
授業や生活の場面での子どもたちへの働きかけの大半は「話すこと」です。教師の話し方のよしあしは、子どもたち

の授業への集中力や学習意欲、理解度、コミュニケーションの育成にも大きくかかわってきます。どのような話し方を

身につければよいのでしょうか。望ましい話し方について考えてみましょう。

１．教室のどの子どもにも届く声で話す

背筋を伸ばして胸を張った姿勢は、声を出しやすくしたり明瞭な発音をしたりする基本になります。

姿勢が悪いと、はっきりした声は出しにくいものです。前に立った先生の姿勢がよいと、子どもは思わ

ず姿勢を正し、子どもも声を出しやすい姿勢に切り替わります。

伝えたいことを一度で伝えるためには、一音一音をはっきりとした発音で話すことが大切です。子どもがきちんと

聞き取れるように、「口形」を意識して正しく発音しましょう。また、最後の語尾まで聞き取れるように話すことも

大切です。語尾のはっきりしない話し方は、話の中身が理解できず、疲れてしまいます。

小さな声は、どんなに素晴らしい話であっても内容が伝わりません。大きい声で話すことが

いつもよいわけではありませんが、子どもの人数や教室の大きさ、話す場所、話す内容により

大きさを変えることが大切です。普段の自分の声の大きさを知った上で、状況に応じて声の大

きさを調節して使い分けましょう。一般的な教室は、後ろまで大体９メートルぐらいの長さが

あります。40人学級でも、息をたっぷり吸って５～６メートル離れた子どもに声を届けるつも

りで話すと一番後ろの子どもにまで声が届きます。声の調子が明るくなり、発音も明瞭になります。

第 ８７ 号

平成３０年６月号 ～教科研究センター便り～

高知県教育センター

教科研究センター

【第８７号 目次】

・特集 望ましい話し方の基本 ・講座案内

・まな netの玉手箱 ・事務連絡

・新着図書案内 ・速報

特集 ～望ましい話し方の基本 その1～

教科研究センター（本部）アドバイザー 東川美知子

ポイント１ 姿 勢

ポイント２ 正しく明瞭な発音

ポイント３ 状況に応じた声の大きさ

相手の名前を正しく呼ぶことは、円滑なコミュニケーションの入り口

名前を正しく呼ぶことは、相手を大切にすることにつながります。『岸本さん（KISIMOTO）、西本さん
（NISIMOTO）、菱本さん（HISIMOTO）』、どの名前も初めの子音以外は発音が同じなので、特に最初のK、
N、Hの子音に注意をして発音しないと同じ名前に聞こえてしまいます。子音の口の形や舌の位置を意識して
発音すると聞き違いを防ぐことができます。名前を呼ぶときは、聞き違いがないように特に気にかけたいもの

です。

姿勢や口の形、発声や発音に注意して話すことは、相手に話の内容を正確に伝えるためにとても

大切です。小学校１年生の子どもたちに入学当初、指導をすることでもあります。子どもたちは、

先生の話し方を真似て話したがります。先生がモデルとなるような話し方を示したいですね。な

お、「姿勢や口形、発声や発音に注意して話すこと」は、平成20年告示の学習指導要領では「話

すこと」に関する指導事項として示されていましたが、平成29年告示の学習指導要領では「知

識及び技能」へと位置付けが変更になっています。
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２．メリハリをつけて話す

