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は じ め に 

学校現場の多忙化が叫ばれ、「教職員の働き方改革」が喫緊の課題になっています。多忙化解消のた

めの長時間勤務の解消や業務改善が必要ですが、児童生徒のよさや可能性を高めていくためには、「児

童生徒にとって最大の教育環境」である教師が、自己研鑽を積み重ねることが重要です。教師は、どん

な時代になっても、教育環境が大きく変わろうとも、児童生徒の実態に応じて、最も効果的な指導方法

やかかわり方を学び続けていかなければなりません。 

佐賀市には、私たちが学ぶことのできる手だての一つとして、昭和２８年の立ち上げから脈々と続く、

この「教育研究所」があります。その歴史と伝統を受け継いで、今年度も「課題研究部」「児童生徒理

解部」「個人研究および教材・教具の創作」の３部で研究に取り組んできました。 

国においては、平成２７年６月の公職選挙法改正に伴い選挙権年齢が満２０歳以上から満１８歳以上

に引き下げられたことを受け、児童生徒に「単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにとど

まらず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協力しながら、社会を生き抜く力や地域の課題

解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせること」を目指し、「主

権者教育」の推進を図っています。そこで「課題研究部」では、社会のできごとを自分とのかかわりの

中でとらえたり、社会の構成員の一人として自分なりの意見をもたせたりするために、今年度から「主

権者教育」と「市民性をはぐくむ教育」に視点を当て、研究主題を「よりより社会の実現を目指して主

体的に関わろうとする児童生徒の育成～＜小学校＞地域社会とつながる力の基盤の育成を目指して、＜

中学校＞主権者として求められる力を育む～」と設定し、「小学校部」「中学校部」の２部会で研究に

取り組みました。児童生徒が、自分の身の回りや地域社会の課題に主体的にかかわったり、地域の人々

の話を聞く、直接・間接の交流を行うなどの実社会の人々との連携・協働を行ったりする様々な学習活

動を提案することができました。 

「児童生徒理解部」では、昨年度までの自尊感情や自己肯定感を高める実践を踏まえて、今年度は「児

童・生徒の自己有用感を育む集団づくり～小中の連続性を図る学習集団づくり・授業づくりを通して～」

と研究主題を設定し研究を行いました。実践に当たっては、「学習集団づくり部」と「授業づくり部」

の２つの部で、「他者からの承認により個を成長させることができる集団づくり」と「授業の中で自己

有用感を感じられる授業づくり」のための手だてや支援を重点として取り組みました。アンケートやＱ

－Ｕテストの結果を活用した具体的な集団づくりの手だてや、算数・数学の授業の中で自分が役に立っ

ていると感じられる環境づくりを通して、児童生徒の自己有用感が高まったと考えます。 

「個人研究及び教材・教具の創作」は、１０名の先生方（小学校９名・中学校１名）が、国語や理科

等の教科教育、学級活動、特別支援教育、救急措置活動、主権者教育などの分野において、学力向上に

つながる指導方法の工夫、個に応じた支援のあり方など実践に基づく研究をされました。佐賀市教育研

究発表会では児童生徒の成長の様子が示され、参観の先生方の今後の指導に大いに参考となったと思い

ます。取り組まれた先生方からは、「研究・実践は大変だったけど、やってよかったと思いました。」

「これまでの自分の授業を見直し、課題を解決するために取り組んだことで、自分の成長につながりま

した。」などの感想があり、今回の研究が、先生方のお役に立ったことを嬉しく思いました。 

最後になりましたが、本教育研究所の研究推進にあたり、終始熱心にご指導してくださった「課題研

究部」顧問の富士小学校 小川校長先生、城北中学校 加藤校長先生、「児童生徒理解部」顧問の兵庫小

学校 本村校長先生、思斉中学校 川﨑校長先生、大変お忙しい中で、熱心に研究・実践に取り組まれた

研究所員及び個人研究の先生方に厚くお礼申し上げます。また、本研究に対してご理解とご協力をいた

だきました各小中学校の校長先生はじめ諸先生方に心より感謝申し上げます。来年度も、ぜひ本教育研

究所にご協力いただきますようお願いします。 

平成３０年 ３月 

佐賀市教育研究所 所長 中村祐二郎 
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   研究主題 

    よりよい社会の実現を目指して主体的に社会に関わろうとする児童生徒の育成 

 

      小学校サブテーマ  ～地域社会とつながる力の基盤の育成を目指して～ 

      中学校サブテーマ  ～主権者として求められる力を育む～ 

 

Ⅰ 研究主題について 

 現代の日本は，経済や社会の制度が発展し，必要な物やサービスは満たされ，自由で便利な生活がで

きる成熟社会となった。しかし，成長はピークに達しており，尐子高齢化，人口減尐，地方の過疎化，

財政の悪化，社会保障制度の見直しなどの様々な課題を抱えている。世界に目を転じると，グローバル

化と技術革新は絶え間なく進展しており，時代は大きくそして急速に変化している。従来の社会のシス

テムでは十分に対応できず，持続可能な社会に向けて変革が求められている。 

 中央教育審議会答申（平成 28年 12月 21日）は，「予測困難な社会の変化に主体的に関わり，感性を

豊かに働かせながら，どのような未来を創っていくのか，どのように社会や人生をよりよいものにして

いくのかという目的を自ら考え，自らの可能性を発揮し，よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力

を身に付けられるようにすることが重要である(1)」と示し，未来社会を切り拓く資質や能力をもった児

童生徒の育成を求めている。 

 しかし，児童生徒の実態を振り返ると，問題行動の多様化，情報通信機器の利用によるトラブルの増

加，不登校の増加が深刻であり，規範意識の低下や人とのつながりの希薄化がうかがえる。また，家庭

生活の中で自分の役割を果たしたり，地域行事に進んで参加したりすることが尐なくなっている。社会

のできごとを自分との関わりの中で捉えることや社会の構成員として自分の意見をもつことが課題とな

っている。 

 では，社会とつながりを高めるためには，どのような教育活動を実践していけばよいのであろうか。

本研究においては，そのキーワードを「主権者」と「市民性」に求めた。 

 国においては，平成 27年 6月の公職選挙法の改正に伴い選挙権年齢が満 20歳以上から満 18歳以上に

引き下げられたことを受け，「主権者教育」と名付け，「単に政治の仕組みについて必要な知識を習得さ

せるにとどまらず，主権者として社会の中で自立し，他者と連携・協働しながら，社会を生き抜く力や

地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせること(2)」を

目指して，推進を図っている。また，佐賀市においては，すでに平成 18年度より「市民性をはぐくむ教

育」と独自に名付け，「よりよい社会の実現のために，まわりの人と積極的に関わろうとする意欲や行動

力を高めること(3)」を目指している。 

 これらの教育が目指すものは，表現は異なっているが一致している。それは「よりよい社会の実現を

目指して主体的に社会に関わろうとする児童生徒」とまとめることができる。そのような児童生徒を育

成するために，「主体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を進めていく。「主体的な学び」の視点

から，児童生徒の身の回りや地域社会の課題を取り扱うことで，学ぶ意欲を高める。「対話的な学び」の

視点から，地域人材等の話や交流を通して，実社会の人々との連携・協働を推進する。「深い学び」の視

点から，自分の意見をもつために，課題を追及したり解決したりする活動を設定する。そこで，本研究

の仮説を「身の回りや地域社会の課題に主体的に関わる学習活動と，地域人材等を活用した授業実践を

行えば，自分の考えを持ってよりよい社会を実現しようとする主権者としての意識が育つであろう」と

設定した。 

 これは新学習指導要領が示す「社会に開かれた教育課程」の理念にも沿うものであり，本研究の成果

は佐賀市の学校教育の発展に寄与するものであると考える。 
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Ⅱ 研究の実際 

 １ 小学校部 

(１)  児童の実態 

児童が身近な地域社会をどのように   

見つめているのかを把握するために、       

資料１のような調査を実施した。資料 1

の質問に対して、循誘小学校６年生と川

上小学校５年生、共に約 60％～70％の児

童が「ある」と答えた。しかし、それぞ

れ約 40％の児童は、良くした方がよいと思 

うところが「ない」、もしくは「分からない」という回答であった。「ある」と答えた理

由で多かった回答は、「ごみが多いから」、「信号機や横断歩道が尐なく、危ないから」と

いう記述であった。それに対して、「ない」と答えた理由として、「今のままで十分住み

やすいから」、「見守り隊の方々や子ども 110 番の家があり安全だから」という記述であ

った。更に、「ある」と回答した児童が、その解決策を記述した内容を見ると、「ごみが

多い」ならば、「ごみを拾う」、「呼びかける」など、解決に向かう方法を具体的に考える

ことができない児童が多いことが分かった。 

以上のことから、身近な地域社会を主観的な目線でのみ捉えている児童が多く、そこ

に潜む課題に触れたり、それに対する考えを持ったりする経験が尐ないという実態が見

えてきた。 

(２)  研究の目的 

    以上のような実態を踏まえ、小学校部では、主題のサブテーマとして「地域社会とつ 

ながる力の基盤の育成を目指して」を設定した。中学校において主権者として求めら

れる力を育むためには、小学校段階で、児童自身が身近な地域社会に主体的に関わろう

とする態度を育成することが必要であると考えたからである。 

市内小学校においては、生活科や社会科、総合的な学習の時間等の中で、それぞれの

校区の特性を生かし、身近な地域や、そこに住む人々との関わりを持つことができるよ

うな学習活動が設定されている。校区の歴史についてゲストティーチャーを招聘して学

習したり、学校での学習の成果を地域へ発信したりすること等を通して、地域社会との

つながりを深めている。 

  課題研究部小学校部では、まず研究所員の在籍校、担当学年の年間計画の中で、児童 

が地域社会の事象や人材等とつながりを持つことができるような単元を見直し、設定

する。さらに、児童がより主体的に地域社会とつながるために、それらの学習の中で、

児童が課題を見いだし、その解決へ向けて思考する学習活動を設定したい。身近な地域

社会に潜む課題に出会い、それに関わる人々の思いや願いに触れることで、児童は課題

解決のための切実感を持つことができると考える。そういった授業実践を行うことで、

児童が、自分の住む地域に対する愛着を高め、授業の時間や教室を離れても、地域社会

とつながろうとする態度を育むことができると考える。 

  今年度は、５年生の総合的な学習の時間、６年生の社会科公民分野での授業実践を 

行い、その効果を検証していく。それぞれの授業実践の中では、地域素材を教材化し、 

地域人材等の効果的な活用方法を探りながら、児童が地域社会とつながる力の基盤の

育成を目指していく。 

資料１ 実態調査アンケート 
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(３)  研究の方法 

 ○ 児童の意識調査の分析。 

 ○ 地域社会の課題を取り上げたり、地域人材等を活用したりした授業の実践。 

 ○ 授業実践後の児童の意識の変容の分析。 

 

(４)  授業の実際 

①  佐賀市立循誘小学校 第６学年 社会科の実践 

ア 単元名  

「わたしたちの願いを叶える政治の働き～震災復興の願いを叶える政治～」 

イ 単元の目標 

人々のくらしを守るための政治の働き関心を持ち、 人々の願いを実現する地方公共 

団体の働きや国の支援、仕組みについて調査したり資料を活用したりして調べ、政治は 

国民生活の安定と向上に大切な働きをしていることを考えようとしている。 

ウ 指導計画 

時 主な学習活動 時配 

１ 北九州豪雤災害のことや佐賀市の浸水被害経験から学習問題を立てる １ 

２ 学習問題の予想を立て、学習計画を立てる ☆ １ 

３ 復旧・復興への市、県や国の取り組みについて調べる ３ 

４ 班で報告をし合う １ 

５ 熊本地震での佐賀県内の被害を取り上げ、佐賀市の復旧計画について知る １ 

６ 学習を振り返り、佐賀市が災害被害を受けた場合の行動について佐賀市に提案する １ 

エ 概要 

１) 学習問題を立てる（１／８時、２／８時） 

災害を校区の身近な問題として意識させていく 

ために、昨年７月に発生した災害の事例や過去、   

佐賀市であった浸水被害を事例として挙げていっ   

た。校区での浸水被害の状況について、実際の写   

真を見せたり当時勤務していた教員の話をしたり 

したことを校区の地図にまとめていった（資料２）。 

それによって朝倉市の大雤の被害や東日本大震災 

時の写真を見せ、１ヶ月後、１年後の復旧の写真 

を比較させた。比較したことから疑問を書き出さ 

せた（資料２）。校区の災害の危険性に気付いた 

ことで、災害後の国や地方公共団体の復旧の取り 

組みに関する疑問を持っていた児童が多かった。 

学習問題を立てた後は東日本大震災に関するデー 

タを児童に提示し、資料を根拠とし、予想を立て 

た上で調べ学習に入った（資料３）。 

 

 

 

資料２ 校区の地図にまとめたもの 

資料３ 予想を立てている様子 
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２) 復旧・復興への市、県や国の取り組みについて調べる  

     宮城県の公式ホームページにある東日本大震災当時から今までの国や県、市の取り組み

について詳細に記載してある資料を一部用いて、教科書も相互に使用しながら調べ学習

を行った。どの市でも必ず行われていた支援等についてもまとめて記述されていたので、

調べ学習の際にも役だった。また児童にとっても、その資料はリアリティのあるもので

あった。 

３) 熊本地震や大雤での佐賀県内の被害状況から、災害が起きた場合の行動を考える 

調べ学習後は、公民館にある防災倉庫の中の写真を見せ、保管されている量を紙面上

で確認した（資料４）。児童は保存されている量に驚いていた。また、武雄市の崖や有

明海沿岸道路の被害状況や、復旧できていない現状や佐賀市の防災計画を提示し、防災

の課題を挙げていった（資料５）。 

 

② 佐賀市立循誘小学校 第６学年 国語科の実践 

ア 単元名 「町の幸福論 コミュニティデザインを考える」 

イ 単元の目標 

   複数の資料から読み取った情報を、目的に応じて活用することができる。町作りの企画

についてその意図を明確に伝えるために、資料を効果的に活用して考えることができる。 

ウ 指導計画 

エ 概要 

１) 本文の読解を行う（２／１２時～５／１２時） 

町作りを企画したことを実際に地域の方に伝える活動を仕組むことでより地域の課題に主体

的に考えることができるのではないかと考えた。本文読解後、要旨をまとめ、“主体的・継続的な

活動”“地域”未来のイメージ“などのキーワードを盛り込んで町作りを企画するように働きかけた。 

２) 町作りの企画を行う（６／１２時～１０／１２時） 

公民館や十間堀、低床公園、循誘ふるさとふれあい祭りなど、公共物の課題を考えさ

せていった。課題は主に「公民館には子どもたちが足を運んでいない。」「遊び場が尐

時 主な学習活動 時配 

１ 筆者の動画や佐賀市の町づくりの取り組みから見通しを立て、単元のめあてを知る。 １ 

２ 本文の内容を読み取る。 ３ 

３ 要旨をまとめる。 １ 

４ 校区の課題を挙げる。まちづくり協議会の方に来ていただき、校区の課題について話を聞く。 １ 

５ 循誘小校区の町作りを企画する。 ２ 

６ クラス内で発表をし、提案する企画を絞る。 ２ 

７ まちづくり協議会の方に企画を提案し、意見をもらい、もう一度地域について考える。 ２ 

資料４ 公民館の防災倉庫 資料５ 武雄市の被害状況（当時と今） 
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ない」「十間堀にはゴミが多く、悪臭がする」のような児童自身の目線の意見が多かっ

た。課題を考えていった後に、実際に町作りをされている町づくり協議会の方から取り組みや組

織について話をしていただき、さまざまな部に分かれていることを伝えていただいた。福祉、環境、

子ども、健康（スポーツ）の視点を提示いただきその視点のもと、プレゼンテーションソフトで企画

を練り作成した（資料６）。自分の視点でしか捉えることができなかった児童にとって、視点をもらっ

たことは大きかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３) クラスの代表者による企画の発表を町づくり協議会の方に提案する（11／12 時） 

町づくり協議会の方々からは企画のよさだけではなく、課題もアドバイス頂いた。提 

案はすぐには実行に向かわないこと、多くの話し合いによってリスク等を考えられて実

行されていくことを児童は実感することができたと考えられる。また、町づくり協議会

の方も子どもの感性に刺激を受けられ、児童の意見を尐しずつ取り入れていきたいと回

答いただき、それを聞き、こうやって話し合いの場に参加していくことで意見が取り入

れられていくのだなと考えた児童もいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 実践を終えて 

１) 身近な地域の課題から 

社会科では、身近な地域の課題を提示したことで児童にとって災害というものにより切

実に感じ、その後の学習意欲に繋がった。また挙げていった地域の防災や復旧の課題から

自分の意見を述べる活動を行った。「沿岸道路の復旧が遅い。被害があった件のように対

応が遅くなると思う人々が増え、信頼がなくなるのではないだろうか。」「人数分足りな

いので災害が起きたときのために物資を増やしたほうがよい。」「災害が起きた時すぐに

対応できるような産業の回復や復旧への取り組み、避難所の開設をしてほしい。」という

ような意見がでてきた。復旧には迅速な対応が求められていることや支援物資の必要性を

資料６ 児童が行ったプレゼンテーション 

資料７ まちづくり協議会の方に企画を提案した時の様子 
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学んだことを関連させて考えることができた。児童は地域の防災に対する課題を知ったこ

とで学んだことを関連させて考えることができた。 

２) 地域人材を活用して 

見つけた課題を、どう解決していくのか自分自身の企画として考えることができるよう

になった。校長先生や町づくり協議会の方から「地域のことを企画してくれたので、地域

を変えたいなら自分がしっかり一員として行事に積極的に参加するなど行動をしてくださ

い」と言葉をいただいたことで、地域の行事に参加していきたいとする児童の意識が高ま

った。校区に関するアンケートを単元後に取ったときには、事前のアンケートに見られな

かった地域の公共施設を活用していきたいとする児童の意見が増えた。企画を考え、他の

児童の企画を見ていったことで、地域の公共施設を身近に感じた児童が多くなった。地域

を自分ごととして捉え、地域の行事に参加するようにしたいと意識が高まった児童が多く

見られた。 

 

③ 佐賀市立川上小学校 第５学年 総合的な学習の実践 

 ア 題材名 「川上に住む人々を笑顔にしよう」 

イ 目標 

    児童が高齢者疑似体験やインタビュー等を通して、地域社会の高齢者について理解を 

し、高齢者と一緒に楽しむことができる方法を考え、主体的に関わる。 

ウ 指導計画 

次 時 主な活動内容 

１ １・２ 川上の町にどんな人々が暮らしているか調べる。 

２ 

３・４ バリアフリーについて調べ、まとめる。 

５・６ まとめた内容を交流する。 

７～10 高齢者疑似体験を行う。（車いす・おもりやアイマスクをつけた歩行など） 

３ 

11 シオンの園の職員の話を聞く。 

12 交流会のめあてを考え、計画を立てる。 

13～16 交流会の準備をする。（交流のめあて・活動 など） 

17 交流会のリハーサルをする。 

18 交流会の最終確認をする。 

19・20 シオンの園との交流会をする。 

４ 

21・22 
これまでの活動をまとめる。 

（交流で学んだこと・さらにやりたこと・高齢者にとってよりよい町づくりなど） 

23 まとめたことを広げる。（シオンの園・公民館などの地域へ） 

24 活動のふり返りをする。 

エ 概要 

 １) 地域社会の課題に出会う 

導入の段階で、国勢調査の年齢別人口の推移をグラフで

示し、川上の町で尐子高齢化が進んでいることを感じさせ

た。（資料８）また、児童は日頃から様々な場面で高齢者と

ふれあいながら生活していることも想起させた。そこで、

資料８ 年齢別人口の推移 



 

8 

 

自分達は高齢者とどう関わっていくか、高齢者に優しい町づくりはどうするべきかとい

う意識をもたせ、それに対する取り組みとして校区内の特別養護老人ホーム「シオンの

園」との交流会を設定した。 

２) 高齢者理解の活動（地域人材等の活用） 

  児童が高齢者への理解を深めることができ

るように、地域人材を活用した。高齢者がど

のような思いで生活しているのかを体験する

ため、市の社会福祉協議会のゲストティーチ

ャーによる高齢者疑似体験や身の回りの高齢

者へインタビューを行った。（資料９）また、

交流を行うシオンの園の施設職員から施設や

入所者の様子、交流の際に注意すべきこと等

を伝えてもらった。児童自身が活動し、思い

にふれながら高齢者への理解を深めていった。 

 

  ３) 交流会のめあて・活動の決定 

班ごとに体験やインタビューを通して得た情報を持ち寄り、交流会のめあてや活動の

決定をした。めあてや活動の中には、高齢者に昔を思い出してもらいたいという思いや

寝たきりの人でも楽しめる方法などこれまでの高齢者理解の活動をもとにした意見が多

く見られた。（資料 10） 

決定したことをもとに、交流会の準備を進めた。実際に交流する高齢者を想定しなが

ら、相手意識をもって遊

びやプレゼントの準備を

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４) 交流会当日 

    交流会当日は、実際に高齢者と会って、思

うように会話が進まなかったり、体が不自由

な人が多く、戸惑ったりする児童もいた。し

かし、そのような中で、高齢者に何ができる

か尋ねたり、やりやすいように遊びを変更し

たりするなど臨機応変に考えて工夫する児童

資料９ 高齢者疑似体験 

資料 10 児童のワークシート（めあて・活動） 

資料 11 交流会の様子 

交流会のめあて

とその理由 

高齢者と一緒に

する活動とその

理由 
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の姿が見られた。（資料 11）高齢者理解の活動や高齢者の立場に立って準備を進めてき

たことをもとに考え、主体的に高齢者と関わっていた。 

５) まとめ・ふり返り 

    まとめ・ふり返りとして、活動

を通して学んだことや考えたこと

を新聞にまとめた。（資料 12）新

聞には、「お年寄りの方々に元気に

笑ってもらって、町がもっと良く

なった気がする」、「ユニバーサル

デザインを取り入れて川上の人達

全員が安心して暮らせるような町

にしていきたい」などの児童の声

が書いてあった。地域の高齢者

への理解の深まり、高齢者と自

分達がつながったことへの喜び

など活動を通して感じたことだけでなく、今の川上の町を見つめ、未来の町づくりにつ

いて考える児童もいた。 

オ 実践を通して 

１) 身の回りや地域社会の課題に主体的に関わる学習活動の設定 

    昨年度までは、最初にシオンの園の高齢者との交流会をすることを伝え、それに向け

ての準備を行っていたが、今回は、資料を見たり、生活をふり返ったりしながら、地域

の高齢者へと視点を向けさせた。わが国の課題でもある高齢化を地域社会の課題として

取り上げたことで、児童に高齢者とどう関わっていくかという意識が生まれ、その後の

活動に主体的に取り組んでいた。また、活動を通して、高齢者の視点からこれからの町

づくりについて考える児童の姿へとつながった。 

２) 地域人材等の活用 

  今回は、地域にある施設「シオンの園」の高齢者との交流を設定した。また、高齢者

理解の活動では、ゲストティーチャーによる高齢者疑似体験や地域のお年寄りへのイン

タビュー、シオンの園の職員の講話を行った。児童が、地域にある人やもの、ことに実

際にふれたことで、地域の高齢者の思いについて実感を伴った理解をすることができた。 

３) 今後の活動 

  今年度、５年生の総合的な学習の時間は、「未来の川上の町笑顔いっぱいプロジェクト」

という年間テーマを掲げている。このテーマは、未来の川上の町をよりよくするために、

児童が地域住民の一人として主体性をもって、今の川上の町の課題を見つめ、解決して

いこうとする態度を育成することを主なねらいとしている。 

そこで、３学期は、これまでの活動を通して学んだことをもとに、未来の川上の町が

よりよくなるためのアイディアを考え、町づくり協議会へ提案する活動に取り組む。地

域社会の課題について主体的に考え、行動することを繰り返していくことで児童の市民

性や主権者意識の高まりを期待したい。 

 

 

資料 12 児童の作成した新聞 
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（５）成果と課題 

上記の２校での実践の後、事前アンケー  

トと同じ質問項目で、事後アンケートを実  

施し、児童の変容を見た。「校区でもっと良 

くした方がよいと思うところがあります 

か。」という質問に対して、事前アンケート 

で「ある」と答えた児童が 60％～70％であ 

ったのに対して、事後アンケートでは、  

90％以上に増加した。また、「ある」と答えた主な理由は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

このような結果から、授業実践前には、主観的な目線で地域社会を見つめていた児童が、

実践後には、様々な人を意識しながら地域社会を見つめることができつつあるということ

が見えてきた。 

以上の結果を踏まえ、地域社会の事象や人材等とのつながりを持つことができるような

単元の設定や、児童が身近な地域社会に潜む課題を見出し、その解決に向けて思考する学

習活動を仕組んだことで、次のような成果を得ることができた。 

 

 

 

 

次年度に向けての課題としては、次の２点が挙げられる。 

 

 

 

 

児童が、実社会に生かされるような解決策に近づけることができれば、地域社会とのつ 

  ながりの実感を更に高めることができると考える。また、そのような児童の姿を見取る方   

  法についても考え、学習の成果を価値付けていきたい。 

 

資料 事後アンケート 

・地域の人々との交流がない。 

・地域の人たちとふれあう場所を活用できていない。 

・人が集まらない地区もある。 

・地区のイベントが尐ない。 

・もっと高齢者や自然、生き物などに優しい環境にしたい。 

・ユニバーサルデザインやバリアフリーを増やし、様々な人が安心できるようにしたい。 

・段差やでこぼこ道が多いため、歩きにくい人もいる。 

資料 13 授業実践後のアンケート結果 

○地域社会は、自分以外にも様々な立場の人によって構成されているということを意識でき 

るようになった。 

○地域社会に対する見方が多様になり、児童自ら課題を見出すことができるようになった。 

●児童が地域社会の課題に対する解決策を考える際の手立ての工夫。 

●授業や教室を離れても、児童が主体的に地域社会に関わろうとする意欲を高めるための手

立ての検討と実践。 
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２ 中学校部 

 (1) 授業の実際（中学校の部） 

    単元名  第４章 住民として地方自治について考えよう 

「 佐賀市議会議員に立候補する場合 どのような政策を考えるか 」 

    指導日時 平成２９年１１月７日(火)５校時 

    指導学級 佐賀市立城南中学校 ３年３組 計４０名 

 

  ① 本単元のねらい 

    社会科（公民的分野）の「住民として地方自治を考えよう」の単元を扱い、「佐賀市議会議員

に立候補する場合 どのような政策を考えるか」というテーマで授業を行った。 

本単元のねらいは、 

・身近な地域の課題に関心をもたせること 

・主権者として政治に参加する意識を高めること である。 

 

  ② 本単元の手立て 

    本単元のねらいにせまるために、３つの手立てを行った。 

    １点目は、単元を貫く問いの工夫、２点目は、ラーニングパートナー（LP）の活用、３点目

は、評価の工夫である。 

    １点目について詳しく説明する。 

本単元は，単元を貫く問いとして「佐賀市議会議員に立候補する場合、どのような政策を考え

るか」を設定した。この問いにした理由は、政策を考えることを通して、佐賀市の課題に気づき、

主体的に社会に関わることができるようにするためである。また、佐賀市議会議員に立候補する

と仮定し、佐賀市の課題を考えることで、多面的・多角的な視点を持って課題を探求することが

できると考えた。 

    ２点目はラーニングパートナーの活用である。 

    ＬＰとは、「相互に学び、相互に評価し合い、相互に生かしていく、校外外部のアクター（行

為者）」のことを言う。例えば、専門家や学識者、行政関係者、そして、身近な大人などがラー

ニングパートナーにあてはまる。佐賀市議会議員に立候補するためには、生徒目線で政策を考え

ていくのではなく、課題を様々な立場から見ていく必要があると考え、市役所職員や、学校の先

生、家族などのＬＰに意見を聞くようにした。 

    ３点目は、評価の工夫である。 

考えた政策に関して、他クラスで模擬投票を行い、自分たちの政策を他クラスの生徒や保護者

（ＬＰ）に評価させるようにした。投票する立場では、その政策が佐賀市にとってどのようなメ

リットがあるのかを考えさせて投票するようにした。また、保護者（佐賀市民）にも投票しても

らうことで、生徒たちの政策を様々な視点から評価することができた。 
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 ③ 学習指導計画 

（１）地方自治と地方公共団体 

（２）佐賀市の課題について考えよう 

   （ＬＰ（佐賀市職員）の話を聞く・ＫＪ法） 

（３）地方公共団体のしくみと政治参加 

（４）地方財政の現状と課題 

（５）佐賀市議会議員に立候補する場合  

   どのような政策を考えるか 

   （ＬＰと一緒に政策を検討する） 

（６）これからの地方自治 

（７）私たちと政治参加（模擬投票を行う） 

 

     本単元では、単元を貫く問いを「佐賀市議会議員に立候補する場合、どんな政策を考えるか」と

し、全７時間で指導計画を設定した。2 時間目に、ＬＰとして佐賀市役所の職員をまねき、佐賀市

の課題について資料を用いて説明していただいた。そして、「自分たちの住んでいる佐賀市には、

どのような課題があるのか」について、ＫＪ法を用いて班で話し合いをした。ＬＰの説明やＫＪ法

により、考えが広がった。5 時間目に、再度、佐賀市役所の職員に来ていただき、生徒が政策をま

とめる際に、アドバイス等をもらった。ＬＰのアドバイスにより、考えが深まった。7 時間目に、

他クラスの生徒が考えた政策を比較し、模擬投票を行い、実践につなげた。 

 

 ④ 本時の目標 

・佐賀市の課題を解決するための政策を多面的・多角的に考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えを広げる 

考えを深める 

実践する 
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 ⑤ 本時の展開 

過程 学習内容及び学習活動 形態 教師の指導・支援 ◆資料 ◎評価 

導 

入 

１．佐賀市以外の町の

政策の例を見る。 

 

 

２．本時の学習課題と

流れを知る。 

一斉 ・電子黒板で、佐賀市以外の町の政策

を見させることにより、具体的に政

策づくりのイメージができるように

する。 

・カードを使って本時の流れが分かり

やすいようにする。 

 

 

◆電子黒板 

展 

 

 

 

 

 

開 

３．政策について考え

る。 

 ①自分の政策を決め

る。  

 ②意見交換をして自

分の政策の見直し

を行う。 

 

 

 

 

 

４．グループで政策を

考える。  

 ①グループをつく

る。 

 ②政策を出し合う 

 

 

 

 

 

 ③立候補者を決める 

 

 

 

５．政策の発表 

個 

 

 

 

ペア 

 

 

 

 

 

 

 

グ 

ル 

｜ 

プ 

 

 

 

 

 

 

一斉 

 

 

 

 

 

・今まで考えてきた、佐賀市の課題

や、インタビューしてきた内容をも

とに政策を考えるようにさせる。 

 

・自分の意見を聞いてもらったり、ア

ドバイスをもらったりすることで、

自分の政策を深めたり、改善したり

させる。 

・ペアが組めない生徒には、市役所の

方や参加の先生方と話してもいいこ

とを助言する。 

 

・話し合いがスムーズにいくように、

司会と記録係を決める。 

 

 

・グループ全員が政策を出し合うこと

によって、グループの政策を深めさ

せる。 

・佐賀市の歳入・歳出を見せ、実現可

能な政策か考えさせ、政策の優先順

位を決める。 

・他クラスの生徒（佐賀市民）が投票

することを伝え、立候補者を決め

る。 

 

・市議会議員に立候補するということ

を考えながら発表させる。 

◆グループの課題 

◆保護者インタビュ

ー 

 

◎積極的に意見を交

換し、政策を深め

ようとしている

か。 

 

 

 

 

◆名前マグネットカ

ード 

 

 

◎課題解決のために

有効な政策を考え

ようとしている

か。 

◆佐賀市のすがた 

ま 

と 

め 

６．佐賀市役所の方の 

 話を聞く。 

一斉 ・自分たちの政策と現実を比較させな

がら聞かせるようにする。 

 

 

めあて：佐賀市議会議員に立候補するための政策を考えよう 
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 ⑥ 検証と考察 

 

１ 主体的な学びの視点からの検証 

     あなたは、政治に関心がありますか」という問いに対して、事前アンケートでは、半数以上が

「どちらかと言えば関心がない」「まったく関心がない」と答えていたが、事後アンケートでは約

９０％の生徒が「とても関心がある」「どちらかと言えば関心がある」と答えていた。 

また、事前アンケートで、「どちらかと言えば関心がない・全く関心がない」と答えた生徒の理

由としては、政治は「内容が難しくて理解できない・興味をもてない」「直接大きな関わりがない

と思う」という意見があった。学習前は、政治は難しいもの、身近ではないものと感じていた生徒

が多かったが、佐賀市という身近な題材を取り上げたことで、政治を身近に感じるようになり、関

心や主権者としての意識が高まったのだと考えられる。 

また、「佐賀市議会議員に立候補する場合、どんな政策を考えるか」という問いで、主権者とし

て佐賀市の課題について考えたことから、身近な問題も議員を通して政治的に解決されていくとい

うことを学ぶことができたと考えられる。 

あなたは、政治（国の政治、佐賀県の政治
や佐賀市の政治）に関心がありますか

41%
46%

8% 5%
とても関心が
ある

どちらかと言え
ば関心がある

どちらかと言え
ば関心がない

まったく関心が
ない

あなたは、政治（国の政治、佐賀県の政治や佐
賀市の政治）に関心がありますか

50%

9%1%

40%

とても関心があ
る

どちらかと言えば
関心がある

どちらかと言えば
関心がない

まったく関心がな
い

 

 

授業後に、「あなたは３年後（１８歳になっ 

たら）投票に行きますか。」という問いに対し 

て、「投票に行きます」と答えた生徒の感想を 

みてみると、 

「1人 1人の一票で、これからの佐賀について 

決まる」 

「少しでも政治に反映させたい」 

「若者の要望に答えてくれる候補者や政党がでる」 

などの意見があり、政治に関心をもった結果、投 

票への意欲も高まったのではないかと考えられる。 

 

２ 対話的な学びの視点からの検証 

生徒は佐賀市の課題を考えた経験が浅いため、ＬＰとして、佐賀市役所佐賀駅周辺整備構想推進

室副室長をまねいた。ＬＰは「佐賀市のすがた」や「平成２９年度佐賀市議会議員選挙公報」など

の資料を活用し、専門的な立場から生徒に佐賀市の現状と課題について説明した。疑問に思ったこ

とは生徒からＬＰに質問することもあった。生徒が佐賀市の課題だと感じていることに、ＬＰが新

たな発見を見出すという場面もあり、ともに学ぶ機会となった。 

また、有権者の生の声を聞き、多面的・多角的に課題を見ていく必要があると考え、学校の先生

生徒の感想より 
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や保護者にも聞き取り調査を行った。その結果、ＬＰの意見も多様で、議論が深まりまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業後のアンケートでも、ほとんどの生徒が 

ＬＰの意見を聞くことで、自分の視野が広がっ 

たと答えている。また、単元の最後には、生徒 

による投票を行い、保護者にも投票をしてもら 

った。生徒の投票結果と保護者の投票結果が異 

ったことを知り、生徒たちは大人の目線と子供 

の目線が違うことを感じる生徒もいた。 

生徒の投票結果と保護者の投票結果を見比べ 

ると、生徒と保護者の結果が大きく異なることが分かる。特に、保護者投票で 1 位に当選してい

るＣさんは、生徒投票では、落選をしており、このことは、生徒にとってもかなり衝撃だったよう

だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者への聞き取り調査の紙 

ＬＰの説明を聞く生徒たち ＬＰから頂いた資料の活用 
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⑦ 深い学びの視点からの検証 

単元のはじめに、ＫＪ法を用いて、自分が考える佐賀市の課題を出し、グループ分けさせた。 

班で出し合った課題等をもとに、政策を考えさせた。生徒が班で考えた政策は、他クラスで投票を

行った。前もって、選挙公報を作らせ、それをもとに投票をさせた。他クラスの候補者の政策を読

むことで、どの候補者の意見が自分の意見と最も近いのかを判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年生のＡさんの選挙公報をみると、政策 

の最後に「歩道を広くする」という意見を書 

いているが、これは、ＬＰのアドバイスが反 

映されたものである。ＬＰの活用により、視 

野が広がり、深い学びにつながっていったと 

考えられる。 

   単元の最後に模擬投票を行う際、「なんとなく入れた」ということにならないように、候補者を

選ぶだけではなく、理由とさらにアドバイスを書く欄を設けた。書くことに慣れていない生徒も、

このようにしっかり自分の意見を書くことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の投票では落選したが、保護者投票では当選した生徒の選挙公報をみると、ほかの班に比べ

公約の幅が多岐にわたっている。このことが、保護者の支持を多く得た理由だと考えられる。 

   保護者の投票でも選んだ理由とアドバイスを書いてもらった。生徒の感想からも分かるように、

生徒と保護者の意見の違いから、さらに視野を広げることの大切さを感じることができた。 

資料を活用し、自分の意見を付箋に書いていく生徒たち 
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（２） 成果と課題 

