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組

番・氏名

★仕事 をすることの目的について、話し合って考 えよう
◇ 浅 尾 さ ん の 学 級 で は 職 場 体 験 の 事 前 学 習 と し て 、「 仕 事 は 何 の た め に す る の か 」 と い
うテ ーマ につ い てグ ルー プご とに 話し 合い 、全 体に 報 告す るこ とに なり まし た。

で は 、『 仕 事 は 何 の た め に す る の か 』 と い う こ と に つ
私はお 金を得るた めだと思 います。

司会
平田
そうだ ね。たく さんお金 が得られた 方がやる 気が出る

いて意 見のある人 はいませ んか。
山井
しね 。
確か にお金は 大事ですが 、私はそ れだけ じゃない と思

どういう こと？

和田
い ます。お金 さえも らえれば どんな仕事 でもする わけ
山井
例えば、 苦手な仕 事をお金 のために何 年も続け られる

じ ゃない と思うから です。
和田
山井
お金以 外の意見 はないで しょうか 。

う～ん 。確かに 、お金だけ で何でも するわけ じゃない かも。

でしょ うか。
司会

やり がい みたい なも のも大 切な よう な気 がしま す。誰 かの役 に立っている と感じられる
私も 同じ 意見 です。 充実 感み たいな もの を感じ られ なけれ ば、何年も 何十年も続けら れ

と、 がんばる 気にな ると思うか らです。

浅尾
和田
でも、や りがいだ けでは生き ていけな いよ。

る もので はないと 思います。
山井

なかな かどっ ちと も言 えま せんね 。今 まで出 た二 つの意 見をまとめ るのは難し いと思う
うでし ょう。
（話し 合いは続 く）

私はお 金を得 るためだ と思います

という 平田さん の発言に は根拠が述 べられて おらず、 説得

ので 、 こ のグ ルー プの意 見と して は、 お金と やり がいの ため という こと でま とめ てはど

平田

司会

問一

力が不足 しています 。この発 言に説 得力を増す ための根 拠として 最も適切 なものを、 ア～エか ら

イ

ア

難しい仕 事ほどた くさんの お金が得ら れるから です。

いつまで も親から お金をもら うわけに はいかな いからで す。

生きていく ためには お金が必 要だから です。

一つ選び なさい 。

ウ

世の中 でお金が一 番大切だ からです 。

【相手 を説得する ための根拠を明確 にす る】

エ
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問二

問三

問四

問五

和 田さんは 山井さん の様子から 発言の意 図が伝わ っていな いことを感 じ、聞き 手にわか りやす

イ

ア
具体例 をまじえ て言い直 した。

専門用 語を使わ ず言い直し た。

丁寧な言 葉遣いで 言い直し た。

【聞 き手の理 解を助ける工夫を する】

い工夫 をして発 言を追加 しました 。どのよう な工夫を したでし ょうか。 ア～エから 一つ選び なさ

ウ
簡単 な言葉を使 って言い 直した 。

い。

エ

話し合い の中で、他 の人の意 見をふま えた上で 、それとは 異なる自 分の意 見を述べて いる人が

の 発言を、 場に応じた 言葉遣

【他 の人の意見や考えをふまえて自分の意 見を述 べる】

確かに 、お金だ けで何で もするわけ じゃない かも

いま す。その 発言者の 名前を答え なさい。

山井さんの
いに 直しなさ い。

【場 に応 じた言 葉遣いで自分の意見を 述べる】

この後、 話し合い のまとめ に入る場合 、司会者 がどの ように進行 するのが ふさわし いでしょ う
に あてはま るものと して最も適 切なもの をア～エ から一つ 選びなさ い。

イ

ア

では 、平田さ んの意見を 結論と します。 これで話し 合いを終 わります 。

平田さ ん、司会 者は私な ので、 進行は私にま かせて 下さいね 。

平田さ んからま とめ方の 提案があり ましたが 、皆さ んどうでし ょうか。

か。

ウ

私は 平田さ んの考え に賛成です 。皆さん もそれで いいです ね。

【意 見の調整の仕 方を提案 する】

エ
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和田

仕 事をする ことの目的 について 、話し合 って考 えよう】

Ｇアップ シート三 学年国語
【話 聞４
問三

ア

ウ

問一
例( 確) か に、お 金だけで 何でもする わけでは ないかも しれませ んね。

問二

問四

平田 さんは話 し合いの流 れをとら え、まと め方を提 案していま すので、 司会者は それを

話し 方ができ るように意 識しまし ょう。

グ ループの 中で山井さ んだけが 、丁寧な 言葉遣 いができてい ません でした。 場に応じ た

れ ながら発 言すると 、自 分の意見 と他の意 見との関係 をはっき りさせる ことがで きます 。

さん の意見の 違いを明ら かにして います。 このよう に、話し合 いの時に は他の意 見に触

和 田さんは 、山井さん の意見に 触れてか ら自分の 意見を話す ことで 、自分の 意見と山井

し 直してい ます。

すい 言葉を使う などして 言い直し ましょう 。この問で は和田さ んは具体 例をあげ て説明

う。聞き 手の様子か ら理解 が不十分 だと感じ たときには 、話し方 を変えた り、分か りや

話し合 いで発言 するとき には、で きるだけ 聞き手の様 子を見な がら話す ようにし ましょ

を意 識するとよ いでしょ う 。イは ② 、エは ③に反して います 。ウは 意見とずれて います 。

③考え方 でなく、事 実に基 づいた根 拠

② どんな状況 でも当て はまる根 拠

①誰に でも当て はまる根 拠

話すために は

話 し合いで 意見を話 すときに は、必ず根 拠も一 緒に話し ましょう 。説得力の 高い根拠 を

ア
問一

問五
解説

問二

問三

問四
問五
受けて 参加者に 確認をとる 必要があ ります。

司会 者として 話し合い に参加する ときはも ちろん、 それ以外 の立場で参 加すると きも、
話 し合いが スムーズ に進むよ うに協力す るよう にしまし ょう。その 方法とし ては
・目的 にそって 有効な話 し合いの進 め方を提 案する
・他 の意見を よく聞い て、関連さ せながら 発言する
な どを意識 するとい いでしょ う。
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