大きい声（小さい声）で話し続けると、聞き手は疲れます。また、話の内容の重要度もとらえにくくなります。程

よい声の大きさで話しながら、子どもを引きつけ、特に大事なポイントを伝えたいときは、「皆さんにこっそり教え

ます」や「こんな便利な方法があるのですよ」などと前置きをして、身振り手振りや豊かな表情とともに声を潜めて

話してみましょう。子どもは、身を乗り出して聞こうとします。

話すスピードが速いと、内容が理解できず子どもは授業についていけません。反対に遅すぎると聞きづらいし、い

つも同じスピードでは単調になり飽きてしまいます。また、先生が話すスピードと子どもが聞き取りやすいスピード

は異なります。話す内容の難しさ、子どもの発達段階や理解力に応じた速さで話すことが大切です。自分の話すスピ

ードが適切かどうかは、子どもたちの表情や反応を見れば分かります。状況に応じてスピードを使い分けて話をしま

しょう。大事なところや子どもたちが初めて聞く言葉、強調したい言葉は「ゆっくり」話すことで、話の中身が子ど

もたちの記憶に残ります。

「間」は教師が黙る時間です。「間」は、教師にとっても子どもにとっても大事な働きをしています。

「間」の働き

ひとまとまりのことを話したら、適切な間を取り、子どもの表情や学級の様子から、自分の話し方や話の中身が子

どもたちにどのように受け入れられているのかを確認しましょう。

３．話癖に注意する

「私があ」や「よかったでえす」のように、言葉の最後や途中の母音を不必要に伸ばしたり強めたりする話し方が

続くと耳障りになります。「私が、よかったです」のように、ぴしっと止めて話すと、聞きやすいし気持ちがいいで

すね。

子どもが夢中になって作業や活動をしているときに、「ええっと」「あのう」「じゃあ、ちょっと」

「あのですね」などの言葉が出ると、活動や思考が中途半端にストップし、学習に身が入らなくな

ります。聞こえてはいるけれど、手の動きは止めずに作業や活動を続けています。指示を出したり

次の活動に切り替えたりするときは、「手を止めて、前を向きます」のように明確に伝えることが

大事です。

よいことでも悪いことでも、ついつい「最悪」「最高」「すごい」「超…」などの表現を使ってしまうことがあります。

この表現は、状況や気持ちが普通の状態を超えてこれ以上はない状態を伝えたいときに使われます。短い言葉でどん

な場面でも使えてとても便利ですが、ちょっとしたことでも安易に使っていることはないでしょうか。その時の状況

や気持ちを伝えるのにふさわしい言葉で話をし、語彙を豊かにしたいですね。

子どもが集中して話を聞くことのできる時間は、思ったより短いものです。声の高低、強弱、

話す速さ、間の取り方を工夫するなど、メリハリをつけて話し、子どもたちを話に集中させた

いものですね。

ポイント２ 話すスピードの使い分け

ポイント３ 間の取り方の工夫

ポイント１ 声の大小（強弱）の使い分け

・子どもを観察、理解、評価する間

・大事なところを強調する間

・子どもに次の話を期待させる間

・話を理解する間

・思考する間

・納得する間

円滑なコミュニケーション

ポイント１ 言葉を伸ばす

ポイント２ 学習に身が入らない言葉

ポイント３ 極端な表現
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「・・・とか」「・・・かな」「・・・です。多分」などの表現は、自分の考えや意思をはっきり言わずにぼかして