成果としては、生徒の政治や地域の問題に関する関心が高まったことだと考えられる。1 票を投

じることの大切さも学ばせることができた。また、ＬＰの活用により、生徒の視野を広げたり、深

めたりすることができた。 

課題としては、ふさわしい LP を見つけることが難しいということと、生徒の意見を、どう社会

に提言していくのかということである。 
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Ⅲ 研究の成果と課題 

 

 

   

○児童生徒が地域社会やそこに潜む課題に主体的に向き合い、地域社会をよりよくしていこ 

うという意欲を高めつつあること 

小学校、中学校共に、校種や学年の実態に応じて地域社会の教材化に取り組んできた。自 

分たちにとって身近で、実生活に関わりのある事象を取り上げることで、児童生徒の学習意

欲を高めることにつながったと考える。その中で、地域社会に潜む課題に気付かせ、それを

解決していく学習過程を設定することで、「地域社会の課題＝自分たちの町の課題」という意

識を持たせながら主体的に学習に向かわせることができた。その結果、児童生徒の意識の変

容からも見られるように、地域社会をよりよくしていくべきだという意欲が高まりつつある

と言える。 

 

○地域社会を様々な目線で見つめる力を身につけつつあること 

  今年度の研究では、地域社会の教材化と共に、それに関わる地域人材の活用にも取り組ん

だ。地域人材との対話を通して調べ学習をしたり、課題に気付いたり、あるいは自分たちの

実践を試して反応を得たりする活動に取り組ませることができた。児童生徒は、今まで主観

的な目線で捉えていた地域社会の姿を、地域人材との対話を通した学習を経たことで、様々

な目線から見つめることができるようになってきている。ゲストティーチャーやラーニング

パートナーのみならず、保護者や地域住民も含めた様々な立場の人々との関わりを持つこと

ができる場を仕組むことが、地域社会をよりよくしていこうと考えるために必要な見方や考

え方を育むことにつながると言える。 

  

 

 

●児童生徒が地域社会について考えたことを発信し、自分と地域社会とのつながりをより一 

層実感することができるような手立てを講じていくこと 

地域社会を教材化したり、地域人材を活用したりしたことによって得られた成果を、主権

者としての意識の高まりへと近付けていくために、児童生徒が地域社会の課題を解決するた

めに考えたことを発信し、それに対する評価を充実させていくことが必要であると考える。

今年度の実践においても、町づくり協議会へ活性化案を提案したり、マニフェストを作成し

て模擬投票を行ったりすることで、自分たちの考えに対する評価を得る活動に取り組ませる

ことができた。そういった活動の効果を更に高めるためには、発信する主張の質を高めたり、

発信後に得られた評価を振り返って自分たちの考えを再考したりする活動等が必要となるの

ではないかと考える。しかしながら、限られた授業時数の中でそれらを改善し、実践してい

くことは容易ではない。したがって、児童生徒が地域社会の課題の解決策の質を高めること

ができるような手立ての工夫や、単元構成のあり方の再検討が必要であると考える。 

また、児童生徒が地域社会の事象に対する関心を高めることができているのか、授業や学

校以外の場面でも見取っていくことができる方法についても検討していきたい。 

 

成果 

課題 
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      研 究 同 人 一 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年度    佐賀市教育研究所     課題研究部  

 

所 長  佐賀市教育委員会学校教育課      課 長   中村祐二郎   

顧 問  佐賀市立富士小学校          校 長   小川 徳明 

顧  問  佐賀市立城北中学校          校 長   加藤 吾郎 

 

所 員  佐賀市循誘小学校            教 諭  中村 希望 

所 員  佐賀市立鍋島小学校          教 諭  橋爪 健太    

所 員  佐賀市立川上小学校          教 諭  江口 将史 

所 員  佐賀市立春日北小学校         教 諭  田川 雄基 

所 員  佐賀市立三瀬小学校          教 諭  菖蒲 彩 

所 員  佐賀市立成章中学校          教 諭  田原 典尚 

所 員  佐賀市立城南中学校          教 諭  山口 真美 

所 員  佐賀市立城東中学校          教 諭  浪瀬 大樹 

所 員  佐賀市立城西中学校          教 諭  横尾 亮秀 

所 員  佐賀市立思斉中学校          教 諭  吉末 恭亨 

 

事務局     佐賀市教育委員会学校教育課   指導主事  行徳 武彦 

事務局     佐賀市教育委員会学校教育課   嘱託職員  大久保美奈子 
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あ と が き 
 平成 27 年 6 月 17 日に公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、同年 6 月 19 日に公布されま

した。改正法の成立に伴い、選挙権を有する者の年齢が満 18 歳以上に引き下げられました。改正法

により、未来の日本の在り方を決める政治についてより多くの世代の声を反映することが可能にな

る一方で、国家・社会の形成者としての意識を醸成するとともに、課題を多面的・多角的に考えて、

自分なりの考えをつくっていく力を育むための「主権者教育」がこれまで以上に重要になってきま

す。 

 そのような中で、平成 29 年 3 月 31 日に新しい学習指導要領が告示されました。「社会に開かれ

た教育課程」の実現を目指し、カリキュラム・マネジメント、目指す資質・能力、主体的・対話的

で深い学びなど指導方法や学習評価の充実・改善、道徳教育、特別支援教育、プログラミング教育、

外国語等新たな内容や改善すべきことが明示されました。来年度から小学校は、２年間の移行期間

に入ります。学校現場では、教育課程の見直しなど、早急に取り組んでいかなければならない課題

が山積している状況です。 

このような教育の流れの中で、佐賀市教育研究所では課題研究部の研究の方向性として、「主権者

として求められる力を育むために、どのような考え方で、どのような指導を行っていったらよいの

か」という「主権者教育の推進・充実」に向けた研究に取り組むことになりました。 

研究を始めてしばらくは、小中学校の発達段階の違いや学習内容の違いなどから、思うようなキ

ーワードが見つからずなかなか研究が進みませんでした。毎月の研究所員会において、「主権者と

は？」「市民性とは？」「授業レベルで考えると？」「どんな児童生徒に育てるのか？」と議論を繰り

返すことで、「よりよい社会の実現」「主体的に」「社会に関わる」等の言葉がキーワードとして所員

の中に共有化され、小学校部会は「地域社会とつながる基盤の育成を目指して」、中学校部会は「主

権者として求められる力を育む」というサブテーマが決まり、所員の先生達の授業実践がスタート

しました。 

小学校部会では国語科や社会科、総合的な学習で横断的な取り扱いをしながら、地域に潜む課題

の解決に向けて思考する学習活動を仕組んでいきました。地域社会の事象や人材とつながる単元を

工夫し授業実践を重ねることで、地域社会に対する見方が多様になり課題を見いだすことができる

ようになりつつあります。中学校部会では、主権者教育が単に政治のしくみについての知識習得に

終わるのではなく、社会の一員として生徒に地域の課題解決を主体的に担う力を身につけさせるに

は、どの単元でどのような課題を設定することがより効果的であるかを検討していきました。自分

の住む「まち」にスポットをあてたこと、ラーニング・パートナーを家庭や外部に求めたことは、

教科書からだけでは得られない主体的な学びにつながりました。人材発掘の重要性やその情報共有

の必要性など、今後研究を進める上で布石となっていくと思われます。 

最後になりましたが、課題解決に向け熱心に取り組んでいただいた所員の方、ご指導・ご助言を

いただきました佐賀市教育委員会指導主事の先生方に深く感謝申し上げます。本研究の取組が各学

校や先生方の取組の一助になることを願っています。 

   佐賀市教育研究所 課題研究部顧問   富士小学校 校長 小川 徳晃（小学校） 

                      城北中学校 校長 加藤 吾郎（中学校） 



 

 

 

平成２９年度 

佐賀市教育研究所 児童生徒理解部 
 

 

 

研究主題 
 

 

 

   児童・生徒の自己有用感を育む集団づくり 

～小中の連続性を図る学習集団づくり・授業づくりを通して～ 
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Ⅰ 実践調査活動の取り組み概要 

１ 研究主題 

 (1) 主題名 

       児童・生徒の自己有用感を育む集団づくり 

 ～小中の連続性を図る学習集団づくり・授業づくりを通して～ 

 

 (2) 主題について 

   児童生徒理解部では，佐賀市の教育課題の一つである不登校児童・生徒の未然防止や早期復帰

に向けて研究を深めてきた。これまで，研究主題を「認め合う学級集団づくり～自己肯定感を高

め，よりよい人間関係の構築を探る～」（H25・26）、「児童・生徒の社会性を育む集団づくり～

自己有用感をもてる集団づくり～」（H27・28）として研究が継承されている。前回の研究で「自

己肯定感」につながる「自己有用感」に焦点をあて，学習集団づくり部、授業づくり部で他者と

の関わりをより積極的にし，自己有用感を高めるための実践研究が進められた。 

そこで，これまでの研究の成果を生かし，残された課題を検証し，研究を更に深めることが佐

賀市の教育課題の解決に結びつくと考え，本主題を設定した。 

○自己有用感：人の役に立った、人から感謝された、人から認められた、という自分と他者と

の関係を自他共に受け入れたことで生まれる自己に対する肯定的な評価 

 

２ 研究内容 

  (1) 学習集団づくり部 

『自分のよさを見つけ、自己有用感を高めるための実践方法』 

他者からの承認を得ることにより、自分のした事が認められていることを実感し、個を成長

させ、更に高まった集団づくりを行う。 

  (2) 授業づくり部 

     「児童・生徒の自己有用感を育む授業づくり」 

      ～児童・生徒が、主体的に取り組む授業の中で、 

自己有用感を感じられるよう様々な工夫を取り入れた授業の実践～ 

    授業の中で様々な工夫を行い、すべての児童・生徒が、授業後に自己有用感を感じられるよ

うな授業づくりを目指す。 

 

 ３ 研究の方法 

  (1) 学習集団づくり部 

自己有用感に関するアンケート「よりよいクラスにするためのアンケート」や「Q―U テス

ト」の結果を参考にして、よりよく人間関係を築くための手立てを探り、小学校と中学校で情

報交換をしながら実践に取り組む。 

  (2) 授業づくり部 

     児童・生徒が主体的に取り組む授業において、自分の意見や考えが、授業や周囲の児童・生

徒にとって、役に立っていると感じられる環境づくりを行い児童生徒の変容を探る。 
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Ⅱ 学習集団づくり部 

 （1）研究の概要 

   ① 本研究の主題 

  『自分のよさを見つけ、自己有用感を高めるための実践方法』 

   ② 主題について 

     学習集団づくり部では、自己を見つめ直すために「よりよいクラスにするためのアンケート」

と称してアンケートを作成・実施した。その結果、小・中学校共通して「他者からの承認」が

低いことが分かった。また、小学校と中学校を比較すると、思春期を迎えている中学生が、ど

の項目についても小学生よりも割合が低くなっていた。 

 自分のよさがあったり、自分は頑張っていると感じたりしている反面、その良さを本人が素

直に認められていないように思う。一例として、行事の実行委員となり責任をもって行ったが、

これは仕事だからと思い人の役に立っていると捉えていないことがあった。実際「よりよいク

ラスにするためのアンケート」の「クラスの人の役に立っていると思うか」の項目では、とて

も思うと答えた生徒が 10.1％となっている。逆にあまり思わないと答えた生徒は 48.8％とほぼ

過半数に達した。そこで、学習集団づくり部では今年度も他者を承認する場を継続していく。

また、道徳や学活など、小中一貫となって取り組める場を設定し、発達段階に応じた声かけを

意識しながら自己有用感を高めることで、自分のよさを認められるようにしたいと考え、本主

題を設定した。 

③ 研究の内容と方法 

次の 3 点を重点的な手立ての柱として取り組む。 

 ア 自己を見つめ直すための「よりよいクラスにするためのアンケート」や Q-U テスト学級

の変容を考察する。（６月と１２月に実施） 

イ 「ぽかぽかカード」「きずなカード」「４の２郵便ポスト」「わがクラスのキラリさんをお

教えしよう」など、可視可することによって、承認感を得ることにつなげていく。 

ウ 小中学校所員の授業案を通して、互いの実践を知り、シェアリングする。 

エ 道徳・学活を通して個性の伸長をはかり、更にクラスがレベルアップできるよう取り組む。 

 

  （2）具体的な実践 

ⅰ 神野小学校  小宮 良基  ４年生「オリジナルサインを作ろう」 

ⅱ 高木瀬小学校 松田 洋子  ６年生『ぽかぽかカード』の取り組み 

ⅲ 春日北小学校 古賀  美奈子 ６年生「６の１大作戦（きずなカード）」    

ⅳ 城北中学校  小池 有紀  ２年生「NO.１探し」 

ⅴ 芙蓉中学校  石田 広野  ２年生「体育大会・文化発表会活動の振り返り」 

ⅵ 金泉中学校  竹下 沙弥香 ３年生「開発的生徒指導【出番・役割・承認】」  
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【行事】 

体育大会 

〇特活的役割(集団作り) 

ⅰ．【神野小学校 第４学年実施】 

①ねらい 

 人の役に立ちたいという思いを持ち，自分で進んで考えて，係活動や，当番活動に熱心に取り組

んでいるものの，友達から評価されているという実感が乏しいのが本学級の実態である。アンケー

トの結果を見ても，自分は人から評価されていないと考えていたり，自分には良いところが無いと

考えている児童が一定数見受けられることから，それらの児童も充実した学校生活を送れるよう意

図的・計画的に指導をしていきたいと考えた。そのために，関連構想図(学習集団作りの年度計画)

を４月に作成し，児童の発達の様子に合わせて加除修正しながら目標に向かって指導をしようと考

えた。具体的には，道徳・特別活動・日常活動を関連付け，それらを単独で扱うのではなく，横の

つながりを意識して指導することでより子供達の態度の変容に沿う指導を目指した。また，学級内

の掲示物にも個人のよさや頑張りを称賛する(ありがとう・よさ見つけカード)，互いの長所と短所

を知り認めあう雰囲気づくりをめざす(認め合いの木)場を設定した。 

②関連構想図(学習集団作りの年度計画) 

各教科・総合的な学

習の時間 
道徳の時間と児童の意識 学活 

日常活

動 

   
★学級通信の由来を伝える。 

「カレーライス」 

具材のひとつひとつ(一人一人)

が無くてはならない存在である

こと。 

 
★オリジナルサインを作ろう 

★ポストを作ろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【めざす児童像】 

一人一人が学級という集団においてなくてはならない存在であることを実感し，自身を有用である

と感じる児童 

【めざす学級像】個の違いを認めることができる受容力のある学級 

『暖かい言葉』(学研) ２－（２）思いやり 

 相手にとっての親切心と、自分が考える親切心が時

に異なることに気づく。 

『ばんざい大きな花まる』（学研）１－（５）個性伸長 

 落ち込んでいる友だちを元気づけるのは励ましの言

葉がたくさんあふれる学級の力であることに気づき、

自分も学級の一員として友だちと支え合って、楽しい

学級を作っていこうとする態度を育てる。 

「
あ
り
が
と
う
・
よ
さ
見
つ
け
カ
ー
ド 

掃
除
・
給
食
当
番
【
時
間
目
標
・
感
謝
・
承
認
】 

 

【体育】 

「ティーボール」 

〇グループ内での役割 

『よせなべ』４－(４) 協力，１－（５）個性伸長 

 具材がそれぞれの味を染み出すことで美味しい鍋が

できるように、一人一人の存在が無くてはならない。 

 

『勇気の缶詰』（日本標準）1－(４) 勇気 ４－(２) 勤労 

役に立つと思った事を自信をもって行う態度を養う。 

『オールフォー○○？ 』２－(３) 信頼・友情 

 「周囲のために」と「自分のために」の場面分け。

支えあう集団になるために取るべき行動について考

え、信頼できる友達関係づくりを目指す。 

【国語】 

「ヤドカリとイソギンチ

ャク」相利共生について

学習する。 

【音楽】 

「盲学校との交流会」 

〇交流を通して自分を表

現する。相手が求めてい

ることやしてほしくない

ことについても考える。 

【図画工作】(鑑賞) 

「絵具で夢の模様」 

○個性の伸長、違いや

よさに目を向ける。 

★みとめ合いの木を 

植えよう！ 

 自分の得意なこと、苦手

なことをそれぞれ気に張り

付ける。『それぞれに違うか

らこそ出せる味』に気づき、

補い合う態度を育てる。 

★親切な行動ってなんだ？  

バスの中で席を譲るのは？

当番活動の手伝いは？一緒

に問題を解くのは？→何を

すればよいかわからない→

友達がしてほしい行動を具

体的に知る。 
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②実践 

ア 授業実践 

 １） 学級活動「オリジナルサインを作ろう」 

特別活動「オリジナルサインを作ろう」の授業の様子である。子供達一人一人が自分だけのオリ

ジナルサインを考えた。そして，それぞれ作品を黒板にはり，工夫したところを発表した。このサ

インは，道徳や日常活動で用いる。子供達にも見通しをもたせ，『いつでも，簡単に』かけるもの

にしようと約束して事サインを作成させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２） 「勇気のかんづめ」１－(４)勇気 ４－(２)勤労 

道徳で取り組んだ，「ゆう気・勤労」に関する授業である。単元名は『勇気のかんづめ』で，勇

気を出して行動してみようというめあてのもと，自分の普段の生活を振り返ったり，勇気を出して

行動してみたいという気持ちを，学級内で１学期から使ってきた心のメータ―に表した。授業の終

末で友達へインタビューをする活動を行った。高学年に入り，人間関係が固着している子供達がい

る現状であるが，そのような実態の中でも子供達はサインをもらうためにできるだけたくさんの友

達と，進んで，インタビューや受け答えをする様子がうかがえた。子供達の感想の中には，「サイ

ンをもらいたかったからがんばったけれど，後から考えたら，ゆう気を出してよかったなと思った」

というものもあった。役に立ちたいと思っていながらも，行動に移すことができないという児童の

実態を尐しでも変えるきっかけになったのではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 「ポストを作ろう」 

以下の道具は日常活動の「ポストを作ろう」で用いたものである。左の紙がハガキで，自分のオ

リジナルサインを小さな紙に書いて切手として使用する。友だちへの手紙や，絵葉書，２学期の終

わりには年賀状を書いたりして楽しんで活動することができた。ポストの中身は，毎日帰りの会の

後に担任がチェックし，係活動の中の一つ計画係の３名の児童が世話係として進んで活動をするこ

とができた。手紙を書くだけでは，進んで書こうとしなかった児童も，自分のサインを使うと，進

んで書く様子が見られた。このように，道徳，特別活動，そして日常活動と，それぞれを別々に取
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り扱うのではなく，横のつながりを意識して年度の初めに計画を立てることで，こうなってほしい

という子供像と道徳的な価値，また日々の係活動や行事についても担任がそれぞれの目的を意識し

た指導を行うことができた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「日常の活動での実践」 

１) ありがとうカード よさ見つけカード 

 児童同士で送り合うのが「ありがとうカード」と「よさ見つけカード」である。毎週一回金曜日

の帰りの会の時間に書く時間(定期的な取り組み)，行事ごとに各時間(行事と関連付けて)を設けた。

自分は友達から認められていないと考えていた児童も，自分の良さや頑張りに改めて気づくことが

でき，客観的な目で自己を振り返る機会となった。学級全体で共有し可視化することで得られた成

果だった。 

 
 

２）「みとめ合い」の木・誕生日ボード 

認め合いの木は「得意なことはかけ算」「苦手なことはり算」をしようというめあてで４月に児

童と作成した。児童一人一人が，得意なことと苦手なことを星形の紙に書き壁に貼っていった。自

分の自己紹介も含めた取り組みとした。また，児童から誕生日ボードでお祝いしたいという要望が

あったことから作成したものが誕生日ボードである。お祝い・誕生日係が主にお世話をし，給食の

時間にみんなでおめでとうの乾杯をしたり，手作りのプレゼントをあげたりしている。誕生日の児

童は，自分の誕生日をみんなで祝ってもらえるのが嬉しいと感想を持っていた。 
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③研究の成果と課題 

ア 成果 

 熱心に取り組んでいるものの，友達から評価されているという実感が乏しいのが本学級の実態で

あったことから，関連構想図(学習集団作りの年度計画)を作成し，児童の発達の様子に合わせて加

除修正しながら目標に向かって指導を行ってきた。特に，道徳・特別活動・日常活動を関連付け，

それぞれ単独で扱うのではなく，横のつながりを意識して指導することでより子供達の態度の変容

に沿う指導を目指したが，子供達の変容は芳しいものではなかった。しかし，今回の取り組みで学

級の学習に向かう雰囲気，行事に取り組む様子はとても良くなった。今回は，【１－(４)勇気 ４

－(２)勤労】に焦点を当てて道徳の授業を仕組んだが，求める価値の見直しも必要ではないかと考

えた。学級内の掲示物については，児童から肯定的な意見が多かったことから，一定の効果はあっ

たものと考える。 

イ 課題 

自分が頑張っていることや友達のために働いていることを知らせるための取り組みが必要であ

ると考える。「ありがとうカード」「よさ見つけカード」以外にも，可視化できる取り組みを探って

いきたい。また，全体での課題でも上がっていた通り，友達から「よさや頑張り」を伝えてもらっ

ているが，自分への自信につなげることができていなかった。そこで，他者からの承認を得て，自

分自身を見つめる活動を仕組む必要があったと考える。 
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ⅱ．【高木瀬小学校 第３学年実施】 

① ねらい 

６月に児童・生徒理解部アンケートを実施した。そのアンケートでは、「人の役に立っているか」

という項目において、半数の児童が“あまり思わない・思わない”と感じており、理由をみると、

「役に立っているかどうかわからない。」「役に立とうと思っていてもできていない。」と書いていた。

さらに、「認められたり、褒められたりするか」という項目でも３割の児童が“あまり思わない・思

わない”と感じているということが分かった。理由を見ると、「褒められたことがあまりない。」「褒

められるようなことをしても友達が見てくれない。」という理由だった。一方、“とても思う・思う”

と感じている児童は、「“ありがとう”と言ってもらえた」とか、「“すごいね”と言われた」など、

何らかの形で友達が自分に返してくれているということが分かった。「自分のことが好きか」という

項目においては、７割の児童が“とても好き・好き”と答える一方で、「すごいことがない。」「自分

にはいいところはない」などの理由から自分のことを好きだと言えない児童もいることが分かった。 

このことから、児童が認められたり、褒められたりする場、誰かのために自分の力を発揮できる

場を設定し、何らかの形で自分の存在やよさを感じられることができれば、児童が自分自身のこと

をもっと好きになり、自己有用感の高まりにつながるのではないかと考え、実践を行った。 

② 実践 

ア 日常の活動での実践 

１） いいところ探し ～『ぽかぽかカード』の取り組み～ 

 クラス全員の名前の書いたカードを一人一人に配布し、「友達の

いいところ」「頑張っているところ」「ありがとうと伝えたいこと」

などを見つけてカードに書かせ、一人一人のカードポケットに入

れるという活動を行った。カードポケットは廊下の壁に貼り、カ

ードをいつでも見られるようにした。貯まっていくカードをいつ

でも見ることができ、自分のカードだけでなく、友達のカードも読む姿が見られた。クラス全員の名

前が入っているカードを準備することで、特定の誰かに偏ることなく、クラス全員に目を向けてカー

ドを書くことができた。そのことで、普段はあまり関わりが薄い児童同士でも、カードの交換を通し

て関係を作ることにつながったと思われる。さらに、貯まったカードは、『ぽかぽかノート』に貼る

ことで、自分のよさを視覚的に感じられるようにした。２学期末に実施したアンケートでは、９７％

の児童が「ぽかぽかカードの取り組みをして、とてもよかった・よかった」、９５％の児童が「カー

ドをもらってとてもうれしかった・うれしかった」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

＜カードポケット＞    ＜ぽかぽかノート＞        ＜ぽかぽかカード＞ 

 

 

＜アンケートから分かった児童の気持ち＞ 

言葉で残ることで自分のよさを実感できるということが分かった。 

ありがとうの気

持ちを伝えるカ

ード 

友達の行動の

「おかげで」わ

かったと感謝

するカード カードと同じ大き

さの枠の中に貼っ

ていきます！ 

＜友達からもらったカードを読む児童＞ 
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２） みんなのがんばりを貯める ～『花丸集め』の取り組み～ 

  クラスの友達が頑張っていたり、褒められたりしたら「花丸」を付けよう！そして、その花丸がク

ラスの人数の３８個貯まったら学級活動の時間に「花丸パーティー」をしよう！ということから始ま

ったのが『花丸集め』の取り組みだった。＊全校放送でほめられた ＊児童会の放送でほめられた ＊

他のクラスの先生にほめられた ＊担任がいなくても自分たちだけで考えて行動できた など、とに

かくほめていく。個人だけでなく、学級全体のいい姿をほめ、それを花丸という形で可視化（教室の

入り口にマグネットを貼っていく）することで、友達や学級のよさが増えていくことへの喜びを共感

し、学級集団としての高まりがみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 授業実践 

 関連構想図に沿って、自己有用感を高める単元を仕組んだ。道徳では、「個性の伸長」「友情・信頼、

助け合い」「思いやり・親切」「勤労」の項目で授業を行い、他者との関わりの中で自分のよさを見つめ、

相手のよさを大切にしていこうとする態度を育てることをねらいとした。また、誰かのために自分がで

きることはないかと考え、行動すること、学級集団の中で友達のよさを味わうことなど、自己有用感を

高める手立てを探っていった。 

 

 

 

 

 １２月の人権週間に合わせて行ったのが上記の教材を使った授業だった。まず、「わたしのすきなこ

とは？」というテーマで７つの項目（本を読むこと、外で遊ぶこと、パソコンやゲームなど）について

好きかどうか〇をつけていく。（別紙資料②）つけさせた後、一つずつの項目の答えを挙手であげさせ、

友達と自分の回答が違っていても共感的に受け止められるようにした。そのあと、自分の好きなことや

好きなものについて、ワークシートに書いていく。（別紙資料③）自分はどのようなことが好きなのか

を考え、自分自身を見つめ直す時間で悩みながらも答えを書いていった。書くことも強制はせず、書け

るところから書ける分だけ書くようにした。その後、グループになり、一人ずつ３つの項目について発

表していく。他の人は、好きな理由や詳しく聞きたいことなどを順番に質問し、交流を深めた。グルー

プ内で全員が発表することで、友達のことを知る機会となった。 

 

 

 

＜質問をし合うグループの様子＞ 

  活動の最後には、「自分らしさ」の大切さに 

ふれ、自分のことも他の児童のことも同じように大切に思ってほしいということ、お互いの大切さを

認めあっていくことを伝えた。『いいなと思う「自分」』のコーナーには全員が自分のよさについて、

自信を持って書くことができ、自分にはいいところがあるということを再確認していた。 

「第１回花丸パーティー」より 
自分たちでプログラムを考え、みんなが楽しく過ごす時間を作っていっ

た。友達がいるから楽しいという思いを味わった。 

「第２回花丸パーティー」より 

今回は、「ハロウィンパーティー」にしたいという児童の思いが形になっ

た。パーティーを通して、児童同士の関係を強めていった。 

『とってもいいね、自分らしさ あなたらしさ！』（「男女共同参画啓発鋼材 小学生（中学年）対象 みんなちがってみんないい」より） 

◎ねらい                                      （別紙資料①） 

 一人一人にはちがいがあり、それは大切な「自分らしさ」であることに気づく。また、好きなものや好きな

ことを考える活動を通して自他の個性を肯定的に捉え、お互いを尊重し合うことの大切さに気づく。 

私の将来のゆめは、保育士です。 

どうして保育士になりたいんですか？ 
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③ 実践の成果と課題 

ア 成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アンケート結果を比べてみると、伸びには差があるものの、どの項目においても肯定的な回答が増え

ていた。友達のよさを見つける活動を通して、新たな友達発見や友達との関係強化につなげ、また、自

分のよさを知ることで自信につなげることのできた結果だと考察した。友達からの目に見えるアプロー

チは児童の自信と変わり、自分を好きだと思える児童を育むのではないだろうか。誰かのために自分が

したことを認めてもらえることは、児童の自己有用感を高めることができると考える。さらに、「クラ

スに居場所はあるか」というアンケート項目の結果が、６８％➡８１％に伸びていたことから、本実践

を通して、たくさんの友達と関わりを持つことで、安心して生活できる学級に高まったことが伺える。

“このクラスでよかったな”と思える学級に近づいていくことは、一人一人の自己有用感が高まったか

らこそ得られるものだと思う。 

イ 課題 

 本実践において、学級全体としてみると伸びを感じられたが、児童一人一人を個人レベルで考察する

と、伸びがあまり感じられない児童も見られた。友達から褒めてもらっても自信につなげられなかった

り、自分では役に立ちたいと思っていても、行動に移すことができなかったりなど様々である。また、

日頃から当番の仕事、係活動などまじめに取り組むことができるにもかかわらず、自分は役に立ててい

ないと思っている児童もおり、自分のやっていることが、学級や友達の役に立っていることに気づいて

いないということもあるように思う。今後も授業や日常活動の中で称賛する場、活躍できる場、認めあ

える場を設定するとともに、児童自身が褒められたいと思うことに焦点を当てられるように、自分の頑

張りを発揮できる場を設定することも大事だと考えた。児童自身がさらに自分のよさを味わえるような

学級をめざしていきたい。 

自分への自信（自分のことが好きか） 
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自分の存在感（役に立っていると思うか） 

他者からの承認（褒められるか、認められているか） 他者への貢献（役に立とうとしているか） 
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児童・生徒の自己有用感を育む集団作り ＜他教科との関連構想＞     高木瀬小学校３年 

各教科・総合的な学習の時間・行事 道徳 特別活動 日常活動 

『水泳大会』（９月） 

 ・自分自身の成長を知る 

 ・友達との協力 

 

 

【総合】 

『野菜作り』（９月～） 

 ・野菜の世話 

 ・友達との協力 

 ・野菜の生長への喜び 

 

『異学年交流』 

（５年生との交流） 

 ・５年生と仲良く 

・５年生を喜ばせる 

 ・友達との協力 

 

 

【図工】 

『読書感想画』９月 

『スケッチ』１０月 

 ・表現の楽しさ 

 ・作品への愛着 

 ・友達の作品のよさみつけ 

 

 

『バス遠足』（１０月） 

 ・班行動⇒自分の役割 

 

 

 

『人権集会』（１２月） 

 ・人権ついての学習 

 ・全校集会での発表 

 

 『２学期の目標を決めよう』 

自分の得意なこと・苦手なことをふりかえ

り、２学期の目標を決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『５年生ともっと仲良くなろう！』 

 ・「なかよしパーティー」をしよう！ 

 ・感謝の気持ちを形にしよう！ 

『花丸パーティーをしよう！』 

 ・友達ともっと仲良くなろう！ 

 ・みんなでがんばりをほめよう！ 

 

 

 

 

『ぽかぽかタイム』 

自分がもらったぽかぽかカードをノー

トに貼り、カードを読む。 

 

 

 

 

 

 

 

【めざす児童像】 

 

【めざす学級像】 

 

【学級目標】『３・３・１！』～笑顔・元気・やさしさ１～キラキラ輝け！ぽかぽか３年３組 

誰かのために役に立つことに喜びを感じ行動できる子・互いのよさを認め合い伝え合える子 

一人一人に居場所があり、温かい学級・友達と一緒に活動できる学級・友達を受け入れ認め合える学級 

「
い
い
と
こ
ろ
探
し
」（
ぽ
か
ぽ
か
カ
ー
ド
） 

「
花
丸
集
め
」 

「
一
人
一
役
当
番
」 

「
係
活
動
」 

「
そ
う
じ
・
給
食
当
番
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

（
帰
り
の
会
） 

『友達のいいところを見つけよう』 

友達の頑張っているところ、誰かのために

行動しているところなどを見つけ、伝え合

うことでよりよい学級集団を作ろうという

意識を高める。 

『うれしく思えた日から』（わたしたちの道徳） 

１－（５）個性の伸長 

自分のよさを見つけ伸ばしていく

ことが自分の自信になることに気

づき、もっと自分を高めていきた

いという意欲を高める。 

『３の３について知ろう』 

１学期にとったアンケートの結果を提示

し、３の３のことを知る。 

『明るくなった友達』（学研） 

２－（３）友情・信頼、助け合い 

相手の身になって考え、だれとでも仲

良くし、困っている人に気づいたら、

進んで助けようとする心を育てる。 

『よいところビンゴ』（エンカウンター） 

自分が考える自分のよさと、友達が考える

自分のよさを比べることで、新しい自分の

よさに気付き、自分のよさを伸ばし、高め

ようとする気持ちをもつ。 

自分にもいいとこ

ろがあるんだ！ 

自分にできること
はないかな？ 

『やさしい人大さくせん』（東京書籍） 

２－（２）思いやり・親切 

お互いに幸せな気持ちになれるよ

う、親切な行為を続けていこうとす

る意欲を育てる。 

『がんばってるね！係活動』 

（エンカウンター） 

たがいの係活動のがんばりをふりかえり、

よさを認めることができる。 

『わらじ作り』（学研） 

４－（２）勤労 

二宮金次郎のわらじ作りの話を通し

て、自分にできることを考え、進んで

人の役に立とうとする態度を養う。 

『とってもいいね、わたしらしさ あなたらしさ！』 

（エンカウンター） 

自分はどのようなことが好きなのかを考え

たり、他の人の発表を聞いたりする活動を

通して「自分らしさ」を感じ、それを肯定

的に捉え、自分を大切に感じる気持ちを育

てるとともに、他の人の大切さも認めよう

とする気持ちの育成につなげる。 

『とってもいいね、わたしらしさ あなたらしさ！』 

（「男女共同参画啓発鋼材 小学生（中学年）

対象 みんなちがってみんないい」より） 

一人一人にはちがいがあり、それは

大切な「自分らしさ」であることに

気づく。自他の個性を肯定的に捉

え、お互いを尊重し合うことの大切

さに気づく。 

自分にできること
はないかな？ 

みんなのために
なることを考え
てみよう！ 

みんなちがって、み
んないい！ 
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ⅲ．【春日北小学校 第６学年実施】 

①ねらい 

 本学級の児童は最上級生という立場から、委員会や縦割り活動リーダーなど学校内でも多くの役割を

担っており、４月当初から学校のためにみんなのために頑張りたいという意欲を持っていた。また、学

級内でも当番活動や係活動を真面目に行っている児童も多くいる。６月に行った児童・生徒理解部アン

ケートでは、「役に立とうとしていますか。」という項目では約７７％の児童が「よくしている・してい

る」と答えている。しかし、その理由を見てみるとほとんどの児童が「当番をしているから」と答えて

いる。そこには、「当番をするのは当たり前」「与えられた仕事だからこなしている」といった気持ちが

推測できる。そのため、当番の仕事はしているがそれが学級や友だちの役に立っているかわからないと

感じていた。実際にアンケートの「役に立っていると思いますか。」という項目では「とても思う・思

う」と答えた児童は３５％で全質問項目において一番低い数値となった。そこで、まず自分の役割、当

番の仕事を果たすことで、学級のため、級友のためになっていることを感じさせる活動を行い、役割を

果たすことの重要さに気づかせたい。さらに、当番活動だけでなく自分の良さを生かして、学級のため

にできることを見つけさせ、それによって人の役に立つ喜びを味わわせたい。自分の良さやがんばりに

焦点を当てた承認の言葉を他者から受けることで児童の自己有用感を高めていくことをねらいとし、本

実践を行った。 

 

②実践 

ア 日常活動のいいところ見つけ 

『つながろう ６の１大作戦 （きずなカード）』 

  この活動を始めるにあたって、学級活動の授業を行った。授業の中で「役に立っていますか。」（肯

定回答３５％）と「自慢できるところがありますか。」（肯定回答５２％）のアンケート結果を示し、

肯定的な回答をしている人が尐ないということを伝えた。また、アンケート結果とともに二人の児童

の写真を示した。「役に立っていない」と答えた児童（応援団長・学級のリーダー的存在）、「自慢で

きる所はない」と答えた児童（勉強、運動が得意）の二人の児童の写真を示すと、口々に「そんなこ

とはない。」とつぶやいていた。では、なぜ二人はそのように感じているのかを話し合い、互いに感

謝の思いや良さを認め合っていることを伝えていないからだという考えに達した。この授業からいい

ところ見つけ（「きずなカード」）の活動を始めた。 

 「きずなカード」には、「感謝の思い」「頑張っていることの承認」「自分以外の友だちに対する思い

やりの言動の承認」を書き、交換させた。もらったカードはノートに貼り、いつでも見られるように

した。次第に友だちからの温かい言葉が書かれたカードが貯まっていくことを喜ぶ雰囲気が学級全体

に広がっていった。運動会や修学旅行などの行事の後には，特別版として、行事の中での言動に焦点 

を当てて書かせ、６年生としての活躍を互いに褒め合うことができた。 

 

 

 

 

 

