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言語活動の充実に関する研究 

－ 小中の接続を意識して － 

 

渡辺 良勝１     鈴木 直人１ 

新学習指導要領では、言語活動の充実が大きな特色の一つとして示され、国語科以外の各教科等においても

言語活動を扱うことが求められている。本研究では、言語活動の充実を図ることと、小中の接続を意識するため

の「単元の言語活動構想図作成シート」を考案し、授業実践に取り組んだ。研究を通して、育てたい力を明確

にし、それぞれの授業に合わせた言語活動を構想することが重要だということが分かった。 

 

はじめに 

 

1 カリキュラム支援課 指導主事 

新学習指導要領の総則では、思考力、判断力、表現

力その他の能力を育むことや、主体的に学習に取り組

む態度を養うことなどが示され、児童・生徒の発達の

段階を考慮して、言語活動を充実することが求められ

ている。また、社会環境の変化による子どもたちの言

語力の低下が指摘されていることから、各教科等にお

いて言語に関する能力の育成が求められている。 

 

研究の目的 

 

言語活動とは、各教科等の目標を達成させたり、内

容を充実させたりするための手段であり、言語活動の

充実を図ることは、確かな学力の育成につながるもの

だといえる。 

本研究は、各教科等や各単元等において効果的な言

語活動を見いだすための考え方や、その具体的な方策

についての一案を示し、具体的な言語活動を構想した

実践を通して、その方策の有効性と、小学校と中学校

の接続の在り方を考察することを目的とした。 
 

研究の内容 

 

１ 言語活動の充実が、なぜ求められるのか 

(1) 言語活動の充実が求められる背景 

平成 20 年３月に告示された、小・中学校の新学習指

導要領の大きな特色の一つとして、言語活動の充実が

示されている。これに対し、「これまでも言語活動には

取り組んできている」「今までの言語活動と新学習指導

要領で求められている言語活動の違いは何か」「なぜ言

語活動の充実を図るのか」という声も聞かれる。 

言語活動の充実が求められるようになった背景には、

様々なことが考えられるが、「これからの時代に求めら

れる国語力」を身に付けさせるためや、いわゆる「PISA

型読解力」の育成、「教育課程実施状況調査」や「全国

学力・学習状況調査」等で指摘された記述式問題に対

しての課題の解決などが考えられる。 

 言語活動の充実を図ることは、これからの時代を担

う子どもたちに、思考力・判断力・表現力等を身に付

けさせ、社会の変化に対応する能力や、それに伴う課

題を自らの力で解決する能力を育成することを目指し

ていると考えられる。これらの能力は、国語科のみな

らず各教科等において、その育成が重視されている。

また、短期間で育成されるものではないので、長期的

な視野を持ち、継続して取り組んでいくことが重要と

いえる。 

(2) 言語活動の充実に向けた課題 

今年度、本研究を進めるに当たり、県内の小学校３

名、中学校３名の調査研究協力員（以下、「協力員」と

いう。）と共に、これまで取り組んできた言語活動につ

いて意見交換をした。意見や感想から、言語活動の充

実に向けた課題として、次のようなことが浮かび上が

ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「言語活動＝話合い」というイメージが強かっ

たのではないか。 

○言語活動の充実に向けた取組みは行われてい

るものの、各教師の考え方に任されていたので

はないか。 

○「話す」、「聞く」以外の活動領域への意識が低

かったのではないか。 

○小・中学校間で、言語活動への取組み方の共有

化が図られていなかったのではないか。 

 言語活動は、幾つかの言語能力が絡み合って成立す

るものなので、ある領域に偏った活動では、充実を図

ることは難しいといえる。一つの単元を通して、また

は複数の単元や教科を通して、「話す」、「聞く」、「書く」、

「読む」、それぞれの活動がバランスよく行われるよう

に計画を立てることが必要なのである。 

本研究を進める中で、県内の小学校の教師から、「言

語活動を充実させるために、効果的な活動とは、どん

な活動ですか」という質問を受けたことがあった。こ

の言葉を聞き、教師は、言語活動の具体的な方法を求
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めていると感じた。学習のねらいや内容によって育て

