小学校・国語

「考えを基に情報を収集し、条件に合わせて伝えよう」
〜興味のあることを調べ、友達に発表する〜

出題の趣旨 必要な情報を得るために、工夫して取材したり、取材したことを基に自分の考えを
まとめたりすることができるかどうかをみる。
【千葉県の課題と関連する問題例】
三

【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 話すこと・聞くこと
エ 話し手の意図をとらえながら聞き、
自分の意見と比べるなどして考え
をまとめること。

【解答を導き出すために、子供に気付かせたいポイント】
●
「他の人は、どのような良さを感じているのかな」
と自分の考えと比較して考えること。
●自分が考えるインスタント食品の良さ以外について調べることを目的として、取材を進めているという
ことを捉える必要があること。
＜関連する問題＞
●Ｈ３１ 三
「畳職人の仕事への思いや考えに着目して心に残ったことを書くことについて」
（正答率：
６８．
３％）

【授業改善例】
（４）
聞き手を意識し、友達の発表から気付きや発表
を通して学んだことを振り返り自分の言葉でまと
め、生活の中でも生かしていこうとする態度につ
なげる。
New

（１）
食生活について興味をもったことを調べ、相手にど
うしても伝えたい課題を設定し、どうしたら伝わる
か学習の見通しをもつ。

新たな疑問をもつ

疑問をもつ

New 学んだことを確実に身に付ける
学んだことをまとめる
思考の過程を振り返る

New

新たな考えに気付く

New

友達と互いに学び合う
自分の考えを伝える

（３）
条件に合わせて発表するために、伝えたい課題に
沿って取材した内容から取捨選択をし、伝わるよう
にする。

まとめ
あげる

既習の内容や方法を振り返る New

見出す

広げ
自分で
深める 取り組む
New

New

課題を明確にする
解決の見通しをもつ

New

情報を収集し調べる
自分の考えを形成する
思いや考えを基に創造する

New
New

（２）
他の人がどのような考えをもっているのか取材し、
自分の考えと比べながらメモにまとめる。

小学校・国語
疑問をもつ

見出す

既習の内容や方法を振り返る

学習指導要領における領域・内容

「考えをもとに情報を収集し、

条件に合わせて伝えよう」

〔第5学年及び第6学年〕
A 話すこと・聞くこと エ

〜興味のあることを調べ、友達に発表する〜

（１）食生活について興味をもったことを調べ、相手にどうしても伝えたい課題を
設定し、どうしたら伝わるか学習の見通しをもつ。

課題を明確にする

予想される子供の疑問：何から調べればよいかがわからない。
整理し、焦点化した疑問：いろいろな良さを見付けるために、他の人の意見を聞いてみるとよいのではないか。
〈課題〉何をどのように取材すれば発表に生かせるのか、見通しをもつ。

第１時

家庭科で学んだ食生活について、みなさんが興味をもった
ことはどんなことですか？身近な人の生活に生かしてもらえ
るように、詳しく調べて発表してみましょう。

（１）
学習のねらいを確認する。
実生活の場面や具体的な相手を想定させ、スピー
チへの必要感をもたせることが大切です。

（２）
インタビューのよさについて確認する。

思いや考えを基に創造する

取材の方法

自分の考えを形成する

・本や新聞など
図書館︑図書室
・インターネットの記事
・インタビュー

解決の見通しをもつ
情報を収集し調べる

インタビューのよさ

・自分とは違う視点や考え方の
意見を聞くことができる︒
・他の人の意見と自分の意見と
を比較することができる︒
・他の人の意見を参考にするこ
とで考えが広がる︑深まる︒
自分で
取り組む

一人暮らしを始めたお兄ちゃんが「食事の準備が大変だ」
っ
て言ってたな…。インスタント食品の調理の簡単さやおいし
さをお兄ちゃんに伝えたい！

取材方法の一つであるインタビューの価値や有効性に気付かせ、取
材相手や取材内容について考えるきっかけとすることで、学習への見
通しをもたせることができます。
自分の考えだけだと、情報が少なくてわかりにくいスピーチ
になってしまうかもしれない。そうだ！まずはお母さんに、イ
ンスタント食品について聞いてみよう。

（２）他の人がどのような考えを持っているのか取材し、自分の考えと比べながら
メモにまとめる。

子供の「見方・考え方」
：何のために、どの人に取材をするのかを明確にする。
課題解決の視点や方法：いつ、誰に、どのように行うかを意識した取材
（インタビュー）
。
〈視点〉分かったこと、情報が足りないことを明確にする。

