生１名）とそれぞれの役について観察

する班とに分かれて実施した。２時間目は交替して、全員がすべての役を体験した。 

②授業の展開 

 教師の活動 生徒の活動 支援における留意点 

導

入 

・ロールプレイングをする

班と観察する班にそれ

ぞれどのような点を意

識して活動するのかを

指示する。 

・ロールプレイングをする班と観察をする班

とに分かれる（1 班３～４名）。 

 

・面接官役の生徒は、受験生役の生徒が事前

に書いた志望理由・高校時代に頑張ったこ

となどの自己ＰＲ用紙を見て、質問内容を

考える。 

 

・受験生役の生徒は質問に対して分かりやす

く答えられるように準備する。 

 
・ロールプレイングの班は、面接官２名・  

受験生１名の役を交替で演じる。 
 

・面接１回の時間は５分とする。 
 
・観察班の①は面接官①を、観察班の②は面

接官②を評価する。 

観察班の③（④）は受験生を評価する。 
 

・ロールプレイングの班に次の指示をする。 

◆面接官は受験生の人柄がわかるような掘り

下げる質問をすること。 

◇受験生は答えの理由を具体的に述べること。

 

・観察する班に次の指示をする。 

●面接官の質問内容や聞く姿勢、受験生の答の

内容や答える姿勢について評価すること。 
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導

入 

  

 

 

 

 

 

 
 観①        観③ 

     面① 

         受験 

     面② 

観②        観④ 

 

 

展

開 

・模擬面接を実施する。 

 
・面接は５分、ワークシート記入５分、交替

２分として、すべての役を演じるためこれ

を３回行う。（面接官①②・受験生で３役）

 

・観察者は目の前にいる役の生徒の姿勢や発

言内容を評価する。 

・面接官が何を質問するかを迷っているとき

は、質問のキーワードになる言葉を示唆し、

活動を促す。 

 

ま

と

め 

・全体を振り返らせ、各自 

に振り返りシートを記入

させる。 

 

・ロールプレイングをした班は、各役の立場

から振り返った事や今後に向けての課題を

考え振り返りシートに記入する。 

 

・観察した班は、観察した役に対しどのよう

なことに気をつければよいかを振り返りシ

ートに記入する。 

・机間観察する。 

 

 

※次回（２時間目）は、ロールプレイングをし

た班と観察した班とが役割を交代して、同様

に実施する。 

③授業を終えて 

生徒同士のロールプレイングによる模擬面接では、振り返りシートの記述にもあるように、生徒

は相当緊張した様子が見られた。 

［受験生役を体験して］ 

・ 初は相手は同じ学生だし、平気だと思っていました。でもやっぱり 1 つ 1 つ質問されると緊張し

てしまい、言いたいことがうまく言えないときもあった。 

・落ちついて考え発言するように心がける。ただしマニュアル人間にならないように、自分らしさを

出せるようにする。 

・質問に対する内容をかためはっきりと答えられるようにしたい。態度や口調、声量に気をつけたい。

教室の机や椅子の配置を、面接会場のような雰囲気を出すために実際の会場と同様に設定したた

め、緊張して普段のように発言することができない生徒もいた。また、自分の役を観察する者がい

るという状況も、生徒に緊張を強いるものであった。教室を普段と違う状況にして改まった場面で

活動させたので、生徒にとっては貴重な体験をする授業となった。こうした緊張を強いられるよう

な場面を体験することは、コミュニケーション能力の育成に有意義であると考える。なぜなら、簡

単に伝わらない・伝えられない体験を振り返ることで、生徒にどうすればよかったのかを気づかせ

ることができるためである。 

また面接官役を通して、相手とのコミュニケーションを取るための質問を考えながら聞くという

ことの大変さ・重要性については、次のような生徒の記述が見られた。 

［面接官役を体験して］ 

・ただ受験者に質問するだけかと思っていましたが、次に出す質問や質問に対して深く聞いていった

り、雰囲気を考えたりとやることも多く、うまく受験生のよさを出してあげる難しさもよくわかり

ました。 

・一度質問したことに対して掘り下げることの難しさを実際にやってみてわかった。５分という短い

時間でも実際にやると長く感じた。 

受験生の自己ＰＲが棒読みだと面接官に訴えるものがないことや、どのような発声や姿勢が相手

に好印象を与えるのかなど、面接官を体験することで初めて気づいた生徒もいた。 

さらに、次のような振り返りシートの記述より、観察者の役を行うことで自分ならどうすればよ

座席の配置 
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いかを考えることができ、受験生役や面接官役を客観的に評価することができたと考えられる。 

  客観的な観察者の立場に立つことで、活動のねらいである「話のポイントを押さえ、相手に応じ

た適切な質問をする」ことや「相手の質問に対し、わかりやすく適切に答える」ことについて必要

なことは何か、見えてくるものがある。他者の活動を見て気づいたことを全て自分が実践できると

は限らない。しかし、受験生の立場や面接官の立場について考えることは相手の立場を意識して表

現するために大切なことであり、コミュニケーション能力の育成を図ることにつながると考える。 

また、面接官役を体験した生徒の感想には、「一度質問したことに対して、さらに掘り下げて質問

することの難しさを実際やってみてわかった」という記述が多く見られた。これは、相手とのコミ

ュニケーションを取りながら質問を考えていくことの難しさについて、理解させることができたと

考える。 

 