しまう癖です。態度もはっきりしませんね。取り方によっては、相手に判断を任せたり同意を求めたりしているよう

にも受け取れます。授業でこのような話し方をすると、子どもは、混乱してしまいます。伝えるべき内容や自分の意

見や考えはしっかりと伝えることが大切です。

「望ましい話し方の基本 その２」は、次の機会に掲載する予定です。

子どもの心に響く言葉かけとは？

中部教科研究センター 白石寿美雄

今年も４月、県内の小学校では、多くの就学児童が入学し、子どもたちとの出会いがありました。そこで、私のこれま

での入学式での式辞挨拶を振り返ってみることにします。

－校庭の桜が満開となり、春本番の陽気となってきました。本日、皆様をお迎えして、平成〇年度〇〇小学校入学式が

開催できますことを心より御礼申し上げます。

さて、晴れて入学の日を迎えた、新入生の皆さん、入学おめでとうございます。いよいよ小学校での生活が今日から

スタートしますね。〇〇小学校では、「やさしく、たくましく、生き生きと学ぶ」子どもを目指しています。

小学校は、まず、お勉強をするところです。そして、給食や掃除、遊びのほかに、大きな行事がいくつもあります。

一つひとつ自分でできるようになることが、一年生として、とても大切です。

国語や算数などの勉強、遠足や運動会、学習発表会などの行事は、はじめてのことばかりです。毎日の学校の生活の

中で、わからないことや困ったことがあれば、先生はもちろん、上級生のお兄さんやお姉さんに聞いてください。全校

集会や縦割り掃除のときでもやさしく教えてくれると思います。

学校のきまりや約束は、たくさんありますが、今日は、二つだけお話します。まず、一つは返事や挨拶がきちんとで

きることです。二つ目は、先生のお話をしっかり聞くことです。皆さん一人ひとりが楽しいことや苦しいことを積み重

ねて、三月の修了のときには、「やさしく、たくましく、生き生きと学ぶ子ども」になってくれることを楽しみにしてい

ます。

※先生にこそ磨いてほしい「ことばの伝達力」加藤昌男 日本放送出版協会（NHK出版）

著者は、元NHKのアナウンサーです。話し言葉がパワーアップする内容です。

（教科研究センター所蔵）

※できる教師の「話し方・聞き方」 村松賢一 明治図書

先生たちの「ことばの伝達力」を磨く手だてやヒントが30項目に整理されています。

（教育センター図書室所蔵）

※教師の話し方スピード上達法 上條晴夫 たんぽぽ出版

「集中させる話し方、分かりやすい話し方、飽きさせない話し方、納得させる話し方」の基本など

が学べます。 （教科研究センター所蔵）

〇 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 「国語編」平成29年７月 文部科学省

参考・引用文献の書籍です。読んでみませんか。 ※貸出もしています。

ポイント４ あいまいな表現

話癖は誰にでもあります。特に、自分の話癖は気づきにくいものですが、授業を録音して聞い

てみると、癖がよく分かります。一度にすべての癖を直すことは難しいですが、自分が一番気

にかかる癖を直すことから取り組んでみませんか。

まなnetの玉手箱
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保護者の皆様、本日は、お子様のご入学、誠におめでとうございます。本校の特長を活かして、学級担任をはじめ、

教職員一同、一人ひとりの子どもを大切に、時にはきびしく、時にはやさしく指導していきます。この一年間、ご協力

いただきますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、ピカピカ、ドキドキの新しい一年生の皆さん、安全に気をつけて、明日からも元気に登校してください。