＜きずなカードの記述＞ 

・みんなが発表できずに戸惑っているとき、必ず手を挙げていてす

ごいと思ったよ。みんなが助かっています。 

・私が頭が痛いときに一番に気づいて「大丈夫？」と声をかけてく

れてありがとう。 
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イ 学習集団づくりプログラムにおける授業実践 

【学級活動】『進め！やるぞ！みんなのためにはたらき隊！！』 

まず、学校生活における自分の役割やこれから学級のため 

に自分ができそうなことを考え、「みんなのために働く」と 

いうこと達成するための行動目標を立てさせた。そして、３ 

週間という期間を決め、集中して取り組ませた。活動期間中 

には、帰りの会で「がんばりカレンダー」に自己評価（◎○△） 

を書かせ、その日の振り返りを友だちと話し合う時間を設けた。 

この時間を設けることで互いに何を頑張っているのかを知り合 

うことができ、頑張りを見合う焦点を定めさせることができた。 

話し合い活動だけでなく、メッセージカードに書いて働く姿を褒めたり、感謝の気持ちを伝えたりす

る活動も入れた。友だちからの感謝の言葉や承認の言葉をもらうことで、役に立てていると実感する

児童が多くいた。 

【道徳】『うちら「ネコの手ボランティア」』 勤労・公共の精神 

  学級活動の取り組みを始めて２週間ほど経ったところで、本授業を行った。本授業では誰かのため

に自分にできることを見つけ、行動することで相手の役に立つことができ、そのことが自分の喜びに

もなるということ、それが人の役に立つ喜びであるということに気づかせることをねらいとした。授

業の後半では、学級活動での取り組みを想起させ、友だちからもらったメッセージカードを読み返し、

自分の行動が友だちに喜んでもらえていることを改めて感じていた。また「ありがとう」「助かるよ」

といったカードをもらったときの喜びを思い出し、「自分もみんなの役に立てている。」「頼りにされ

て嬉しい。」と人の役に立った、必要とされたと実感していた。 

 

  このように学級活動－道徳を関連させて行うことで、行動面、心情面ともに自己有用感を高めるた

めのアプローチをかけることができた。まずは学級活動においてみんなのために働くという行動を起

こさせ、行動しているときの気持ちや他者からの感謝、承認の言葉で感じた気持ちなど、実際に自分

で体験して、どんな気持ちがするのかを感じさせた。その後、道徳の授業において、その時の気持ち

について考えさせ、価値づけていった。自分の行動や感じた気持ちが価値づけされたことにより、そ

の後の学級活動の取り組みへの意欲が高まり、さらに日常生活へとつながっていくものとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜児童の感想＞ 

（道徳） 

・今、働き隊をしているけど、私が「ありがとう。」と言われたときに人の役に立てて嬉しいなと思ったことを思い出し

た。これからもたくさん自分がしてもらってうれしくなるようなことを人にしていきたい。 

・人の役に立つことは本当に嬉しいことだと思った。働き隊では、自分の仕事の後、人の手伝いをするという目標を立

てているので、それができるときっと喜んでもらえると思う。だから達成したい。 

（学級活動）※この感想は全ての取り組み終了後、道徳の授業より後に書いたもの 

・ぼくは自分にできることをやって、そうしたらみんなのためになるとわかって、「役に立つ」の見方がとても変わった。

こんなにも自分のいいところがあるなんて思いもしなかった。みんなから頼りにされて嬉しかった。 

きずなカード（写真） 

学級活動ワークシート 
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③実践の成果と課題 

ア 成果 

 ６月と１２月のアンケート調査を比較すると（図１）、 

「人の役に立っていますか。」という項目において、 

「とても思う・思う」と回答した児童が１２人から 

２４人に増えた。児童が互いに感謝を伝えたり、頑張 

りを認めたりしあう活動を日常活動、学級活動、道徳、 

行事などさまざまな場面で行ったことにより、「自分の 

行動はみんなの役に立っている。」と実感できた児童が 

多かった。以前は「人の役に立っているかわからない。」 

と感じていた児童も自信を持って、「役に立っている。」と感じられるようになったことが意識の変容に

つながったと考えられる。さ 

らに、実践授業の振り返りの記述にも「これからもみんなの役に立ちたい。」などこれからの生き方へ

の意欲を記述している児童が半数以上おり、積極的に人との関わりを持とうとする気持ちを育むことが

できたと考える。 

イ 課題 

 学習集団づくりプログラムのめざす学級像に「一人一人が自分の良さを生かして活躍し」という言葉

を掲げたが、自分の良さを生かして、みんなの役に立てたと実感できた児童が増えたとは言えない。そ

れは、承認する側の視点を「ただ良いことをしていたから褒める」というところから、「その人にしか

ない良さや頑張りを見つけて、褒める・認める」というところに高められなかったからだと考える。友

だちのことをよく知り、その視点を持って日頃の行動を見つめていくという承認の場を作る必要があっ

た。そうすることで、自分にしかない良さや努力が学級の中で認められ、必要とされて、自分の存在感

を感じ、自己有用感が高まっていくのではないかと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 
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★花丸カード 

行事や体験活動等の後には、そ

の活動の中で見られた友達の頑

張りや取り組みの良さをカード

に書いて交換し合う。 

『明の長所』A―（４）個性の伸長 

友だちの長所に目を向け、伝えることで相手が自分らし

さを知ることができることに気づかせるとともに、自分

の長所を知り、伸ばしていきたいという意欲を持たせる。 

どんなに小さな仕事でも必ずみんなの役に立ってい

る。みんなのために自分にしかできないことって何だ

ろう。見つけていきたいな。 

児童・生徒の社会性を育む集団作り 

各教科・総合的な学習の時間 道徳の時間と児童の意識 学活 日常活動・行事 

  ○運動会の役割を決めよう。 

 

『つながろう ６の１大作戦』 

○友達の良さに目を向けて 

 

 

 

 

 

 

 

○花丸さんを見つけよう 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

【めざす児童像】 

自分の長所をいかして、友達・学級のために進んで行動し、誰とでもより良い人間関係をつくりたいと考える子 

【めざす学級像】 

一人一人が自分の良さを生かして活躍し、その活躍を友達どうしで気づき、認め合い、伝えあい、誰もが居場所を感じられる学級 

 

「
き
ず
な
カ
ー
ド
（
い
い
と
こ
ろ
見
つ
け
）
」「
係
活
動
」「
委
員
会
活
動
」 

「
掃
除
・
給
食
当
番
」 

 

「
み
ん
な
で
遊
ぶ
日
」 

【総合】 

「きたきた祭りの学習発表を成

功させよう。」 

○自分の役割を果たす 

○仲間と協力して作り上げる 
『うちら「ネコの手ボランティア』C－14 勤労、公共の精神 

 自分で決めた仕事を進んで行うことで、みんなの役に立ち、喜ばせて

いることに気づかせ、これからも進んで人の役に立ちたいという態度を養

うとともに人から必要とされる喜びを考えさせる。 

自分の思いやりの行動が下級生の支えになって

いたんだなあ。嬉しいな。 

【総合】 

「長崎に学ぶ」（修学旅行） 

○グループで協力してフィール

ドワークをする。 

【体育】 

「運動会を成功させよう」 

○友だちと協力して、スタンツ

や応援合戦の練習に取り組む。 

○係の仕事を責任持ってやり遂

げる。 

○最上級生としての自覚を持

ち、下級生の世話をする。 

★きずなカード 

 1週間に 2人以上の友達の

いいところ、頑張りを見つ

け、カードに書いて渡す。も

らったカードは『絆ノート』

に貼る。 

運
動
会 

修
学
旅
行 

き
た
き
た
祭
り 

 

 

 

『進め！やるぞ！ 

みんなのためにはたらき隊！！』 

学級での当番活動、校内での委

員会活動での取り組みをふり返

り、働くことの意義について考

え、進んで人のために働きたい

という実践意欲を高める。 

 

『６の１ 

みんながみんな№１』 

（エンカウンター） 

『ファイト新聞』 C―（１４）勤労、公共の精神 

 東日本大震災直後、人々を元気づけたいという思い出新聞を作り続

けた子どもたちの思いを通して、人のために働くことの意義や自分の働

きが周りの人々に影響を与えることを考えさせる。 

『陽子、どんまい』  B―１０友情、信頼 

 困っているときには、男女関係なく励まし合うことで、だれとで

もより良い関係を築くことができることに気づかせ、進んで人に関

わろうとする態度を養う。 

男女関係なく誰とでも仲良くすることでもっ

と学級の絆が深まりそうだ。 

『掃除時間の出来事』 B－（７）思いやり、感謝、 

これまで下級生に優しく接してきたことは、下級生にとって大きな支えになって

いたことを知らせ、自分は人の役に立っているという思いを持たせる。 

 

人にはみんな長所があるんだな。自分の長所は

何だろう。見つけて伸ばしたいな。 

 

 

自分の活動で周りの人が喜んでくれるのは幸せだな。  

【家庭科】 

「きれいにしよう クリーン大

作戦」 

人のために進んで働き、喜ばれ

ることを実感する。 

【国語】 

「出会いにありがとう」 

○人との関わりの中で学んだこ

と、教えられたことをこれから

の生き方に生かしていこうとす

る意欲を高める。 
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ⅳ．【城北中学校 第２学年実施】 

 

① ねらい 

  本学級の生徒たちは、明るく人間関係でも問題がない。係活動などの仕事は責任をもって行おうとす

る姿が見られる。男子生徒にムードメーカーが多く、学級の雰囲気を明るくしている。女子生徒は落ち

着いた態度で授業に臨むことができ、学校行事では学級のためにまとまることができる。 

 ６月に学習集団づくりで作成したアンケートを実施した。その中で、「自分への自信」「自分の存在感」

「他者からの承認」「他者への貢献」の項目において、クラスの役に立とうとする気持ちは半数以上が

肯定的であった。クラスからの承認も肯定的な回答が多く見られた。その一方で、「自分への自信」や

「他者への貢献」の項目では否定的な回答が半数以上であった。役に立ちたいという気持ちを持ち、周

りからの承認がある中でも、人の役に立っていると感じたり、それが自分の自信につながったりしてい

ないことが分かった。 

 この結果から、普段の係活動などを行っていることが人の役に立ち、それを継続して実施でき、部活

動での頑張りや得意なこと、人への思いやりなどがクラスの支えになることを自覚させ、他者からの承

認を視覚化し、個人に自己有用感を高める取り組みを行った。そして、お互いを認め合う学級集団を目

指すことを目的とした。 

 

  

 

② 実践 

 ア 学級活動「NO.１探し」 

   学級活動で、今までの自分たちの学校生活を振り返り、学級の中のいろいろな NO.1 を考えた。

NO.1 のカードに一人一項目名前を記入し、そのカードを本人へ渡し、たくさんの自分のいいとこ

ろ可視化させ、自信を持たせることをねらいとした取り組みを行った。手元にきたカードの NO.1

の項目と自分自身が考えていた NO.1 の項目と比較させたり、思いをワークシートに記入させたり

した。 
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振り返りの時間には、喜ぶ姿や笑顔が見られ、どの生徒も嬉しそうな様子が窺えた。クラスの全

員からの意見をもらうことで、NO.1 の項目が一つに限定されず、いろいろな項目が手元に来るこ

とで改めて他者からどのように見られているのか再確認をすることができた。感想では「自分が考

えていたことと違っていて驚いた」や「足が速いが一番多く、陸上部として嬉しい」などの意見が

多く見られた。 

           

イ 学校行事の中での実践 

   学校行事ごとに行事カードを行い、学校行事への取り組みが始まる前に自分の役割や目標を記入

し、学校行事が終われば振り返りをし、反省や友達の頑張りを同じカードに記入していく。友達へ

のコメントを学級通信に載せ、生徒へ還元する取り組みを行った。 
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各教科・総合・行事 道徳 学級活動 日常活動 

 

 

・体育大会 

○体育大会の行事カードを書こう 

 

【総合】 

職場体験のレポート書き・発表 

・将来を意識し、今後の進路につ

いて考える 

 

 

 

・中間テスト 

 

 

・文化発表会・合唱コンクール 

学年で協力し、制作物やステージ

発表を成功させよう！ 

 

○合唱コンクール・文化発表会の

行事カードを書こう 

 

 

 

 

 

 

 

・期末テスト 

・生徒会長選挙 

 

 

 

 

終業式 

 

 

 

 

『あこがれのパティシエ』 

1-（5）個性の伸長 

自分の個性や長所を知り、そ

れを伸ばしていくことで自

分に自信をつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『二通の手紙』 

4-（1） 

学校生活で引っ張る立場へ

と移っていく中で、きまりや

ルールについて考え、何が正

しいのか判断し、実生活に置

き換えて考えていく。 

 

○２学期の係決め 

○体育大会の種目決め 

 

○２年２組 NO.1探し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒会長選挙について話

し合おう 

 

 

 

○いいところ見つけ 

 

 

 

 

 

 

○２学期の振り返り 

 

 

 

 

 

 

 

クラス全員の NO.1 を考え、いいと

ころやがんばっているところがあ

ることに気づく 

ミ
ニ
ノ
ー
ト
・
掃
除
・
係
活
動
・
オ
ー
ルA

大
作
戦 

周りからの意見を聞き、自分のい

いところに気づかせる。 
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③ 成果と課題 

ア 成果 

   １１月に再度アンケートを行った。思うような成果を出すことができなかったが、以前は消極的

な生徒が積極的に係活動以外の仕事を進んで行うようになったり、実行委員などの役割に立候補す

るようになったりした。また、「他者からの承認」の質問項目に関しては、肯定的な回答の中でも、

「とてもある」と答えた生徒が増加し、学校行事での出番などがあり、「ある」から変化していっ

た生徒が見られた。尐しのことでも周りの役に立つことや前に出る勇気に尐しはつながったのでは

ないかと思う。 

 

 イ 課題 

素直に自分を褒めることができていなかったり、周りからの信頼や承認を自分への自信にはつな

げたりできておらず、周りの生徒よりもはるかに優れていないと自信につながっていないことが感

じられた。また、普段の学校生活の中で行っている係活動がクラスの役に立ち、その頑張りを承認

されていても小さな日々の活動を自信へ結びつけることができていなかった。どんなに小さなこと

でも周りのクラスの役に立っているという考えになるような手だてが必要であると思った。 
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ⅴ．【芙蓉校 第２学年実施】 

①ねらい 

 日常の活動の様子から人の役に立ちたいという思いが伝わってくるクラスである。しかし、アンケー

トの結果では、自分の行動がクラスに還元されていると感じている生徒が尐ないことがわかった。そこ

で、自分の存在や思いやりが、友達やクラスの役に立ち、支えになっていることを自覚させる必要があ

ると考えた。学習集団づくりプログラムを作成し、友達からの評価承認を視覚化する取り組みを行った。

そして、行事での集団活動を通して、集団への所属感や個人の自己有用感を高め、互いが認め合う人間

関係を育む事ができる学級を目指すことを目的とした。 

②実践 

ア 授業実践 

 (1)「体育大会・文化発表会活動の振り返り」 

行事を通して生徒は成長していく。周りと協力して作り上げていく文化発表会・体育大会では自己

を見つめる機会も多くなる。そこで、自己振り返り表をつくり、自分のその日の活動を点数化してみ

た。個人がとった行動がグループにどう影響するのかをグラフ化して見ることができる。毎回練習終

了後、個人の反省を数値化して用紙に書かせた。個人の動きが、グループに反映されるので、意識的

に周りをみて行動することが身についていった。人の為に動こうとする生徒が増え、協力し合い、他

の生徒より認められる事により、自己有用感が高まったと考えられる。   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）「Fuyo 夢タイム」 

   我が校では、意識的に自己を見つめる機会が設けられている。 

まず、自分と向き合い、今までの自分、 

これからの自分を見つめていく作業をする。 

その上で自分の現状やこれからついて 

校長先生と面談をする。面談の中で、 

自分の事を話し認められることで、 

自分に自信がついた。  
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(3）「職場体験」 

 夏休みに 2～3 日の職場体験を行った。生徒自身が希望する職場を探し、電話で受け入れの依頼をし

た。ほとんどの生徒が１人で体験事業所へ行き、警察、消防署、花屋、病院等、様々な場所で体験活動

を行った。活動の中でスムーズに体験活動を行えた生徒、上手くできなかった生徒、１人ひとりが体験

を通して大きな学びを得た職場体験となった。後日、職場体験を通して学んだことをパワーポイントで

発表した。体験先の方から頼りにされ、感謝の言葉をかけてもらう事で、役に立ったいう実感をもった

生徒がほとんどで、自己有用感を感じた生徒が多く見られた。自分が社会に対してどんな貢献ができる

か、自分の存在が人の役に立つという事を実感した体験活動となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「日常の活動での実践」 

(1)  感謝のメッセージ 

  生徒から友達への感謝のメッセージカードである。面と向かっ 

てなかなか伝えられない言葉を、メッセージカードに書いて貼って 

いった。友達からの温かいメッセージが、目に見える形で掲示され 

ることによって、他の生徒も見ることができ、それが喜びになり、 

見てもらえている、気づいてもらえているという気持ちを持つよう 

になっていった。自分でも気づいていない何気ない行動の数々が感 

謝の言葉で示されることで、照れながらもとても嬉しそうな顔をす 

る生徒たちだった。学級全体で共有し可視化する事で、友達への言 

動のあり方も、丁寧な言葉遣いを心がけ、優しく接する等、変化が  

見られた。 

 

(2) 我がクラスの No1.探し 

  生徒が思うクラスの友達の No1.探しを行った。「努力家 No.1」 

「クラス想い No.1」「親切 No1.」等、様々な項目が用意してあり、 

必ず学級全員の名前を記入する仕組みになっている。書き終えたら、 

名前が書いてある項目を切り離し、封筒に入れて本人に渡す。もらっ 

た生徒は笑顔で楽しそうに読んでいた。友達からどう思われているか 

に敏感な年頃のため、自分が考えていない意外な No１．をもらい嬉 

しそうにする様子が印象的だった。この活動を通し、生徒は今まで以 

上に学級の中で日常的に友達の「良さ」を意識するようになったと 

思われる。 
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（3）キラリさん「2 年生で１番○○なのは！」 

 「いつも笑っているのは○○さん」「朝早く学校に来るのは○○さん」のように友達に合うタイトル

に名前を記入していく。１人必ず１つのタイトルが来るような仕組みになっている。後日、クラス全員

でその内容を共有した。自分の名前が書かれたタイトルをみて笑顔になったり、意外なタイトルをもら

い驚いたり、いろんな表情を見ることができた。また、クラスから頼りにされていると感じたり、自分

では気づいていない長所を新たに教えてもらうなど自己有用感を感じるいい機会となった。 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

③研究の成果と課題 

ア 成果 

 取り組みを通して全体的に大きな変化は見られなかったが「他者からの承認(認められているか)」に

おいて、「認められていると思わない」と答える生徒がいなくなった。後輩ができ、先輩になる学年で

もあるので自分の仕事に責任を持って活動する生徒が増えた。それが、他者の為に動いているという実

感に繋がったと考えられる。また、学級活動を通して友達のよさに目を向ける事ができる生徒が増えて

きた。 

イ 課題 

 今回の取り組みで、クラスとしては若干の伸びが感じられた。しかし一人ひとりに焦点を当てると、

まだ伸びる要素のある生徒が多くみられる。友達から良いところを書いてもらっても、それを自分の自

信につなげる事が難しい生徒たちだ。一人ひとりが「自分への自信」「認められている」「人の役に立っ

ている」といった気持ちが持てるように、更なる手立てが必要だと感じる。今後も日常生活の中で、ま

た授業を通して生徒に「認められている」実感をもたせてあげられるよう認めあえる場の設定を増やし

ていきたい。生徒が自分に自信が持てるような仕掛けを多く作り、お互いが認め合える学級づくりをし

ていきたい。 
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ⅵ．【金泉中学校 第３学年実施】 

① ねらい 

学習集団づくり部で小・中学校を対象に６月に実施した「よりよいクラスにするためのアンケート」

を実施した。その結果、自分の存在感を表す『人の役に立っている』という項目が、小学校４３％、中

学校２８％と、どの項目よりも低いことが分かった。それに対し、他者への貢献を表す『人の役にたと

うとしている』という項目では小学校７５％、中学校６５％と高く、人の役に立とう、役に立ちたいと

いう気持ちがある一方、他者から承認されず自己有用感が低下していることが考えられた。このことか

ら、授業や行事、また日常生活の人との関わりの中で自分のいいところ、他人のいいところを見つける

場を設ける。人の役に立っていることを実感し、承認されることは、自分への自信を高めることにつな

がるのではないかと考え、研究を進めた。 

② 実践 

金泉中学校では、開発的生徒指導【出番・役割・承認】に取り組んでいる。様々な場面（行事・生徒

会活動・クラスでの役割など）で、出番に挑戦し、役割を担った生徒に対して、承認コメントや校舎内

に写真掲示を行う。役割の中で課題があれば、その課題に気づかせ、どう取り組めば解決するかを考え

させることで生徒の良さを伸ばし引き出すことを目的としている。全校生徒だけでなく、担当学年以外

の先生や来校者の目にもふれるため、より多くの承認を得ることができる。（資料、写真１、２） 

     

 

                           

                                                           

 

 

資料：承認ボード 

写真１ 

写真２ 
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③ 授業実践 

授業実践としは、担当教科である理科の時間を使い、意図的に児童・生徒同士の学び合いの場を設け、

クラス全体に共通した授業評価を設定した。授業例として、中学３年生の天体分野で、各季節・時刻に

おける方位の学習を行った 

本学級は，授業中に活発に意見を述べられる生徒が多く，間違いを恐れず自分の考えをもとうと努力

することができる。また，観察や実験などへの関心も高く，意欲的に集中して授業に取り組むことがで

きる。学力に関しては個人差が大きいが，実験に関してはどの生徒も真剣に取り組み，理解しようとす

る前向きな姿勢が見られる。しかし，理解が速い生徒がいる一方，理解するまでに時間がかかり，遅れ

てしまう生徒も見受けられ，学力差が気になるのが現状である。また，１１月に実施された Q－U テス

トの結果から，学級生活満足群 48％に対して，非承認群 39％となっている。半数の生徒は自分の意見

を述べることができるが，自信のない生徒や低学力の生徒の意見を引き出すことが重要であると考える。 

☆ 本時の授業の視点 

 ○グループでの話し合いは，自己存在感や共感的人間関係を育むのに有効であったか。 

 ○自分の意見をもって話し合いに参加し，他者の意見も共有できたか。 

 ○星座や地球の天球モデルを与えることで空間認知を高め，低学力の生徒が意欲的に参加できたか。 

生徒指導の３機能  ①共感的な関係を育む ②自己存在感を育む ③自己決定を育む 

段階 学習活動 形態 指導上の留意点 評価 

 

 

導

入 

１.前時の復習をする。 

２.本時のめあてを確認

する。 

斉 

 

斉 

○デジタル教科書で，「太陽の光と地球

の１日」，「黄道十二星座」を確認する

とともに，地球上の方位を確認させる。 

○学習のめあてを提示する。 

 

 

展

開 

３.例題を解く。 

「春の真夜中に見える，

それぞれの方位にある星

座を考えよう」 

① 公転によって季節が

決まる。 

② 時間を決める。（夕

方，真夜中，明け方） 

③ 方位を決める。 

④ その方位に見える星

座を特定する。 

 

 

４.練習問題を解く。 

 

斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

 

○書画カメラを使って，天球モデルを

用いて説明を行う。 

・太陽と地球の位置，人がどこにいる

のかを押さえさせる。 

・解答『東：さそり座，南：しし座，

西：オリオン座』が見えることを，書

画カメラで映し出す。 

 

 

 

 

 

 

○自分の考えをもつ時間を与える。 

・一人一人が記入したか机間巡視を行

○四季の星座の変化

や太陽の１年の動き

に関心をもち，太陽が

星座の間をどのよう

に動くか調べようと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

○季節によって見え

る星座が変わること

グループでの話し合いは，自己存在感や共感的人間関係を育むのに有効であったか。（三） 

めあて：「季節によって見える星座と，その方位を理解しよう」 



24 

 

 

５.グループで天球モデ

ルを活用し，練習問題に

ついて意見を交換し合

う。 

 

６.答え合わせを行う。 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

G 

 

 

う。 

○教師主導ではなく，生徒同士の関わ

りを重視する。 

○自分の意見をグループ内で発表する

ことにより，自己存在感を高める。 

・各グループで天球モデルを活用させ，

活発な意見交換が行えるよう支援す

る。 

○グループごとに答え合わせを行い，

理解が不十分な生徒への解説の時間を

与える。 

・意見をまとめ，グループで 1つの答

えを導き出すことにより，共感的人間

関係を育む場とする。 

 

を地球の公転と関連

づけて考え，まとめる

ことができたか。 

 

○地球の公転と四季

の星座の移り変わり，

またそれぞれの方位

と星座との関係を，天

球モデルを活用して

調べることができた

か。 

 

 

 

 

ま

と

め 

７.本時の振り返りをす

る。 

・確認テストを行う。 

斉 ○本時の内容が理解できたかを確認す

る。 

 

クラスの８割が理解できている A 評価、クラスの６割が理解できている B 評価とし、授業の終わり

に確認テストを行う。自分だけが理解できればいいではなく、全員が理解できることが大切であること

を伝えると、理解の早い生徒が、他の生徒へ教える場面や、わからない生徒が自ら友達を呼んだり、質

問したりする場面が数多く見られた。生徒一人一人が目標達成を意識し、意欲的に学習に取り組むこと

ができていた。（写真３、４） 

   

写真３                   写真４ 
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◎学習集団づくり部の取り組みと成果と課題 

 １ アンケートから 

①「よりよいクラスにするためのアンケート」６月（１回目）集計結果  

Ⅰ 自分への自信、Ⅱ 自分の存在感、Ⅲ 他者からの承認、Ⅳ 他者への貢献を４つの柱とし、そ

の結果、自分の存在感を表す『人の役に立っている』という項目が、小学校４３％、中学校２８％

と、どの項目よりも低いことが分かった（図２）。それに対し、他者への貢献を表す『人の役にたと

うとしている』という項目では小学校７５％、中学校６５％と高く（図４）、人の役に立とう、役に

立ちたいという気持ちがある一方、他者から承認されず自己有用感が低下していることが考えられ

た。このことから、授業や行事、また日常生活の人との関わりの中で自分のいいところ、他人のい

いところを見つける場を設ける。人の役に立っていることを実感し、承認されることは、自分への

自信を高めることにつながるのではないかと考え、研究を進めた。 

 

図１ Ⅰ 自分への自信（小・中学校別）     図２ Ⅱ 自分の存在感（小・中学校別） 

 

図３ Ⅲ 他者からの承認（小・中学校別）    図４ Ⅳ 他者への貢献（小・中学校別） 

 

②「よりよいクラスにするためのアンケート」（１回目、２回目の比較）集計結果 

図５ 児童・生徒の変容（小・中）    図６ 小学校         図７ 中学校 

 

43 

28 

64 51 75 65 

62 35 
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２ 児童・生徒の変容 

今回の研究実践を通して、「人の役に立っている」という項目が、３８％から１３％増の５１％と

なった（図５）。また、「ほめられる・認められる」の項目では、５９％から６７％に増えており、

自分の存在感や他者からの承認を感じることができたということがわかった。 

小学校では，特に「人の役に立っている」という項目において４３％から６０％に大きく増加して

いる。これは、日常活動における「いいところみつけ」で互いに感謝の気持ちを伝え合ったり、学習

集団づくりプログラムにおいて、意図的に「誰かの役に立ってみよう」と学級活動や道徳の時間に取

り扱ったりしたことが意識の変容につながったと考えられる。 

中学校においては、「友達からほめられる・認められる」の項目で５１%から５６％への増加が見

られる。中学生という発達段階から友人関係が固定化しているため、学校行事や学級活動において多

くの友達と関わる機会を設け、互いに相手の良さや頑張りを伝え合うことを行ったことが効果的だと

捉えている。 

これらのアンケート結果より、小中学校共通した取り組みと発達段階に応じた取り組みを明確にし、

実践できたことにより、児童・生徒の自己有用感の高まりにつながったと考えられる。 

 

３ 成果と課題 

○ 成果 

◎ 「友達に褒められたり，認められたりした」と実感できた児童・生徒が増えた。 

◎ 友達や学級のために働くことができ、さらに自分は人の役に立っていると実感する児童・

生徒が増えた。 

◎ 学習集団づくりプログラムを作成し，教育活動全体を通して自己有用感を高める取り組み

が実施できた。 

○ 課題 

□ 友達から「よさや頑張り」を伝えてもらっているが、自分への自信につなげることができ

ていなかった。そこで、他者からの承認を得て、自分自身を見つめる活動を仕組む必要が

あった。 

□ 児童・生徒の思いをより反映させるために、アンケート項目の文言や、選択肢の幅を増や

したり、回答例を出したりするなどの検討をすべきだった。 
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Ⅲ 授業づくり部 

  １ 研究の概要 

   (1) 本研究主題 

     『児童・生徒の自己有用感を育む授業づくり』 

     ～児童・生徒が、主体的に取り組む授業の中で、 

自己有用感を感じられるよう様々な工夫を取り入れた授業の実践～ 

   (2) 主題について 

      いじめや不登校の問題、学力や学習意欲の低下などが学校現場での課題となっている現在、

それらの課題は、好ましい人間関係を築くことや自分の考えを伝えることが苦手な児童・生

徒が増えているというのが要因のひとつであると考えられる。 

      そこで、学校生活の大部分の時間を占める授業において、まず、児童・生徒が主体的に学

べる環境をつくり、その中で、すべての児童・生徒が、授業後に自己有用感を感じられるよ

うな授業づくりを目指す。そのために、授業の中で様々な工夫をおこない、それを計画的・

継続的に実践していきながら研究を進める。 

   (3) 研究の内容と方法 

      まず、アンケート調査をおこない、以下のことについて現状把握する。 

○ 授業やグループ活動の中での児童・生徒の活動状況 

○ 自分の考えや意見が授業に生かされているか 

○  他人の考えや意見を参考にしているか 

その中で、次の３点に注目し、授業の中でどのような工夫ができるかを考える。 

ア． 自分の意見や考えをもつために、主体的に取り組める環境づくり 

イ． 自分の意見や考えが、授業や周囲の児童・生徒にとって、役に立っていると 

感じられる環境づくり 

ウ． 授業後に、自己有用感を感じられる授業づくり 

考えられた工夫を計画的・継続的に授業の中でおこない、児童生徒の変容を探る。 

（アンケートの実施・授業のようす・定期テストの結果などを参考にする） 

 

 

 

 

 

  2 具体的な実践 

ⅰ 大和中学校   下西  敬  中２「一次関数」・中３「関数 y＝ax²」 

ⅱ 成章中学校   夏井 慶彦  中１「方程式」  

ⅲ 富士中学校  北原 佳奈  中２「図形の調べ方」 

ⅳ 日新小学校  中島 正敏  小６「速さの表し方を考えよう」 

ⅴ 西与賀小学校 米田  純  小５「単位量当たりの大きさ」 

ⅵ 兵庫小学校  吉田 恭子  小６「速さの表し方を考えよう」 

今年度は・・・ 

６名の研究員（小学校３名・中学校３名）が、それぞれ、算数・

数学の授業の中で、実践・考察。 
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ⅰ．【大和中学校 第２・３学年実施】 

１ 児童の実態と実践の手立て 

(1)生徒の実態（事前アンケートより） 

    本校では、2 年生 1 クラス（36 名）、3 年生 2 クラス（35 名×２）の生徒を対象に、事前アン

ケートを実施した。その結果、数学や、数学の授業について、70％以上の生徒が好き、まあまあ

好き、と答えている。また、「自分の意見や考えを、発言したり発表したりするのは好きですか」

という問いに対しては、40％～50％の生徒が、好き、まあまあ好き、と答えている。その一方、

「自分の意見や考えが、授業の中で役に立っているか」という問いに対しては、60％以上の生徒

が、思わない、あまり思わない、と答えている。 

    さらに、3 年生の２クラスの生徒は、数学を苦手とする生徒が多く、授業での発言も尐ない。

また、班活動などの主体的に取り組むような活動もあまりしたがらず、ひたすらノートをとるの

が好きな生徒が多いのが特徴である。 

    こういった実態から、次の３つについて考え、授業づくりをおこなうことにした。 

① 自分の意見や考えをもつために、主体的に取り組める環境づくり 

② 自分の意見や考えが、授業や周囲の児童・生徒にとって、役に立っていると感じられる環

境づくり 

③ 授業後に、自己有用感を感じられる授業づくり 

    授業の実践は、２学年「一次関数」、３学年「関数 y＝ax²」の単元で継続しておこない、 

生徒の変容を探りながら研究をすすめていくことを試みた。 

 

(2)実践の手立て 

① グループ活動（4人～5人）の設定 

授業の中で，４～５名によるグループ活動を取り入れ 

るようにした。グループは意図的ではなく，席順のま 

まで，その単元が終わるまで同じグループでおこなっ 

た。グループで話し合う内容は，なるべく多様な考え 

方ができる課題や一筋縄では解けない課題，またなる 

べく多くの考えを取り入れた方がいいような課題を与 

えた。 

 

② グループによるホワイトボードを使った発表の設定 

グループ活動で話し合ったことを，ホワイトボードに 

書いて発表させた。ホワイトボードには，4色のペン 

を用いてなるべくわかりやすく書き，教師が写真に撮 

ってあとで評価をおこなった。また、全部の班のホワ 

イトボードを黒板に貼り、それらを使って授業をすす 

め、各班のいいところなども紹介した。 
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③ 数学用語を黒板に掲示する手立て 

授業中に誰もが自由に自信をもって発表しやすくするために、あらかじ 

め黒板に、その授業で使いそうな用語を掲示しておく。数学が苦手な生 

徒でも、それを見ながら関係しそうな用語を選んで発言したり、意見を 

言ったりすることができる。 

④ 自由に席を離れての学び合いの場面の設定 

グループ活動とは別に、簡単な課題を与え、時間を設定し、その時間内 

に課題解決を図るために自由に席を移動して学び合う場面を設定した。 

発表については、教師がさいころをふり、その出た目で発表者が決まる。 

 

 

 

 

 

 

⑤ レポート課題の設定自分が考えたことやわかったことなどを、レポートにまとめて提出し、

それを廊下に掲示した。 
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２ 実践例 

(1)教科・単元名 数学科「一次関数」 

(2)授業の展開例 

段
階 

学 習 活 動 形
態 

教師の指導・評価 

【観点】（評価方法） 
 

導 

 

入 

 

１．レディネスプリントの答え合わ

せをする。 

 

 

全 

 

 

 

 

 

○周囲と協力して答え合わせをさせる。 

○レディネスプリントから，本時のポイント

となるところを全体で確認する。 

 

 

展 

 

開 

 

 

 

２．本時の課題を知る。 

 

 

 

 

 

３．《活用１》 

グラフからわかることを 

読みとる。 

(1)自分で気づいたことを 

書けるだけ書いていく。 

(2)班で，グラフから読みとれる 

ことをホワイトボードに 

まとめる。 

 

 

 (3)各班のホワイトボードを見比

べて，わかったことをまとめる。 

 

４．《活用２》 

《活用１》を活かして， 

《活用２》の問題に取り組む。 

(1)グラフからわかったことを 

再確認する。 

 (2)【問１】【問２】を解く。 

 (3)答え合わせをする。 

 (4)《活用３》のレポート課題に 

チャレンジする。 

全 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

 

Ｇ 

 

 

 

 

全 

 

 

 

 

 

全 

 

個 

Ｇ 

個 

○絵とグラフを電子黒板で見せ，変数ｘとｙの 

確認を全体でおこなう。このグラフから， 

女の子の行動についてどんなことがわかる

かを問い，教材に興味をもたせる。 

 

 

 

 

 

○机間指導で，レディネスプリントで確認した 

ことを思い出させながら支援をする。 

●下記の点で他の班と競わせる形で， 

ホワイトボードにまとめさせていく。 

 ・わかったことをなるべくたくさん書く。 

 ・見やすく，わかりやすく書く。 

 ・オリジナルに跳んだ発表に仕上げる。 

 

 

 

 

○各班のホワイトボードを確認しながら，それ

ぞれの班のよかったところなどを紹介する。 

○全体で答え合わせをしながら《活用１》を 

再確認する。 

○机間指導をおこない，支援・評価をしていく。 

●お互いに答え合わせをさせ考えを深めさせ

る。 

○レポート課題に取り組ませ， 

本時で学習したことを活用する意識をもた

せる。 

ま

と

め 

４．本時のまとめと 

次時の予告を聞く。 

 

個 

 

 

○本時のまとめをおこなった後，レディネス課

題を配布し，次回の授業に向けた準備の話を

し，興味をもたせて終わる。 

○ＭＶＰアンケートを配布し，本時のＭＶＰの

生徒の名前とその理由を書かせる。 

めあて 一次関数を利用して，グラフからいろいろなようすを読みとろう！ 

【関心・意欲・態度】意欲的に学習に取り組
み，授業に参加しようとしているか。 
（発言・発表・行動観察） 

【数学的な考え方】一次関数の性質を利用して，
グラフからいろいろなようすを読みとり， 
それを周囲に発表することができたか。 
（ワークシート・発表） 
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３ 考察 

