
１ スキルを身に付けさせる指導のチェックポイント
□ すべての学習・生活場面を通して指導していますか。
□ 定着するまで繰り返し指導していますか。
□ 基礎的なスキルは１学期の前半（６月まで）で指導していますか。
□ スキルの必要性を伝えたり実感させたりしていますか。

（例）「返事とは文字のごとく『返し事』なので，相手の呼びかけに応える気持ち
が大切です」

「挨拶という文字を分けると『挨』は近づくこと，『拶』はすりよることです。
つまり人の心と心が近づくことが大切です」

□ 具体的に指導していますか。
（例）姿勢を正しくして聞く（学習スキル・聞く・小１・２）の指導場面

「椅子に座るときは浅めに，背もたれからコブシ１つ分あけて座ります」
□ ピンポイントで１つずつ丁寧に指導していますか。
□ 取り組む期間を限定して指導していますか。
□ 生活態度や規律に係るスキルは毅然とした態度で指導していますか。
□ 学校と家庭とが協力して指導していますか。
□ スキルの定着状況を教師が自己評価したり児童生徒に振り返らせたりしていますか。

２ 「学びのプラン（学習）」を活用するために
① プランの指導内容について，まず教師が理解しましょう。

プランは一貫した指導のために，内容が系統的に構成されています。その内容につ
いて，まず教師自身が内容を具体的に理解することが大切です。

次の表では，「学びのプラン（学習）」に示された「学習スキル」のなかから，指
導内容について共通理解する必要があるものを取り上げています。

「学習スキル」の指導内容
観点 学年 スキル 指導内容
話す 前期 ●筋道を立てて話す。 ・話す内容を構成するときに，伝えたいこ

小３ とだけを話すのではなく，関心を抱いた
小４ 理由や，なぜそのような考えになったの

かという根拠，さらに，事例などを挙げ
ながら筋道立て，内容を明確にして話す
こと。

中期 ●全体と部分，事実と意見 ・「全体と部分」との関係に注意して話を
後期 に注意して話を構成して 構成するとは，話の全体として伝えたい
小５ 話す。 ことを明確にし，それを分かりやすく伝
～ えるために各部分をどのように組み立て

中３ るかを考えること。
・「事実と意見」との関係に注意するとは，

自分の伝えたい意見を述べるのにどのよ
うな事実を根拠として取り上げるかなど
を考えて，話を構成すること。
そのためには，具体的な事実，自分の考
えや意見などをどのように配列して話の
全体を構成するかを考えたり，文末表現

３ 「学びのプラン（学習・生活）」の活用



などにも注意して事実と意見との関係を
明らかにして話したりすることが大切で
ある。

※小５・６の児童にとっては，
《中１国語〔話す・聞く〕の指導事項》
の先取り

●論理的な構成や展開を考 ・聞き手にも様々な立場や意見があること
えて話す。 を踏まえ，反論や意見を予想して自分の

考えをまとめ，論理的で分かりやすい話
の構成や展開を工夫することが，聞き手
に対する説得力を高めることにつながる。

※小５～中１の児童生徒にとっては，
《中２国語〔話す・聞く〕の指導事項》
の先取り

聞く 中期 ●自分の考えと比較しなが ・「自分の考えと比較する」とは，話の論理
後期 ら聞き，分からない部分 的な構成や展開などに注意しながら聞く
小５ については質問して考え ことを通して，自分の考えと比較し，賛
～ を深める。 成又は反対，納得できる又は納得できな

中３ いなどの判断をしていくことである。
そうすることにより，自分の考えが広が
ったり，不十分な点に気が付いたりする
ようになる。

※小５～中１の児童生徒にとっては，
《中２国語〔話す・聞く〕の指導事項》
の先取り

●聞き取った内容をもと ・「聞き取った内容をもとに」するとは，話
に，自分のものの見方や を聞いて内容を理解するとともに，その
考え方を深める。 意見や主張の根拠を確かめて判断したり，

自分の考えや立場との違いを聞き分けた
り，話の内容についてその意義や価値を
考えて，自分の意思決定に役立てたりす
ることなどを意味する。
これらは，異なる立場や考え方を尊重し
つつ話を進めていく上で重要である。