４ 検証授業の考察 

検証授業は、川崎市立高等学校の３校において、聞く活動を１時間、話す活動を１時間、伝え合

う活動を２時間、それぞれ実施した。１時間や２時間の活動の中でも、生徒はコミュニケーション

の大切さや、コミュニケーションを図るために必要なことについて気づいた様子が見られた。例え

ば、「聞く」ときには「聞いている」姿勢を示して聞くと相手の話を理解しやすくなることや、「話

す」ときには声や姿勢のほかに相手に対する意識が大切であることなどである。また、活動の中か

ら生徒の自主的な気づきを促すために、生徒に活動を観察する役を設けるようにしたことも効果が

あったと考える。他者の活動を客観的に観察することで、生徒が自ら気づくことは多いことが分か

った。そのためにも振り返りシートを工夫して作成することが必要である。 

初は、双方向で行われるコミュニケーションの機会を増やすために、少人数のグループ活動を

中心とした授業を展開した。生徒が活動に積極的に取り組んだ理由としては、話しやすい雰囲気の

中での活動やワークシートの活用、段階を踏んだ展開の導入などの工夫が挙げられる。 

生徒が意欲をもって活動を取り組めるようにするためには、どの学年でどのような活動を行うの

か、生徒のニーズを踏まえて実施することが大切であると考える。例えば模擬面接のような活動は

２年生や３年生で展開するほうが、生徒の活動への意欲を引き出せると考える。そのときの生徒の

状況に合わせて活動を展開する必要がある。 

 

 

 

［観察者からのアドバイス］ 

○受験生に対して 

・答えを用意していると明らかにわかってしまうので、どの質問に対してもちゃんと対応できるよう

にしておくことが大切だと思った。 

・今回観察者になって、何を言うかよりも、まずはきはきした口調で相手に伝えることが好印象を与

えると思います。 

○面接官に対して 

・自分が質問したい事を次から次に聞くのではなく、相手の様子をうかがいながら質問をしたほうが

いいと思いました。そうしないとコミュニケーションという感じがしないので。 

・質問内容がいったりきたりだと困らせてしまうから、一連の流れの中で質問すべきだと思った。 
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Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究から見えてきたこと 

研究会議で作成した対面しての聞く・話す・伝え合う活動の指導展開例のうち、検証授業として

それぞれの活動から一例ずつ実践をした。その結果から次のことが見えてきた。 

まず、コミュニケーション能力の育成を図るための活動を展開する中で、クラスの人間関係も深

まる場面が見られた。例えば「話す」活動における小単元「自分のオススメを紹介する」活動（１

分間スピーチ）では、「クラスメイトの意外な一面を知ることができたのでみんながもっと好きにな

った」という感想を述べている生徒が多くいた。相手を知ることで人間関係が深まり、相互受容を

図ることができたと考えられる。「聞く」活動における小単元「傾聴を体験する」では、相手に熱心

に話を聞いてもらう体験について「とても嬉しかった」という感想が多く見られた。「聞く」ことの

重要性のほか、人間関係を深めるために相手から信頼される体験が大切であることを意識させるこ

とができたと考える。 

また、聞く・話す・伝え合う活動を通して、コミュニケーションに大切なことについて生徒の気

づきを促すことができた。振り返りシートの記述から、「聞く」ことについて「失礼な聴き方は話し

ている相手にも気分を悪くするし、良くないことだなと思いました」という振り返りや、「話す」こ

とについて「相手に伝えようとする意識。これがなければ、立派な事を言っていようがダメなスピ

ーチになってしまう」という振り返りが見られた。「伝え合う」ことについては、今回の活動でうま

くいかなかった部分を今後さらに向上させたいという感想をもつ生徒が多くいた。活動を通して、

「聞く」力・「話す」力・「伝え合う」力を使う場面で大切なことについて、生徒の気づきや自覚を

促すことができたと考える。 

次に、対面しての「聞く」・「話す」・「伝え合う」活動について、基本から応用へと段階を踏まえ

て指導展開例を作成した。クラス替えでこれから人間関係を作っていく段階なのか、ある程度人間

関係が取れている段階なのかなど、コミュニケーションに関する生徒の意識や、生徒同士の人間関

係について事前に把握し、クラスの状況を踏まえて指導展開をしていく必要があることが見えてき

た。 

さらに、検証授業を通して、コミュニケーション能力の育成には、相手を知るために質問を考え

る力、相手と対話をするための質問を発する力が重要であることがわかった。教科の学習に関した

質問をする力のほかに、相手のことを知りコミュニケーションを図るために質問する力の育成も大

切である。対面しての聞く・話す・伝え合う活動とともに、コミュニケーションを取るために質問

する活動を取り入れて、指導方法を工夫していく必要があると考える。 

 

２ 今後の課題 

今回の研究で作成した対面しての聞く・話す・伝え合う活動の指導展開例について、さらに検討

していくとともに、効果的な指導方法について今後も研究していきたい。 

また伝え合う活動の検証授業の結果等から、相手とのコミュニケーションを発展させるために質

問する力や、質問から対話を広げていく力が重要であり、相手に対して質問する体験を多く与える

ことが必要であることがわかった。今後、コミュニケーション能力の育成につながる質問する力を

高めるためには、どのような指導方法を展開できるのかについても、さらに検討をしていきたい。 
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後に、研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言をくださいました講師の先生方、また校長先生

を始め学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申し上げます。 
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