(1) グループ活動の設定とホワイトボードによる発表授業について 

グループ活動は、ほぼ毎時間おこなった。最初は、案の定、特定の生徒が意見を一方的にみんな 

に伝え、それをホワイトボードに書いていく様子が多く見られた。そこで、次のような手立てをお

こなった。 

① まちがった意見でもそれをあえて取り上げて発展させていけるようにアドバイスする。 

② 自信なさげに小さな声で発言する生徒の意見を拾って、班の意見として採用させる。 

③ ホワイトボードによりわかりやすく表現するために色合いなどいろんな工夫ができることを

班員に伝える。 

そうすることで、生徒は、活躍できる場面が増え、まちがった意見でも周囲のためになることや、 

いろいろな形で班やクラスの役に立てるなどを知り、班活動が活発になった。 

さらに、ホワイトボードを使って授業をすすめる中で、「この表現のしかたがすばらしい」とか、 

「この考え方を思いついたのはすごい」など、その場で評価することで、自分の班のホワイトボー

ドによる発表を、班員全員が尐しでも意見を言うことで、もっといいものにしようと班活動の内容

がより充実した。 

 そのような雰囲気の中で授業をおこなった結果、生徒は主体的に授業に取り組むようになり、さ

らには授業後に自己有用感を感じることができた生徒が増えたと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７班の最初のころのホワイトボード        ７班の最後のころのホワイトボード 

(2) 学び合いの場面の設定について 

この学び合いの場面の設定においても、ほぼ毎時間おこなった。まず、授業の流れの中で、生徒 

から出してほしいその授業のキーワードとなる部分について、１分程度個人で考えさせ、その後、

時間を設定してから席を離れて自由に情報交換をさせる。発表については、こちらがさいころを振

ってランダムに当てられるので、生徒は、自分があたるかもしれないということで、答えや考えを

探しに活発に動き回っていた。様子を見ていると、級友から教えてもらった生徒が、すぐに他の生

徒に教えにいく姿や、相手がわかるまで、 

図などをかきながら丁寧に教える姿などが 

見られるようになり、ここでも、自己有用 

感を感じることができる活動をおこなわせ 

ることができたと思われる。 
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(3) 数学用語の黒板掲示とレポート掲示について 

数学用語の黒板掲示をすることで、数学が苦手な生徒でも、その用語を 

使ってよく発言をするようになった。また、あまり考えずに選んで発言す 

る生徒もいたが、その発言によってまちがいを指摘してくれる生徒や、説 

明してくれる生徒などが登場し、授業が活発になった。また、そうするこ 

とで、教室の中に、「まちがった意見でも役に立っている」といった雰囲気 

が生まれ、その後の班活動などでも意見が出やすくなった。 

 レポート課題の掲示は、単元のまとめや自由課題などについてレポート 

にまとめさせた。生徒は、班活動などで身についた表現力を生かして、自 

分の考えをうまく人に伝えられるように様々な工夫をして提出していた。 

自分の考えや意見を人に見られることで、その反応から自己有用感を得ら 

れたと思われる。また、優秀作品については、別の掲示場所を設けてそこ 

に掲示した。優秀作品を目指して取り組む生徒も多く見受けられた。 

 

(4) アンケート結果より 

アンケートのすべての項目で，一定の効果を見ることができた。 

自分の意見や考えが、周囲の参考にされていると実感をもつことで、 

さらに授業中の意見交換が活発になり、授業への積極的な参加が多くみら 

れるようになった。 

課題に対して間違った意見を言っても、それを周囲が取り入れながら考察することで、参考にさ 

れているという実感はもてるようになってきたが、授業の中で役に立っているという実感には、そ 

こまで結びつかなかった。 

 

アンケート項目 １回目 ２回目 

③数学授業の中で，自分の考えや答えを発言 したり発表したりするのは好き

ですか。 
44.5% 54.6% 

④グループ活動の中で，自分の考えや答えを発言したり発表したりするのは

好きですか。 

49.5% 64.9% 

⑤自分の意見や考えを発言したり発表したりしたとき，周りの人に聞いても

らえていると思いますか。 

74.2% 85.6% 

⑥自分の考えや発言は、授業の中で参考にされていると思いますか 47.5% 59.8% 

⑦自分の考えや発言は、授業の中で役に立っていると思いますか。 41.5% 46.4% 
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(5)12月の学力状況調査より 

最後に、Aさんの 12月の学力状況調査の 

解答用紙から成果が見えたことを紹介する。 

この生徒は、見ての通り、1問目の基礎 

的な計算問題も苦手としている。 

しかし、このような授業を継続的におこ 

なったことで、授業中に自分の意見が参考 

にされたという実感から、以前より自分の 

考えを積極的に発言するようになり、解答 

用紙も無解答が圧倒的に減り、自分の考え 

を表現しようとする姿勢が身についた。 

また、この生徒のアンケートでは、数学 

の授業は、好きではない、から好きへと変 

わっていた。そして、注目するところは、 

この生徒が、図形の証明問題を書いたり、 

一次関数の利用の問題で、グラフからわか 

ることを書いたりと、自分の考えを書いて 

いることである。 

 この生徒は、このあと、私のところに、 

正の数・負の数の計算から教えてほしい 

とやってきました。今現在は、昼休みに、 

トランプを使って、正の数・負の数の計 

算や、ドリルを使って、文字の式の計算 

などを指導している。 

 

４ 研究の成果と課題 

(1) 成果 

① 自分の意見や考えをもつために、主体的に取り組める環境づくり 

② 自分の意見や考えが、授業や周囲の児童・生徒にとって、役に立っていると感じられる 

環境づくり 

③ 授業後に、自己有用感を感じられる授業づくり 

という授業づくりを目指して、約 2ヶ月間、関数分野の授業をおこなった。50分の授業の中で、そ

の半分以上が活動する時間となり、主体的に取り組む環境や雰囲気をつくることができた。授業の

準備もそんなに大変なこともなく、通常の授業準備でおこなうことができた。生徒も、その活動に

慣れ、授業でより活躍できるよう積極的に活動することができていた。そうすることにより、生徒

1 人 1 人が授業づくりに貢献し、授業後に役に立てたと感じられる授業ができたように思う。なに

よりも、数学も、数学の授業も嫌いであった生徒が、自ら意見を発言し、テストでも自分の考えを

書き、自分から学ぼうとする姿勢が身につき、数学の授業時間が好きになってくれたことは、私に

とって、いちばんの成果であったと思う。 

(2) 課題と今後の見通し 

ホワイトボードによる発表の評価や、レポート課題の評価などを、関心・意欲・態度の評価とし 

てだけではなく、他の観点への評価としてどう生かしていくかも課題である。 

また、こういった授業形態が、すべての先生方が手軽におこなうことができるのか、また、他の 

単元や、他の教科でもおこなうことができるのか、今後も研究をすすめていきたい。 
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ⅱ．【成章中学校 第 1学年実施】 

１ 生徒の実態と実践の手立て 

 （１）生徒の実態 

今回の研究は、１年生の数学の授業で行った。１年生の数学の学習内容は、中学校数学の第一歩

であり、とても重要である。文字式の登場により、小学校算数から抽象的な内容が増えていくため、

より苦手意識をもつ生徒が増えていく傾向にある。本校では、中１ギャップ解消のために４クラス

を５クラス展開し、また校内研では、「学びの共同体」の考えを取り入れ、グループ活動に力をい

れている。 

数学の授業におけるアンケートによると、「自分の考えや発言は、授業の中で役に立っていると

思いますか」に対して、「あまりそう思わない」「そう思わない」と答えた生徒は 67％であり、半数

以上の生徒が数学の授業の中で「役に立っている」「貢献している」という実感がないことが分か

った。また、「自分の意見や考えを発言したり発表したりしたとき、周りの人に聞いてもらえてい

ると思いますか」については、「とてもそう思う」「「そう思う」が 80.3％、「他の人の考えや発言を

聞いて、それを参考にして考えていますか」についても同様に 89.2％と高く、授業中の自分の発言

は聞いてもらえているし、自分も参考にしているという実感はあるにも関わらず、自己有用感にま

ではやはり至っていない現状が分かった。 

   そこで、授業を通して他者と関わり合い、自己有用感を高める手立てを取り入れ、問題解決の過

程で社会性を育むとともに、相手を尊重する心も養い、それが授業以外のところにも広がるのでは

ないかと考え本授業実践を試みた。 

 

 （２）実践の手立て 

   ①小集団活動の設定 

授業の中盤から後半にかけて、グループ活動を設定した。グループの構成は男女２名ずつの４人

グループとし、習熟度も考慮したが、人間関係によるところを重要視した。グループ活動を通して、

グループの一員として意見相互する時間をとり、自分の考えを相手に伝える、相手の考えを素直に

受け入れる、また相手のことを理解しようとしたうえで相手に対するアドバイスをするなど、「役

に立とうとする」「貢献しようとする」と思える場面を多く設定した。 

  ②「リレー方式」（発表方法）の設定 

   グループ活動の後、板書をさせたうえで全体の場で発表する機会を設定した。このとき、解答の

手順を授業者で５つに分割し、一人一つは役割があるようにリレー形式で発表をさせた。 

   ③「輝き」（承認の場）の設定 

     授業の最後に、授業のめあての達成やグループ活動についての評価を行い、個人またはグル

ープに「輝き」としての評価を行った。生徒の取り組みについて、他の生徒に真似してほしいこ

とや生徒同士のいい関わり方を授業者が「輝き」として認め、また、そういった視点を生徒に持

たせることでより活動が活発になるようにした。 

２ 実践例 

 （１）教科・単元名 数学科「方程式の利用」 

 （２）単元の目標 
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文字を含む等式から、文字の値を求める方法を理解し、これを用いることによって、実際の問題 

が形式的、能率的に処理できることを知り、更にその方法が活用できるようにする。 

    ①方程式の必要性と意味、及びその解の意味について理解する。 

    ②等式の性質を見出し、それを利用して式を変形することで、方程式が解けることを知る。 

    ③一元一次方程式の解法を理解し、その解法について習熟する。 

    ④比例式を解くことができるようにする。 

    ⑤方程式や比例式を問題解決に利用することができるようにする。 

 （３）授業の実践例 

                      ■教師の指導  □留意点  ＊評価 

段

階 

   学習内容 

（  は実践の手立て） 
形態 教師の指導・留意点 

導 

入 

 

 

 

1本時の流れを知る。 

 

 

 

 

 

 

 

2 例題１の答え合わせをする。 

 

 

 

3 本時のめあてを知る。 

一斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

班 

 

 

 

一斉 

■前の授業の「輝き」との理由を伝える。 

■本時の流れを伝える。 

 

 

 

 

 

＊発展問題に関心をもつ。（関心・意欲・態度） 

 

□班全員が発表をするようにする。 

 

 

 

■方程式を用いて、解くことを伝える。 

展 

開 

 

 

4 問 1に取り組む。 

 

 

・グループで問題解決を図る。 

・パネル枚に分担し、板書と発表の準

備をする。 

・授業者に向けて、模擬発表をする。 

 

5 黒板で発表をする。 

・「リレー方式」による発表をする。 

6 問 2に取り組む 

 

 

班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班 

 

 

 

 

 

□パネル毎に各作業と発表する作業を、全員

で分担するように伝える。 

 

 

 

□班全員が発表をするようにする。 

 

 

 

 

 本時のめあて 比例式を活用しよう 

 問 1 ドレッシングを作ろう 

本時の流れ 

・例題 1 の解説 

・ドレッシングを作ろう 

・（マヨネーズ）を作ろう（解けたら拍手問題） 

・ふりかえり 

 問 2 マヨネーズを作ろう（解けたら拍手問題） 
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・グループで問題解決を図る。 

・パネル枚に分担し、板書と発表の準

備をする。 

・授業者に向けて、模擬発表をする。 

 

7 黒板で発表する 

・「リレー方式」による発表をする。 

 

 

 

 

 

 

班 

 

 

□パネル毎に各作業と発表する作業を、全員

で分担するように伝える。 

□書き始めに戸惑うグループには、ヒントカ

ードが必要か聞く。随時、必要な班にはヒン

トカードを配る。 

 

 

□班全員が発表をするようにする。 

 

整

理 

8 本時の内容を振り返る。 

 

 

9 次時の学習内容を知る。 

 

10 本時の輝きを知る。 

 

一斉 

 

 

一斉 

 

一斉 

■比例式を活用し、方程式を解くことを確認

する。 

 

■次時の予告をする。 

 

■本時の「輝き」と理由を話す。 

 

３ 考察 

（１）グループ活動より 

あらかじめ活動内容を明確にし、分担をしたことで発言がしやすい環境をつくることができた。 

 役割が必ずあることで意欲と責任感を引き出すことができ、グループで協力してとこうとする雰 

囲気もでた。活動に馴染んでからは、発表の前の授業者に対する練習発表で、項目に対しての指 

摘があり、そこを予想しながらグループ活動ができるようになった。 

 

（２）「リレー方式」（発表方法）より 

   全体の前で一人で発表すには不安を感じる生徒が多いが、グループで一度確認し、授業者に向 

けても練習があるため、安心して発表することができていた。「リレー方式」を取ることで、同じ 

役割を持つ生徒に対しての質問も出やすくなり、一斉の場での会話も増えた。 

 

（３）「輝き」（承認の場）より 

   「輝き」では、個人やグループの発言や取り組みに対して「輝き」とし、授業の終わりと帰り 

の会で、該当者と理由を全体に伝えた。全体で認められた経験は自信と自己有用感の高まりにつ 

ながり、またその視点を全体へと示すことができた。その結果、自分の意見や考えを安心して発 

表できるようになり、また級友を認める手段も明確に分かったため、相互的に認め合う雰囲気を 

つくることができた。 
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79 

11 
4 7 

他の人の考えや発言を聞いて、参考に

していますか 

よくしている ときどきしている 

あまりしていない していない 

54 
43 

4 0 

他の人の考えや発言を聞いて、参考に

していますか 

よくしている ときどきしている 

あまりしていない していない 

4 

43 
36 

18 

自分の考えや、発言は役に立っている

と思いますか 

とても思う 思う あまり思わない 思わない 

11 

36 
39 

14 

自分の考えや発言は、役に立っている

と思いますか 

とても思う 思う あまり思わない 思わない 

（４）アンケートより 

授業実践後に、実践前と同じアンケートを実施した。「数学の授業が好きですか」に対しては、プ

ラスに評価している生徒が、89％から 100％へと増加した。「他の人の考えや発言を聞いて、参考にして

いますか」に対しても、参考にしようとする生徒が増加した。しかし、「役に立っている」という実感

は大きな変化を見ることができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果と課題 

（１）成果 

・グループ活動を通して、自分の考えを相手に伝えること、また相手の考えを素直に聞こうとす 

る姿勢を養うことができた。 

  ・相手と話をする際に、解答を教えるのではなく、理解の手助けとなるようなアドバイスを考える

ことで、相手を尊重する心も養うことができた。 

（２）課題 

  ・聞こうとする姿勢や相手を尊重する姿勢は身に付いたが、それが「役に立っている」「参考に

されている」という実感につなげることができなかった。 

43 

57 

数学の授業は好きですか 

好き まあまあ好き あまり好きではない 好きではない 

57 
32 

4 7 

数学の授業は好きですか 

好き まあまあ好き あまり好きではない 好きではない 

実践後 

実践後 

実践後 
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ⅲ．【富士中学校 第２学年実施】 

 

①  ねらい 

 本学級の生徒たちは、明るく、数学の問題にも意欲的に取り組む。授業づくり部では、共通のアンケ

ートを作り、７月と 12 月の２回実施をしている。７月のアンケート結果から、「数学が好き」と答えた

生徒は 77％、「数学の授業が好き」と答えた生徒は 69％と３分の２以上が肯定的だった。さらに「自分

の考えや意見は周りの人に聞いてもらえていると思いますか」の項目では 100％と、全員が他者からの

承認を感じているようだった。しかし、「授業の中で役に立っている」「授業の中で、自分の考えや答え

を発言したり発表したりするのは好き」と答えた生徒は 53％半分程度にとどまり、半数近くの生徒が、

他者からの承認がある中でも、それが自分への自信につながっていないことが分かった。 

 この結果から、グループ活動の時間を増やし、他者との関わりをもち、自分の考えや意見がグループ

の意見に生かされることで、人の役に立っていることを自覚し、自己有用感が高まるのではないかと考

え、以下の実践を行った。（アンケート ７月の実施結果） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実践 

ア グループ活動の設定 

 本校ではグループの構成は全授業で統一しており、「司会、記録、発表、計時」の役割がある。こ

れをグループ内で１週間交代とし、全員がどの役割も経験するようにしている。今回の実践では、

グループ活動を行うときは、全グループ発表させることと、発表者任せにならないように、机間支

援を行った。全体の中で発表することが苦手な生徒も、グループ活動の中では自分の考えを述べる

ことができる。 

イ 承認の場の設定 

 毎時間最後にアンケートをとり、授業の中で一瞬でも輝いた人、頑張っていた人を選ばせた。票

を一番獲得した人を「輝き」として、次の授業で紹介する取り組みを行った。本校では全授業で輝

きを選んでいるが、授業者が決定している。しかし今回は生徒同士が選ぶことで、級友のよいとこ

ろ、頑張っているところを認める。そして、「輝き」として選んだ理由を必ず書くように指示した。

選ばれた理由を知ることで、自分が役に立っている、認められていると感じ、自己有用感が高まる

のではないかと考えた。 

 

アンケート項目 ◎ ○ △ ×

①数学は好きですか 23% 54% 15% 8%

②数学の授業は好きですか 23% 46% 31% 0%

③数学の授業の中で、自分の考えや答えを発言したり発表したりするのは好

きですか
15% 38% 46% 0%

④グループ活動の中で、自分の考えや答えを発言したり発表したりするのは

好きですか
23% 46% 31% 0%

⑤自分の考えや答えを発言したり発表したりしたとき、周りの人に聞いても

らえていると思いますか
15% 85% 0% 0%

⑥自分の考えや発言は、授業の中で参考にされていると思いますか 0% 69% 31% 0%

⑦自分の考えや発言は、授業の中で役に立っていると思いますか 15% 38% 46% 0%

⑧他の人の意見や考えを聞いて、それを参考にして考えていますか 77% 23% 0% 0%
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③考察 

ア グループ活動より 

 グループ活動の様子から、互いに考えを出しあったり、 

発表用ボードに記入するときには、より見やすい方法や色 

の使い方などのアドバイスを出しあったり、グループ全員 

でよりよい発表を目指すことができた。数学に苦手を感じ 

ている生徒が発表者のグループでは、自主的に発表の練習 

を行い、助け合う姿が見られた。しかし、教え合いをする 

中で、数学の得意な生徒がアドバイスを多く行うため、苦 

手な生徒の発言回数は多くないと感じた。 

イ 承認の場より 

 生徒が輝きを選ぶことを通して、周りの人の意見をしっ 

かり聞いたり、グループで教え合ったりする中で級友のよ 

いところを感じている生徒が多かった。また、アンケート 

を記入する間に授業を思い出すため、振り返りの活動にも 

つながっていた。グループ活動を増やしたことで、数学の 

苦手な生徒が「輝き」に選ばれることもあった。その理由 

として、質問をたくさんしてくれたという理由で、他者か 

らの承認を得ていた。 

  

ウ アンケートより 

今回の実践を通して、A さんに注目した。A さんは数学の成績はよくなく、実践前は数学を「好きで

はない」授業も「あまり好きではない」と感じており、授業の中で「役に立っている」と感じていなか

った。実践の中で A さんは輝きに１度選ばれ、その理由は、頑張っていたから、発表して間違ったが、

自分で訂正できていた、とあった。十数時間の授業を行ったあと、再びアンケートをとると、数学も数

学の授業も「まあまあ好き」となり、授業の中で「役に立っている」という項目は、「そう思う」へ変

化していた。人の役に立ったという実感を持つことで、 数学の授業に対して、前向きになったと考え

られる。 
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③ 成果と課題 

 ア 成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ活動の時間を増やした結果、グループ内での話し合い活動がスムーズになったり、発表用ボー

ドの記入に工夫したりしていた。また、自分の考えや意見に自信がない生徒も多かったため、級友と意見

交換して、自分の答えを確認したり、考えを深めようとしたりする生徒が多く見られた。そのため、他者

の考えや意見を聞こうとし、「周りの人によく聞いてもらえている」という項目⑤では、「とてもそう思う、

そう思う」と感じた生徒が増えた。さらに、項目⑥「自分の考えや発言は、授業の中で参考にされている

と思いますか」について、「とてもそう思う、そう思う」を選んだ生徒は、１回目は６９％だったのが、

２回目は９２％まで増やすことができた。生徒が周りから認められていると感じることで、以前より活発

な意見交換を行うことができた。 

「輝き」については、生徒同士で決定することから、毎時間何をしたのか、授業を振り返る活動につな

げることができた。また、理由も様々あり、「みんなと違う考え方をしていた」「たくさん質問してくれた」

「自分の意見をはっきり明確に言っていた」「必死に分かろうとしてくれた」「自分の発表が成立するよう

協力してくれた」など、授業者では分からなかったり、見えにくかったりする一瞬の輝きを級友のよい

ところをいろんな視点で見つけることができた。 

イ 課題 

項目⑦の「自分の考えや発言は、授業の中で役に立っ 

ていると思いますか。」の項目では「とてもそう思う、 

そう思う」を選んだ生徒は、１回目は 54％で、２回目は 

69％で、増やすことができた。しかしながら、成果の項目 

⑥と比較し、参考にされていると思っていても、人の役に 

立っていると思うことには上手くつながっていない生徒が 

いることが分かった。輝きに選ばれると、役に立っている 

実感はあるが、授業で選ばれるのは毎時間 1人、多くて 3 

人だったため、輝きとして紹介されなかったら、役に立った実感を得られず、生徒の自己有用感を高める

というところの取組として、不十分な点があった。やはり、特に数学では、正解にたどり着くための考え

や意見でなければ、承認されにくい場合があり、これらを改善するためには、授業では紹介されなかった

（１番票を獲得していない）が、一人でも輝きに選んでくれた人がいることを知る手立てが必要である。 
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◎ 授業づくり部会～小学校の取り組み～ 

（1）生徒の実態 

○グループ内での発表がすき」という実態があるものの、全体の場での発表が苦手。 

○友だちの考えを参考にして考えようと意識しているが自分の考えや発言が役に立っていると感

じていない。 

○認めてもらいたいという意識が高い。 

こうした実態から、グループ学習を中心とした話し合い活動に取り組むこと、承認の場を設定す

ることで自己有用感を高めることが必要と考えた。 

 （2）主体性・自己有用感を高めるための取り組み 

  ◇導入        主体的に取り組ませ、見通しを持たせる場の設定 

  ◇話し合い活動    一人ひとりの考えが生かされる場の設定 

  ◇ＭⅤＰ       目標をもって取り組ませ、承認する場の設定 

 （3）実践 

  ◇導入   

○授業の最初に、前時のＭＶＰの児童を発表する場を設定し、児童に承認される場を与えるとと 

もに、学習の目標を持たせようとした。 

○課題解決のための手立てや糸口となる動画や写真を使い、主体的に意欲をもって見通しを持 

たせるようにした。 

○小単元を通した学習課題を１時目に設定し、１時間ごとの学習課題を解決していくことで、小 

単元を通した課題の解決につながっていくようにした。こうした学習のつながりによって、課 

題解決への意欲を高め主体性をもって取り組めるようとした。見通しの過程では、できる限り 

児童の発言を採り上げ、自分の発言が他者の解決につながることを意識させることで、承認意 

識を高めたいと考えた。 

◇話し合い活動 

   ○１つ目は間違いを採り上げること、間違っている発表を全体の場で採り上げることで、聞き

手はどこがあっていて どこが間違っているかを考えて聞くことになり、間違っている部分

の訂正をするようになる。一方で、発表者は間違いを指摘されたことで、間違いに気づくこ

とができるだけでなく、自分の発表をよく聞いてもらっていると感じることができた。しっ

かりと考えることができたことや、よく聞いてもらえているという実感が、発表者と聞き手

が、お互いに役立っていると感じることにつながった。 

   ○２つ目は意思表示カードの活用、赤・青・黄の３色を提示できるものを児童に持たせ、自分の

意思を表す際に使った。友だちと比べて「なるほど」「そうそう」「わからない」と発表を聞

いた後の自分の意思を、色を使って「見える化」した。また、解決方法が複数あるような問題

では、どの方法で解決したのかを表示させるのにも使い、それぞれがきちんと自分の考えを表

示することで、主体的な学習への参加ができるようになった。 

  ◇ＭＶＰ 

   ○子どもたちの多くは、正解を言った人、上手に説明できた人をＭＶＰと思っていたが、「わか

らない」と言ったり自分がわからなかった部分を質問したりしている児童を意図的にＭＶＰと
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して評価するようにした。理由として、「わからない」ことを伝え、説明し直してもらうこと

で、友達はより理解を深められることを話すと、話し合いの中で質問する児童が増えてきた。

話す側も、友達が一生懸命聞き、自分の考えを大事にしてくれていることがわかり、うれしか

ったようである。児童が自己有用感を味わえるように、いろいろな姿をＭＶＰとして評価し、

児童と共有することで、教師側は求める姿を伝えられ、児童側は、目指す姿が明確になった。 

   ○基本的には、全体でＭＶＰを一人発表していたが、ある程度、ＭＶＰの視点を与えたところで、

グループの中でＭＶＰを選ぶようにした。すると、友達のよさを見つけようとする児童や次は

自分も選ばれたいと意欲的になる児童が増えた。めあてをもってがんばれたことで、「今日は

これをがんばった」と達成感を味わい、友達のよいところを進んでまねる児童が増え、クラス

全体の意欲が向上した。 

 （4）児童の感想 

・自分がどれだけ頑張ったかわかった・やる気が出た、積極的になった・何を頑張ればよいか分かった  

・人それぞれの考えがあることがわかった・話し合いの時に、新しい考えが見つかりやすい 

 （5）成果と課題 

   これらの手立てを取ることで、児童は目指す姿がはっきりし、自分もそ

うなりたいと意欲を高め、それに向かって努力する姿を教師や友達で

承認することができた。いろいろな姿を評価することで、目指す姿も多

岐にわたり、苦手なことにチャレンジする児童が増えた。「わかる」「で

きる」ではなく、学習に向かう過程を評価したことで、どの児童も、主体

的に授業に参加することができるようになった。 

今年度の取り組みを振り返ると、自己有用感を高めるための、３つ 

     の要素が見えてきた。特に話し合いの場面では、一方的な伝達では 

  なく、質疑応答の中で、自分の理解の深まりを実感し、聞き手、話し手 

の両方が、グループの中で自分の必要性を感じることができたようであ 

る。今回の実践では、算数を中心に行ったが、国語の授業でやってみ 

ると、さらに話し合いが盛り上がることがあった。今後、教科の特性を生 

かしながら、取り組みを他教科に広げていければ、さらに児童の自己 

有用感を高められるのではないかと考えられる。 

（6） 今年度を振り返って 

○目指す児童像を明らかにすること 

具体的な行動目標を示すことで、児童生徒は、やるべきことがはっきり

し、主体的に授業へ参加するようになった。 

○何でも言い合える場をつくること 

自分の意見を聞いてもらえるという安心感があることで、学級の中で自

分の存在意義を感じることができる。 

○人との関わりをもたせること 

互いに力を合わせたり、認め合ったりする関係の中で、誰かのために行動することや、友達から学ぶこ

とを経験することができる。 
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ⅳ．【日新小学校 6 年生実施】 

Ⅰ 児童の実態と実践の手立て 

（１）児童の実態 

① 前提テスト（２７名 １０月２日 実施） 

問題 正答率（人） 主な誤答例（人） 

➊下の表は、かおりさんの町の２つの公園の面積

と、きのう午後３時に公園にいた人の人数を調べ

たものです。どちらの公園がこんでいましたか。 

 

公園の面積と人数 

 面積（㎡） 人数（人） 

北公園 ４００ ５０ 

南公園 ５００ ６０ 
 

１５％（４）  南公園（１８） 

無回答（４） 

 

➋ガソリン１４L で２１０ｋｍ走る自動車があり

ます。ガソリン１L あたりに走る道のりは何ｋｍ

ですか。 

 

９２％（２３） ７０ｋｍ（１） 

無回答（１） 

➌１ｍあたりの重さが７ｇの針金を使って，工作

をしました。できた作品の重さは，５９．５ｇで

した。この針金を何ｍ使いましたか。 

８４％（２１） ８５ｍ（１） 

５９．５×７（１） 

無回答（２） 

 

（前提テストの考察） 

❶の単位量当たりの大きさを用いて、混み具合を比べる問題では、多くの児童が１人当たりの面積

で求めていた。しかし，１人当たりの面積が狭い方が混んでいるということを理解しておらず、多く

の児童が１人当たりの面積が広い方を混んでいると答えていた。本単元の「速さ」を比べる際には、

１秒間当たりに走った距離や１ｍ当たりにかかった時間などの、単位量当たりの考えを使って比べる

ので、その意味の理解が重要になる。レディネス調整の必要性がある。 

❷の全体量から、単位量当たりの大きさを求める問題では、ガソリン１L あたりに走る道のりを９

割以上の児童が求めることができた。 

❸の単位量当たりの大きさから，全体量を求める問題では、１ｍ当たりの重さが７ｇの針金を何ｍ

使ったか 84％の児童が理解していた。 

単位量の考えができていない児童が小数いるため、支援が必要。 

（２）実践の手立て 

  ① MVP の導入 

   児童の承認の場を設定するために、MVP を導入した。児童に、授業ごとに、良かった児童を選

出させる。その時の選出の理由を、蓄積しながら、どのような場面でどのようなことができるとよ

いのか、目標となるものを設定する。児童の目指す方向と、教師が望む方向を一致させることで、

目指す姿を明確になせていくことができると考えた。 
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  ② 意思表示カードによる主体的な学び 

   「つながりタイム」では、特に全体の「つながりタイム」に重点を置いて指導する。考えの発表

者は考えの中にある言葉を穴あきにして提示し（担任が準備する）、穴あきの言葉を全体に問いな

がら発表させる。聞き手の児童は、意思表示カードを利用し、青（同じです。いいです。）黄（自

信がないが、分かりました）赤（わかりません、質問があります）の色で、自分の意思を表示させ

る。発表者には、黄や赤表示の児童に意見を聞いて、分からない場合は、よりわかる説明を他の人

に促すようにさせる。また、このやり取りの中で、赤表示することが、みんなの考えを確かなもの

にしたり、一人ひとりが考えを持つ意識を高めたりすることができていることを意識させたい。ま

た、学習の場面においては、意思表示カードを臨機応変に活用し、考えの選択にも使うようにして

意思の確認ができるようにしていきたい。 

 

 

Ⅱ 実践例 

（１） 教科・単元名 算数科「速さの表し方を考えよう」 

（２） 授業の展開例 

   

過程 学習活動 教師の働きかけと評価 
ICT 

活用等 

 

１、速さの意味について考える 

●変化しているものはなあに？ 

 ○電  

歩いている人 

プ
ロ
ロ
ー
グ
（
１
０
） 

つ
か
む
・
見
通
す
（
１
０
） 

 

●時間と距離のどちらかを一定に

して、「速い」「遅い」について調

べよう。 

２、速さを比べる方法を考える 

 

 

 

 

 

 

 の動画①（距離

と時間が変化

する） 

歩いている人

の動画②（距離

が一定、時間が

一定） 

 

 

 

 

 

 

きょりも時間もそろっていないときの速さを比べる方法を考えよう 

○問 3 人の速さの順番をつけよう 

Ａ ４０ｍ ８秒 

Ｂ ４０ｍ ９秒 

Ｃ ５０ｍ ９秒 

コマ送り表示により、速さは、「道のり」と「時

間」の変化によって、表されていることを意

識させることができた。 

ＡＢＣの表示カードを、分割できるようにし

ていたため、ＡとＢやＡとＣをそれぞれ比較

するときに取り出したり、抜いたりすること

ができわかりやすかった。 

動画による導入は、児童の関心を高め、変化

する大きさを考える学習には効果的だった。 
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考
え
る
（
自
７ 

全
１
５
） 

３、距離も時間もそろっていない

ときの速さの比べ方を考える 

①自力解決 

②全体で、考えを確かめ合う 

 

 

 

 

 

  

ま
と
め
る
（
３
） 

 

 

 

 

 

 

 

４、まとめる 

 

 

５、ふりかえる 

〇ＭＶＰを選ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位量当たりの大きさの考えを基に、速さの比べ方を

式を用いて考え、説明している。（発表・ノート） 

見通しを持たせる際、多様な考え方が予想され

る場合は、細やかに確かめておく方が自力解決

につながり効果的だったようだ。 

リレー形式による発表 

みんなに分担ができていて、上位・低位の

両方が活躍できる場となっていた。 

上位の児童の発表を手本として、下位の児

童も発表することができ、お互いが自信を

高めることができた。 

意思表示カードは、子どもたちの思考が

見えて、一人ひとりの授業への参加の姿

が見えた。課題解決のためにどの方法を

用いて考えることができたのか意思表示

させることで、一人ひとりの評価にもで

きた。また、一部の児童の考えだけで授

業を進めてしまわず、一人ひとりを大切

にした授業づくりができた。 

考え方の提示に単位まで表示されていると、

より深く考えが見えたり、考え方がより鮮明

になっていた。 

授業への取り組む態度を評価することで、

学び方を児童自らがより具体的に考え、主

体的に取り組む姿が見られるようになる。 

速さを比べるには、公倍数や単位量の考え方できょりか時間をそろえればよい。 

授業への取り組む態度を評価することで、

学び方を児童自らがより具体的に考え、主

体的に取り組む姿が見られるようになる。 
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Ⅲ 考察 

（１） ＭＶＰの導入 

「その授業で良く発表した人、みんながはっとする考えを発表した人、説明をわかりやすくした

人…などをみつけることができるので、ＭＶＰはよかった。」「誰ががんばったとかが発表できるの

はいいなと思いました。」「みんなＭＶＰになろうとがんばっているのでいいなと思いました。」Ｍ

ＶＰをみつけるときに、児童は自然とどんな人がＭＶＰだろうと考えている。その時に、ＭＶＰの

理由を話し合うことで、児童とともに、学び方の方法が明確になり、主体的な学習の姿に向かいや

すくなった。 

（２） 意思表示カードによる主体的な学び 

   ３色の色カードを利用し、様々な使い方をすることで、児童の考えていることを目に見える形に

した。「なるほど」「そうそう」「わからない」という、他者の考えに対する自分の考えとの比較に

使う。「Ａという考え」「Ｂという考え」のどちらの考え方を自分が選んだのかを意思表示させると

きに使う。良いと思う考え方の比較で選んだ考えを意思表示することはもちろん、課題解決をする

ために、どの考え方を利用したかを問う場面にも活用することで、自分の課題解決の方法をしっか

りと振り返ることに利用することもできた。意思表示から根拠の発表につなげていくことで、自分

の考え方を他者が理解するために役に立っているということを実感させる場面を作ることができ

た。 

 

Ⅳ 研究の成果と課題 

（１）成果 

   学習の振り返りとして、ＭＶＰを導入する方法をとったが、振り返ることによって、次の学習へ

の目標設定をすることができた。また、児童が、考えたＭＶＰの理由が、そのまま、次の授業への

目標へとつながったために、主体的な目標となり、自然と目標の意識が高まった。さらに、教師側

が意図させたい目標を意図的に、次の授業で紹介することにより、児童と教師の目指す姿を一致さ

せることができ、同じ方向を向いて学習に取り組む姿が見られるようになった。このように、お互

いの目標が一致しておくことにより、求める姿、求められる姿があり、それぞれが必要とされる存

在となった。このことが、児童へ自己有用感を高めることになったのではないかと考える。 

 

（２）課題 

   ＭＶＰの選出の理由を、教師側の目指す姿と一致させるためには、まず、どのような姿を目指す

のか、はっきりさせておく必要がある。授業の中のどのような場面において、ＭＶＰの選出をする

のか、視点を明確にさせておくことにより、児童への選出ポイントを示しながら、学習に取り組ま

せるとより効果的ではないかと考えた。また、授業の内容によっては、ＭＶＰの選出が難しい場面

があったり、一人に絞りにくかったり、もらう児童に偏りが出たりすることも課題であった。複数

の選出や、選出が難しい場面での選出方法について、どのようにするのか、今後も、手立てを探っ

ていく必要があると感じた。 
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ⅴ．【西与賀小学校 第５学年実施】 

① ねらい 

 本学級の児童は、7 月に実施したアンケートの結果は以下のようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどの児童が自分の発表を聞いてもらえていると感じており、また全ての児童が友達の発言を参

