
『話♭禽むも』活動⑬評個百芸関する考察（注1）  

国語科  初 谷 和 行  

要旨 コミュニケーション能力の育成の重要性が指摘される中、国語科授業においても能力を高める  

取り組みを求められる。その一つの方法として「話し合い」活動が挙げられるが、「話し合い」活動  

においては、その評価において大きな課題が見られる。その要因としては、「話し合い」活動そのも  

のが内包する特徴や授業の際の環境、評価することそのものが持つ特色などが挙げられる。そのよう  

な要因を踏まえつつ、「話し合い」活動に関する効果的な評価方法について考察する。  

キーワード：話し合いの力 授業の環境的要因  「話し合い」活動の特質 評価の特質   

1「話し合い」の力とは   

まず、私が捉える「話し合いの力」について、その具  

体的な内容を述べる。私は以前、勤務校で授業を担当し  

ている「日本語表現」の生徒の話し合い活動についての  

発話内容の分析を行った（沌2） 。具体的には、話し合い  

活動において個々の構成員が話したその発話内容を、ベ  

ールズ（1950）が示す（図1参照）発話の「相互作用  

のカテゴリーシステム」の観点から分類し、表1にある  

ような結果を得た。そして、コミュニケーションの力が  

あるとされる生徒は、次のような発話傾向を持っている  

ことを指摘した。  

しかしながら、話し合い活動においてそのプロセスに  

焦点を当て、上記のような個々の発話内容の妥当性につ  

いて評価することは難しい。それには下記のような要因  

があるためである。  

（1）話し合い活動の特質   

話し合い活動は基本的に再現性のない一度きりのもの  

である。話し合い活動の構成員は話し合い活動によって  

異なる場合が多く、たとえ構成員が異ならない場合でも  

、話し合いの場の環境や、話し合いのテーマ、その時々  

の構成員それぞれの状況が異なり、その話し合いの内容  

や進み方も異なる。そのような中で、例えば各単元ごと  

に話し合いごとに評価の観点を用意しながら、かつ話し  

合いを重ねていくごとに「話し合いの力」が系統的、段  

階的に高められていくような観点を設定することに難し  

さがある。  

・応答領域、質問額域の発話内容を、話し合いの流れ   

を踏まえながら使い分けている。  

・否定的な反応はせずに、肯定的な応答葡域にあるよ   

うな反応をしながら、話し合いの場の緊張解消を適   

宜図っている。   

（2）教育現場の環境的要因   

話し合いそのものは音声言語によって行われる。その  

点を踏まえると、ビデオレコーダー等によって評価のた  

めの記録をとることが有効となる。しかしながら、話し  

合い活動は－一つの場所で一度に複数のグループが同時に  

行うことが多く、ビデオ等による記録は、必要とする機  

材の数や、記録にあたる教員の配置等を考えると現実的  

ではない。  

これらのことから、「話し合いの力」とは発話内容に  

焦点化して述べれば、話し合いの目的を見据え話し合い  

の流れを踏まえながら、上記のようなその場に応じた適  

切な内容の発話を行う力であると考える。  

2 話し合い活動を評価する際の課題   

上述のような考え方に基づき話し合い活動の評価を行  

う際には、話し合いのプロセスにおいて個々の発話内容  

がどのような内容であったか、そしてそれが話し合いに  

どのような影響を及ぼしたのかを検証する必要がある。  

つまり、評価に際しては話し合いの結果よりもそのプロ  

セスに重点が置かれることになる。  

（3）評価の観点の問題  

（1）とも関連した根本的な問題になるが、そもそも話  

し合いの流れを踏まえての適切な発話内容について、そ  

の適切な発話内容の答えは一一つではないと考えられる。  
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表1 話し合い活動における発話内容  

肯定的反応  応答  質問  否定的反応  

指名  発話数                  Al  A2   A3   B4   B5   B6   C7   C8   C9  DlO  Dll  D12  