・「自分のものの見方や考え方を深め」とは，
聞き取った内容について理解して検討し，
評価することを通して，自分自身のもの
の見方や考え方を見直したり深めたりす
ることを意味している。

※小５～中２の児童生徒にとっては，
《中３国語〔話す・聞く〕の指導事項》
の先取り

書く 中期 ・論理の展開を工夫し，資 ・「論理の展開」としては，初めに自分の意
後期 料を適切に引用して説得 見を述べ，それを裏付ける事実を示し，
中１ 力のある文章を書く。 自分の意見の正当性，妥当性を示す書き
～ 方，具体的事実から一般化し，自分の意

中３ 見の正当性，妥当性へと結び付ける書き
方などがある。これらは，論理の展開を
考える場合の基本となる組立て方といっ
てよい。このことを基本に据えて論理の



展開を工夫することが大切である。
・「説得力のある文章」にするためには，客

観性や信頼性の高い資料を選んで用いる
ことが重要である。

・「適切に引用する」ためには，自分の考え
の根拠としてふさわしいかどうかについ
て検討したり，引用部分を明らかにした
上で，資料が伝えたいことと自分の考え
との関係について補足したりすることが
重要である。

・引用の際には，かぎ（「」）でくくること，
出典を明示すること，引用する文章が適
切な量であることなどが大切である。こ
のことが，著作権を尊重し保護すること
になる。

※中１・２の児童生徒にとっては，
《中３国語〔書く〕の指導事項》
の先取り

読む 中期 ●文章に表れているものの ・書き手のものの見方や考え方について，
小５ 見方や考え方について， 「知識や体験と関連付けて自分の考えを
～ 知識や体験と関連付けて もつ」ことは重要である。

中１ 読み，自分の考えをもつ。・「知識や体験と関連付け」るとは，好悪な
どの感想にとどまらず，これまでに身に
付けてきた知識や様々な体験と関連付け
て，賛否を明らかにしたり，問題点を指
摘したりするなど，具体的なものに基づ
いて考えを形成することである。

・自分のものの見方や考え方を深めていく
ためには，文章に示されている書き手の
ものの見方や考え方を自分の考えと対比
したり置き換えたりして，読み手が自分
の問題としてとらえることが重要である。

※中期(小５～中１)の児童生徒にとっては，
《中２国語〔読む〕の指導事項》
の先取り

後期 ●目的に応じて本や文章な ・「知識を広げたり，自分の考えを深めたり
中２ どを読み，知識を広げた する」ためには，様々な本や文章などを
中３ り，自分の考えを広げた 読んで，書き手のものの見方や考え方と

りする。 自分のものの見方や考え方を対比させて
新しい考え方を知ったり，自分の考えを
再構築したりすることが大切である。

・例えば，興味をもった作家の複数の作品
を読み味わったり，幅広い分野の文章を
読む機会をもったりするなどの指導が考
えられる。

※中２の児童生徒にとっては，
《中３国語〔読む〕の指導事項》
の先取り



② プランの指導内容について，適切な学習材を活用しましょう。
国語科の教科書などには，プランの指導内容を指導するために適切な学習材があり

ます。効果的に活用することで，スキルの定着を図ることができます。
ここでは，国語科の単元・学習材について例示しますが，スキルの指導は全教科等

で可能です。

「学習スキル」の指導に効果的な国語科の単元・学習材例
観点 学年 スキル 単元・学習材
話す 前期 ●筋道を立てて話す。 小３国語

小３ ・「えらんだ理由を話そう」
小４ ・「話したいな，夏休みの出来事」

・「わたしたちの町の行事をしょうかいし
よう」

小４国語
・「案内係になろう」
・「『今の自分』を話します」
・「報告します，みんなの生活」

中期 ●全体と部分，事実と意見 小５国語
後期 に注意して話を構成して ・「ゲストティーチャーをすいせんしよう」
小５ 話す。 ・「気持ちを伝える言葉について考えよう」
～ ・「わたしの『とっておきの一枚』」