考にしていると答えている。一方で自分の考えや発言が参考にされていると感じている児童は２／３程

度であり、授業の中で役立っていると感じている児童は約半分しかいない。授業の中で自分の考えや発

言が全体の中で有用性があると感じていないことがわかる。発言や発表することについては授業中、グ

ループ活動ともに好きではないと感じていること児童が多いこともその一因だと考えられる。 

 そこで、友だちが意見をしっかり聞いてくれていることや児童の発言が全体の役に立っていることを

明確にして気づかせることが、自己有用感を高めることにつながると考え、授業の過程全体で児童の自

己有用感を高めるための実践を行った。 

② 実践 

 ア 見通し場面で発言を拾う 

  導入の段階である「見通し」の場面は、課題解決の前であるため正解・不正解がはっきりしていな

い。また、一見無関係と思えることが別の児童が解決方法に気づくきっかけになることもある。そこ

で、この場面ではできるだけ指名はせずに児童が思い思いに発言していることを教師が拾っていき、

板書するようにした。明らかにおかしいことを除いて板書に残すことで、発言が採り上げられている

ことが明確になった。同時に数人が発言することもあるので、もう一度全体にしっかり聞かせたい時

は指名して発言をさせるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ グループ活動 

  １学期は主に隣とのペアでグループ活動（話し合い）を行った。１対１ではどうしても一方的な伝

達になってしまうことがあった。そこで様々な意見を見聞きすることができるように、２学期からは

３人を基本とするように変更した。人数が増えたことで話すことが苦手な児童同士で話し合いが進ま
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ないということが大きく減った。また、当初は一通り伝え終わると再び自分のワークシートを書くこ

とに戻る児童が多かったが、全体発表の場面で教師がどのようなことを質問するかを意識させること

で、グループの際にもワークシート上や最初の説明ではっきりしていないことに児童同士で質問をす

る姿が見られるようになった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

ウ 全体発表での考えの採り上げ方 

  児童の考えを全体の場で発表する場面で、常に正解者を指名するのではなく、間違っている児童やグ

ループ活動で結論が出なかった考えも採り上げるようにした。正解ばかりが全体で採り上げられると、

間違っていると指摘されることは大きな負担となる。そこで、誤答からは学ぶことが多いという考えを

日ごろから伝えていくことで、尐しずつではあるが慣れていくようにしていった。採り上げる誤答も勘

違いや計算間違いといったものから、よく見聞きして考えなければどこで間違えたかがわからないもの

まで様々なものを採り上げるようにした。そうすることで、児童の中で考えながら聞かなければいけな

い、友だちの力になろうという思いが高まってきたように思う。また、発表者にとっては意見をもらえ

るということがしっかり聞いてもらっている、学級全体がしっかり考えることのきっかけになっている

と全体の学習の中で役に立っていると感じることにもつながった。 

 エ ＭＶＰの設定 

  各時間の終末に授業で活躍した児童を MVP として発表した。

全体で発表した児童に限らず、解決につながるつぶやきをした

りグループ活動で友だちにアドバイスを送っていたりと、様々 

な活躍を取り上げるようにした。これまで教師側が発表する以 

 

 
ＴＴであることを活かし、Ｔ２である担任がＭＶＰを発表した。場合

によってはＴ１とＴ２それぞれがＭＶＰを選ぶこともあった。 
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外でこんなことが言える児童がいたらと考えていた価値が児童にも伝わり、発表以外のどんなことが全

体の中で役に立っているということかがはっきりした。価値が明確になったことで発言や話し合いに参

加する児童が増えてきたように感じた。MVP についてきいてみると、「MVP がもらえるように頑張ろ

うと思った」「発表しようと思った」「初めて選ばれた時はうれしかった」と好意的にとらえている児童

が多く、学習面でのやる気を引き出すためのきっかけにもなった。 

③ 実践の成果と課題 

 ア 成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   授業中の様子を見ていて、教師側としては発表や発言が増えていると感じていた。実際にアンケ

ート結果を見ても、授業中やグループ活動において発言や発表が好きだという児童が増えているこ

とから、発言する機会を増やしたり様々な発表をさせたりしたことは効果があったと思われる。ま

た、児童が発言する回数が増えたことやより質の高い発言が見られるようになった。児童の発言を

もとに授業が展開していくことから主体的に学んでいる授業になってきたと考えられる。算数の授

業が好きな児童も増えており、主体的な学びを進めてきたことの成果だと考えられる。 

 イ 課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   アンケートの結果では自分が全体の中で役に立っていると実感できていること（自己有用感）にかか

わる項目では大きな変化は見られなかった。しかし、自由記述欄には「友だちに間違っているところを

教えてもらうようになって発表を聞いてもらっている感じがする」「MVP で先生が理由を教えてくれた

ことでこんな頑張りもあるのかと分かった」など今後も続けていくことで尐しずつ自己有用感を感じる

児童が増えていくのではないかと感じた。また、今回は算数の授業に限定していたので、他教科や日常

生活にも広げていくことで、自己有用感を実感することが増えるのではないかと考える。 

0

5

10

15

7月 1１月 

グループで発言や 

発表をするのは好きか 

◎ 〇 △ ×

0

5

10

15

7月 1１月 

授業中に発言や 

発表をするのは好きか 

◎ 〇 △ ×

0

5

10

15

7月 1１月 

算数の授業は好きか 

◎ 〇 △ ×

0

5

10

7月 1１月 

自分の発言や発表は 

役に立っている 

◎ 〇 △ ×

0

5
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7月 1１月 

自分の発言や発表は 

参考にされている 

◎ 〇 △ ×

0

5

10

15

7月 1１月 

友だちの発言や発表を 

参考にしている 

◎ 〇 △ ×



50 

 

ⅵ．【兵庫小学校 第６学年実施】 

Ⅰ 児童の実態と実践の手立て 

（１）児童の実態 

本学級の児童は、何事も真面目に取り組み、授業中は多くの児童が発言をしている。しかし、ア

ンケートの結果を見ると、「授業の中で発言したり発表したりするのは好きか」と答えた児童は「好

き」と「好きではない」が約半々だった。発表する児童に偏りがあることが伺える。発表しない児

童の理由としては「間違えたらどうしようと思うから」「分からないから」という不安からくる理

由がほとんどだった。児童の希望があったことから、近くの児童と話す時間を設けると、答えが合

っているか確認ができるので、発表の回数は増えてきたが、全体の前での発表は苦手な児童が多い。 

また、「グループの中で発言したり発表したりするのは好きか」という質問に関しては、9割の児

童が「好き」「まあまあ好き」と答えている。ただ、実際の話し合いの様子を見ると、話し合いが

形式化し、1人が話すことを他の人が聞いて終わるような様子がよく見られた。「自分の考えや発言

は、周りの人に聞いてもらえていると思う」の質問に対しては、全ての児童が、「そう思う」と答

えた。しかし、「自分の考えや発言は取り上げられていると思うか」「自分の考えや発言は授業に役

立っていると思うか」の質問では３割程度の児童が、「あまりそう思わない」「そう思わない」と答

えており、聞いてもらっている実感はあるが、それが自己有用感にはつながっていないことが分か

る。 

以上のような実態から、小グループの話し合い活動を活性化させ、発言が認めれる機会を増やす

ことで、自己有用感を味わわせていくことが必要だと考えた。 

（２） 実践の手立て 

① MVP制度の導入 

承認の場を増やすために MVPを選ぶ制度を授業に取り入れた。教師が求める姿を MVPとして

評価することで、「分からないことを教え合うことで理解が深まる」「間違いで学びが深まる」

ことを感じさせ、自分の存在や発言が授業の役に立っているという自己有用感を味わわせるこ

とをねらいとしている。初めは、教師が「聞き方」「話し方」「ノートの取り方」「意欲」など

の面から評価することで、さまざまな MVPの視点を提示し、ある程度提示したところで、児童

による MVPの選出にも取り組んだ。 

② 小グループの話し合いの活性化 

 小グループの話し合いが形式的なやり取りにならないように、必要に応じて話し合いの時

間を取る。また、互いの考えを聞き合うだけでなく、質問したり、同じ部分を指摘したりで

きるように色分けした丸で自己評価をさせる。これらは、互いの考えや発言を生かしながら

学習を深める雰囲気を作ることをねらいとしている。 

 

Ⅱ 実践例 

（１） 教科・単元名 算数科「速さの表し方を考えよう」 

（２） 授業の展開例 

本時の目標 

○単位量当たりの大きさの考えを基に，速さの比べ方を式を用いて考え，説明することができる 
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(数学的な考え方) 

(2) 展開（        は実践の手立て） 

学習活動 教師の働きかけと評価 

１ 本時の課題とめあてをつかむ。 

『走るのが速いのはどちらですか？』 

 

２ 解決の見通しを持つ 

 

３ グループで話し合う 

[時間をそろえて進んだ距離で比べる] 

① 1 秒あたりに進む距離を求める 

40÷8＝5  50÷9＝5.55… 

② 72 秒走った時に進む距離を求める 

   40×9＝360 ，8:40＝72:360 

   50×8＝400 ，9:50＝72:400 

[距離をそろえて時間で比べる] 

③ １ｍあたりの秒数を求める 

8÷40＝0.2  9÷50＝0.18 

④ 200ｍを何秒で走るかを求める 

8×5＝40 ，40:8＝200:40 

   9×4＝36 ，50:9＝200:36 

⑤ 10ｍを何秒で走るかを求める 

8÷4＝2   9÷5＝1.8 

４ 全体で話し合う 

【みんなでタイム】 

 

 

 

 

 

 

 

６ 本時のまとめをする。 

 きょり(ｍ) 時間(秒) 

Aさん ４０ ８ 

Cさん ５０ ９ 

○前時の MVP を発表し、本時の学習への意欲を持たせる。 

○速さとはどういう意味かを確認したり、問題を提示したりして，前

時の学習を思い出させる。 

 

 

 

 

 

○式の意味や答えの意味を考えながら説明させるために，計算で何を

求めたのかをノートに書き込むなど，簡単に説明を書かせる。 

○説明できない児童や，式の意味や答えが間違っている児童がいたと

きは，グループ内で教え合うようにする。 

◆自分の考えが言えたら赤丸、友達の考えがわかったら青丸、質問を

したり、答えたりできたら黄色の丸をノートに付けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○考えを尐しずつ発表させ、続きを考えさせながら、互いの考えを確

かめるようにする。 

○それぞれの考え方の共通点(時間か距離のどちらか一方をそろえ

る)や相違点(公倍数，○ｍあたり，○秒あたり)に気づかせ，分類さ

せる。 

○時間と距離のどちらか一方をそろえて，比べれば答えは同じになる

という共通点を確認して，まとめにつなげる。 

 

 

○適用問題を解かせて、理解できたかを確認する。 

◆わかったことや話し合いの時間に気付いたことをノートに記入さ

せる。グループの中のＭＶＰを決めさせる。 

きょりも時間もちがう時の速さを比べる方法をみんなで考えよう 

話し合いの視点 

・答えは同じ

か・求めた方法 

速さは，きょりか時間のどちらかをそろえれば比べることができる。 

<数学的な考え方> 

距離や時間をそろえて，速さを比べることができる。 

Ａ:誰が速いかその根拠を説明することができる。 

Ｂ：誰が早いか比べることができる。 

★式に単位を付け加えさせ、何を表す数字が理解させる。 
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Ⅲ 考察 

（１） MVP制度の導入 

前回の授業の MVPを授業の最初に発表し、みんなで称賛したことで、目指す姿が明確になり、意

識して取り組める児童が増えた。本時の授業では、「○○くんが質問してくれたので、自分も分か

るようになってよかった」という感想を MVPとして紹介した。すると、その時間、友達に質問をす

る児童の姿が多く見られた。また、最後に自分が思う MVPを決めるという活動を入れることで、友

達の良さを認めようとする気持ちを高めることができた。また、今回は、グループで決めさせたの

で、たくさんの児童が友達から称賛されることになった。「ノートに進んで友達の意見をメモして

いた」「質問を積極的にしていた」「分かりやすい説明だった」など、それぞれに、MVP として選ば

れた理由が異なっていたので、目指す姿の幅も広がった。 

（２） 小グループの話し合いの活性化 

小グループの話し合いを固定化するのではなく、児童の困り感に合わせて話し合いの時間を取

った。話し合う必然性があり、決まった型もないので、分からない児童は進んで尋ね、分かる児

童は教えるという雰囲気が自然にできた。 

話し合いの時間には、話し合いが双方向のやり取りになるように赤・青・黄の丸で自己評価さ

せた。これまでのいろいろな話し合いの時に、黄色の丸を付けることができた児童を MVP として

評価してきたことで、友達の考えに対して質問したり、考えが同じところを指摘したりできる児

童が増えた。聞いている側は、質問するために、注意深く聞き、発表する側は、質問されたり、

「この部分が同じ」と共感してもらえたりしたことで、友達が自分の考えに関心をもってくれて

いると分かり、喜んでいた。 

Ⅳ アンケート結果より 

  今回のアンケートでは、「自分の考えや発言は授業の役に立っていると思う」「自分の考えや発言は取

り上げられていると思う」などの項目で、「とてもそう思う」「そう思う」を選んだ児童が増えた。しか

し、初めのアンケートでもそれほど低い数値ではなかったため、数字的には大きな変化は見られなかっ

た。しかし、アンケートの MVPをやってみてどうだったかという質問には、児童の率直な意見が表れて

いた。 

～児童の感想～ 

○MVP を始めて、人それぞれの考えや意見があることが分かりました。本当に「十人十色」だなと思いました。 

○MVP のおかげで、誰にも負けないように頑張ろう、努力しようと思うようになった。新しい考え方も見つけやすくなっ

た。 

   ○MVP をするようになって、積極的に手を挙げるようになった。 

   ○MVP に選ばれるとうれしいし、次も頑張ろうという自信にもなる。MVP をもらうために意識しながら授業を受けている

人もいると思うので、勉強熱心な人が増えたと思う。 

   ○今までは、手を挙げるのが嫌だったけど、積極的に上げるようになった。班で話し合う時も、自分から言えるように

なった。 

○学習に目標をもって取り組んでいくことができてよかった。明日も頑張ろうと思えるところが良かった。 

○前は、１つ考えを書いたら「終わり」と思っていたけど、最近は考えを１つ書き終わったら「まだあるかも」と考えよう

とすることができるようになった。 
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○MVP をもらうのはなかなか難しいけど、○○くんや○○さんがたくさんもらっているので、見習いたい、 

○どんなことをすればよいか考えて動くことができるようになったので、成長できたと思った。 

○自分がどれだけがんばったかが分かるのでよかった。 

△授業で意識できるようになった。MVP に選ばれたらもっと続けようと思った。でも、誰かが MVP に選ばれたとき、自

分の方が前よりやっていたのに…と思う事もあった。 

△たくさん選ばれた人はいいけど、少ない人は、多い人を見て、自信がなくなるかも。でも逆にあこがれて頑張れる

人もいるかも。 

△MVP をもらえると認められている気がしてうれしいけど、頑張っているのに見てもらえていないと感じることがあって、

その時は自分のがんばりが認められていなと思った。 

△MVP をたくさんもらっている人とあまりもらっていない人がいて、差があると思う。あまりもらっていない人もがんばって

いることがあるに、もらえないのはおかしいと思う。 

△先生は１人なので、全員の頑張りを見る事は出来ないと思う。だから別の方法もしたほうがよいと思う。 

Ⅳ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

児童の感想にも表れていたが、MVPの制度の良かった点は、児童の授業に取り組む姿勢が変

わった事である。MVPに選ばれたいという思いから、それぞれが目標をもって授業に臨み、発

表の回数やノートの取り方、話の聞き方が変わってきた。そして、目標に向かって努力する

「自分」を「自分」で認めることができていた。自己有用感を味わわせるためには、まず、

学習への意識を高め、その頑張りを認めることが大事だと考える。自分で努力したと思うか

らこそ、人に認められた時、人の役に立てた時、喜びを感じることができるのではないだろ

うか。 

また、「わからない」と言ったり、友達に尋ねたりする姿を評価したことで、学級の中に何

でも言い合える雰囲気ができた。その中で、自分の発言があって、グループの話し合いが深

まっていくことを味わわせられたように思う。今回の取り組みが、１人１人の自己有用感の

高まりにつながったかは分からないが、自己有用感が人との関わりの中で育まれることを考

えると、学級の中にどんな発言も認め合う雰囲気を作ることは、有効であると言える。 

（２） 課題 

 MVPを選ぶ際、あまりにも多くの児童を MVPとして選んでしまうと、MVPの価値が低くなって

しまうと思い、授業の中で１人選ぶようにしていた。しかし、児童の感想にもあるように、同

じように頑張ったのに、もらえない児童が出てくることも気になった。そこで、授業によって

は複数選んだり、グループ毎に選ばせたりした。ここで感じたのは、児童の「認められたい」

という思いは教師側が思っているより、強いということである。授業中の様子を見ていると、

発表、ノート、聞き方など１人１人授業の中で、頑張っているポイントは異なる。それぞれの

承認欲求を生かしながら、自己有用感を味わわせるためには、さらなる手立てが必要であるよ

うに思う。また、今回は、算数の授業を中心に行ったが、国語や社会など、別の教科でも行っ

てみた。すると、国語の物語文の話し合いは、特に意見の活発なやり取りが見られた。「なるほ

ど。」「そうか！」「でも…」などさまざまな声が聞かれ、それぞれの意見をきっかけに話し合い

が広がった。今後、教科の特性を生かした手立てを考えることも有効であると考える。 
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Ⅳ 研究のまとめ 

児童生徒理解部の 2部会では、振り返り、承認の場を設ける

ことを共通実践し、子供たちが共感し達成感を共有することで 

自己有用感を育む集団づくりに結びついた。自己有用感を育む

集団づくりは、いじめや不登校の未然防止や早期解決、そして、

これから求められる「主体的・対話的で深い学び」を支える 

学級の土台づくりに必要であり、研究を継続していきたい。 

《児童生徒理解部発表会アンケート》   Ｈ３０．１．２５ 東与賀農村環境改善センターに於いて 

・子供たちはみんな人から褒められたい人の役に立ちた 

いと思っているので、その気持ちを生かすための手段 

が分かってよかった。 

・自分の学校でも不登校等で自己有用感の低い児童がお

り、自己有用感を高めていくことは急務であると感じ

ている。日常生活、学習等様々な場面での取組を知り、

自分の学級でもできることを考え取り組んでいきたい。 

・児童生徒の自己有用感を高めるために、日常生活と学

習活動を結びつけていくことが必要であると思った。学校生活において、児童生徒の姿を様々な場面

で観察し、児童生徒が周りから認められていると実感できるように取組を考えていきたい。 

･自己有用感は全ての教科に通じるものであり、基本となっている。授業以外の日々の活動取組が大事

だと感じた。 

・自己有用感の低さが荒れや友人とのトラブル、学習意欲の低さの原因になっていると思う。日本人特

有の「謙遜」の文化から自己主張、アピールの文化へ価値観を変えていくことが大切だと思った。 

・自己有用感を高めるためには、ひとつの活動だけを行えばよいものではなく、各教科、道徳、特活等

の活動において取り組まなければならないことが分かった。教員の声掛けも必要であろう。 

・自分を出せる学級、受け入れられる集団、失敗、間違いを出せることにあえて挑戦したところがすご

いと感じた。 

・よさを見つけ伝え合う取組はこれまでも行われてきたことだがその実践を計画的に継続して取り組む

ことで具体的な数値としてどれくらい効果があったかがよく分かった。日常的に取り組めるより簡単

な取組はできないかと考えているところであるので参考になった。 

・自己有用感とは人の役にたった、人に喜んでもらえたと感じることで承認されることが必要だと思う。 

・「わかる」「できる」ではなく学習に向かう過程を褒めるという言葉が心に残った。一人ひとりの過程

に寄り添える指導をしていきたい。 

・苦手なことでもがんばっていることを認められること等が自己有用感につながると思う。 

・授業づくりでは、助け合い、認め合いがあると意欲が高まり、理解もスムーズになって人間関係もよ

くなり学力も上がるのが分かった。 

・承認の場があると、「学校が楽しい」「授業が楽しい」と思う子どもが増えると思うので取組を参考に

したい。 

・ＭＶＰを児童と共有するのはいいと思う。学活の時間を使い、話し合い活動の中で生み出していくの
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を来年度取り入れたいと思う。 

・大和中の授業実践は、日々の授業の中で無理なく取り入れられ学力の程度に応じて自己有用感が味わ

え系統的にできるという実践の具現化と目標達成に向かうための要素を備えている。研究の目指すと

ころが明確であり、手だてもよく工夫されている。 

・姿で見える化し、その場を作る、人と関わり合わせるというのは当たり前だがとても大切なことと再

認識することができた。教師と子どもが共通理解しともに歩む姿勢が大切だと思った。 

・学習集団づくり部の実践で、機会、期間、視点を設定することで子供たちが一歩踏み出す活動ができ

ていると思った。 

・中学校の数学の取り組みは、低学力の生徒に自己有用感を持たせるための手立てが参考になった。他

教科ではどこで活用できるか考えてみたい。 

・数学の実践は、できばえ重視で、低位の生徒は難しいものがある。 

・小学校の算数の授業実践は、教師が頭で考えた内容を形式的に取り組んでいるもので、若手の教師が

陥りやすいので注意が必要である。 

・学習集団づくり部の中学校の実践は、単発的な感じがした。教科担任制なので難しい部分はあると思

うが、他教科等との連携や年間を通した実践が必要と思う。 

・出番、役割、承認と言われるとおり、それらを具現化するのが重要と考える。 

・自分のクラスでも自己有用感が高くない生徒がいる。発表された実践例のうち、どれがその生徒にと

って効果的か考えながら聴くことができた。 

・間違いを取り上げるのは「対話的な学び」のもっとも基本になる部分で授業の中でも積極的に取り入

れていこうと思う。 

◇自己有用感がキーワードになっているので、佐賀市が推進している「出番―役割―承認」をフレーズ

に実践をキーワードごとに整理していくと全ての学校で使える汎用性の高い研究になるのではない

かと思った。 

◇実態調査の変容については、統計的に処理を行って「有意に高まった」「有意は見られなかった」と

結論付けることで佐賀市内各学校の研究の向上につながると思う。 

◇アンケートだけで変容を述べると見誤ることもある。観察、ポートフォリオ、タスク等多面的、複眼

的な捉えが必要である。 

◇「いいところみつけ」は、子供たちの価値観の素地を養う効果があるはず、そこを説明してほしい。 

◇子どもと観点を共有して取り組む活動はとても効果が高いと感じる。自己肯定感や集団帰属感は高ま

ると思うが、それが有用感へ向かうかは疑問である。 

◇定義された「有用感」は「肯定感」に当たるのではないか。 

◇学習集団づくり部と授業づくり部の実践を両方同時に行うと非常に効果的だろうと感じた。 

◇学習集団づくりの道徳、学活の取組を年間計画に位置づけていく必要性を改めて感じた。 

△他者からカードをもらったらそれが即自己有用感に直結するとは考えにくい。 

△学習集団づくり部の取組が薄いと感じた。アンケートの変容で「自分への自信」が下がっている。わ

ざわざ授業をして自信自身を下げては何もならない。 

△「○○№１」という観念的なものではなく実際の生活の中から友達のよさを見つけるようにしないと

いけないと思う。 
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平成２９年度佐賀市教育研究所児童生徒理解部 

 

所 長   佐賀市教育委員会学校教育課    課 長     中村祐二郎 

顧 問   佐賀市立兵庫小学校        校 長     本村秀一郎 

顧 問   佐賀市立思斉館中学部       校 長     川﨑 智幸 

所 員     佐賀市立日新小学校      教 諭     中島 正敏 

所 員     佐賀市立神野小学校      教 諭     小宮 良基 

所 員     佐賀市立西与賀小学校     教 諭     米田  純 

所 員     佐賀市立兵庫小学校      教 諭     吉田 京子 

所 員     佐賀市立高木瀬小学校     教 諭     松田 洋子 

所 員     佐賀市立春日北小学校     教 諭     古賀美奈子 

所 員     佐賀市立成章中学校      教 諭     夏井 慶彦 

所 員     佐賀市立城北中学校      教 諭     小池 有紀 

所 員     佐賀市立金泉中学校      教 諭     竹下沙弥香 

所 員     佐賀市立芙蓉中学校      教 諭     石田  広 

所 員     佐賀市立大和中学校      教 諭     下西  敬 

所 員     佐賀市立富士中学校      教 諭     北原 佳奈 

事務局   佐賀市教育委員会  指導主事 西岡いずみ  嘱託職員 秀島正文 



平成２９年度 佐賀市教育研究所  

個人研究及び教材・教具創作品の部 

・勧興小学校  岩本扶巳  

人間関係を構築する力を高め、主体的な力を育む特別活動 

・赤松小学校  矢川亮太 

自分の思いを表現し、よりよい学級・学校生活を創ろうとする子どもの育成 

・神野小学校  渡辺剛史 

自然の事物・現象のおもしろさに自ら関わろうとする子どもの育成 

・西与賀小学校 髙木公裕 

 小学校国語科におけるグループ談話では何が起こっているのか 

・高木瀬小学校 竹下敏史 

自ら進んで学級目標を達成しようとする児童の育成 

・高木瀬小学校 福田あや 

子どもの自己管理能力を高めるための救急処置活動 

・北川副小学校 野中亮彦 

 主体的に聞くことができる子供の育成 

・北川副小学校 松永亮 

特別な支援を必要とする児童の力を引き出す指導の工夫 

・春日小学校  峰翔次朗 

主体的に生き生きと自分の思いや考えを表現できる児童の育成を目指して 

・城北中学校  手島将之 

主権者意識を育てる社会科授業の設計 
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主題『人間関係を構築する力を高め，主体的・実践的な力を育む特別活動 

～互いに認め合う楽しい学級生活をつくろうとする学級活動の在り方～』 

 

佐賀市立勧興小学校 教諭 岩本 扶巳 

１ 主題設定の趣旨 

現代を生きる児童たちは，生活の中で何か知りたいことや解決したいことがあっても，他人に聞くこ

とは少ない。なぜなら，自分の知りたい情報は，人に聞かずともスマートフォンやタブレットを使って

インターネットなどで簡単に手に入る世の中になったからである。私自身，いつでも・どこでも情報を

手軽に手に入れられ，遠くにいる友人ともすぐに連絡をとれる便利な情報機器は，日常生活の中で手放

せない大切なツールである。そのようなメリットも多い高度情報化社会の中で，児童たちは自分の意見

を他人に話したり，ほかの人の意見を聞いたりすることや人間関係を構築するスキル習得の機会が奪わ

れているように思う。幼少期から他人と関わって生活する経験がない児童は，他人との関わりを避けた

り自分中心の世界で物事を考えたりし，ひいては昨今の課題である人間関係を構築する力の低下を招い

ていると考えられる。 

本学級の学級目標は，「スクラム４の１～やさしさ NO.1 協力 NO.1 笑顔 NO.1～」である。高学年へ

の仲間入りの自覚も加わり，自主的活動も増え始め活き活きした学年である 4年生として，自分や友だ

ちが困った時や様々な行事など向かって「学級全員で肩を組んで（スクラム）活動していってほしい」

という願いが込められている。 

本学級の児童は，明るく何事にも意欲的に取り組む児童が多い反面，学校生活の中で自分と友だちの

考えが違うと非難したり，「自分ができていれば良い」と考えたりといった自分中心の世界から，友だち

の意見を快く受容できない児童もいる。その中で呼び捨てや暴言から対人関係での問題も発生し，4 月

当初から指導を続けてきた。 

さらに，５月末に実施したＱ－Ｕアンケートの結果から「自分は認められていない」「みんなは自分の

頑張りを見てくれない」と思う，いわゆる非承認群に属する児童が数名見られる。これらの児童の多く

が授業中の発言は少なく，指示されると自信が無さそうに発言に困る傾向にある。このような児童であ

っても対人関係における何らかの手立てを講じることで，ほめられたり認められたりする場が増え，自

分自身の存在や自分の持つ考えに自信を持つことができるようになると考える。また，積極的に友だち

と会話をするようになることで学校・学級生活に満足し「友だちと一緒に何かをするのは楽しい」「学校

（学級）に行くのが楽しい」という心情を育てることができると考える。 

そこで本研究では，児童同士が毎日の生活の中で認め合うことができる取り組み・環境整備を行い，

児童が自信を持って学級活動に参加できるよう特別活動の充実を図ることが，これからを生きる児童の

人間関係を構築する力を高めていくことにつながると考え，本研究主題を設定した。 

２ 研究の目標 

  常時活動や話合い活動などの学級活動の充実を通して，互いに認め合う楽しい学級生活をつくろうと

する態度を育てるための学級活動の在り方を探る。 

３ 研究の仮説 

学級活動を中心に，自他を認め合う場や発言の場を増やせば，児童が自信を持って自主的に活動した

り誰もが自分の気持ちを表現したりして，互いに認め合うことのできる児童の育成につながるであろう。 
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４ 研究方法と内容 

（１） Ｑ－Ｕアンケートの結果を用いた児童の現状把握 

（２） 仮説検証のための授業実践 

（３） ワークシートや観察による児童の意識変容や実践後の児童アンケートの分析 

５ 研究の実際 

（１） 常時活動として自他を認め合う活動を相互評価し，可視化した「スクラム貯金」を行う。 

（２） 学級会活動を「スクラム会議」とし，①議題選定「活動の立ち上がり」→②議題に沿って話し合

う「話合い活動」→③決定したことを実践する「自己実現に向かう子」→④実践の振り返り「実践

後の振り返り」の４段階で展開していく。 

（１）「スクラム貯金」 

ア 活動の立ち上がり 

４月の始業式後の学級開きにて，「スクラム貯金」を始めることを告げた。「スクラム貯金」とは，

いわゆる「いいところ探し」の可視化である。帰りの会の「スクラムタイム」で，その日１日の中

で，友だちの頑張っていたところや自分がしてもらってうれしかったこと，学級みんなが頑張れた

ことなどを発表する。個人の良いところにはビー玉 1個，学級みんなの良いところは大きなビー玉

を 1個入れる。ビンいっぱいにビー玉が貯まると「スクラムパーティー」（お楽しみ会）をすること

を児童たちと決めた。 

イ 「スクラムタイム」での主な発言と第１回スクラムパーティー 

本学級の児童は，２年時にこのビー玉貯金を経験している児童である。そのため，活動にはスム

ーズに取り掛かることができた。１学期間の発言は主に以下のような発言（資料１）であった。 

・今日，○○○さんが帰りの会の前に水筒を配ってくれました。 

・今日，消しゴムを落とした時に，○○さんが拾ってくれました。 

・今日の○時間目の「スクラム会議」みんなが意見を言うことができました。 

資料１ スクラムタイム内での児童の発言 

資料１の上の２つは，「自分がしてもらってうれしかったこと」で，児童の発言の中でも１番多い

ものである。３つ目は教師からの声掛けにより出た発言で，「学級のみんなが頑張っていたこと」で

ある。ビー玉があと少しで貯まりそうになると，大きいビー玉の方が早く貯めることできるからと

発言回数も増えた。そして６月１５日，ビー玉がびんいっぱいに貯まりスクラムパーティーで何を

するかについてみんなで話し合った。話合いにより，学年活動で学んだイギリスの文化「シークレ

ットサンタ」をすることになった。くじを引いて学級内の友だちの１人にあてて，内緒でプレゼン

トを作るというものである。児童たちはわくわくしながらたった一人の相手の喜ぶ顔を思い浮かべ，

プレゼントを作り上げた。「また，やりたい」「早く次のビー玉を貯めよう」という声が上がり，友

だちの良いところを見つける意欲付けに繋がったと感じた（写真１，２，３）。 

 

 

 

 

 

 写真１ 貯まったビー玉 写真２ 活動の様子 写真３ カードを読む児童 
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ウ スクラム貯金のマンネリ化 

毎日帰りの会で友だちの良いところを発言していたが，だんだん発言がパターン化してきて同じ

児童が同じような発言を何度もすることが増えた。名前が挙がる児童も固定してきて，このままで

は承認経験や発言が少ない児童が傍観者状態になり活動意欲の低下に繋がると考えた。 

そこで，発言内容の精選と，発言者の輪番制を取り入れることにした。発言内容は教師から「他

の人が誰もしないようなことを進んで行っていたこと」「個人の特技を生かして頑張っていること」

「学級・学校全体の役に立つ行動をしていたこと」などを提案した。発言者は生活班の４人が交代

で発言するようにし，学級の全員が友だちの良いところに目を向けられるよう仕組んだ。 

エ 児童の変容と考察 

活動を続けていたある日，「Ａさんが昼休みにばらばらになっているトイレのスリッパを並べて

いました。」という発言をした児童Ｂがいた。Ａ児は，普段大人しく読書が大好きな児童である。ま

た，授業中の発言回数は多くはないが，毎日自主学習をしてくるなど学習意欲のある児童である。

そのようなＡ児がその日の自主学習ノートにこんな日記を書いてきた（資料２）。 

今日Ｂさんが帰りの会の時に，私がトイレのスリッパを並べていたところを見ていたみたいで，

スクラムタイムで発表してくれました。良い行いは誰かが見てくれているんだなと思いました。 

                         

 

スクラム貯金の活動はＡ児にとって，「自分を見てくれている人はいるんだ」いうことに気付く取

り組みになったと感じた。と同時に，Ａ児のように認められる経験ができる児童をもっと増やした

いと考えた。これ以降Ａの授業中の発言回数も少しずつ増え，自信を持って生活している姿が見ら

れた。これを機に「スクラムタイム」の発言内容も少しずつ変化し，１人１人の良い行いが学級全

体の良い行いに繋がるような発言が見られるようになった。見る対象を変えたり観点を教師から与

えたりすることで，より良い発言に繋がった。 

（２） 学級活動「スクラム会議」 

 ア 第１回スクラム会議 議題「はきものスッキリ大作戦」（５月１５日実践） 

（ｱ） 活動の立ち上がり 

学級会を行うにあたって，毎学期児童に「みんなでやってみたいこと・話しいたいことはあ

りますか。」という内容のアンケートを行い，教室の隅の「議題ポスト」に入れるよう話した（資

料３）。数日後，集まったアンケートの中に「トイレのスリッパがいつも並んでいなくて履きづ

らい。靴箱も靴がばらばらで気持ちが良くないのでどうにかしたい。」という意見の書かれた紙

が入っていた。アンケートを書いた児童に話を聞くと，「スクラム会議で話し合って解決した

い」と考えていた。そこで，第１回スクラム会議を行うこととなった。 

「スクラム会議」（学級会）の司会グループは，学級の児

童全員に司会の経験をさせられるよう５人１組の輪番制を

仕組んだ。第１回の会議に向けて司会グループの児童たち

で役割を決めたり会議原案を作成したり，事前準備を行っ

た。学級の児童は原案を元に，家に帰って両親・兄弟に相談

したり，今までの経験を思い出したりしながら会議当日ま

でに自分の意見を用意した。（資料４）。 資料３ 議題提案カード 

資料２ Ａ児の日記 
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（ｲ） 話合い活動 

会議は，児童同士の顔がよく見えるよう，コ

の字型の机配置で行った。話合いの前に教師か

ら「スーパースクラム賞の基準」を提示した（資

料５）。学級目標や提案理由などに即した意見を

言えていたり，友だちの意見と自分の意見の類

似点など比較しながら聞いたりするなど，話合

い活動に意欲的な児童に贈る賞である。あらか

じめ観点を与えることで，話合いの筋が外れた時などに立

ち返ることができるようにすることをねらいとしている。 

      もう１つのねらいとして，教科の学習の中では自信が持

てずになかなか発言できない児童にとっても発言できる

機会になってほしいという思いがあった。また，発言内容

については，どの考えもその人の考えとして否定せず受け

止めるよう，４月当初に全体の場で話をした。実際に話合

いの中でも，発言回数の多い児童が次々と発表していく

中，学習中の発言の少ない児童も手を挙げ発表する姿が見

られた。意見をまとめる際には，算数用おはじきを使用し，

賛同する意見を可視化することで，自分自身も話合いに参

加しているという使命感・責任感を与えた。 

この日のスーパースクラム賞は，提案者でもある児童が

選ばれた。「みんなでどうにかしたい。」という思いが，司会グル

ープや他の児童にも伝わったのだと考えられる。スーパースクラ

ム賞の児童には，良い発言をした証としてメダルを渡している

（写真４）。このメダルは前回選ばれた人から次のスーパースク

ラム賞に選ばれた人へ渡し，繋いでいく。２回目以降は，前回の

スーパースクラム賞の児童から首にかけてもらうことで，もらえ

なかった児童も次回の話合いへの期待と意欲を持たせることに

繋がっていると感じた。 

（ｳ） 自己実現へ向かう児童たち 

児童は，「スクラム会議」で決定した「全校のトイレと靴箱のはきものチェックを２週間行い，

よく並べられている学年・クラスには手作り賞状を渡す」「活動の最後にチェックした結果を校

内放送で知らせる」「校内に呼びかけポスターを貼る」の３つを実行することになった（資料

６）。会議後，チェックは班ごとに仕事を交代することや，ポスター担当・賞状作成担当など，

児童同士で役割を決め，取り掛かることになった。取り組み期間は学級で話し合い，まず１週

間やってみて，活動の進行状況や直した方が良いところなどを整理してもう１週間取り組むこ

とにした。中には，遊ぶ時間が減り交代の仕事を友だちに押し付けようとする児童も見られた

が，「スクラム会議で決めたことはみんなが意見を出し合って，みんなで取り組むと決めたこと

だから，全員でやるんだよ。」と学級全体の活動であることを意識づけた。 

資料５ スーパースクラム賞の基準 

写真４ メダルをもらう児童 

資料４ 児童が事前準備した原案カード 
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（ｴ） 実践後の振り返り 