連帯性  緊張緩和  同意  示唆する  意見する  方向付けする  方向付け求める  意見求める  示唆求める  不同意  緊張  敵意   

生徒A  6  2  2   2  

生徒B  凹  3   2   6  

生徒C  28  7   3   4   6   3   5  

生徒D  31  3   3   3   5   2   15  

生徒E  4  3   

生徒F  3  2   

生徒G  5  2   2  

生徒H  33  4  3   8   3   6   8   

生徒Ⅰ  12  1 3 5   2   

生徒K  ロ  山  

151  0  15  14  22  33  24  38  4  b  0   0  0   

生徒L  4  4  

生徒M  4  4  

生徒N  2  2  

生徒0  8  5  

生徒P  5  4  

生徒Q  2  2  

生徒S  2  2  

生徒T  4  4  

生徒U  5  4   

生徒Ⅴ  4  4  

1 98 0   0   18  39   8   10   12  10   0   0   0   

どの発言が最も適切で、どの発言が適切ではないかにつ  

いては、話し合い全体の流れや個人の役割、パーソナリ  

ティーなどによって異なると考えられる。従って、個々  

の発話について、その評価の観点を設定することそのも  

のにも難しさが伴う。  

社 会・胎・  
相諾的領域：  

肯定的反応  

（4）評価の方法論と話し合いの力をつけるという考え  

方の祖語   

話し合いの力が高まったかどうかの評価を行う際、話  

し合いの結果よりもそのプロセスを評価することが必要  

となるという考え方を取る場合、話し合いの力を高める  

こと自体と評価そのものの特質との間に髄酷が生じる可  

能性がある。   

先に述べたような、話し合いの目的を見据え話し合い  

の流れを踏まえながらその場に応じた適切な内容の発話  

を行うカが話し合いの力であると定義した場合、その力  

を高めるためには構成員達が自ら話し合いの内容構成を  

行っていく必要があり、いわばその構成力こそが話し合  

いの力のメタ的な能力になる。一方、話し合いのプロセ  

スを評価していく際には、授業者はその話し合いのプロ  

セスを予測し、話し合いに際しての評価の観点を定めて  

いくことになる。学習者に学びを意識化させるためには、  

学習者自身がその学習の目標や評価の観点を事前に把握  

していることが効果的な学習のために必要であると考え  

ると、話し合いの前に評価の観点を示すことによって、  

話し合いの内容の構成について自ら考えることを阻害し  

てしまう可能性が高い。  

諷賜開遵領域：  

応   答  

殊蜃隅違領域：  

東   阿  

社 会 的・  
惰糟的鯛城：  

蚕豆劇反応  

a．方向づけの聞耳b．許庸の同書 e．轍鮒の欄爛  

d．決定の聞1 亡．繁譲処置の網書 f．船の隋王  

国1発話内容のカテゴリー   
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行うことにより、生徒が目標や評価の観点を理解しなが  