たい力が異なるように、そのねらいを達成するために

取り組む言語活動も異なってくるので、「算数科に効果

的な言語活動は○○○です」や「この単元に効果的な

言語活動は・・・です」というように、一言で表すこ

とは難しいといえる。 

このことから、言語活動の充実に向けた課題として、

更に次のことを考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 多くの実践事例を参考に、効果的な言語活動につい

て学ぶことは大切なことである。しかし、その言語活

動例をそのまま実践しても、必ずしも言語活動が充実

するとはいえないだろう。やはり、授業者が目の前の

児童・生徒の実態を踏まえて、効果的な言語活動を構

想することが必要だといえる。 

 

２ 言語活動の充実を図るためのポイント 

(1) 言語活動の充実を図るために考えること 

「言語活動の充実は、それ自体が目的ではなく、教

科目標や単元の目標を達成するための一つの手段であ

る」ということは、これまで、言語活動の充実に関す

る様々な研究において言われてきている。しかし学校

では、その意識が十分浸透していない現状がある。そ

こで本研究では、言語活動の充実を図るために、次の

３点に留意することが必要だと考え、研究を進めた。 

ア 「育てたい力」を明確にすること 

言語活動の充実を図るために第一に考えたいことと

して、「育てたい力」を明確にすることが挙げられる。

本研究では、育てたい力として、言語活動の充実にお

いて育成が求められている、「思考力」、「判断力」、「表

現力」と、互いの立場や考えを尊重して伝え合うため

に必要な「コミュニケーション能力」の四つを取り上

げた。 

授業づくりにおいては、児童・生徒の実態や教師の

願いなどを踏まえ、ねらいを設定する。そして、その

単元で児童・生徒に「どのような力を身に付けさせた

いのか」ということを考える。 

思考力、判断力、表現力、コミュニケーション能力

の中から、表現力を育てたい力の「中心的な力」に選

択したとする。この考えは、決して表現力だけを扱い、

それ以外はやらないというわけではない。授業におい

ては、表現力だけを扱う授業展開は考えにくく、表現

力を育てる中で、各能力が有機的に関連し合うことは

言うまでもない。しかし、育てたい力が明確でない授

業では、児童・生徒が同時に多くのことに取り組むこ

とになり、学習のねらいがぼやけてしまう。「授業は言

語を使って行うものだから授業の全てが言語活動だ」

という考えもあるようだが、「特に力を入れて育てたい

力は何か」ということをより明確にした授業を構想す

ることが、言語活動の充実を図るためには重要ではな

いかということである。そうすることにより、どのよ

うな言語活動を授業に取り入れたらよいのかが見えて

くるであろう。 
○「各教科や各単元での効果的な言語活動は何

か」といった、具体的な方法自体を求め過ぎ

てしまうばかりに、「育てたい力」に合わせた

活動や学習形態を組み合わせて、それぞれの

授業のねらいに迫る言語活動を構想するとい

う意識が低かったのではないか。 

イ 効果的な「活動領域」を選択すること 

次に考えたいことは、効果的な活動領域である。本

研究では、言語活動において国語が中心的な役割を果

たすという考え方を基に、「話す」、「聞く」、「書く」、

「読む」の四つを活動領域として考えることとした。 

 思考力を育てたいとしたら、どのような活動をさせ

るのが良いか。これも、一言で「この活動が効果的だ」

ということは難しい。単元の導入で、「自分の考えを持

たせたい」と教師が考えたのであれば、文章や資料を

読んで自分の考えを持つといった、「読む」活動が考え

られる。また、じっくりと資料を読むことが苦手な児

童・生徒ならば、教師が資料を読み聞かせたり、ゲス

トティーチャーを招いてその話を聞かせたりするとい

った、「聞く」活動が効果的だと考えられる。 

 つまり、思考力ならこの活動、表現力ならあの活動

というように、先入観や思い込みで活動領域を選択し

たのでは、学習のねらいに迫ることは難しいというこ

とである。「育てたい力」を見据え、児童・生徒の実態

や学習の進度等を踏まえて、教師が効果的と考える活

動領域を選択することが必要なのである。 

ウ 活動に適した「学習形態」を設定すること 

言語活動の充実を図るためにもう一つ考えたいこと

は、学習形態である。学習形態によって学習がスムー

ズに展開する場合もあれば、停滞することもある。 
本研究では、人数に視点を当てて、「一人」、「ペア」、

「グループ」、「全体」の四つを取り上げた。学習形態

は、「育てたい力」や「活動領域」よって、「適切な形

態」または「適した形態」を設定することが必要であ

る。また、座席の並び方も、全員が黒板に向かって前

を向いている型だけでなく、互いの顔が見やすいコの

字型やロの字型、ペアやグループなどの少人数の活動