      自分たちで決めたことを交代

したり分担したりして，最後まで

やり切ったことで，多くの児童の

顔からは達成感が感じられた。自

分の学級のスリッパが並んでい

る日が続くと「連続○日だ」と喜

び合ったり，「○年○組は，毎日並

んでいるね，すごい。」と素直に称

賛したりする姿も見られた。２週間はきものを整えることを意識したことで，児童自身も気が

付いたときに友だちと声を掛け合って「靴箱（トイレ）に行って並べてこよう。」と意欲的にな

った。この取り組みは 1学期に行ったが，一部の児童から１１月の学校生活目標「整理整頓を

しよう」に合わせてパート２で取り組みたいという意見が出たため，意欲的な児童を中心に再

度活動することになった。 

イ 第３回スクラム会議 議題「スクラムパーティーを盛り上げよう」（１１月６日実践） 

   （ｱ） 活動の立ち上がり 

      ２学期に転入生を迎え，地域と一緒に行う運動会や学習の成果を発表するふれあい勧興まつ

りなど大きな学校行事に学級全体で協力していく中で，２回目のスクラム貯金が貯まった。そ

こで新しい仲間も加わった２学期のスクラムパーティーを行うため，「スクラム会議」立ち上げ

ることになった。 

（ｲ） 話合い活動 

第３回スクラム会議は，前回の話合いよりもスムーズに準備や進行することができていた。 

教科の学習では普段なかなかノートなどに意見を書けな

い児童も原案カードには意見とその理由をきちんと書い

てくるなど，話合いに意欲を見せていた（写真５）。これま

での話合いでは，自分の意見をそれぞれ発表した後，質問

タイムで意見についての質問を行ってきた。その質問の多

くが遊びの人数や遊び方についての質問だったが，今回の

質問タイムでは，「その遊びが提案理由や学級目標に沿っ

ているかどうか」という意見がいくつか挙げられた。 

例えば，「ドッジボール」という意見を出した児童に対

して，「ドッジボールはボールが当たるのが嫌で楽しめない人がいると思いますが，どんなルー

ルを考えていますか。」などである。それに対し，発言者は「力の強い人は利き手と逆で投げる

ルールを付け加えるといいと思い

ます。」と答えるなど，みんなのこ

とを考えた意見を発言していた。

また，「スクラム貯金を貯めてよか

ったなと思えるパーティーなの

で，遊びの中で友だちの良いとこ

写真５ コの字型の座席で行う話合い 

資料６ はきものチェック表と児童たちが作成したポスター 

資料７ スクラム会議の振り返りカード 
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ろを最後に感想で

発表するのはどう

ですか。」など新た

な提案も出され，

前々回，前回より

も話合いの内容の

質の高まりを感じ

た。ノート記録の

児童からの話合いの気づきの紹介も，発言の声の大きさや姿勢だけでなく，学級のみんなが参

加し楽しめる意見を言えていた人を称賛するなど，話合いの質の向上に繋がった（写真６）。さ

らに，児童のスクラム会議後の振り返りでは，回を追うごとに自身の発表回数が増えているこ

とを実感するような言葉も見られた（資料７）。 

（ｳ） 自己実現へ向かう児童たち 

      児童は，遊びのルール係

やプログラムなど，パーテ

ィーをスムーズに進めるた

めの役割分担を行い，決め

られた日までに協力して作

業を進めることができた。

今回，「活動中に明るい雰囲

気にするために曲をかけた

い。」という意見から，「音

楽係」が新しくできた。「音楽係」になった児童は音楽の教科書や教室に置いてあるＣＤなどか

らみんなが好みそうな曲を選び，当日までに準備をしていた。広用紙などを提供する以外は，

どの準備も教師主導ではなく，昼休みに自分たちで自主的に集まって作業をしたり材料を持っ

てきたりし，児童の思いの込もった活動になった（写真７）。 

   （ｴ） 実践後の振り返り 

スクラムパーティーの数日後，児童に振り返り活動を行わせた。自分の役割を果たせた達成

感だけでなく，みんなで達成するのは気持ちの良いこととして捉える児童が増えたように感じ

る（資料８）。 

（３） 常時活動及び学級会活動を重ねた児童の様子 

   以下のやり取りは，２学期もあと１週間で終わろうと

していたある日のことである。今学期，学級のみんなが

期限までに学習ドリルを終えることが出来れば，「がん

ばった会」を行う予定であった。児童Ｄ児とＥ児は，い

ずれも普段宿題などの提出物が滞る児童である。周りの

児童も最初は自分のことに必死で気にも留めていなか

ったが，期限が迫ると，２名のことが気になり始めてい

た。担任からも「まだ終わっていない友だちがいたら手伝ってあげてね。」と声をかけてはいたが，

写真７ スクラムパーティーを楽しむ児童たち 

写真６ ノート記録の気づきの紹介とメダルの受け渡し 

資料８ 学級活動に楽しさを感じている児童 
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期限前日やはりその２名だけが，学習ドリルが仕上がっていない状態だった。みんなに励まされ終

わりまであと数ページというところまできていたＤ児とは対称に，Ｅ児は期限に間に合わない量の

ページが残されていた。そこで，担任から学級全体に投げかけることにした。 

 （教師の投げかけの一部） T：担任の発言 C：学級の児童の発言 

 T:ねえ，みんな。Ｄ児とＥ児は，まだドリルが終わってないみたいだけど， 

明日のがんばった会は，どうする？ 

 C：でも，Ｅはまだほとんど終わってないよ。 

  （途中省略） 

T：じゃああと１日延期する？（終業式の日） 

 C：えー！明日がいいです！ 

 C：②だって先生が明日するって言うからがんばって終わらせたのに。 

 T：じゃあＤ児とＥ児は参加しないってことで明日しようか。決まりだもんね。 

 C：③うーん・・・。 

   （児童の中で少し険悪な雰囲気になる） 

 C：①でも，みんなでしないと楽しくないよ。前のスクラムパーティーもみんなでしたから 

楽しかったよ。２６人みんなが良い。 

  C：（Ｅ児に対して）明日までやったら終わらせられる？ 

  C：先生，みんなでしたいから，終業式の日がいいです。 

    

「みんなでしないと楽しくない」という言葉（資料９  ①）は 1学期には聞くことのなかった

言葉で，児童たちからこのような言葉が出たのは担任自身も驚いた。もちろん，最後まで反対する

児童（資料９  ②③）も数名いたが，文句を言ったり態度に表したりする児童はいなかった。数

名の児童に対しては，「○○さんがお楽しみ会をするために一生懸命頑張ったことは先生もみんな

もちゃんと知っているからね。納得してくれてありがとう。」とフォローした。 

この話合いの後，Ｄ児とＥ児の机の周りに集まって，みんなで問題の解き方のヒントを教えたり

答え合わせをしたりするなど，２名を手助けする児童が増えた。男女関係なく手伝い，学習ドリル

を全員が仕上げることができ，２６名全員で終業式後のお楽しみビンゴ会に参加し，楽しく２学期

を締めくくることが出来た。 

また，スクラム会議を続けていると発言回数の少ない児童も，朝スピーチで友だちと楽しそうに

会話をする場面が見られたり，教科の学習に熱心に取り組もうと努力したりする姿が見られた。ス

クラム会議で自分の意見が可視化され，認められたことは，学習や学校生活への自信・意欲に繋が

っていると考えられる。さらに「自分が楽しいからしたい」という思いから学級の活動をしていた

児童が，「みんなでやると楽しい」という思いを持って活動し始めたように感じる。スクラム会議で

友だちと意見を交わしながら決定したことは必ず全員で行ったり，学級目標に立ち返ったりしてき

たことが，児童の思いの中に定着してきているのではないかと推測している。 

 

 

 

 

資料９ Ｅ児ついて考える学級の児童 
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６ 研究の検証 

（１）学級全体で見た児童の変容 

副主題である「互いに認め合う楽しい学級生活をつくろうとする学級活動の在り方」に繋がる

アンケート項目を抜粋し，変容を探った。 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

学級生活に意欲的な児童が増え，項目８で「思わない」と答えた児童の人数が減っていることが

わかる（表１）。個人調査からもこの減った人数は，本研究の抽出児童であることもわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目３，４で，自分を理解し協力してくれると思う児童が増えたことがわかる（表２）。 

「思わない」の項目についても，人数が減っていることから学級全体として本学級を「居心地の良

い場所」だと思う児童の人数の底上げができたと考える（表２）。また教師自身から見ても，生活の

中で学級のまとまりを感じつつあったので，Ｑ－Ｕアンケート以外にも，記述式のアンケートを行

い，児童に意識調査を行った（資料１０）。 

 

 

 

 

 

 

     

表１ 「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」項目の７～８の結果 

 

表２ 「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」項目の１，３，４の結果 

 

「クラスのことで 4月と比べて変わったなと思うところ」 

・友だちが増えた。 

・けんかもあまりしなくなった。みんなで協力できていると思います。 

・4月よりもっと明るくなった。 

 資料１０ 学級内の支持的風土の高まりを感じる児童の声 
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児童自身も 4月に比べて「学級がまとまっている」「協力できている」と感じている様子が見られ

た（資料１０）。学級活動を行っていく中で，いつも一緒にいる友だち以外との活動の増加が「友だ

ちが増えた」と感じる児童を生んだのだと考えている。このような学級に変わっていったのもスク

ラム貯金での認め合い活動やスクラム会議での話合い活動を行っていったことで，互いに認め合う

楽しい学級をつくろうとする態度が身についた結果だと考える。 

（２）抽出児童の具体的変容 

本研究では，実践前後の抽出児童の意識の変容を探っていった。Ｆ児は，自己有用感が低く授業

中に発言も少ない児童である。６月のＱ―Ｕアンケートでは，「学級生活不満足群」に属しており承

認意識が低かったＦ児が，２学期以降自ら挙手し，意欲的に意見を発表することが増えた（資料１

１，１２）。Ｈ児は，学級への帰属意識が低く，学級活動への参加が消極的であり「学級生活不満足

群」に属している児童である。しかし，スクラム会議で決まった役割を積極的に行い学級の一員と

して役割を果たそうとする所属意識が高まってきた（資料１１，１２）。Ｆ児・Ｈ児ともに学級生活

満足群に近づいていることから，実践は有効であったことがわかる（資料１１，１２）。Ｇ児は，侵

害行為を受けているという意識が強く，学校生活を楽しくないと感じている「侵害行為認知群」に

属する児童である。そんなＧ児が，学級活動の中で認められる経験を味わったことで，友だちの意

見を吟味し，「みんなが楽しめるルール」を提案したりするようになった。（資料１１，１２） 

 

 Ｆ児 Ｇ児 Ｈ児 

実態 

自己有用感が低く授業中の発言も少

ない。学級の中で，非承認意識がやや

高い。Ｑ－Ｕ「学級生活不満足群」 

侵害行為を受けているという意識が強

く，学級生活を楽しくないと感じてい

ることが多い。「侵害行為認知群」 

学級への帰属意識が低く，学級活動

への参加がやや消極的。学級生活に

やや不満を感じている。「学級生活

不満足群」 

取り組み エピソード 分析 エピソード 分析 エピソード 分析 

スクラム

貯金 

（常時活動） 

友だちが水筒を

取ってきてくれ

たことなど，自分

がしてもらった

ことはできるだ

けみんなの前で

発言しようとし

ていた。 

発言内容に高ま

りはないが，帰り

の会の発言回数

が増えたことで，

朝スピーチでも

前に出て話すこ

とが増えた。 

１学期あまり発言

することはなかっ

たが 2 学期になっ

てトイレのスリッ

パを並べたことを

紹介され，発言回

数が増えた。 

自分の行いを紹

介されたことが

自信になり承認

してもらうため

に自分も友だち

を承認しようと

している。 

１回目の貯金が

貯まった時にシ

ークレットサン

タの活動後，友だ

ちと「楽しかった

からまた次も早

く貯めよう。」と

話をしていた。 

学級の良い行い

が可視化された

ことで，「みんな

で頑張ると楽し

いことがある。」

と感じている。 

スクラム 

会議① 

（５月１５日） 

原案カードに意

見を書いている

が，手を挙げて発

言することはな

かった。人前での

発言を恥ずかし

いと感じている。 

司会役や教師か

らの指名があれ

ば発言できるの

で次の会議では

机間指導等で声

を掛け，自信をつ

けさせる。 

原案カードには意

見を書いていなか

ったが，話合いが

始まると多くの発

言をし，話合いに

意欲的に参加して

いた。 

友だちの発表中

などは，静かに意

見を聞くなど，学

級の問題をみん

なで解決しよう

とする意識が見

られる。 

第１回では，司会

役としてマニュ

アルに沿って話

合いをスムーズ

に進行すること

ができた。 

自分の考えた意

見を発言するこ

とはなかったが，

称賛の拍手など

から話合いを良

くしようとする

意欲が見られた。 
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スクラム 

会議② 

（１１月６日） 

話合いの最中，自

ら挙手し，事前に

書いてきていた

意見を発表する

ことが出来た。自

分が書いてきた

意見が最終的に

選ばれた。 

 

自分の意見が選

ばれたことで自

己有用感が高ま

ったと考えられ

る。その後，役割

決めでは「始めの

言葉」の担当に立

候補した。 

今回も原案カード

には，意見を書い

ていなかったが，

提案理由や学級目

標に沿った質問を

して友だちの考え

を吟味していた。 

侵害行為を受け

ているという意

識が高いため，自

分だけでなくみ

んなが楽しくで

きるルールを提

案しようとして

いる。 

スーパースクラ

ム賞に選ばれた

友だちに拍手を

送っていた。活動

の役割決めでは

司会役に立候補

し，積極的に進行

していた。 

友だちも自分も

クラスの一員だ

という気持ちが

芽生え始めたよ

うに思う。人前で

発言することに

だんだん自信が

持てるようにな

ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学級生活満足度尺度から，１学期にはいなかった要支援群に属する児童が２学期には１名見られるこ

ともわかった。この児童は，1 学期に比べて普段の生活でも自分がされて嫌だったことなどを担任に話

す頻度が増えた。自分の気持ちを他の人に話せるようになったことは良いことだが，今後この児童の意

識変容の要因を探り，周囲の人間関係を観察するなどの手立てを講じる必要がある。この児童への取り

組みが学級の児童すべてが学校生活に満足できるよう取り組みに繋がると考える。 

７ 研究のまとめ 

(１) 研究の成果 

  ・実践前と比べて「けんかが少なく，協力している学級になった」「学級が楽しい」と感じる児童が増

え，自他を認め合いながら楽しむ学級・支持的風土のある学級を育むことができた。 

  ・スクラム会議での話合いの事前準備を行うことで，児童が自信をもって発言することができ，互い

の意見を活発に言い合えるようになった。 

  ・個人より学級全体で物事を決定し，主体的・実践的に活動することができ、楽しみや達成感を味わ

う児童が増えた。 

  ・学級活動コーナーで前回のスクラム会議で決まったことや次回の議題を掲示するなど，教室内の環

境整備を行ったことで，児童が話合いに意欲的に参加することできた。 

２学期（１２月実施） 

資料１１ 実践前の実態と実践後の抽出児童の変容 

 

資料１２ 学級生活満足度尺度から見る抽出児童の意識の変容 

 

1学期（６月実施） 
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 （２）今後の課題 

・Ｑ－Ｕアンケートの結果の比較では，「友だちから認められていない」と感じている児童の人数に変

容が見られなかった。今後，変容が見られなかった要因やスクラム貯金の発言内容の質をより高め

られる手立てを探っていきたい。 

・教室内の環境整備として，自分たちの 1年間の学級活動の歩みがわかるように，「学級活動ごよみ」

を掲示するなどして，児童が自信を持って学級活動に参加し，所属意識を高められるような手立て

を構築していきたい。 

・認め合う楽しい学級生活ができる児童の育成を目指し，学級活動だけでなく他教科に渡ってどの児

童も自信をもって発言できるような手立てを構築していきたい。 

・高学年として，学級全体だけでなく学校全体を視野に入れた主体的・実践的な活動ができるような

手立てを構築していきたい。 

 

≪参考文献≫  

・文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別活動編』          平成２０年８月 

 ・文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター 

       『楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動（小学校編）』  平成２６年６月 
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個人研究の部 特別活動 

自分の思いを表現し、よりよい学級・学校生活を創ろうとする子供の育成 

―所属意識を味わわせる学級活動の指導の工夫― 

 

佐賀市立赤松小学校 教諭 矢川亮太 

 

１ 主題設定の理由 

 近年、社会は情報化やグローバル化、価値観の多様化など加速度を増して複雑に変化している。高度

情報機器の普及により、日々の生活は非常に便利になった反面、コミュニケーションの希薄化や自己判

断力の低下といった問題が指摘されるようになってきた。その結果、社会に適合できず働くことのでき

ない若者の増加、集団への所属感・連帯感が薄れ社会参画の意識の低下など多くの社会問題を引き起こ

している。このような現状を踏まえ、平成 28年 12月の中央教育審議会答申では、「生きる力」を改めて

捉え直し、変化の激しい社会に主体的に関わり、よりよい社会と幸福な人生の担い手となる力を身に付

けさせることの重要性を明記している。予測困難な未来を担う子供たちには、集団との関わりの中で諸

問題を自らの手で解決し、生活をよりよくしていこうとする態度の素地を涵養することが不可欠ではな

いかと考える。 

 このような「生きる力」を育む上で、特別活動の果たす役割は非常に大きいと考える。平成 29年 6月

に公示された学習指導要領には「特別活動は、様々な構成の集団から学校生活を捉え、課題の発見や解

決を行い、よりよい集団や学校生活を目指して様々に行われる活動の総体である。」(1)と定義されてい

る。学校は一つの小さな社会であり、様々な集団から構成されている。特に学級は最も身近で基礎的な

所属集団であるといえるだろう。日々の生活の中で、多様な考え方や感じ方に触れ、多様な他者との関

わりを深めていく。豊かな人間関係の構築は、生きていく上での恒久的なテーマであり、個人の力を集

団の中で効果的に発揮することが求められる。自分が集団の一員であるという自覚を持ち、主体的に集

団や社会に参画し諸問題を解決することを通して、よりよい生活を目指していく。特別活動を充実させ

ることで、これからの社会において必要とされる資質・能力は養われていくのではないだろうか。 

本学級の児童は、最上級生として学校のために働くことに意欲的である。しかし、学級内に目を向け

ると、友人関係の固定化や自分の思いを表現することに消極的であるなどの問題が挙げられる。また、

指示を受けての行動は的確に行えるが、状況に応じて自ら考えて行動することが苦手で、何をすればい

いのかわからず戸惑う子供も多い。話合いの場においても、周囲の目を気にして意見を言えない、当た

り障りのない発言で本音を言わない様子が数多く見受けられる。当然、話合いは活性化されず、全員が

納得する結論に至らない。これらのことは、子供たちに集団の一員として意識の低さに起因しているの

ではないかと考える。主体的に生活をよりよくしようとするためには、集団への「所属意識」をもつこ

とが不可欠である。ここでいう「所属意識」とは、所属する集団の一員としての自覚と愛着をもち、集

団をよりよくしていくために役に立とうとする態度を指す。所属意識を味わうことが、主体的に諸問題

を解決したり、集団に関わろうとしたりすることにつながっていくのではないかと考える。 

 そこで、本研究では、子供たちが集団の一員としての自覚をもち、所属意識を味わうことのできる学

級活動の在り方を探っていくことにする。そのような活動が、学級、さらには学校生活をよりよくして

いこうとする子供の育成につながると考え、本研究主題を設定した。 
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２ 研究の目標 

  学級活動や環境の整備を通して、自分の思いを表現し、よりよい学級・学校生活を創ろうとする子供

を育てる。 

 

３ 研究の仮説 

  学級活動を充実し、環境を整備して子供たちに所属意識を味わわせることで、自分の思いを表現し、

よりよい学級・学校生活を創ろうとする子供が育つであろう。 

 

４ 研究の内容と方法 

(1) 子供の実態(話合い活動に対する意欲、集団への所属意識等)をアンケートや実際の話合い活動の様

子から把握し、変容を見取る。 

(2) 学級活動の内容(１)の授業実践を行い、抽出児童及び学級全体の変容を見取る。 

(3) 学級目標を中心に環境を整備し、所属意識を味わう取り組みを継続して行う。 

 

５ 研究の実際 

(1) 子供の実態について 

ア．意識調査 

まずは、子供たちの実態

を確かめるため、アンケー

トを実施した。(6年 1組 32

名 5月実施) 

 右のグラフを見ると、「今

の学級が好きだ」という設

問に対し、「とてもそう思

う」「そう思う」と答えた子

供は 78％(25名)であり、約

8割近くの子供が現学級に

満足していることが分か

る。しかし、「学級の友達と

一緒に学校生活を楽しくできるように、協力して活動することができる」という設問に対しては、

肯定的な答えをした子供が 66％(21名)と７割に満たない結果となった。さらに、「困ったときには

友達に相談することができる」に対しては 47％(15名)、「お互いに素直に自分の意見を言うことが

できる」に対しては 44％(14名)と、半分以下の子供が、友達に対して思いを表現できずにいるこ

とが分かった。 

 これらの結果から、本学級の子供たちは、自分の学級に愛着をもちながらも、協力して活動する

ことや、自分の不安や思いを表現することに対して、消極的であるといえるだろう。自分が集団の

一員として認められているということを実感できず、支持的風土が十分に形成されていないことが

分かる。 

3
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0

1

0% 50% 100%

とてもそう思う そう思う あまり思わない 思わない

今の学級が好きだ 

 
 
学級の友達と一緒に学校生活を楽
しくできるように、協力して活動
することができる 
 
 
困ったときには友達に相談するこ
とができる 
 
 
 
今の学級では、お互い素直に自分
の意見を言うことができる 

図 1 意識調査の結果 

（数は人数を表す） 
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図２ Q-U テストの結果（5月実施） 

イ．Q-U テスト 

続いて、Q-U テストの結果(図 2)に注目し

たい。5月に実施した Q-U テストの結果、

「学級生活満足群」が 50％(16名)で「学級生

活不満足群」が 22％(7名)、侵害行為認知群

が 16％(5名)、非承認群が 9％(3名)、要支援

群は 3％(1名)であった。前述のアンケートで

「学級が好きだ」と答えた子供が 8割近くい

るにもかかわらず、学級生活に満足している

子供は半数に過ぎない。また、「学級生活満足

群」に属さない子供たちの分布をみてみる

と、承認得点が低い子供が全体の 34％(11名)

となっている。自分が認められず居場所を見つけきれないことから、集団に対しての関心が低く、

リレーションが形成されていない状態であることが分かる。さらに被侵害得点が低い子供が 41％

(13名)となっており、自分の思いや願いを主張できるが、それが受け入れられなかったり実現でき

なかったりすることでうまく適応できていない状態であると言える。 

これらのことから、学級において好意的な思いはあるものの、自分を表現できていない、また、

思いを他者に受け入れてもらえるかという不安から、満たされない思いを抱えているのではないか

と考える。よりよい学級、さらには学校生活を創るためには、まずは子供たちが安心して生活でき

る居心地が良い学級、そして何か役に立ちたい、力になりたいと思える学級でなければならない。

以上のような実態を踏まえ、子供たちが学級に対する所属意識を味わうために、以下のような視点

を取り入れることにする。 

(2) 授業実践【視点１】 

【実践授業１】「団結力を高めるために、6月のイベントを考えよう」6月中旬 

 《実際の様子》 

抽出児プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つかむ過程 
子供たちは、新しい学級に少しずつ慣れ始め、友達と楽しく過ごすことができている。しかし、友人

視点 1： 個人の思いを表現し、他者と協力して活動する場としての学級活動を充実させる。 

視点 2： 学級の一員であることを実感し、他者を認め合える環境を整備する。 

Ｙ児(男子)  
友達同士の時は、楽しそうに会話をすることがで

きるが、あまり話したことのない友達や大人と話す
ときは上手く思いを表現することができない。集団
で行動するときは、自己判断が難しく、仲の良い友
達に追従してしまう場面が多い。Q-U テストの結果
は、学級生活不満足群(承認 11、非承認 12)に入って
いる。 
《教師の願い》 
 たくさんの友達の意見を聞くことで、学級の雰囲

気を感じ取り、自分なりの思いをもって活動する楽

しさを味わってほしい 

Ｘ児(女子)  
自分の意見や思いをしっかりもつことができる

が、全体の場で発言することには消極的であり、集
団での活動に対して一歩引いてしまうところがあ
る。Q-U テストの結果は、非承認群(承認 11、非承
認 10)に入っており、思いを述べることができず、
自分の力を発揮できていないと感じている様子が
うかがえる。 
《教師の願い》 
 話合い活動の中で、しっかりと自分の思いを述
べ、話し合ったことを実践することで、学級の一員
として活動する楽しさを味わってほしい。 
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関係が固定化し、同じ学級でありながら関わりが少ない友達も多いことに気づき始めた。また、2学期
に控えている最後の運動会へも意識が向かっており、学級が団結する必要性を感じている。そこで、イ
ベント係が中心となり、学級が団結するために、みんなが協力して楽しめるイベントをしようという
提案書が出され、学級会を開く運びとなった。 
 

話し合う過程  

 
 
 
 
１ 議題、提案理由、話合い活動のめあて、柱についての確認をする。 
 
２ 柱１「イベントを決める」に沿って話し合う。 
 《出された意見》 
  ・バレーボール 
  ・ドッジボール 
  ・ドッジビー 
  ・英語おに 
  ・２人３脚 
  ・32人33脚 
  ・はないちもんめ 
  ・リレー 
  ・ボール運びゲーム 
  ・大縄 
 
 
 
 
 
３ 柱２「役割を決める」に沿って話し合う。 
 
４ ふり返りを行う。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

実践する過程 

 

 
 
 
 
 
 
 

図５ 準備の様子      図６ 教え合う姿    図７ 友達への声かけ    図８ 大縄の様子 
 
話合い後、実践活動を実施した。活動内容はバレーボールと大縄に決まったが、その後のチーム分けで
意見が分かれ、さらに話合い(ショートで実施)を重ね、全員が納得する形で当日を迎えた。コートの準
備の段階から男女で協力して進め、和やかな雰囲気の中、イベント係の進行で活動がスタートした。話
合い活動で出た意見から、みんながボールを触れるようにまわしたり、苦手な子に教えたりする姿が
見られた。活動の途中で楽しめずに座り込む子供がいたが、それに気づいた子供が声をかけて、みんな
が楽しめる雰囲気を創ることができていた。大縄では、跳ぶのが苦手な子を励ますなど、学級みんなで
活動する楽しさを味わっていた。 

話合い活動後の振り返り 
私は、みんな「団結」「クラスの雰囲気」のことを

考えながら話し合うことができていたと思います。
自分はなかなか発表できず、1 回しか言えなかった
けど、クラスのことを考えながら話合いに参加でき
たと思います。(1)今度は自分の思っていることをき
ちんと話して、人に対しての意見も言えるようにな
りたいです。 

＊議題…「団結力を高めるために、6月のイベントを考えよう」 

＊提案理由…運動会に向けて団結力を高めたいし、6月の梅雨の時期になって、学級の雰囲気もしずむの

で、楽しいイベントでのりきりたいから。 

大縄は簡単でみんなできる
から楽しめると思う。 

バレーはボールをつ
なぐときに声をかけ
あえるからいいね。 

ドッジボールは楽しめない
人もいる。この前の遊びの
時も女子は楽しくなさそう
だった。 

ぼくも失敗したら何
か言われそうでいや
だな。 

ルールを決めて文句
を言わないようにし
ようよ。 32人 33脚はみんなの

息を合わせるから団
結できそう。 慣れてない人はボー

ルに触れなくて楽し
めないんじゃない？ 

一人一回はボールに
触って返すとかのル
ールを決めたら… 

話合い活動後の振り返り 
ぼくは、みんなの話合いを聞いて、イベントをも

っと楽しくしようという気もちが伝わりました。
(２)話合いの途中でもめることもあったけど、みん
な正直に自分の意見を言えていて、そのことがある
ことがいいと思いました。(３) 

《Ｘ児の発言》 
私は、ドッジボールの意見に
賛成です。理由は、ドッジボ
ールをすると、チームで作戦
を考えるので団結力が高ま
ると思うからです。 

《Ｙ児の発言》 
ぼくも、32人 33脚に賛成で
す。なぜかというと、６の１
全員でやるから、みんなで協
力し合えるし、団結力も深ま
るからです。 

図３ Ｘ児の振り返り 図４ Ｙ児の振り返り 
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ふり返る過程 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

《考察》 

 普段、自分の意見や思いをしっかりもつことができるが、全体の場で発言することには消極的である

Ｘ児は、前回の話合い活動の中で、なかなか手を挙げることができず、最後に指名されて発言していた

ことを踏まえ、「次からは自分の意見を進んで発表できるようにがんばります。」というめあてをもって

今回の話合いに臨んでいた。実際の活動の中では、「それぞれのチームで作戦を考えると団結力が上がる

からドッジボールがいい」という自分の考えを、自ら挙手をして発言することができた。話合い後の振

り返りの中では、波線部(１)のように一回しか発表ができなかったことを反省しながらも、みんなのこ

とを考えて話合いに参加できた達成感を記述している。また、実践後の振り返りでは、波線部(４)のよ

うに、次もクラスのために何かしたいという意欲を記述している。前回のふり返りが、「自分の意見を進

んで言いたい」という内的志向であったものが、「みんなのために何かをしたい」と外的志向へと変容し

ていることが分かる。これは、話合い活動で味わった達成感が次の実践活動につながり、自分の思いを

述べることが、学級のよりよい雰囲気づくりに貢献していることを実感し、所属意識を高めることにつ

ながっていった姿と考える。  

 また、Y児はみんなが楽しめるイベントにしたいという思いをなかなか言えずにいた。しかし、たくさ

んの友達の意見を聞く中で刺激を受け、友達の意見に賛成するという形で、「32人 33脚をやりたい」と

いう思いを発表することができた。話合い後の振り返りでは、波線部(２)(３)のように、友達の意見を

聞くことや本音で話し合うことの良さを記述している。実践の中では、自ら友達に声をかけて行動した

り友達と肩を組んで楽しく活動するしたりする姿が見られた。(図８)このことから、他者の思いを聞く

ことの大切さ・心地よさに気づくことができ、そのことが学級の一員として活動を楽しむ姿につながっ

たのではないかと考える。集団で行動するときは、自己判断が難しく、仲の良い友達に追従してしまう

場面が多い Y児だが、実践後の振り返りでは、波線部(５)のように、「自分が 1点を取りたい」と自ら課

題を設定して活動に臨んでいたことを記述している。友達の思いを聞くことで、それに応えたい、自分

も何かしたいという意欲をもつことにつながったのではないかと思われる。 

 話合い活動を重ねる中で、子供たちに本音で語ることを価値づけていくことで、意見がぶつかり合い

白熱する場面が多く見られるようになった。これは、自分の思いを友達に聞いてもらったり、友達の思

いを聞いたりすることに対して意欲的に取り組む態度が育ちつつある姿と考える。実践では、バレーボ

ールが苦手な友達にやり方を教える姿(図６)やコートの隅で落ち込んでいる友達に声をかける姿(図７)

が見られた。これは、他者の本当の思いを受け止めることで、集団での活動をよりよくしようという意

欲の高まりではないかと考える。  

 

実践後の振り返り 
バレーをしている時は、あまりボールを投げてい

ない人に投げさせてあげたり、声をかけあったりし
ていたので団結力が高まったのではないかと思い
ます。大縄ではなかなかとべない人にみんなで声を
かけあっていたのがとてもよかったです。クラスの
雰囲気がよくなればみんなも楽しくなるので、これ
からクラスをもっとよくしていきたいし、クラスの
ために何かしたいなと思います。(４) 

実践後の振り返り 
 イベントでは、みんながとても楽しんでいたの
で、ぼくも楽しくなってボールをゆずってくれま
した。みんなが楽しんでいたので、このイベント
はいい計画だと思ってよかったと思います。ぼく
は絶対に 1点をとるという課題がありました。(５)

これからやりたいことはプールです。理由は夏だ
し 6 年 1 組はプールが大好きだと思うから、次の
イベントはプールがいいとみんなは思うと予想し
ています。 

図９ Ｘ児の振り返り 図 10 Ｙ児の振り返り 
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【実践授業２】「６－１忘年会をしよう～ミニ運動会編」１２月中旬 

 《実際の様子》 

 

つかむ過程 
2学期に入り、様々な行事を経験してきた。運動会では、当日に向けて話合い活動を重ね、諸問題を

自分たちで解決していく力が育った。修学旅行や連合音楽会を通して、学級内の友達との関わりを広
げ、学級の雰囲気が良くなってきていることを子供たちも実感している。これまで学級みんなで成長
してきたことを生かして、今年の締めくくりに大きなイベントを行いたいという意欲が高まり、今回
の議題の設定に至った。 
 

話し合う過程  

 
 
 
 
 
 
１ 議題、提案理由、話合い活動のめあて、柱についての確認をする。 
 
２ 柱１「ミニ運動会でやる種目を考えよう」に沿って話し合う。 
 《出された意見》 
  ・大縄 
  ・しっぽとり 
  ・バレー 
  ・リレー 
  ・障害物競走 
  ・玉入れ 
  ・応援合戦 
  ・32人33脚 
  ・バスケットボール 
  ・全力いす取り合戦 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 柱２「盛り上げるための工夫、決まりを考えよう」に沿って話し合う。 
 《出された意見》 
  ・BGM 
  ・進行役 
  ・賞状 
  ・実況 
  ・人が不快になることを言わない 
  ・一人一役 
  ・競技ごとにチームをつくる 
 
 
 
４ ふり返りを行う。 
 

 
 
 
 
 

 

 

そういう人も楽しめ
るルールを作ればい
いんじゃない？ 

1組として 1学期にが
んばったことだからや

ってもいいと思う。 

話合い活動後の振り返り 
自分も６－１のみんなも、提案理由を考えたうえ

で意見を出し合い話し合うことができたと思いま
す。(６)今回忘年会をやるということで、みんなで話
し合い、柱１も柱 2もちゃんと決まったので、とて
も楽しみにしています。 

＊議題…「６－１忘年会をしよう～ミニ運動会編」 

＊提案理由…冬だからこそ、体を動かして温まりたいし、秋の運動会で優勝できなかったから６－１の力

でもう一度やってみたい。勝ち負け関係なく楽しむことで、運動が苦手な人もカバーしあっ

て助け合いができるし、団結も深まると思うから。 

前バスケットをしたときに
うまくできなかったからあ

まりやりたくないな… 

パスをつないだりシュー

トが決まったりすると達
成感があり、それが団結
につながると思う。 

1学期もみんなでやって楽

しかったし、体育の授業
でみんな上手になった。 

賛成反対じゃないけど、

今年クラスみんなで計画
したことや運動会で実際
にやった種目を加えると

いいと思う。1組らしい
忘年会にしたい。 

この前のスポーツフェ

スタの決勝で負けた
し、みんなでもう一度
楽しみたい。 

提案理由にあるよう
に、全員が体を動かし
て楽しめると思う。 

体育でやってる時も活
気があるから盛り上が
りそうだね。 

話合い活動後の振り返り 
いつもより発表でき、自分も話し合いに参加でき

たと思う。(７)これからはどんどん自分の意見を言
い、思ったことを思いっきり伝えようと思いまし
た。 

《Ｘ児の発言》 
私は、32人 33脚がいいと思
います。提案理由にあるよう
にみんなで力を合わせて体
を動かすことができるから
です。 

《Ｙ児の発言》 
ぼくはしっぽとりがいいと
思います。この前の大会で決
勝にいかなかったチームも
あるからです。 

1学期も体育で何回も
やったから新しいこと

もやってみたい。 

それは日常的にも当たり
前のことだからわざわざ

決まりにしなくても 

今回は勝ち負けなくみ
んなで楽しむことが目
的だからチームはいら
ないのでは？ 

みんなが団結して盛

り上がるためにはチ
ームも必要だと思う 

チームを分けたら、仲

良くない人と一緒にな
ると気まずくなる… 

これまでいろんな行事
で話し合って仲も深ま
っているので、今の 6

の 1なら大丈夫 

《Ｙ児の発言》 
ぼくは勝ち負けがあっ
てもいいと思います。
理由は勝ち負けがない
と、運動会にならない
と思うからです。 

勝っても負けても楽し

めるように盛り上がれ
ばチームはあってもい
いんじゃない 

その気持ちもわかるけ
ど、バレーを楽しみに
している人も多いよ 

図 11 Ｘ児の振り返り 図 12 Ｙ児の振り返り 
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実践する過程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 13 苦手な子への声かけ 図 14 競技の説明をする姿   図 15 32人 33 脚の様子    図 16 賞状の授与 