ら、個々の「話し合い」学習を通じて、「話し合い」の  

力を高めることができるのではないかと考えた。   

コミュニケーション活動は、表2のような観点で分け  

ることができる。一汗3）その中で、「話し合い」の力を高  

めるために知っておくことが必要な知識に関しては、表  

2の中の特に双方向性を持つようなコミュニケーション  

の種類に関する項目である。その項目の中の、「主要目  

的」や「話し合いの流れ」について学習し、その上で、  

先に挙げたヴェールズの発話内容に関して学習した上で、  

個々の「話し合い」活動に際しては、活動の前に「主要  

目的」と「話し合いの流れ」をその話し合い活動の具体  

的内容に照らし合わせながら確認を行った上で、「話し  

合い」を行うことが有効であると考える。  

（5）いつ評価するかという問題   

最後にいつ評価するかという問題である。大村はま  

（1986）は、話し合いの評価に関連して、話し合いにお  

ける課題点の指摘と修正は話し合いの最中に逐一一行うこ  

との必要性を述べている。これまで述べてきた評価に関  

する問題は、話し合い活動を授業で行った後に評価する  

ことを前提として述べているが、大村の指摘のように、  

授業内の話し合いの最中に評価していくことを前提とす  

ると、例えば授業内で複数グループが同時に展開的して  

いく話し合い活動において個々の発話内容の検証をして  

いくことはほぼ不可能であり、では授業内での評価をど  

のような観点でどのような方法を用いて行っていくかと  

いう問題がある。  

3 話し合い活動の評価に際して   

このような状況を踏まえながら、効果的かつ適切な評  

価を行うためにはどのような学習内容や評価方法が考え  

られるか。観点別に述べると、次のようなことが考えら  

れる。  

（2）話し合いの記録に関して   

先に述べたように、音声言語をそのままの形で記録に  

残すことに困難がある教室現場では、プリント類に文字  

言語を残すという方法で記録を取ることが現実的である。   

その際に、後に評価のことを視野に入れると、記録と  

して必要となる内容として、下記のようなものがあると  

考える。   

①話し合いの構成員がどのようなことを話したかに関  

する記述   

②構成員の話に対して、自分がどのように考えたか、  

応答したかに関する記述   

①に関しては主として、個々のグループごとにどのよ  

うな内容がどのような展開で話し合われたかについて確  

認するために必要な内容である。   

②に関しては主として、個々のグループの中で自分自  

（1）話し合いにおける諸要素の学習を行う   

先に述べたように、学習においてはその目標や評価の  

観点を学習前に示しておくことが、効果的な学習を進め  

る上では重要であると私は考える。また、それを「話し  

合い」活動の学習に置き換えた場合、個々の話し合いの  

学習の前にそれを提示することは、「話し合い」の力を  

高めることと間に敵酷を生じさせることも指摘した。   

それを踏まえると、個々の「話し合い」の学習の前で  

はなく、例えば科目の学習がスタートする当初に、「話  

し合い」の力を高めるために必要な要素に関する学習を  

表2 コミュニケーション能力の整理  

方向性  種類   主要首拍   
コミュニケーシ丈パ別売和  

対人構成   思考の即時性  フ   3   4   

一対衆  一方向的 即時軌  独話・講話   情報話者   情報提供   常凝   憤手酌確認  

打ち合わせ   情報某有   情報提供   官報   慣用わ咤読  
（親方向的）  

一対多   即時性あり  発表   
諾知一鰻庶  
行如変容  情報提供   質疑   意見交換  意見交換別離  

情事紆別ニ  

会議  処理   情報提供   貫塵   意見交≡換  意見交換口笠規  

多方向的  
多対多   即時性あり  合意q確立   質疑   芦廃   意見交換  意見交換苛笠規  決識  

討論   琵知・蛭度  行紐変寄  情報提供   常態   意見交換  意見交換朗蜘  

対話・弼策  対人諸関係 カ現出  話詣提供一貫間  安け答え  話語のざ訂ヒまたは観たな話語の提供（誹真横り適し．〉  

学童   惜絹押隠許  打ち合わせ  情報話者  情報提供  
一対一  双方向的  情事討：カ］二   惰弱提供   

即時性あり  会議  処理  
質量   意見衰換  意見交換コ笠規  

令書¢確立   質疑   草庵   意見交換  意見交換○整理  決議  
諾知・購度  

討論  行紋q変等  情報提供   質感   意見交換  慧見交如整き  
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研究』第5号  身がどのようなことを考え、どのような発言をしたのか  

その内容と、その内容の妥当性を判断するために必要な  

内容である。   

これらの記録を話し合いのグループの個々の構成員が  

取ることによって、個々の構成員の発話に対する評価が  

できることはもちろん、それぞれの記録を合わせること  

によって、そこでの話し合いの内容を授業者が事後によ  

り精細に捉えることができると考える。   

しかしながら、話し合い活動を行いながらリアルタイ  

ムに残せる記録には限界がある。したがって、話し合い  

活動に際しては下記の内容の記録をできるだけ簡易的に  

とらせる必要がある。さらに、話し合い活動のフィード  

バックを行うために、話し合い終了直後に話し合いにつ  

いての振り返り学習を行うことも必要であると考える。   

このような考えのもと、作成した記録が参考資料にあ  

る3名分のプリントである。これは、2007年度本校総  

合学科研究大会の公開授業、単元「パンフレットを作ろ  

う」の時に使用された、生徒用話し合いの記録プリント  

である。この単元では、自分たちで作成した本校独自の  

授業科目である2年次必修科目「起業基礎」について紹  

介する冊子を作成し研究大会次に参観された方々へ配布  

した。そして、公開授業ではその冊子の原稿作成におい  

て自分たちが担当した箇所について参観者に説明し、そ  

の原稿内容について検討する話し合いを行った。その時  

の話し合いのための記録プリントである。なお、話し合  

いは、3名＋公開授業参観者1名の計4名で行われた。   

しかしながら、この記録内容では評価のために必要と  

なる、グループでの話し合いの具体的な内容及び展開や、  

個々の構成員がどのような発言をしたのかについて十分  

に把握できるものにはなっていない。   

また、現段階では個々の発言の妥当性について、記録  

プリントに書かれた内容や授業中における観察によって  

検証しているが、それもまた十分なものにはなっていな  

い。  

⑳参考文献  

・大村はま（1986）  

『教室をいきいきと1』筑摩書房  

・大村はま（1986）  

『教室をいきいきと2』筑摩書房  

・田中孝一一・西辻正副（2005）   

『評価規準が授業を変える！』 明治書院  

・相川充・津村俊充（2004）  

『社会的スキルと対人関係』 誠信書房  

・安藤延男（1998）  

『人間関係入門』 ナカニシヤ出版  

・徳島辰夫（2003）   

『仕事と人間関係 社会心理学入門』  

ブレーン出版  

・岡田敬司（2001）  

『コミュニケーションと人間形成』  

ミネルヴァ書房   

（注1）本稿は筑波大学教育学会 第7回大会  

自由研究発表「国語科授業における「話し合い活  

動」の評価に関する考察」での内容をもとにして  

いる。  

（注2）分析結果の詳細については、拙稿（2006）  

「話し合い活動におけるグループ構成の影響と活  

動の評価に関する考察」筑波大学附属坂戸高等学  

校研究紀要第44集を参照のこと  

（注3）拙稿（2007）「コミュニケーション能力  

を高めるための国語科授業の構想」『筑波教育学  
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