で、それぞれの机を向き合わせて一つのテーブルのよ

うな形にする型などの中から、学習のねらいを踏まえ

て選択し、設定することが重要である。 
(2) 言語活動構想図の活用 

言語活動の充実を図るためには、言語活動に「どう

取り組むか」という視点に立ち、言語活動を構想する

ことが重要である。そこで本研究では、単元の言語活

動を構想するために、「単元の言語活動構想図作成シー

ト」（第１図 以下、「作成シート」という。）を考案し

た。 
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 この「作成シート」の活用を通して、「育てたい力」

を明確にし、効果的な「活動領域」を選択し、適切な

「学習形態」を設定することにより、授業で取り入れ

る「中心となる言語活動」と「支える言語活動」を、

具体的に構想できると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「作成シート」の構成と作成手順は次のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔作成手順〕 

① 学年・教科名、単元名を記入する。 

② 児童・生徒の実態や教師の願いなどを踏まえ

て、単元の目標を設定する。 

③ 単元の目標達成を通して、児童・生徒に育てた

い力を選択する。（ここでは、単元で育てたい

力を明確にし、「中心となる言語活動」と、そ

れを「支える言語活動」を考えることが重要で

ある。） 

④ ③で選択した育てたい力に対して効果的な活

動領域を選択して、線で結ぶ。（「中心となる言

語活動」は太実線で、「支える言語活動」は細

実線で示し、分かりやすくする。） 

⑤ ④で選択した活動領域に適した学習形態を選

択して線で結ぶ。（④と同様、太実線と細実線

で示す。） 

⑥ 「中心となる言語活動」、「支える言語活動」の

組合せのラインと、単元の目標達成に向けた具

体的な言語活動を記入する。 

手順① 

手順②

手順③ 手順④

手順⑤

(3) 小中の接続を意識する必要性 

言語活動の充実を図るために、意識したいこととし

て、「小中の接続」が挙げられる。「小中の接続」は、

学習指導要領に示されている教科目標や内容の連続性

や一貫性、各教科等における単元の系統性、そして各

教科等における単元の指導方法の共通性等、様々な視

点からの捉え方や考え方がある。しかし、これらのこ

とを教師間で共有化できるかどうかということが、言

語活動の充実を図る上では、大きな課題といえる。 

手順⑥ 

第１図 単元の言語活動構想図作成シートの例

本研究では、「言語活動の充実を図る」ことを、児童・

生徒の立場からも考えたいという理由から、「小中の接

続」を研究の視点の一つとした。児童・生徒は、義務

教育の９年間で、思考力・判断力・表現力等を身に付

けていく。当然のことながら、指導をする教師は一人

ではなく複数になる。教師一人ひとりの言語活動に対

する捉え方が違っていたら、その指導方法や指導の在

り方等にも違いが出てくることが予想される。もちろ

ん、それぞれの教師が個性を発揮して指導に当たるこ

とも良いことではある。しかし、指導を受ける児童・

生徒の学習の積み上げという観点から考えると、一貫

性のある指導を受けた方が、より効果的に思考力・判

断力・表現力等を身に付けていくことができると考え

られる。 

〔「作成シート」の構成〕 

○学年・教科名、単元名、単元の目標の記入欄を

「作成シート」の上部に設定した。 

○「育てたい力」には、言語活動の充実において

育成が求められている「思考力」、「判断力」、

「表現力」と、互いの立場や考えを尊重して伝

え合うために必要な「コミュニケーション能

力」を設定した。 

○「活動領域」には、国語科で示されている領域

を参考に、「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」

を設定した。国語科では、「話すこと・聞くこ

と」と示されているが、本作成シートでは、活

動領域を明確にするために、分けて示した。 

○「学習形態」には、人数に視点を当て、「一人」、

「ペア」、「グループ」、「全体」を設定した。 

○単元で「育てたい力」、その力を育てるために

効果的な「活動領域」、そして適切な「学習形

態」を選択して組み合わせ、「単元の目標達成

に向けた言語活動」を具体的に記入する欄を、

「作成シート」の下部に設定した。 

そこで本研究では、前項で示した「作成シート」を

活用することにより、言語活動の捉え方、活動のポイ

ント、具体的な活動づくりの方策や手順など、言語活

動を授業に取り入れる考え方の道筋をそろえることが

でき、指導方法の共有化につながると考えた。そして、

この考え方を「小中の接続」と捉えた。 
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第２図 計画カード 