 
話合いでは、ミニ運動会の種目が「バレー」「全力いす取り合戦」「障害物競走」「32 人 33 脚」に決ま
った。それぞれの競技の係や進行・運営に関する係が協力して声をかけあい連携して準備を進めてい
た。実践では、「全員で盛り上げる」という話合いで出た意見を意識して、大きな声で盛り上げようと
する姿が多く見られた。苦手な子への声かけであったり、楽しめていない子へのフォローをしたりと、
周りの友達を気にかけた行動も随所に見られた。全体の進行、競技の説明等の役割に基づき、子供たち
が主体的に会を進め、時間配分やルールを確認しながら、自分たちで計画したことを実践する楽しさ
を味わっていた。 

ふり返る過程 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

《考察》 

 X児は、2学期になり様々な行事を通して学級の一体感の高まりを感じ、活動に積極的に取り組む姿が

見られるようになった。学級がよりよい集団になるために、担任に学級の問題を相談しに来ることも増

えた。今回の話合い活動では、提案理由を踏まえて、学級全員が楽しめ、団結が深まる競技として 32人

33脚をやりたいという発言をした。振り返りでは波線部(６)のように記述しており、自分の発言だけで

なく、学級全体としての話合い活動の在り方について言及していることが分かる。これは、話合い活動

への視点が個人から集団へと広がった姿であると捉えることができる。また、実践後の振り返りの波線

部(８)(１０)の記述から、発言が受け入れられ採用してもらったことや自分たちが準備したことを楽し

んでもらえたことへの喜びを味わっていることがわかる。また、波線部(９)のように、集団で計画、準

備することの楽しさを味わっていることも記述している。これらのことから、話合い活動に主体的に参

加し自分の意見が受け入れられ、準備したことを楽しんでもらえた経験が、学級のために役に立ったい

う実感につながり、集団への所属意識が高まっている姿であると考えられる。 

 これまでの話合い活動で、発言に自信がもてず発表に消極的だった Y児は、話合いが始まるや否や挙

手をして「この前のスポーツフェスタで勝てなかったチームもいるから、もう一度しっぽとりをやりた

い」という意見を発表した。スポーツフェスタにはクラスを 2チームに分けて出場し、1チームは決勝ま

で進み、もう 1チームは敗退している。Y児は決勝進出したチームに所属しており、勝てなかったチーム

を思いやった発言であることがうかがえる。また、その後チーム分けの話題になった時は、挙手をして

「運動会なら勝ち負けはあった方がいい」という意見を述べた。一度の発言に終始せず、話合いの流れ

の中で自分の意見を述べることができるようになった。振り返りの中で、波線部(７)のように記述して

実践後の振り返り 
話合いで、自分から意見を出して、その意見が採

用してもらったのが嬉しかったです。(８)６の１の
雰囲気もみんな楽しそうに準備していたので私も
準備しているとき、忘年会がすごく楽しみになりま
した。(９)自分の係が担当した競技をやっている時、
みんな楽しそうにしてくれたのでよかったです。
(10)3 学期はより工夫をし、またみんなで計画し楽
しいイベントをしたいなと思います。 

実践後の振り返り 
 1 学期から比べると６の１の雰囲気がよくなり
ました。(11)話合いで、やる内容をみんなで出し合
って決めたので、楽しく遊べたと思います。(12)自
分の係ではみんなに楽しんでもらえるように協力
して準備をしました。(13)盛り上がったのでよかっ
たです。チームで行動したのがおもしろくて、ま
たやりたいと思いました。 

図 17 Ｘ児の振り返り 図 18 Ｙ児の振り返り 
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おり、これは、話合い活動の中で自分の意見を述べることで、学級の一員として所属意識を味わってい

る姿と考えられる。実践に向かう中で、同じ係の友達と協力して準備を楽しむ様子も見られた。みんな

で協力して準備をしている学級の雰囲気の良さを感じていることを波線部(11)のように記述している。

実践後の振り返りでは、波線部(12)のようにみんなで話し合って集団決定したことで活動が楽しくなっ

たということを記述している。また、波線部(13)の記述から、学級のみんなが楽しんでもらえるように

という意識をもって準備に取り組んでいたことがわかる。これは、学級で話し合って実践をしていく経

験を積み重ねたことによって、集団決定に向かって自分の思いを述べることの良さに気づき、学級のた

めにがんばりたいという所属意識が高まっている姿であると捉える。 

 つかむ、話し合う、実践する、振り返るの一連の学級活動を継続的に行うことによって、子供たちは

困ったことややりたいことはみんなで話し合って解決しようという思いをもつようになった。教師主導

で活動に臨むのでなく、自分たちで考え、自分たちで決めたことを実践することの楽しさを味わってい

る。今回の実践では、準備から会の運営に至るまで、子供たちが互いに声をかけ合い、苦手な友達への

フォロー(図 13)や競技の説明(図 14)、賞状の準備(図 16)などを行っていた。これは子供たちの自治的能

力が育ち、自分たちの力で課題を解決したり、生活をより楽しくしたりしようという意識が高まってい

る姿と捉えることができる。 

 

(3) 環境整備【視点２】 

① 学級目標「責任・本気・助け合い・自分らしさ～咲かせよう四つ葉のクローバー」 

学級目標を子供たちが話し合う過

程で、6年生として学級で頑張りたい

こととして、友達との「助け合い」、

最上級生としての仕事への「責任」、

何事にも「本気」で取り組むという

ことが挙げられた。その中で、一人

一人の個性を認め合い、自分の良さ

を誇り、友達の良さを受け入れることができるようにと願いを込めて「自分らしさ」に磨きをか

けるという 4つ目の目標を付け加えた。4つ目の目標が達成できた時、６の１は幸せな学級にな

れるという教師の思いを聞き、子供たちは学級目標に愛着をもつことができた。 

② 学級で達成したことを掲示 

学級集団としての高ま

りを実感させるために、

全員が力を合わせてやり

遂げたことを可視化でき

るように教室に掲示し

た。学級会を開いて実践

までを自分たちの力で達成したり、学級の課題をみんなで解決したりした時にクローバーを一つ

貼っていく。また、後述する「クローバーカード」において、1週間で全員がそれぞれ 100ポイ

ント以上集めたときも貼ることにした。子供たちはクローバーが増えるごとに、学級が成長して

図 19 学級目標 

資料 20 学級の成長を実感させる掲示物 
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いることを実感し、さらに成長していきたいという思いをもつこと

ができた。その一枚を貼ることに、自分も役に立ったという実感も

味わうことができたようだ。 

③ クローバーカード（頑張りカード） 

子供たち一人一人のがんばりを可視化するためにポイントカード

を取り入れた。学級目標と関連付け、「本気ポイント」（授業中の発

表回数）と「責任ポイント」（当番や係の仕事への取組み）を一週間

で集計するようにした。1週間に 100ポイントを目標に据え、全員

が達成することで、学級の成長につながっていくことを意識づけ

た。子供たちは明確な目標ができたことで、自ら動いて行動しよう

とする姿勢が多く見られるようになった。自分だけが達成すればよ

いものではないので、友達同士の関わりも増えた。 

 

６ 研究のまとめ 

 本研究では全 10回の話合い活

動を行った。(図 22)月に 1度のペ

ースで継続的に学級活動をしくむ

ことで、子供たちの所属意識を高

め、自分たちで学級・学校生活を

よりよくしてこうとする力の育成

をねらった。図 23－1は自分の思

いを表現することへの意識の変容

を表したものである。5月時点で

は、自分の思いを素直に表現する

ことができる子供が約 44％(14名)であったのに対し、12月時点の調査では 63％(20名)まで上がってい

る。これは、自分の本音を出し合い、互いに認め合う経験を重ねたことで、思いを表現することへ意欲

が高まったものだと考えられる。また、図 23－2は「学級の友達と一緒に学校生活を楽しくできるよう

に、協力して活動することができる」についてのアンケート結果である。「とてもそう思う」と答えた子

供が 9％(3名)から 41％(13名)まで上がっている。「そう思う」まで含めると 84％(27名)の子供が、学

級・学校生活をよりよくするために協力して活動できていることが分かる。これは、学級で決めたこと

を協力して準備を進め実践することの楽しさを実感することで、次の実践意欲につながり、友達と協力

して生活をよりよくすることの良さに気づいた姿だと捉えることができる。一方で「困ったときは友達

図 21 クローバーカード 
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今の学級では、お互い素直に 
自分の意見を言うことができる 

 
5月 

 
 
 
12月 

第１回「学級目標を決めよう」（4月） 

第２回「なかよしグループ対抗○○大会をしよう」（5月） 

第３回「団結力を高めるために、６月のイベントを考えよう」（6月）【実践 1】 

第４回「１学期最後のイベントを考えよう」（7月） 

第５回「運動会で優勝するためにクラスが団結する方法を考えよう」（9月） 

第６回「6－1でやりたいことを話し合おう」（10月） 

第 7回「友達と仲良くする方法を考えよう」（11月） 

第 8回「6－1忘年会をしよう～ミニ運動会編」（12月）【実践 2】 

第 9回「6－1忘年会をしよう～クリスマスパーティー編」（12月） 

第 10回「卒業に向けた 6－1プロジェクトを発足しよう」（1月） 
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図 22 学級会の議題一覧 
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に相談することができる」のアンケートでは、5月と

12月であまり変化が見られなかった。集団で活動する

ことへの意識の高まりはあるが、個人の困り感を相談

することへの抵抗がまだ残っていることが分かる。個

人と個人の結びつきを強くし信頼関係を築くための手

立てが必要であると言える。 

 資料 24は 12月に実施した Q-U テストの結果を表し

たものである。5月時点ではばらつきが見られたが、12

月の調査では、承認得点が高まり、全体的に上方へ推移していることが分かる。これは学級活動を継続

して行ってきた成果として、学級集団のリレーションが高まっているものと考えられる。また、5月時点

で要支援群(承認 10、非承認 19)に属していた子供

は、12月時点では学級生活不満足群(承認 17、非承認

16)に属している。学級生活満足群には至らなかった

ものの、これまでの活動を通して少しずつ集団への所

属意識を高めていった姿であると捉える。しかし、全

体的に見て被侵害得点に偏っていることも看過できな

い。集団での活動を行う中で友達同士でのトラブルが

起こったり、やりたいことは主張するが実現されなか

ったりという経験が、学級に対して満たされない思い

を抱える一因となっているのではないかと考える。教

師の働きかけとして、学級集団としての活動にばかり

目を向けるのではなく、個人の思いを勘案しながら活

動を促すアプローチをする必要があると感じた。 

 

７ 成果と課題 

(1) 研究の成果 

・学級活動を充実することで、自分の思いを表現する力を育てることにつながった。 

・実践に向かう過程や日々の取り組みの中で、所属意識を味わうことで、協力してよりよい学級・

学校生活を創ろうとする意欲が高まった。 

(2) 今後の課題 

・学級活動の「つかむ」「話し合う」「実践する」「振り返る」の各過程に、より具体的な手立てを

とる必要がある。活動をより充実したものにするために、それぞれの過程に焦点を当てて、子供

の実態に応じた効果的な指導法や手立てをこれからの実践の中で探っていきたい。 

・個と集団に働きかける中で、集団へのアプローチに偏りがあった。個と集団のバランスをとりな

がら指導を積み重ねることが大切である。 

《引用文献》 
 (1) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別活動編』平成 29年 p.6 

《参考文献》 

・河村茂雄・藤村一夫・浅川早苗編著『Q-U 式学級づくり』平成 21年 
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自然の事物・現象のおもしろさに自ら関わろうとする子どもの育成 

―五感を駆使し調べることから思考力・表現力の向上を目指して― 

佐賀市立神野小学校 教諭 渡辺 剛史 

１ 主題設定の趣旨 

  理科は，観察，実験などの体験を重視した教科であると考えている。児童が自らの感覚や操作を通し

て自然の事物・現象を調べることによって生まれる感動を大切に日々の授業を行っていきたい。児童が

持つ素朴概念を科学的なものに変容させていくためには，予想を基に観察，実験を行い結果を整理し，

相互に話し合う中から結論として導く過程を経ることが大切だと考える。(2) 

  学習指導要領では，児童の科学的な見方や考え方が一層深まるように，観察，実験の結果を整理し表

現する学習活動を重視することが述べられている。つまり，予想と関連づけながら考察を言語化し，表

現することを求めている。 

  平成 24年度全国学力・学習状況調査報告書からは，理科の正答率は，観察・実験の結果などを整理・

分析した上で，解釈・考察し，説明することなどに課題が見られるとしている。(1) 

  本校３年生児童を見ると，理科の入門期ということもあり，１時間の流れを丁寧に教えていく必要が

ある。また，１・２年時の生活の授業の中で植物の観察を行っているため，観察したことを色・形・大

きさで書くことができていた。しかし，中には観察した絵を描くことが苦手で理科が嫌いだという児童

もいた。 

  そこで，本研究では，導入段階で実際に実験道具に触れさせ教師が行う実験の追実験をさせる。また，

全体で交流を行い学習問題を考えていくことで観察，実験に自ら関わろうとすることにつながっていく

と考え，本主題を設定した。 

２ 研究の目標 

子どもの探究の着眼点（五感）と思考力・表現力との関係を明らかにしつつ，基礎的な理科の見方・

考え方の育成を図っていく。 

３ 研究の仮設 

  主に導入段階において，五感を使い事物・現象にふれることで学習の見通しをもち，学習活動に自ら

積極的に関わり，学んだことを生かして根拠をもった考察ができるようになるであろう。 

４ 研究の方法と内容 

(1)  研究の方法 

ア 理科学習に関する実態調査，ワークシート記述による実態調査 

イ 研究仮説に基づいた検証授業及びその考察 

(2)  研究の内容 

ア 理科学習の学習過程に関するアンケート調査，ワークシートの記述を基にした科学的思考力の

高まりを調査及び分析する。 

イ ３年生における単元「太陽の光をしらべよう」及び「ものの重さをしらべよう」にて検証授業を

行い，授業について考察する。 

５ 研究の実際 

(１)  研究の構想 

  自然の事物・現象のおもしろさに自ら関わろうとする子どもの育成を図る理科の学習過程 

   自然の事物・現象のおもしろさに自ら関わろうとする子どもの育成を図るために，主に導入段階（①
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事象提示②学習問題の発見③実験方法の立案）において重点的に手立てをとる。 

① 事象提示の場面で，教師が行う操作や実験を，児童に実際に手に触れ追実験させる。 

② 学習問題の発見の場面で，児童に考えを交流させ，問題となるべき点に気づかせ，キーワード

から学習問題をとらえさせる。 

③ 実験方法の立案の場面で自分にあった実験コースを選ばせる。 

実験コースは「ファーブル」「エジソン」「ガリレオ」の３つのコースを設定した。 

「ファーブル」は実験道具や方法に関係する図を見せながら，教師が説明し，理解した上で実

験活動を行う。 

「エジソン」は実験道具や方法に関係するヒントを用意し，自ら確認しに行き，理解した上で

実験活動を行う。 

「ガリレオ」自ら実験道具や方法を考え，実験活動を行う。 

(２)  検証授業の実際 

≪検証授業１≫ 

第３学年１組「太陽の光をしらべよう」（大日本図書 ３年）１０月 

   ア 単元について 

     本単元は，「エネルギー」の内容のうち「エネルギーの見方」に関わるものであり，中学校第１

学年「光と音」の学習につながるものである。ここでは，光の性質について興味・関心をもって

追究する活動を通して，光の明るさや温かさの違いを比較する能力を育てる。そして，それらに

ついての理解を図り，光の性質についての見方や考え方をもつことができるようにすることがね

らいである。 

   イ 単元「太陽の光をしらべよう」（３／６）の授業の概要 

     10月に行った検証授業「鏡の数を増やした時の明るさと温度を調べる」について詳細を見てい

く。本時は，前時までの鏡１枚を使って跳ね返した光が当たったところの明るさや温かさを調べ

る活動を生かして，鏡の数を増やした時の明るさと温度がどのように変化するかについて捉えさ

せることをねらいとしている。導入の事象提示では，鏡１枚の光を黒板に反射し，実際に明るさ

を見たり，手で触れ温かさを確認したりした。明るさは見た目で分かるものだったが，温かさに

ついては，手で触れてもよくわからない物であった。そこで，温度計を使用することを伝えた。

学習問題を発見する段階では，交流を通して関係するキーワードを見出していった。「明るくなっ

ていたよ（明るさ）」「温かいのかな（温かさ）」「かわらないのかな」などの意見が出て，「鏡で光

をたくさん集めると明るさや温かさはどうなるでしょうか。」という学習問題を立てた。実験方法

の立案の段階では，難易度の異なった３つのコース〈ファーブル（教師と一緒に考える），エジソ

ン（少しヒントをもらう），ガリレオ（自分で考える）〉を設定し，それぞれのコースにあったワ

ークシートを用意した。３つのコースを自分で決め，グループで実験に取り組むようにした。鏡

で反射した光を１つずつ増やしていくことやしばらく時間をおいて温度を測ることを確認して

実験活動を行わせた。 

   ウ 授業の考察 

(ア)  導入部分の授業の詳細と抽出児のワークシート記述の分析 

      表１に単元の計画を記す。また，表２に３名の抽出児の理科に関するプロフィールを記す。

表３に検証授業の導入部分の詳細を記す。 
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表１ 単元の計画 

学習活動 教師の働きかけ 

１ 

鏡を使って跳ね返した光の進み方を調べる。 

・的当て遊びを行い，遊びの中で気づいたことから学習

問題を考えさせる 

２ 

鏡を使って跳ね返した光が当たったところ

の明るさや暖かさを調べる。 

 

３ 

鏡を使って跳ね返した光を集めたところの

明るさや暖かさを調べる。 

 

４．５ 

鏡などを使って跳ね返した光が物を温める

性質を利用した物づくりを行う。 

・光の当てたところの明るさや温かさを実際に手で触

れて，実感を伴って感じるようにする。 

 

 

・手で触れて感じるのは人によって違いがあったり，鏡

１枚の光ではわかりにくかったりしたことを思い出さ

せ，もっと明るく，温かくする方法や温度計で測ると表

現しやすいことに気付かせる。 

・ペットボトルの水を温めるにはと問いかけ，これまで

学習したことにより興味関心が高まるようにする。 

６ 

虫眼鏡を使って光を集めたときの明るさや

暖かさを調べる。 

・虫めがねでも光が集められる様子を見せ，明るく，温

かくなることに興味関心をもたせる。 

表２ 抽出児のプロフィール 

Ａ児（ファーブル） Ｂ児（エジソン） Ｃ児（ガリレオ） 

学習に関する生活経験アンケー

トの結果から教師が事前に見取

ったコースはエジソンだった。ま

た，授業中の発言はほとんどない

が，自分の考えをしっかりとノー

トに書くことができる。 

学習に関する生活経験アンケー

トの結果から教師が事前に見取

ったコースはガリレオだった。ま

た，授業中の発表も多く，自分の

考えをしっかりとノートに書く

ことができる。 

学習に関する生活経験アンケー

トの結果から教師が事前に見取

ったコースはガリレオだった。ま

た，授業中の発言は，的を射ない

ことが多く，自分の考えをまとめ

て書くことが苦手。 

表３ 第３時の授業の様子と抽出児のワークシート記述 

① 教師の事象提示の追実験をする。 

Ｔ１：黒板に鏡で光を反射しています。 

Ｃ１：明るいよ。 

Ｃ２：この間したよ。 

Ｔ２：明るさはすぐにわかるよね。温かさはどうかな。 

Ｃ児：的当てのとき温かいと思った。 

Ｂ児：変わらないように思う。 

Ｔ３：どうしてそう思う。 

Ｃ児：手でさわったから。 

Ｂ児：よくわかりません。 

Ｔ４：温度はわかりづらいから，温度計を使ってみようか。 

Ｔ５：どうやって使おうか。 
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Ｃ３：そのままあてる。 

Ｃ４：小さいよ。 

 

② 学習問題の発見 

  Ｔ６：鏡１枚で明るさや温かさはわかるかな。 

  Ｃ児：増やす。 

  Ｂ児：何枚かいると思います。 

  Ａ児：（うなづく） 

  Ｔ７：光を重ねてみようか。 

  Ｃ５：明るくなった。 

  Ｃ６：あったかそう。 

  Ｃ７：変わらないと思うよ。 

○これらの発言を基に学習問題を立てる。 

学習問題： 

 

③ 実験方法の立案 

  Ｔ８：３つのコースに分かれるよ。自分で考えて決めてね。 

  Ａ児はファーブルコースへ。Ｂ児はエジソンコースへ。Ｃ児はガリレオコースへ。 

 

抽出児のワークシート 

Ａ児                      Ｃ児 

      

Ｂ児 

 

    表３の①，②，③について，全体の様相と抽出児の考察を述べる。 

① 事象提示の場面では，児童に実際に手に触れ追実験させたことで，自信がもてないＡ児は安

心して実験を行っていた。また，Ｂ児，Ｃ児も同様に実験に取り組めていた。 

② 学習問題の発見の場面では，追実験を生かして児童に考えを交流させたため，問題となるべ

き点に気づく児童が多く，キーワードから学習問題を立てることができていた。 

③ 実験方法の立案の場面では，自分にあった実験コースを児童自身に選ばせたため，学習に関

する生活経験アンケートの結果から教師が事前に見取ったコースとは，Ａ児，Ｂ児が選択し

たコースがともに違っていた。「どうしてそのコースを選んだのか。」問うと２人とも「自信

がない。」と答えた。そこで，検証授業２では，チェックシートを活用し，チェックの数で３

つのコースに分かれていくことにした。 

 

鏡で光をたくさん集めると明るさや温かさはどうなるでしょうか。 
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(イ)  考察段階のワークシート 

抽出した３人の児童とも実験で分かったことのみを考察に書いていた。そこで，考察では，

学習問題に対する答えを書くだけではなく。実験してわかった数字や実験した物など根拠を

示して考察に書くことを指導した。また，「なぜなら・・・」「理由は・・・」などの言葉を

使うと書きやすくなることもあわせて指導を行った。 

≪検証授業２≫ 

第３学年１組「ものの重さをしらべよう」（大日本図書 ３年）１１月 

ア 単元について 

  本単元は，「粒子」の内容のうち「粒子の保存性」に関わるものであり，第５学年「もののとけ

方」の学習につながるものである。ここでは，物の重さについて興味・関心をもって追究する活

動を通して，物の形や体積，重さなどの性質の違いを比較する能力を育てる。そして，それらの

関係の理解を図り，物の性質について見方や考え方をもつことができるようにすることがねらい

である。 

   イ 単元「ものの重さをしらべよう」（３／６）の授業の概要 

11月に行った検証授業「いろいろな形に変えたときの物の重さを調べる」について詳細を見て

いく。本時は，前時までの身の回りの物を掌にのせて重さを感じる体験的な活動やはかりを使っ

て重さを数値化することで，同時にいくつもの物の重さを比べることができる利便性の学習を生

かして，物は形が変わっても重さが変わらないことについて捉えることができるようにすること

をねらいとしている。学習問題につながる事象提示では，身近にあるペットボトルを手に取って

重さを感じる体験的な活動から重さを比べる活動へとつなげていった。学習問題を発見する段階

では，交流を通して関係するキーワードを見出していった。「変わらないよ（重さ）」「軽くなるよ」

「きっと重くなるよ」などの意見が出て，「形が変わると物の重さはどうなるでしょうか。」とい

う学習問題を立てた。実験の立案の段階では，難易度の異なった３つのコース〈ファーブル（教

師と一緒に考える），エジソン（少しヒントをもらう），ガリレオ（自分で考える）〉を設定し，そ

れぞれのコースにあったワークシートを用意した。また，チェックシートを活用し，チェックの

数で３つのコースに分かれていくことにした。エジソンコースを選んだ児童は，掲示してあるヒ

ントを確認して実験活動を行う。ファーブルコースを選んだ児童は，実験道具や方法を写真で教

師と一緒に確認し実験活動を行うようにコースを設定し，児童の主体的な探究へとつなげるよう

に配慮した。 

   ウ 授業の考察 

(ア)  導入部分の授業の詳細と抽出児のワークシート記述の分析 

       表４に単元の計画を記す。また，表５に３名の抽出児の学習に関する生活経験アンケート

の結果から教師が事前に見取ったコースを記す。表６に検証授業の導入部分の詳細を記す。 

表４ 単元の計画 

学習活動 教師の働きかけ 

１．２ 

はかりや天秤の使い方を知り，身の回りの

物の重さを調べる。 

・見た目や持った感じから予想させて実際に比べさせる。 

・同じくらいの大きさでも重さが違うことを体験から気

づかせる。 

・紙やクリップなどの軽い物にも重さがあることを数値
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化することでとらえさせる。 

・重さを数値化する便利さを実感させる。 

３ 

いろいろな形に変えた時の物の重さを調べ

る。 

 

 

４ 

物の置き方を変えた時の物の重さを比べ

る。 

 

・学習問題を解決するための実験方法を考えさせ，主体

的に取り組ませる。 

・形が変わっても，小さく分けても全体の重さが変わら

ないことを実験から理解させる。 

 

・実際に持った時の感覚から結果を予想させ，実験に取

り組ませる。 

・様々な置き方が可能な物（本・筆箱）を考えさせ，実験

に取り組ませる。 

５．６ 

同じ体積で，種類の違う物重さを比べる。 

 

・砂糖や塩，缶などの身近なものを使い，学習問題を立て

させる。 

・同じ体積で比べていることを意識させながら実験に取

り組ませる。 

・結果を表でまとめ，同じ体積でも種類によって重さに

違いがあることを理解させる。 

表５ 学習に関する生活経験アンケートの結果から教師が事前に見取ったコース 

Ａ児（ファーブル） Ｂ児（エジソン） Ｃ児（ガリレオ） 

学習に関する生活経験アンケー

トの結果から教師が事前に見取

ったコースはファーブルだった。 

学習に関する生活経験アンケー

トの結果から教師が事前に見取

ったコースはファーブルだった。 

学習に関する生活経験アンケー

トの結果から教師が事前に見取

ったコースはファーブルだった。 

表６ 第３時の授業の様子と抽出児のワークシート記述 

① 教師の事象提示の追実験をする。 

Ｔ１：２つのペットボトルを手にもって重さを比べてみて。 

Ｃ１：同じだよ。 

Ｔ２：１つをつぶして，重さを比べてみて。 

Ｃ児：つぶしたほうが重い。 

Ｃ２：変わらないように思う。 

Ｂ児：（頭をかしげていた） 

Ｃ児：（友達がしていることを見ている） 

② 学習問題の発見 

  Ｔ３：何が変わったかな。 

  Ｃ３：形が変わった。 

  Ｔ４：何を比べるのかな。 

  Ｃ児：重さ。 

  Ｂ児：（うなづく） 

  Ｔ７：今日の学習問題は何にしようか。 

  Ｃ４：形が違うから・・・。 
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  Ｃ５：重さを比べる。 

○これらの発言を基に学習問題を立てる。 

学習問題： 

 

③  実験方法の立案 

  Ｔ８：３つのコースに分かれるよ。 

     チェックシートを使うからね。 

  チェックをさせ，３つに○がついた児童はガリレオコースへ。 

２つに○がついた児童はエジソンコースへ。 

１つに○，もしくは０だった児童はファーブルコースへ。 

  Ａ児はファーブルコースへ。Ｂ児はエジソンコースへ。Ｃ児はガリレオコースへ。 

 

抽出児のワークシート 

Ａ児                   Ｃ児 

       

Ｂ児 

 

(3) 考察について 

Dewey,Jによると「『探究』は，生活における主体的問題解決から学習すべき知識獲得が行われる

活動である。」とされている。そこで，主体的な問題解決にするために，学習問題を児童自身に設定

させるような事象提示を行い，児童が実験方法を考え実験を行う際に，個々の児童の能力に合った

支援を行うことが重要であると考えた。そうすることで研究目標にある「自然の事物・現象のおも

しろさに自ら関わろうとする子ども育成」を目指した。また，Dewey,Jによると「知識というもの

は，探究の結果として結論の中に含まれる。」とあることから，探究した児童の姿を，結論（実験か

ら分かったこと）に学習すべき知識が表れている児童とした。 

    個に合った３つの実験コース（ガリレオコース，エジソンコース，ファーブルコース）を設定し，

児童自身に選択させ，問題解決に取り組ませた。 

10 月教材「太陽の光をしらべよう」及び 11月教材「ものの重さをしらべよう」において，学習

に関する生活経験アンケートの結果から教師が事前に見取ったコース，児童が実際に進んだコース，

考察時の文章の評価を下記の表に表す。 

表７ 「太陽の光をしらべよう」（10月教材）での見取りコース，選択コース及び考察時の表記の評価 

 

 

番号 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 32 33

見取りの
コース

G E F E E F E G E E E F E F G G E F F E E F G E E E G E G E E E F

選んだ
コース

G F G G E G E E E F F F G E G F F F E E E F G G E E E E E G G E F

考察 ▲ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ▲

形がかわるとものの重さはどうなるでしょうか。 
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表８ 「ものの重さをしらべよう」（11月教材）での見取りコース，選択コース及び考察時の表記の評価 

 

    教師の見取りのコースと児童が実際に進んだコースが，一致した児童及び不一致の児童の考察の

文章表記の評価をまとめると表９の結果となった。 

表９ 各単元での教師の見取ったコースとの一致，不一致児童数及び考察時の文章表記の評価 

 

    表９の結果から，児童の生活経験や既習の知識，その時間までの実験技能の定着の程度から教師

が見取った実験コースと合致した児童は，実験が探究的な活動になり，実験結果から考察し文章表

記できていることが伺える。つまり，自分の現在の力をメタ認知し，自身に合った学習方法で学習

することで科学的な知識の獲得ができたと考えられる。しかし，10月教材「太陽の光をしらべよう」

では，教師が事前アンケートの結果から見取ったコースと，実際に児童が選んだコースの一致率は

48.5％（16／33）であった。そこで，11月教材「ものの重さをしらべよう」では，メタ認知を促す

手立てとして「チェックシート」を取り入れて，実践を行った。その結果，教師が事前アンケート

の結果から見取ったコースと，実際に児童が選んだコースの一致率は 39.4％（13／33）であった。 

  (４) 実態調査アンケート 

    １月に導入の段階で行った３つの手立てについて児童のアンケート結果をいかに記す。 

表 10 追体験すると理科の実験に興味をもちましたか。 

「先生といっしょのことをやっているので，分

からないことが分かる。」「先生と同じようにや

っていくとやり方とかもわかったから。」など

の理由があった。 

表 11 キーワードをもとに，学習問題を考えたことはどうでしたか。 

「学習問題を立てると，ヒントみたいに感じ

て考えることができる。」「キーワードを書く

とわかりやすくなる。」などの理由があった。 

                                  

 

 

 

 

 

番号 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 32 33

見取りの
コース

E F G F G E G F E F F E F E F F E G E E E E F E E F E F F E E E F

選んだ
コース

E E G E E G F E E F E F G E G F G F E F E F G E E E E F G G G E F

考察 ◎ ▲ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ▲ ◎ ○ ○ ▲ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ▲ ○

考察時の表記◎
（実験を根拠に文章化）

考察時の表記○
（理科のきまりのみの文章化）

考察時の表記▲
（不十分な文章表記）

合計

一致した児童 ７（43.7％） ６（37.5％） ３（18.8％） 16

不一致の児童 ５（29.5％） １０（58.8％） ２（11.7％） 17

一致した児童 ６（46.2％） ５（38.5％） ２（15.3％） 13

不一致の児童 ８（40％） １０（50％） ２（10％） 20

太陽の光を
しらべよう

ものの重さを
しらべよう



9 

 

表 12 ３つのコースに分かれる実験はどうでしたか。 

「みんなと協力しながらやって分からないと

ころも友だちに聞ける。」「友だちと一緒に考

えたり話し合ったりすることができる。」など

の理由があった。 

 

表 13 チェックシートがあった方が３つのコースを選びやすいですか。 

   「チェックシートがなかったら，不安になって

どうしてもファーブルに行ってしまうけど，チ

ェックシートがあったら安心していける。」な

どの理由があった。 

 

６ 研究のまとめ 

(1) 研究の成果 

  ・追実験をすることで，実験に対して不安をもつ児童も，実験過程や方法の確認ができ，安心して実

験に取り組む。 

  ・教師の実験のように，同じ結果がでるか興味がわき，意欲が高まった。 

  ・キーワードを使うため，学習問題の理解が深まり，積極的に取り組む姿勢が高まった。 

  ・コース分けをすることで，児童の交流が多くなり，理解つながった。 

(2) 今後の課題 

  ・考察活動段階での支援の工夫。 

  ・チェックシートによるコース分けを児童の実態と合わせるための工夫。 

 

《引用文献》 

（１）リベルタス・コンサルティング 『学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究』 

平成 26年 3月 p.２ 

（２）中山 博之          『科学的な思考力を育む理科学習の指導』「実践報告書」p.１ 

《参考文献》 

・白數哲久 小川哲男        『「科学的探究」学習による科学的概念の構築を図るための 

理科授業デザイン』 



 

1 

 

個人研究の部 国語科 

小学校国語科におけるグループ談話では何が起こっているのか 

～思いのほか教師はグループ学習の事実が見えていない～ 

                    佐賀市立西与賀小学校 教諭 髙木 公裕 

１ 主題設定の趣旨 

本研究は、小学校国語科における子供のグループ談話iについて授業実践を基に省察し、これ

からのグループ学習iiの在り方について一考した事例研究である。 

子供達が自らの手で未来を切り拓いていくために必要な資質・能力を育むために、いわゆる

「主体的・対話的で深い学び」は次期学習指導要領においてキーワードとなっている。この

「主体的・対話的で深い学び」の中でも、とりわけ「対話的な学び」の実現については、実際

の学校現場においてグループによって学習が進められることが多い。「グループになって話し合

ってみましょう。」「グループで意見を出し合いましょう。」教師の指示によってグループで話し

合う子供の姿は日々の学習において日常化していると言い切ってもよい。しかし、グループ学

習の指導について目を向けてみると、話合いの型を示したり、より適切だと思われるような反

応の指導をしたりと話合いの内容ではなくその方法について指導することが多い。子供が他者

との協働を通して自らの学びを創り出すという観点から次期学習指導要領を見直した際に、グ

ループ学習の方法論ばかりでなく、学習が他者との協働や外界との相互作用を通じ、自らの学

びを創り出すグループにおける学習の在り方について再考する必要があると考える。 

このような背景を踏まえ、複数の子供がかかわり合いながら主体的・対話的に学ぶことを通

して、深い学びを実現するためにも、まず、グループ談話と学習にかかわる課題の解決過程と

の関連について、グループ学習の内部では、何が起こっているのかを教師が省察することは大

変、意義深いものと考える。 

そこで、本研究は、小学校国語科におけるグループ学習において、グループ談話が単元の学

習課題の解決とどのように関係しているのかについて省察し、「主体的・対話的で深い学び」の

実現に向け、より効果のあるグループ学習の在り方について一考していく。 

２ 研究の目標 

  単元の課題解決の過程におけるグループ談話が学習課題の解決とどのように結びついている

のかについて授業実践を通じて省察し、より効果のあるグループ学習の在り方について一考す

る。 

３ 研究の仮説 

  仮説を立てるために、グループ学習をめぐる先行研究の整理iiiと教室のグループ談話の傾向

を把握しておく必要がある。この２点を明確にした上で、本研究における仮説を明らかにする。 

（１）先行研究の整理 

出口(2003)のようにグループ学習の効果について様々な角度から検証した研究は見られるが、

グループ学習の中における子供の思考過程を取り扱った研究はあまり見られない。その中で、

グループの談話分析を基に、グループ談話では何が起こっているのかを明らかにしたのが、田

崎・達富(2017)である。田崎・達富(2017)によれば、グループ談話が創造的なものになるため

には、談話の参加者の学習能力よりも談話を創り上げようとする協働性が必要だと指摘してい

る。この整理を基に、グループ談話を促進するために必要な力を整理し、子供の実態把握を試

みている。 

（２）予備調査 

  本研究では談話分析を用いた予備調査を実施した。単元の学習課題の解決に向けてグループ

で話し合っている様子について、360°全天球カメラivを用いて録画し、グループ談話のトラン

スクリプションvを作成し、教室の談話傾向について分析を行う。 

 ア 予備調査にかかる授業実践 

 ○単元名 「ひろしとお父さんの往復書簡を書こう」平成29年７月実施 

                            「カレーライス(光村図書６年)」 
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○単元の目標 

  登場人物の描写に着目し、作者が意図的に表した描写と平叙文とを比較し、登場人物の心情

を読むことができる。                           (読むこと) 

○単元の概要 

  単元の導入では、本単元で用いる教材文を一読し、登場人物や物語の大筋をつかんだ上で、

学習課題と学習計画について話し合った。２時間目は、言語活動のモデル文を基に、学習課題

を解決するための内容や方法を確認した。 

 表１と表２は、３時間目のグループ談話記録を基に作成したトランスクリプションの一部である。

ここから、教室におけるグループ談話の傾向について整理をしていきたい。 

表１ グループ１の談話記録(３時間目)を基に作成したトランスクリプションの一部  

《発話1から、３人で代わる代わる音読を始める。音読をしている154の発話については省略する。》 

154.児童Ａ：「ぼくは悪くない。だから、絶対に｢ごめんなさい。｣は言わない。」(…)「ぼくは悪くない。」は自分の考

え？  

155.児童Ｂ：(Ａと目を合わせてうなずきながら)うんうん(.) 