第２・３時

（３）
一人目のインタビューを振り返る。
忙しいときに助かっていたり、味が良くなっていたりすると言っていたな。こ
「インスタント食品の良さ」
を伝える良い情報だ。
れは、お兄ちゃんに

家の人は
「それだけでなくて、」
とおっしゃっていましたね。他に
「良さ」
と感じ
ていることは何だと思いますか？また、それを聞いて新たな疑問は生まれまし
たか？
「軽くて持ち運びが楽」
、
「いろいろな種類がある」
と言っていました。お兄ちゃ
んには、種類について伝えたいと思ったので、次は近所のスーパーマーケット
の方にインタビューしようと思います。

（４）
二人目以降のインタビューを行う。
＜二人目の取材相手＞
スーパーマーケットの店長
・
・
・インスタント食品の種類に詳しい
＜聞きたいこと＞
インスタント食品のよさや種類について

「目的」
を明確にした取材を行えるよう
にすることが大切です。取材をして得た情
報や疑問から、新たな取材相手や取材内
容を考え、インタビューを続けることで考
えに広がりや深まりが生まれます。

新たな考えに気付く
友達と互いに学び合う

広げ
深める

自分の考えを伝える

（３）条件に合わせて発表するために、伝えたい課題に沿って取材した内容から
取捨選択をし、伝わるようにする。

主 体 的 に 学 ぶ 姿：目的を確認しながら、情報の取捨選択をする。
考えをつなぐ手立て：
「良さを伝える」
ために必要な情報を取捨選択する。
〈展開〉得た情報から多様な見方に気付き、自分の考えを深める。

第４・５・６時
（５）
情報を取捨選択し、スピーチ原稿を作成して練習を行う。
インタビューではどんな情報が集まりましたか？
インスタント食品の良さをインタビューした中で、
特に伝えたいと思ったことはどんなことでしたか？
栄養素についてや食材を無駄にしないこ
となど、自分では気付かなかった良さをた
くさん知ることができました。
特に、フリーズドライ製法について、栄養
価だけでなく、味やかおりも保たれること
を伝えたいです。
集めた情報をすべて使うので
はなく・
・
・
・自分が本当に伝えたい
ことかな？
・相手にとって有益な
情報かな

目的や相手を明確に意識しながら、自分が伝えた
いことを分かりやすく伝えるために、情報を選択させ
ることが大切です。

（４）聞き手を意識して発表し、友達の発表から気付きや発表を通して学んだことを振

新たな疑問をもつ
学んだことを確実に身に付ける
学んだことをまとめる
思考の過程を振り返る

まとめ
あげる

り返り自分の言葉でまとめ、生活の中でも生かしていこうとする態度につなげる。

自分の思考の振り返り：自分の考えと比較しながら、得た情報を発表する。
考えを整理させる視点：それぞれの考え方の違いに気付き、比較しながら考える。
〈整理〉誰にどのような目的で伝えようとしているかを常に意識する。

第７・８時

自分の言葉で学習のまとめを書く

伝えたい相手を意識し、本当に必要な情報をわかりやすく話している
ところがとても良いと思います。お兄さんにもきっと良さが伝わると
思います。
発表会でスピーチをさせただけで終わるのではなく、単元での学びを振り返る
活動を行います。身に付けた力や今後の展望などを記述させることで、児童が自
らの学びをメタ認知できるようにします。
〈関連する場面〉
「かがやき 四上」
光村図書 聞き取りメモのくふう
「銀河 五」
光村図書 きいて、きいて、きいてみよう
「ひろがる国語 四上」
教育出版 メモの取り方をくふうして聞こう
「ひろがる国語 五上」
教育出版 「町じまん」
をすいせんしよう

〈関連する問題〉
設問⑶
「平成31年度 報告書 小学校国語」 P.48〜58
「平成31年度 解説資料 小学校国語」 P.32〜41

振り返りシート

インスタント食品の良さは、種類も豊富なだけではありません。
なんと、フリーズドライ製法によって、栄養価や味、かおりがしっかり
保たれているのです。インスタント食品は、一人暮らしで調理の時間
がなかなか取れない人にとって救世主のような存在です。

取 材を進める うちに様々なインス
タント食 品の良 さを発 見することが
でき まし た ︒た く さん情 報 が 集 ま り
まし た が ︑
一人 暮 らしのお兄 ちゃんの
ことを考えながら︑もっとも伝えたい
事 は 何 か を 選 ぶこと ができ ま し た ︒
伝える相手を意識して情報を集める
ことの大切さがわかりました︒
このスピーチ が ︑お 兄 ちゃんの一人
暮らしの役に立ったらうれしいです︒

（６）
スピーチ発表会を行い、振り返りを行う。