３ 言語活動の充実を図る学習指導事例 

 本稿では、本研究における６教科の学習指導事例の

中から、小学校図画工作科と中学校数学科の学習指導

事例の一部を以下に紹介する。 

(1) 小学校図画工作科の実践（第３学年） 

ア 題材名 タイヤをつけて出発進行～夢の乗り物を

作ろう～ 

イ 題材の目標 

・タイヤを付けて走らせるという題材から、自分の表

したい作品のイメージを持つ。 

・自分が表したい形や色、作品の動きなどを考えなが

ら装飾や材料を選び、計画を立てる。 

・車軸やタイヤの付け方や材料を工夫し、自分がイメ

ージした動きとなるように作る。 

・実際に乗り物に触れたり、動かしたりする活動を通

して、自分や友達の作品の良さや面白さについて考

えることができる。 

ウ 中心となる言語活動 

育てたい力 思考力、表現力 

活動領域 書く 

学習形態 一人 

活動内容 

自分が作りたい作品に対する思いや、

友達の作品への感想を、学習カードに

適切な文章で書く。 

エ 支える言語活動 

育てたい力 コミュニケーション能力 

活動領域 話す、聞く 

学習形態 ペア 

活動内容 
友達の作品に対する感想や、更なる工

夫について考え、伝え合う。 

オ 実践の成果 

授業者は、題材を通して「書く」活動を位置付けて

きた。そのことにより、学習カードを個人のものとし

てとどめず、いろいろなペアの友達と共有させて制作

活動の充実につなげることができた。 

学習カードに継続して取り組むことの効果 

本題材では、中心

となる言語活動の具

体策として、計画カ

ード（第２図）・夢の

乗り物日記（第３

図）・遊び会での説明

カード・遊び会の振

り返りカードを用意

した。この中の、計

画カードと夢の乗り

物日記は、制作の中

で繰り返し活用しな

がら活動してきた。 

 まず、児童に学習の見通しを持たせるために、計画

カードを書かせることから学習はスタートした。計画

カードには、児童が考えた思い思いの乗り物が描かれ

ていた。しかし、「どこにどの材料を使うか」、「大きさ

や色はどうするか」などについて具体的なイメージが

足りない部分

があったので、

そうした点を

書き加えさせ

ていくことで、

自分の思い描

いた乗り物が、

より現実的な

形で児童にイ

メージ化され

ていった。 

 また、学習

時間ごとに、その時間での振り返りを「夢の乗り物日

記」に記録させていった。この日記では、自分の活動

を記録するとともに、友達からのアドバイスや作品を

見て参考にしたことなども、記録できるようにした。

ここで記録された自らの苦労や工夫、友達の作品を見

た感想などが、鑑賞活動で交わす言葉の基となったこ

とに、この活動の大きな意味があった。 

鑑賞に制作過程の友達との伝え合いをいかした効果 

遊び会では、ペアになって互いの乗り物について説

明し合い、遊び、感想を伝え合う活動に取り組んだ。

説明をする児童は、事前に考えておいた内容を一生懸

命に伝え、遊んだ児童は、作品の良いところや走らせ

てみた面白さ、自分の感想等を伝えた。どの児童から

も生き生きとした言葉が出されていた。野球場にタイ

ヤを付けた乗り物を作った児童の周りでは、「野球場が

動けば、雨が降っても大丈夫だね」、「大きな乗り物だ

から動かないと思ったけど、軽い力で動くからすごい

ね」といった、アイデアの素晴らしさや、タイヤを動

かす仕組みの出来栄えに迫った会話が聞かれた。 

遊び会後の振り返りカードには、「○○君の作品は、

最初は違う形のものを作っていたのに、今日は形が変

わっていて、とても良いと思いました」という記述が

あった。これは、遊び会だけでなく、制作の見通しを

持つ段階から実際に作る段階を通して、友達の作品を

見てきたことで出てきた感想である。出来上がった作

品を見るだけでなく、制作過程から鑑賞するという視

点がいかされた感想だといえる。 

以上のことから、乗り物を実際に走らせる活動とそ

れに係る伝え合う活動を行ったことにより、児童がこ

れまでに持っていた作品に対する鑑賞の視点を更に広

げ、新たな視点を実感させることができた。 

カ 今後の課題 

本題材では、育てたい力を明確にすることにより、

題材の目標に迫ることができた。教科目標の達成とい

う視点で考えると、今回の成果を次の題材へとつなげ、

第３図 夢の乗り物日記 
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年間を通して言語活動を充実させることが必要だとい