学校の皆が待っています。 平成〇年４月〇日－

学校の約束の一つとして、「返事や挨拶がきちんとできること」はとても大切です。挨拶は元気の源、挨拶は言葉かけ、

挨拶は早い者勝ち等々、様々に言い表されてきました。そこで、今回は挨拶と言葉かけを関係付けて、学校現場でのエピ

ソードを紹介します。

「縦割り掃除集会での班長の言葉かけは、下級生に良い影響を与えている。また、

班員から班長への評価には、上級生への感謝の気持ちが表れ、上級生の励みにもなっている。」

〇「ありがとう」は幸せの始まり・・・「元気」が出る言葉

〇人に助けられたときは「すみません」ではなく「ありがとう」と言いなさい

〇目は心の窓・・・「気付き」をくれる言葉

さて、「きっとあるキミの心にひびく本」のように、今年度は、心に響く言葉かけがどれだけできるか？玉手箱に少しず

つでも蓄えていくことができるといいですね。

平成29年改訂

小学校教育課程実践講座

算 数

齊藤一弥 ぎょうせい

新しく購入した書籍です。ぜひ、ご利用ください。

学習指導要領に基づく算数の授業づくりのポイントや研究事例・学習

指導要領を生かす算数のカリキュラム・マネジメントについて「Q&A」

の形で分かりやすく書かれています。

※小学校・中学校ともに、全教科そろっています。

新教科

道徳はこうしたら面白い

押谷由夫 諸富祥彦 柳沢良太

図書文化

「特別の教科」である道徳の授業をどうすれば面白くなるかをテーマ

にした本です。小学校、中学校の実践例が多数掲載されています。授

業の実際や板書、ワークシートの活用例などが授業づくりの参考にな

ります。

「道徳科」評価の

考え方・進め方

［編集］ 永田繁雄

教育開発研究所

「教師・子ども・親が納得する評価のあり方とは？」「評価の多様な

方法、評価の記録・伝え方とは？」「実際に通知表でどのように書け

ばよいのか？」などの課題について、分かりやすく解説しています。

授業実践例や通知表の文例も記載されています。

小学校英語教科化への

対応と実践プラン

［編集］吉田研作

教育開発研究所

教科化される小学校英語、「教科と活動の関係はどうなるのか？」「４

技能の指導のポイントはどこか？」「学級担任は何をすればいいの

か？」など全面実施までにすべきことが分かります。また、先進校

の実践プランやノウハウが参考になります。

アクティブ・ラーニングを位置づけ

た小学校英語の授業プラン

菅 正隆 編著

明治図書

「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた25の授業事例が

収録されています。３観点による外国語活動の評価の文例や外国語

の評価規準作成例など新しい評価の方向性も解説されています。



…閉室日

…夏季期間（平日10:45～18:00、土曜日10:00～16:00）

＊その他通常どおり＊

講座のお知らせ あなたも教科研究センター講座に参加してみませんか？

講座は、高知県内の教職員及び教育職を志す人を対象に実施しています。平成30年度実施予定は、教科研究センター

ホームページをご確認ください。

●講座申込み方法

【 教職員研修管理システム ＵＲＬ (平成30年12月まで） 】

公立小・中学校 http://10.20.23.8/

県立学校 http://10.11.223.24/

【上記以外】必要事項を記入し、ＦＡＸにて下記担当まで送付

※ＦＡＸ用紙については、高知県教育センターホームページから入り、

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/）より

ダウンロードできます。

教育センターHP→教科研究センター→講座案内

８月までの講座予定

●基礎講座 ＜基礎講座Ⅱ＞模擬授業で学ぶ魅力的な授業づくり

～模擬授業の演習等～

７月28日（土） 本館・大方高校

●専門講座 ＜ＮＩＥ講座＞授業に新聞づくりを活用する

８月 ４日（土） 本館

☆夏季休業期間中の教科研究センターの利用について
夏季期間：７月23日（月）～８月3 1日（金） 月火・木金10：45～18：00 土曜10：00～16：00

閉室期間：８月 ９日（木）～８月15日（水） 本部は８月16日（木）に、臨時閉室します。

７月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

８月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

授業の見方

「主体的・対話的で深い学

び」の授業改善

澤井陽介 東洋館出版社

他者の授業から学び、授業がどんどんよくなる、おもしろくなる授

業改善のための「授業の見方（授業者を通して授業を見る、子ども

を通して授業を見る）」を解き明かしてくれます。

授業記録の取り方の実例も紹介されています。

http://10.20.23.8/
http://10.11.223.24/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308/


☆異常気象による教科研究センターの閉室について
教科研究センターの所在する地域に、暴風警報が発令されている場合、その日は閉室します。

また、台風の接近等が予想される場合には、警報発令前でも、閉室することがあります。

この場合は、教科研究センターのホームページに掲載し、公立学校及び市町村（学校組合）教育委員会、

教育研究所（教育センター）あてに電子メールを送信します。

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

教科研究センター(本部・東部・中部・西部)

５月の利用者状況 ７２３名

◆◇ご利用ありがとうございました◇◆

教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙181） TEL/FAX 088-866-3903

東部教科研究センター 安芸総合庁舎４階（安芸市矢ノ丸１－４－36） TEL/FAX 0887-34-8051

中部教科研究センター 中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川2410－７） TEL/FAX 088-893-6597

西部教科研究センター 幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通19） TEL/FAX 0880-35-6251

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。

開室時間：月火･木金 15:00～19:15 土曜 10:00～16:00

教科研究センターホームページアドレス http://www.kochinet.ed.jp/studycenter

速 報

 
こちらからいつでも 
まな net を閲覧できます。 
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