中３ 小６国語
・「学校の良さを宣伝しよう」
・「深めよう，言葉の世界」
・「伝えよう，大切にしたい名言」
中１国語
・「分かりやすく紹介しよう－紹介スピー

チ」
中２国語
・「説得力のある提案をしよう－プレゼン

テーション」
中３国語
・「場面に応じて話そう－条件スピーチ」

●論理的な構成や展開を考 小５国語
えて話す。 ・「ゲストティーチャーをすいせんしよう」

・「気持ちを伝える言葉について考えよう」
・「わたしの『とっておきの一枚』」
小６国語
・「学校の良さを宣伝しよう」
・「深めよう，言葉の世界」
・「伝えよう，大切にしたい名言」
中１国語
・「分かりやすく紹介しよう－紹介スピー

チ」
中２国語
・「説得力のある提案をしよう－プレゼン

テーション」



中３国語
・「場面に応じて話そう－条件スピーチ」

聞く 中期 ●自分の考えと比較しなが 小５国語
後期 ら聞き，分からない部分 ・「意見とその理由を聞き取ろう」
小５ については質問して考え ・「気持ちを伝える言葉について考えよう」
～ を深める。 ・「わたしの『とっておきの一枚』」

中３ 小６国語
・「意見を聞き分けよう」
・「深めよう，言葉の世界」
中１国語
・「聞き取って整理しよう」
中２国語
・「聞き取って吟味しよう」
中３国語
・「聞き取って評価しよう」

●聞き取った内容をもと 小５国語
に，自分のものの見方や ・「意見とその理由を聞き取ろう」
考え方を深める。 ・「気持ちを伝える言葉について考えよう」

・「わたしの『とっておきの一枚』」
小６国語
・「意見を聞き分けよう」
・「深めよう，言葉の世界」
中１国語
・「聞き取って整理しよう」
中２国語
・「聞き取って吟味しよう」
中３国語
・「聞き取って評価しよう」

書く 中期 ・論理の展開を工夫し，資 中１国語
後期 料を適切に引用して説得 ・「根拠を明確にして書こう－意見文」
中１ 力のある文章を書く。 中２国語
～ ・「反対意見を想定して書こう－意見文」

中３ 中３国語
・「観察・分析して論じよう－批評文」

読む 中期 ●文章に表れているものの 小５国語
小５ 見方や考え方について， ・「物語のおもしろさを考えて読み味わお
～ 知識や体験と関連付けて う－注文の多い料理店」

中１ 読み，自分の考えをもつ。 ・「人間の生き方をえがいた伝記を読もう
－手塚治虫」

小６国語
・「人物の生き方を考えながら読もう－海

のいのち」
・「戦争と人間の生き方をえがいた本を読

み広げよう－ヒロシマのうた」
・「わたしたちの日本語について考えよう

－豊かな日本語の使い手になろう」



・「未来に向かって－君たちに伝えたいこ
と／春に」

中１国語
・「詩の心－発見の喜び」
・「読む－遠い山脈／さんちき」
・「脳の働きを目で見てみよう」
・「ニュースの見方を考えよう」
・「詩（詩の言葉）－木」

※ 本スキルは「中期」（中１まで）のも
のであるが，中２国語の指導内容に該当
するため，以下は参考教材として示す。

中２国語
・「字のない葉書」
・「卒業ホームラン」
・「食の世界遺産－鰹節」
・「恥ずかしい話」
・「情報検索で開ける世界」
・「詩（詩の言葉）－わたしが一番きれい

だったとき」
・「坊っちゃん」

後期 ●目的に応じて本や文章な 中２国語
中２ どを読み，知識を広げた ・「小さな労働者」
中３ り，自分の考えを広げた ・「本で世界を広げよう〈人権〉」

りする。 ・「本の世界を楽しもう」
・「神奈川沖浪裏」
・「本で世界を広げよう〈日本文化〉」
・「情報検索で開ける世界」
中３国語
・「星の航海術－心の中に島が見えるか」
・「本で世界を広げよう〈異文化理解〉」
・「本の世界を楽しもう」
・「何のために「働く」のか」
・「本で世界を広げよう〈現代社会〉」