える。図画工作科では、作品を構想したり制作したり

する時間を確保することを重視したい。言語活動が、

学習活動の充実につながるために、国語科を中心とし

た他教科等との関連を図りながら、児童の言語に関す

る能力を育成していくことが重要であると考える。 

(2) 中学校数学科の実践（第３学年） 

ア 単元名 課題学習 

イ 単元の目標 

・これまでに学習した数と式、図形、関数を総合的に

用いて課題解決をする。 

・数学的活動の取組みを通し、課題解決の楽しさを味

わう。 

ウ 中心となる言語活動 

育てたい力 判断力 

活動領域 話す、聞く 

学習形態 グループ 

活動内容 
課題解決に向けて、グループ内で自分

の考えを説明し合う。 

エ 支える言語活動 

育てたい力 思考力 

活動領域 書く 

学習形態 一人 

活動内容 
課題解決に向けた自分の考えを、図や

式、文章等でワークシートに書く。 

オ 実践の成果 

本単元では、これまでに学習してきた数と式、図形、

関数の内容を用いて総合的に考察し、課題解決をする

ことをねらった。図や表を使いながら諦めずに最後ま

で考えたり、グループで話し合ったりする活動を通し

て、生徒は課題解決する過程を楽しんだり、解決する

喜びを味わったりしていた。 

全員に説明させる状況にしたグループ活動の効果 

グループ学習は、取り組ませ方によっては、一部の

生徒だけで進んでしまうことが少なくない。そして、

そのような場合には、結論だけを聞いて納得したよう

な気になってしまい、学習内容がきちんと理解されて

いないことが多い。そこで授業者は、本単元の立方体

の個数の規則性を見いだす学習において、まず、同じ

課題について解決するグループ活動を設定した。次に、

それぞれのグループを解体し、各グループから数名ず

つ集まり、ほかのグループの人に説明をしなければな

らないという状況を作り、一部の生徒に任せればよい

という姿勢をなくしていった。そして、互いの考えを

説明し合うことを通して、聞き手に分かりやすく伝え

るために、自分の考えを整理したりまとめたりする判

断力を育てたいと考えた。 

始めのグループ活動で生徒は、「どうして」、「何でそ

うなるの」という疑問をグループ内で出し合い、それ

に答えながら説明し合うことで、自分の考えを整理し

ながら課題解決に取り組んでいた。また、友達の説明

を聞いているうちに、自分の中で新たなひらめきが生

まれ、「それはこう考えた方がよいのでは」といった展

開にもつながった。さらに、自分の中で整理した考え

を言葉にして伝えるために、どんな言葉を選んだらよ

いか工夫する姿も見られた。 

説明し合い、学び合う中で、納得できたときに「あ

あ、そうか」「○○さんすごいね」といった声が揚がっ

たり、それを聞いたときに生徒の嬉しそうな表情が見

られたりした。さらに、不十分な説明に対してほかの

生徒が、「これはこういうことじゃないの」などと補足

し合う姿が、各グループで見られた。こうした様子か

ら、本単元の「これまでに学習した数と式、図形、関

数を総合的に用いて課題解決をする」、「数学的活動の

取組みを通し、課題解決の楽しさを味わう」という目

標を、生徒が友達との関わりの中で実感を伴って達成

できたといえる。 

図や式、文章等に表す効果 

グループで話し合う前に、課題解決に向けた自分の

考えをワークシート（第４図）に書かせた。 

見取り図を考える生徒や、表を作り数量の変化を捉

えようとしている生徒、授業者が用意した立体模型を

手に取り、色を塗りながら考える生徒など、様々な視

点から迫ろうとしている姿が見られた。 

このような操 

作活動を通して、 

気付いたことを 

式や文章でワー 

クシートに記述 

させることによ 

り、分かったつ 

もりになってい 

る自分の考えを 

                 明確にさせるこ

とができた。また、ワークシートに書いたことを基に、

自分の考えを説明することにつなげることができた。 

カ 今後の課題 

 生徒がワークシートに書いた言葉や、グループ内で

説明しているときの言葉から、数学的用語を正しく使

っていないと感じた。相手に分かりやすく、誤解のな

いように説明するには、誰もが同じものをイメージで

きる言葉で、簡潔に表現することが重要である。その

ためには、数学的用語を意識し、積極的に使わせる指

導が必要であるといえる。このことは、小学校から継

続して取り組むことが大切であるが、生徒にそのよう

な力が身に付いていないとすれば、その実態を踏まえ

て、適切な指導をすることが重要である。今後は、数

学的用語を正しく使って説明した方が、自分の考えを

より分かりやすく相手に伝えることができるというこ

とを、生徒に実感させていきたい。 

第４図 ワークシートの一部 
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果的な言語活動を構想することを目指してきた。「作

成シート」を用いた実践から、次のような成果を得る

ことができた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

究を通して、言語活動の充実を図るためには

 

研

ために、どのような言語活動を取り入れるのか」と

いった目的を明確にする必要があることを再確認でき

た。その具体的な方策として考案した「作成シート」

を活用したことにより、単元の目標に迫る言語活動を

構想することができた。 
こうした取組みによって

判断力」、「表現力」、「コミュニケーション能力」を

育むことができるということが分かった。 

(2) 小中の接続を意識する手立てを見いだせ

本研究での実践事例は、単元の目標を達成すること

、「思考力」、「判断力」、「表現力」、「コミュニケーシ

ョン能力」の育成を図ることを「協力員」同士が共通

理解をして取り組んだ事例である。共通の「作成シー

ト」を活用したことにより、取り組んだ言語活動の比

較が容易にできるので、「育てたい力」、「活動領域」、

「学習形態」のバランスを見ることができた。「小中の

接続」を意識するには、各教師の考え方に任せるだけ

ではなく、このような共通の考え方を基盤として、言

語活動を構想することが重要だということが分かった。

言語活動を構想する方策や手順の共有化を図ること

、「小中の接続」への意識を高めるための、一つの手

立てと考えることができる。 
 
 

今後は、「作成シ

課題といえる。例えば、ある教科で年間を通して活

用したり、１時間ごとの言語活動構想図を作成したり

することが考えられる。そのことにより、各学年の言

語活動の取組みを見直したり、学校全体としての言語

活動の在り方を考えたりすることができる。さらに、

「作成シート」の改善点を見付け、より活用しやすい

ものに修正することも期待できる。 
また、言語活動の充実を図るために

方等の指導、学習カードやグループ活動の吟味など、

継続的に取り組んでいかなければならない課題もある。 
これらのことは、研究を進めるに当たり、「協力員」

共通理解を図りながら取り組んできた。しかし、一

つの単元で解決することは難しく、児童・生徒の実態

や状況に応じて適切に判断することや、長期的な取組

みによって、解決していく課題であるといえる。 
 言語活動は、教科目標や単元の目標を達成するた

○「育てたい力」を明確にすることにより、「中

○ まえた効果的な「活動領

○ 態」を設定することによ

心となる言語活動」と「支える言語活動」を構

想することができ、授業で取り組む言語活動の

焦点化が図られた。 
児童・生徒の実態を踏

域」を選択することにより、単元の目標に迫る

学習が展開できた。 
活動に適した「学習形

り、児童・生徒一人ひとりが意欲的に学習に取

り組み、主体的な学習展開につながった。 

の一つの手段である。児童・生徒の実態を踏まえ、学

習のねらいを意識した効果的な言語活動を構想し、実

践することが重要である。 
 

語活動の充実を図る学習指導事例集」を作成した。

本稿で紹介できなかった学習指導事例等を紹介してあ

るので、参照していただきたい。 

なお、今年度の研究を進めるに当

言をいただいた横浜国立大学准教授青山浩之先生、

ご協力いただいた６名の調査研究協力員の方々に、感

謝の言葉を申し添えたい。 
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