156.児童Ｃ：何色ですか::？ 

(ＡもＢもＣの問いかけに対して反応しない。) 

157.児童Ａ：最初は、絶対に謝らないみないな？お父さんの気持ちなんて考えてないみたいな？自分だけみたいな感じで

[(…) 

158.児童Ｂ：[意地張ってる(.)][ 

159.児童Ｃ：[(ＡとＢに対して)どこ？どこ？どこ？ 

160.児童Ａ：[そう、意地張ってるんだけど、意地張ってるのが(…) 

161.児童Ａ:「そんな子どもっぽいことじゃなくてもっと何というか…。」(.)ねえ、(手を挙げながら)はいはい(.) 

162.児童Ｂ：(Ａと目を合わせて)うん？ 

163.児童Ａ：え:：っと(.)(テキストを指さしながら)ほら、「そういうところがいやなんだ。ぼくはすねているんじゃな

い。お父さんと口をききたくないのは、そんな子どもっぽいことじゃなくて、もっと、こう、なんていう

か、もっと――。」 

164.児童Ｂ：＝どこ？ 

165.児童Ａ：＝「ほら」から始まる(.) (指を指しながら)ここ(.)この２行から言えること(.)というか、ここから分かる

ひろしの考えを言って下さい(.) 

166.児童Ｂ：(困った顔で)ええっとね(…)自分の考えをお父さんに言おうとしている(.) 

167.児童Ａ：(納得のいかない表情で)言おうとしている(…)Ｃは何かある？ 

168.児童Ｃ：手紙(.) 

169.児童Ａ：＝(Ｃの発言の意味が分からず聞き返す)ん？ 

170.児童Ｃ：＝ここは、鉤括弧が必要なのに使っていない(.) 

171.児童Ａ：(Ｂと笑いながら)そういうことじゃなくて(.)ひろしの考え(.) 

172.児童Ｂ：それって全部そうだし(.)この文からひろしの気持ちが分かるでしょ？あれだよ(.)心内語だよ(.)心内語(.) 

173.児童Ｃ：(笑顔で)すねてない(.) 

174.児童Ｂ：(少し考えて)どういう感じ？ 

175.児童Ａ：(笑顔で)オッケ：(.)もういい(.)何かひろしが自分の気持ちを分かってないじゃん？ね？(手振りで表しな

がら)で(.)謝りたいか謝りたくないかで言ったら真ん中じゃん？ 

176.児童Ｂ：微妙ってこと？ 
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177.児童Ａ：(うなずきながら)そう微妙じゃん？だから、ここは絶対に謝りたくない方に完全になってるじゃん？揺れ動

いてるよね(.)お父さんと口をききたくないんでしょ(.)お父さんと口を聞きたくないのは(…) (しばらく考

え込む)(.)「そんな子どもっぽいことじゃなくて、」ってことは、大人っぽいってこと？ 

(ＢとＣは考え込む) 

178.児童Ｂ：なんて言うかね(.)なんて言うかね(.)(しばらく考え込んで)分かんない(.) 

《以下、発話275まで省略する。》 

  グループ１は、児童Ａ（以下、児童は省略）の提案で音読を始める。Ａは、発話154で、冒頭

の「ぼくは悪くない。」という一文について、誰の考えかとＢやＣに問うているが、Ｂが155で

「うんうん(.)」と発言しているのみで、ＢとＣは自分の考えとして答えていない。以後、Ａは

175、177などで自分なりの解釈を伝えてはいるが、「問い」が変化することなく、小刻みに話題

が切り替わっている。ここから、グループ１では、個々の「問い」が全体で共有されることな

くＡの考えをＢやＣが聞き、考えるという一方向の構図で談話が進んでいることが分かる。発

話内容についても学習の進め方にかかわることや学習課題の内容について確認することが多く、

Ａの考えが変わっていく様子は見られなかった。 

単元末の学習課題の到達度とのグループ談話の関連を見ると、ＡとＣがＡ評価、ＢがＢ評価

という結果であった。 

表２ グループ２の談話記録(３時間目)を基に作成したトランスクリプションの一部 

１.児童D：(Eに対して)ねえねえ(.)｢いいかげんにしろ(.)｣って言ったの？ 

(EとFはDのテキストをのぞき込む) 

２.児童D：にらんできたのに(.)｢いいかげんにしろ。｣って言ったの？ 

３.児童F：ん？ 

４.児童D：だって(.)かっこが付いてるじゃん(.)｢いいかげんにしろ。｣って言ったのににらんでた(.) 

５.児童E:言ったんだろうね(.)多分(.) 

６.児童F：｢いいかげんにしろ(.)｣って言葉を言うときににらんでた？ 

７.児童D：それは気持ちをにらんでいるで表しているの？それとも、｢いいかげんにしろ(.)｣って言いながらにらんでた

の？ 

８.児童E：それだよ(.)(うなずきながら)うんうん(.) 

９.児童D：それだったらにらみながら言ってたの？ 

10.児童F：多分にらみながら｢いいかげんにしろ(.)｣って言ったってことじゃないかな(.) 

11.児童E：(笑いながら)｢いいかげんにしろ(.)｣ 

12.児童D：えっ？ 

13.児童E：鍵括弧だったらそういう意味でしょ(.) 

14.児童F：にらんだ顔で｢いいかげんにしろ。｣って言ったんだよ(.) 

15.児童D：(EとFの発言に納得した様子でうなずく) 

(それぞれテキストを読み進める) 

16.児童F:｢いいわね。｣っている？ 

17.児童D：えっ？ 

18.児童F：(テキストを指さしながら)｢ちゃんとあやまりなさいよ。いいわね。｣の｢いいわね。｣っている？ 

19.児童D：えっ？｢いいわね。｣いるよね？(Eに同意を求める(.)) 

20.児童E：それはいるでしょ(.しゃべってるからねえ(.)普通にしゃべってるからねえ(.) 

21.児童D：付け足す言葉的な(.)(お母さんになりきった様子で)｢いいわね。)｣ 
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22.児童E：(笑顔で)嫌だね(.)それはお母さんが言ってることだから(.) 

23.児童D：ねえねえ(.)これって言いたかったけど言えなかったことが多くない？全部短い言葉になる(.) 

24.児童E：(Dに対してうなずく) 

(それぞれテキストを読み進める) 

25.児童F：そっぽを向いたってどういうこと？意味が分からない(.) 

26.児童D：後ろを向いたってことじゃない？ 

(それぞれテキストを読み進める)《発話27から30は省略》 

31.児童D:ちょっと待って(.)これ全部父が話してる(.) 

32.児童E：だろうね(.) 

33.児童D：何で？ 

34.児童E：黙ってるからね(.) 

35.児童D：どこで黙ってるって分かったと？ 

36.児童E：[黙ってるって言ってなかったっけ？(根拠となる言葉や分をテキストから探し始める) 

37.児童F：[ねえ(.)これ何て読むの？ 

38.児童D：(Ｆに対して)半ば(.)(Eのテキストを見て)そんなに最後に出てくるの？(自分のテキストを読みながら)あっ、

ここに書いてある(.)「どっちにしても、返事なんか、しないけど(.)」 

《以下、発話433まで省略する。》 

  グループ２でみられた顕著な談話傾向について整理する。グループ２は、グループ１と比較

して子供の「問い」が多く生まれている(発話１、２、６、７、９など)。とりわけ、Ｄの「問

い」を中心に話題が展開されており、Ｆも同様に「問い」を投げかけることができている。発

話35のように考えの根拠となる叙述を探す「問い」が生まれた場合は、３人でいくつかの考え

を比べながら、より妥当な考えを探し出そうとする場面がみられ、結果として談話が長く続く

要因となっている。ここから、グループ２では、Ｄの「問い」に対してＥやＦが自分の考えを

伝え、さらに、Ｄが答えを確認したり、「問い」直したりすることで談話が持続するという双方

向の構図が生まれていることが分かる。しかし、それ以外の発話では、グループ１と同様に学

習の進め方にかかわることや学習課題の内容について確認することが多く、作者が意図的に表

した描写から登場人物の心情を読むという内容まで確認することができなかった。 

  単元末の学習課題の到達度とのグループ談話の関連を見ると、ＤとＥがＡ評価、ＦがＢ評価

という結果であった。 

この予備調査からグループ談話では、新たな「問い」や考えを見つけることで、グループ学

習が創造的に働くこと、さらには、グループ談話の発話量と学習課題の到達度には大きな関連

性がないという教室の談話傾向が明らかとなった。 

そこで、本研究では、談話の阻害要因となる学習の内容や方法への理解にかかわり、以下の

ような研究の仮説を立てることとする。 

  以下のような手立てを取ることで、グループ談話と学習課題とがより関連付くであろう。 

(１) 単元の学習課題と単元の評価基準を子供と共有する方法を工夫する。 

(２) 複数の言語活動のモデルや学習を進める上で手がかりとなる手引きを用いる。 

４ 研究の内容と方法 

(１) 仮説に基づいた授業実践を行い、グループ談話のトランスクリプションを作成し、教室の

談話傾向がどのように変容したのか省察する。 

(２)「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けたグループ学習の在り方について考察する。 

５ 研究の実際 
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 (１)仮説検証のための授業実践 

ア 授業実践の概要 

○単元名    会話文と出来事を関連付けて、「ひと」コラムを書こう   

｢海のいのち(東京書籍６年)、海の命(光村図書６年)」 

○単元について 

  本単元では、物語の登場人物のコラムを書きまとめる学習を通して、会話文と出来事を関連付け、

人物の生き方や考え方について読む力を育むことをねらう。 

○単元の目標(読むこと) 

  会話文と物語の出来事を関連付け、物語の登場人物の生き方や考え方について読むことができる。 

○単元の学習課題 仮説検証の手立て(１) 

  単元の学習課題は、３文で作成した。｢学習内容｣｢言語活動｣、そして、それを支える｢思考操作｣

を１文ずつに表し、単元の学習に対し、見通しをもつとともに、何をどのようにして学習を進める

のかという単元の学習の内容と方法を明確にした。 

 

 

 

○単元の主な評価基準 仮説検証の手立て(１) 

 表３ 単元の主な評価基準 

 Ｓ Ａ(十分達成) Ｂ(おおむね達成) Ｃ(達成不十分) 

読
む 

 

(自己評価がＡに達し

たものが自分なりに

設定する。) 

数少ない人物の会話文の意味につい

て、物語の出来事と関連付けて考え

た上で、人物像や人物関係を表すよ

り適切な表現を用いて、「ひと」コラ

ムを書き上げることができた。 

数少ない人物の会話文の意

味について、物語の出来事

と関連付けながら考え、「ひ

と」コラムを書き上げるこ

とができた。 

「ひと」コラムを書き

上げることができた。 

  単元の評価基準は、３段階の評価を設定し、自己評価できるようにした。こうすることで、単元

の学習内容を自覚し、見通しをもって学習計画を立てることができるようにした。 

 ○本単元で用いる言語活動のモデルと手引き  仮説検証の手立て(２)    

  言語活動のモデルとして、既習教材である「カレーラ

イス(光村図書６年)」を朝日新聞スポーツ人物館風に書

き下ろした「ひと」コラム（図１）と「海のいのち」の

「ひと」コラムを準備した。 

  さらに、コラムのモデルとなる朝日新聞のスポーツ人

物館の記事と記事の内容を分析したものを学習の手引き

として使うこととし、モデル文と併用することができる

ようにした。 

○単元の学習計画(７時間) 

時 学習内容 時配 

１ 単元の学習課題、学習計画について話し合い、単元の学習の見通しをもつ。 １ 

２ 分からない語句を調べ、モデル文を読みこむ。 １ 

３ グループで会話文や独語の意味を探る。 １ 

４ 「ひと」コラムを書く。 １ 

物語に登場する「ひと」の生き方や考え方について読んだことを書きまとめる学習をします。実際には、「海のいの

ち」の登場人物の「ひと」コラムを書きます。そのためには、会話文と出来事を関連付けたり、人物の生き方や考え

方を表す表現を対比させたりするとよいです。 

図１ 言語活動のモデル(カレーライス) 
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５ 「ひと」コラムを書く。 １ 

６ 「ひと」コラムを推敲し、仕上げる。 １ 

７ 「ひと」コラム発表会をし、作品を読み合う。 １ 

○グループ編成について 

 予備調査から、談話傾向ついて似た傾向にある子供を同じグループとした。表４は抽出グループ

の平成29年度９月現在の談話傾向である。 

表４ 抽出グループ談話傾向 

グループ 児童 談話傾向 

 

 

グループ 

３ 

 

Ａ 話合いの目的や内容をとらえることができ、話合いでは司会の役割をこなすことが多い。「問い」を

もち、グループで確かめながら学習を進めることができる一方で、自分なりの考えも明確にもってい

る。グループ談話で、考えのずれが生まれたときにその解釈について追究しようとすることが多い。         

Ｅ 

 

グループ談話では、他の子供の「問い」に答える場面が多く、主に聞き役に徹することが多い。根拠

を明確にしながら談話に参加するため、より妥当な考えとしてグループで承認されることが多い。                            

Ｇ 

 

様々な「問い」をもち、他社とその「問い」の答えを確かめながら思考を整理していくことが多い。

聞き手になるより、様々な話題を提供しながら理解を深めていく場面が多くみられる。                     

イ 単元の実際 

  単元の導入では、単元の学習課題と学習計画について話し合った。「海のいのち」を一読し、意味

が分からない言葉に線を引いたうえで、簡単な感想を交流した。「海のいのち」の叙述の特徴に気づ

かせるために、「海のいのちには○○○が少ない。」と板書すると、子供は「会話文だ。」「独語だ。」

と反応し、作中に登場する会話文や独語が８つであることに気付くことができた。その上で、この

単元では、「海のいのち」に登場する人物についてコラムを書くことを伝え、単元の学習に見通しを

持たせた。導入の最後は、言葉の意味調べをした。そこで、「海に帰る」「海に生きる」「海に住む」

という象徴的な表現の意味について尋ねてくる子供がいたため、人物の考え方や生き方と関連付け

て意味を考えるように伝えた。 

  ２時間目は、朝日新聞のスポーツ人物名館を基に、教師が「カレーライス(光村図書６年)」で作

成した「ひと」コラムを読み、単元の評価基準を共有した。以下、表５は、グループ３の談話を基

に作成したトランスクリプションである。 

表５ グループ３の談話記録(３時間目)を基に作成したトランスクリプションの一部 

1.児童Ｇ：(２人に対して)何でうたなかったんだろう(.)おとうの(.)何だと思った?１番最初(.) 

2.児童Ａ：(考え込んだ様子で)んー(.)(テキストをめくりながら)おとうが(.)うとうとして死んじゃったじゃん(.)だか

ら(.) 

3.児童Ｇ：思い出みたいな？何かそれを(.)(Ａに対して)おとうは見つかってるの？(Ｅに対して)見つかってる？ 

4.児童Ｅ:他の漁師が？何か(.) 

5.児童Ｇ：浮かんだみたいな？ 

《発話６から15は省略する。》 

16.児童Ａ：(テキストをめくりながら)でもさ(.)その時に「おとう(.)ここにおられたのですか。」って言ったじゃん(.)

その意味が［ 

17.児童Ｇ：     ［その意味を読み解かないとこのワードは解けないってことでしょ(.) 

18.児童Ａ：(考え込んだ様子で)う(.)ん(.) 

《発話19から41は省略する。》 

42.児童Ｅ：まずは(.)「住んでる」「生きてる」「帰る」を解決しないと(.) 
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43.児童Ｇ：まあね(.) 

44.児童Ａ：ええ(.) 

45.児童Ｅ：解読しないと(.) 

46.児童Ａ：(２人に投げかける)「海に生きる」とは？ 

47.児童Ｅ：生きるとは(.)友達(.)(２人に微笑みかける) 

48.児童Ｇ：生きる(.)(テキストを指しながら)この中に入ってるのかな(.)その答え(.)[入ってるのかも(.)ちょっと調べ

るから(.)(テキストをめくりながら)生きるってどこにあった？ 

49.児童Ｅ：                                                                [ちょっと調べてみよう(.)(Ｇの

発言を受けて)「やっと(.)海で生きていけます。」よみたいなところ(.)(テキストを指しながら)ほら「おかげ

さまでぼくも海に生きられます。」 

50.児童Ｇ：(Ｅに対して)どこどこ？教科書でいうとどこ？ 

51.児童Ｅ：与吉じいさが死んじゃったとこ(.) 

52.児童Ｇ：(テキストを指しながら)ああ「海に帰りましたか。」「海に帰りましたか。」がここなのね(.)そういうことね

(.) 

53.児童Ｅ：「帰りましたか。」と「生きられます。」がここ(.)ペアなんじゃない？「生きる」と「帰る」は(.)ペアなんだ

よ(.) 

《発話54から147は省略する。》 

148.児童Ｅ：分かった(.)クエ目線から見たら(.)太一は一本釣りしてたわけでしょ？そいつが自分が殺した父の息子なわ

けでしょ？ 

149.児童Ｇ：分かった(.)Ｅのおかげでヒントが得られた(.)ええっと(.)(図示し始める)クエ目線でいうと(.)ここにクエ

が居ました(.) 

150.児童Ａ：(手を挙げて)はい(.)  

151.児童Ｅ：いっぱい思い浮かんだ人がいる(.) 

152.児童Ｇ：(図示しながら)こんな感じのクエが居て(.) 

153.児童Ａ：｢大魚はこの海のいのちだと思えた。｣分かる？意味(.) 

154.児童Ｇ：あっ(.)｢海のいのち｣が入ってる(.) 

155.児童Ａ：(笑いながら)あははは(.)だから(.)大魚はこの海のいのちでしょ？ 

156.児童Ｇ：(Ａを指さしながら)ほら言ったでしょ？ 

(３人で笑い合う) 

157.児童Ｅ：で？で？ 

158.児童Ａ：だからね(.)大魚は瀬の主のことじゃん？(同意を求めるように)ね？ 

159.児童Ｅ：(時計を見て)あと１０分ほど(.) 

160.児童Ａ：まとめよう(.) 

161.児童Ｅ：結局何だったんだ(.) 

162.児童Ｇ：(図示が終わって)ほら見てみて(.)ここにクエが居るでしょ？太一が船から来るじゃん？そしたら(.)帰って

きてるじゃん？ね？また来たなって思うじゃん？それが帰ってきてるってことだよね(.)これが帰る(.) 

163.児童Ａ:［Ａが思うにはさ 

164.児童Ｅ：［死んじゃうよ(.)死んじゃうよ(.)与吉じいさは海に帰るんだから死んじゃうじゃ(.) 

165.児童Ｇ：だから(.)［だからお見舞いに来てるみたいなものだよ(.) 

166.児童Ａ：     ［ねえねえねえ(.)｢住んでる｣｢生きる｣｢帰る｣は現実的なことじゃないと思うんだよ(.) 

167.児童Ｇ：どういうこと？ 
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《発話168から175は省略する。》 

176.児童Ｅ：みんなは海に行ったって信じてるんだよ(.) 

177.児童Ｇ：(テキストを指さして)これはどういうこと？ 

178.児童Ａ：(何かを思いついたかのように)あっ(.)太一も与吉じいさもさ(.)あのさ(.)海の仕事をしてるじゃん(.)海の

仕事をしていない人は海に帰らなくていいじゃん(.) 

179.児童Ｇ：漁師が帰ればいい(.) 

180.児童Ｅ：ああ(.) 

181.児童Ａ：だから(.)与吉じいさもおとうも海に帰ったから(.) 

182.児童Ｅ：海のいのちになったんじゃん(.) 

183.児童Ｇ：あっだから(.)海にいくと魚に命が行くかもしれないじゃん(.)［クエがおとうの魂を持ってる(.) 

184.児童Ｅ：                            ［クエがおとうなんだよ(.) 

(３人笑顔で拍手をする) 

《以下(.)発話302まで省略する。》 

本時は、グループで学習を進める初めの１時間である。この１時間を通して、グループ談話の中

に、言語活動の内容や学習の進め方についての確認をする場面は見られなかった。グループ談話の

中心は、「海のいのち」にある象徴的な表現である「海に帰る」「海に生きる」「海に住む」から「海

のいのち」にある「命」のとらえ方について考えている。 

  談話の冒頭でＧが、太一がクエを「なぜうたなかったんだろう？」(発話１)と「問い」を投げか

けたことから談話が始まる。その後、３人で考え込むが、会話文「おとう、ここにおられたのです

か」の意味を考えなくては解決できないことに気付く(発話16、17)。そこで、Ｇが「海に帰る」「海

に生きる」「海に住む」の意味から考えていこうと投げかけたことで、この意味の解釈について談話

が始まっていく。Ａが、「海に生きるとは？」(発話46)という「問い」から、Ｇは、大魚が長生きす

ることと解釈をしているが、ＡやＥは叙述を基に、漁師としてずっと生活していけることを意味す

るのではないかと考えを修正している。さらに、「生きる」と「帰る」が関

連した言葉であることに気付き（発話53）、「海に帰る」という叙述の解釈に

ついて、「海のいのち」の「命」をどのように捉えるのかについて談話が続

いていた（図２）。 

  ３時間目のふり返りには、「海の命の意味が、海に帰る・住む・生きるに

つながっていたのでびっくりしました。今度は、なぜ上を向いているのかを

調べたいです。」(児童Ａ)、「海のいのちの『生きる』『帰る』『住む』の意味

がわかって、すべてつながっていることがわかりました。一つ一つの言葉を

調べて理かいすると文のつながりなどがよくわかったのでよかったです。」

(児童Ｇ)とあった。「海に帰る」「海に生きる」「海に住む」という言葉が共

通に使われていること、さらに、その意味を理解できたことに対する達成感を味わっている様子が

分かる。 

  単元末の学習課題の到達度とのグループ談話の関連を見ると、ＡとＢがＡ評価、ＧがＢ評価

であった。 

(２)考察 

  ア 仮説(１) 単元の学習課題と単元の評価基

準を子供と共有する方法を工夫すること 

  グループ談話にあるような出来事と会話文を関

連付けた談話だけでなく、枠線部に示しているように、「村一番の漁師」(海と人、両方の事を思
図３ グループ談話で児童が活用したメモ 

図２ 児童 Gの図解 



 

9 

 

う。)と「本当の一人前の漁師」(人がとくをすれば海が損をしてもよい。)との対比、さらには、

「瀬の主をうったおとう」と「クエをうたなかった太一」との対比(図３)など、象徴的な表現を対

比させることで人物の生き方や考え方に迫る姿がみられた。本時のグループ談話から、学習課題に

ついて確認する場面や単元の評価基準を見返す場面が見られなかったことからも、３時間目におけ

るグループ談話の中心は、学習の進め方の確認でなく、子供の「問い」とその解決であったと考え

る。そして、その「問い」が物語の会話文や出来事と関連付いたものとなっており、「問い」をもっ

て読み深めていくことができたと考えられる。 

  このように、単元の学習課題と評価基準を子供と共有する手立てを工夫することで、「何を」「ど

うすればいいのか」グループ内で確認

し合うことなく、テキストにかかわる

「問い」を共有し、様々な見方や考え

方を突き合わせ、考えを深めていくこ

とができたと考えられる。 

イ 仮説(２) 複数の言語活動のモデ

ルや学習を進める上で手がかりと

なる手引きを用いる 

  本単元では、図１に示す既習教材

「カレーライス(光村図書６年)」を用

いたモデル文に加え、「海のいのち」

を用いたモデル文も準備した。そうす

ることで、書くことに対して抵抗感があった児童Hは、図３のようなコラムを書き上げることができ

た。 

 ウ グループ学習では何が起こっているのか 

 読むことの単元学習においては、と

りわけ、教材文の解釈について談話が

展開する場合が多く、学習課題と関連

付いた教材文にかかわる「問い」が談

話の中心となっていることは明らかで

ある。この「問い」とその解決を繰り

返しながら、より妥当な読みへと子供

たち自身が近付こうと動き出している

様子がトランスクリプションから分か

る。３人が書き上げたコラム（図４枠

線部）の中にも、グループ談話で話題

になった「海のいのち」の考えについ

て書かれており、子供たちにとって価値ある談話となっていたことが分かる。グループ談話に

それぞれが主体的に関与することで、１人では気付くことができなかった考えにたどり着くこ

とができることがあり、それが次の学びへ向かう意欲とつながっている様子もうかがえた。 

このようにグループ学習では、学習課題の解決に向けて、子供が「問い」を媒介として、そ

の発見と解決を繰り返すことによって、自分の考えを広げ深める相互作用が働いている。そし

て、考え方の広がりや深まりは、達成感を生み、次の学びに向かう原動力となることが分かる。 

しかし、グループ学習の内部には、このような子供の動きとともに、子供の談話を阻害する

図３ 児童 Hが書き上げたひとコラム 

図４ 児童 Aが書き上げたひとコラム 
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要因が混在している。前述したように、グループ談話における発話量が必ずしも学習課題の到

達度と関連性をもつわけではないことを考慮すると、より効果的なグループ学習を成立させる

ためには、グループ談話において、子供が学習課題にかかわる、より質の高い「問い」をいか

に生み出すことができるか、そして、それをいかに共有するかといった課題発見と課題解決の

過程に目を向けることで、より効果的なグループでの学習になると考える。 

６ 研究のまとめ 

 (１)研究の成果 

   学習課題の提示の仕方や言語活動のモデルを工夫することで、談話の中心が、学習課題の解決

方法の確認から教材文の解釈について、「問い」を見つけ出し、解決する課題解決の談話へと変化

していき、グループ談話と学習課題の解決とが結び付いく様子が見られた。 

 (２)研究の課題 

  ア グループ学習への教師の関与 

主題にあるように、教師はこのようなグループ学習の事実が思いのほか見えていない。この

ような教室の事実を知り、教師がいかに関与していくのかを考えていかなくてはならない。 

イ 身に付ける力と実生活の結びつき 

    単元末の評価の在り方を考え直すことで、グループで学習したことが次に学びに向かう意欲

や態度に結び付くような実感を子供にもたせる必要がある。 

《主な引用・参考文献》 

・「グループ談話では何が起こっているか」 田﨑信子、達富洋二 九州国語教育学会 2017 

・「『グループ学習に対する教師の指導』に関する研究の動向と展望」 出口拓彦 名古屋大学大学院教育発達科学研究

科紀要. 心理発達科学 50 2003 

《文末脚注》 

                                                   
i グループ学習内で展開される学習者同士の対話を総称して「グループ談話」とする。 
ii 出口(2003)の整理に基づき、グループ学習を「学習者で構成された小集団によって行われる、協同を志向した学習活

動及び学習形態」と定義する。 
iii グループ学習における論考を整理した出口(2003)などに基づいて、グループ学習の意義や目的とその問題点を

明らかにした。 
iv グループ談話において、グループを構成する人の表情や音声を録画することができる録画機器を示す。 

v トランスクリプションとは、実際の会話を正確な転写(トランスクリプト)したもの。本研究で主に用いたトランスク

リプションの記号は以下の通りである。 

記号 説明 

[ 

(様子) 

＝ 

 

(  ) 

 

 (.) 

 

： 

？ 

「  」 

複数の参与者の発する音声が重なり始めているところは、[ で示す。 

様子や出来事は(様子または出来事)を加えることで示す。 

二つの発話が途切れなく密着しているところは先行の発話尾と後続する発話頭を＝でつない

で示す。 

聞き取り不可能な箇所は、(   )で示す。空白の大きさは聞き取り不可能な音声の相対的

な長さとする。 

短い間は(   )内にピリオドを打って、(.)で示す。(.)内のピリオドの数は相対的な長

さとする。 

直音が延ばされている時は、：で示す。コロンの数は引き延ばしの相対的な長さとする。 

疑問文を表すイントネーションは、？で示す。 

教科書等の引用部分は、「  」で囲んで示す。 

 



個人研究の部 特別活動 

自ら進んで学級目標を達成しようとする児童の育成 

～学級力向上プロジェクトの活用を通して～ 

 

佐賀市立高木瀬小学校 教諭 竹下 敏史 

 

１ 主題設定の趣旨 

  ４月に出会う子どもたちと共に、理想とする学級を築き，安定した学級生活を送っていく上で大切

なことの一つとして「学級目標」の設定がある。学級目標は，その学級の目的地であり，子どもたち

と共有することから始まる。小学校学習指導要領総則には「日ごろから学級経営の充実を図り，教師

と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め，生徒指導の充

実を図ること」（１）とあり，日々の学級経営の重要さが示されている。目的地を具体的にイメージさせ

る学級経営を行い，多方面から学級目標を達成するための手立てを打つことが求められる。 

  本校では「時を守り 場を清め 礼を尽くす」という学校目標があり，子どもたちにも浸透してい

る。この学校目標を達成するために，本学級ではどのような力を身に付けていく必要があるのかを子

どもたちと話し合いながら学級目標を設定した。 

  本学級の児童は，比較的おとなしい子が多い。学級の和を乱すような行動をする子が少なく，教師

の指示に従う子が多いため，一見するとまとまっているように見える。しかし，子どもたち同士のつ

ながりが希薄で，感情の起伏が少なく，表情の変化も乏しいため相手に思いが伝わりにくい。また，

自分をうまく表現できない子が多い。３年次の担任との引き継ぎの際，能力はある程度高いが自分の

考えや思いをうまく表現できる子が少なかったり，悩み事を自分の中で抱え込み，その抱え込んだも

のをうまく発散できなかったりする児童が多い学級であるという報告を受けた。さらに，Q-Uによるア

ンケート結果から「自分に自信がない」「自分は友達から認められるところがない」と答えた子が多

く、自己肯定感が大変低い傾向にあることがわかる。 

  そこで，本研究では，子どもたちと共に学級目標を作成し，その学級目標を達成するために「土台

となる学級全体の力の向上」と「子ども一人一人の個の力の向上」という両面から考えていくことと

した。まず「土台となる学級全体の力の向上」には，「学級力向上プロジェクトにおける『学級力アン

ケート』」を活用することとした。学級の力を５つの領域に分け自分たちの学級の様子をセルフ・アセ

スメント（自己診断・自己評価）することを通して，学級の力として何が不足しているのかを的確に

把握し，手立てを考えていけるようにする。次に「子ども一人一人の個の力の向上」としては、Q-Uア

ンケートで児童の実態を把握し、ほめほめタイムの活用（全校・学級），ありがとうカードの活用の２

つを軸に取り組んでいくこととした。 

  このような活動を行うことで，自ら学級目標を達成しようとする児童が育成され，子どもたちが安

心して学校生活を送ることができ，理想とする学級に近づくと考え，本研究主題を設定した。 

 

２ 研究の目標 

  学級目標の達成に向けて「土台となる学級全体の力の向上」と「子ども一人一人の個の力の向上」

という両面から有効な手立てを探る。 

 



３ 研究の仮説 

  「土台となる学級全体の力の向上」と「子ども一人一人の個の力の向上」との両面からアプローチ

すれば，「自ら進んで学級目標を達成しようとする児童」を育成することができるであろう。 

 

４ 研究内容と方法 

（１）  学級目標を決め，達成するための取り組みを継続して行う。 

（２）  学級の実態を「学級力アンケート」で把握するとともに，セルフ・アセスメント（自己診

断・自己評価）し，改善の手立てを考え，取り組み後の変容を見取る。 

（３）  児童の実態を「Q-Uアンケート」で把握し，ほめほめタイムやありがとうカードの活用を通

しての児童の変容を見取る。 

 

５ 研究の実際 

（１）学級目標について 

ア．学級目標の決定 

 学級目標を決定するために、子どもたちにどんな学級にしたいかを問い，それを画用紙に書かせ

一人一人の意見を集約した。（４年４組３４名 ４月実施） 

     

子どもたちの言葉を抽出すると，１番多かった言葉が「全力」「一生懸命」（１３名），２番目が

「笑顔」「いじめをしない」（７名），３番目「勉強」（５名），４番目「あいさつ」（４名），「何で

も」「全部」（４名）と続いた。話し合いの中で 意見を聞いていくと「もっとできるのに一生懸命に

やってない」「もっと全力で力を出したらいいクラスになると思う」という意見が多く出た。その結

果，大きな学級目標を「全力」とし，それを達成するために以下の３つをあげた。   

① 全力笑顔でいじめ０！ 

みんな仲良し楽しいクラス！！         

② 全力あいさつ！全力掃除！ 

心も周りもきれいなクラス！！   

③ 全力勉強！全力遊び！ 

何でも全力しあわせクラス！！ 

   

イ．年間を通しての取り組み 

図 一人一人の意見の集約 

図 学級目標（教室掲示） 



① 学級目標宣誓 

学級目標を定着させる目的と，毎日どんな時でも学級目標を意識して行動できるように，

毎日朝の会の時に学級目標宣誓の時間を設けた。 

② 行事とリンクさせる 

 運動会やふれあいの集い，二分の一成人式など大きな行事と学級目標をリンクさせる。 

  〈児童の目標と振り返り〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈保護者からのお便り〉 

ウ．効果と変容 

「学級目標宣誓」をすることで，数日で全員が学級目標を覚えることができた。また，学級目標

に愛着をもち，学級目標を自分たちのものとして感じることができるようになったことが分かる。

学級目標を覚えることで日常のすべての活動において目標を意識して取り組むことができるよう

になった。 

「行事とリンクさせる」ことで，学級目標がより具体的なものとなった。自分たちの取り組みの

図 行事の目標 

図 行事の振り返り 

図 行事の振り返り 



成果や課題が目に見えるようなり，振り返りがしやすくなった。また，保護者からも成長が見やす

く、褒められることで更に成長につながり，子どもたちの自己肯定感が向上したと考えられる。ま

た，行事を通して活動することで，保護者に対しても学級目標が浸透し，保護者も巻き込んで活動

することができた。 

 

 （２）学級力アンケートを通して ～学級力の向上～ 

   学級力とは、「学び合う仲間としての学級をよりよくするために，子どもたちが常に支え合って目標

にチャレンジし，友だちとの豊かな対話を創造して，規律を守り安心できる環境のもとで協調的な関

係を創り出そうとする力」（２）である。まず，学級力の領域を５つ（①目標をやりとげる力 ②話をつ

なげる力 ③友だちを支える力 ④安心を生み出す力 ⑤きまりを守る力）に分け，学級の実態を把

握しるためにアンケートを実施した（５月・１０月・１２月）。 

 図１を見ると，全体的にグラフの膨らみが小さいこ

とが分かる。その中で特に，領域２にあたる「つなが

り」（友だちの話に賛成や反対，付け足しとつなげる

ように発言する力）の達成率が４３．４％と一番低い

ことが分かった。また，そのほかの分野でも「なかま」

（誰とでも遊んだり，グループになったりできる力）

の達成率が５１．５％，「生活」（廊下をはしらない，

あいさつをするなど学校のきまりを守る力）が５６．

６％と低いことが分かった。 

 一方で，「そんちょう」（友だちの心を傷つけること

を言ったり，からかったりしない力）は，達成率が６

６．７％，「やくわり」（係や当番の活動に責任を持っ 

  て取り組む力）は６１．６％と 5 月の時点では満足している子どもが多いことが分かった。 

   このような実態を踏まえて，達成率が低い分野の達成率を向上させることで，学級全体の力の向上

へとつながると考えた。学級活動で，達成率の低い「つながり」「なかま」「生活」の意識を向上させ

るための行動目標を子どもたちの話し合いを通して具体的に決めた。また，それに伴い，教師はどの

ような手立てを打つべきかを考え，以下のような取り組みを行った。 

「つながり」…必ず自分の考えをもって授業に参加する。そして，その考えを伝える。1 時間の授業の

中で１回は発言する。（机上の発表カード，自己評価ファイルに記入） 

「なかま」……席替えの際に「ありがとうカード」を記入し班員に手渡す。帰りのあいさつは全員で輪

になりハイタッチあいさつをする。（ありがとうカードは自己評価ファイルに綴じる） 

「生活」………「あいさつレベル」を話合いで決め，自己評価する。（自己評価ファイルに記入） 

〈あいさつレベル表〉 

レベル１あいさつを返す ２相手に聞こえる声で 

   ３立ち止まって ４相手の目を見て 

   ５相手より先に ６大きな声ではきはきと 

   ７相手の名前を言って ８だれとでも 

   ９笑顔でさわやかに 10 あいさつの後で一言 
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図１ ５月実施のアンケート結果 

図 あいさつレベル表 



   

  

 

 

  【児童の変容と考察】 

 図２を見ると，５月に比べグラフが大きくなって

いることが分かる。また，特に重きを置いて取り組ん

だ「つながり」（４３．４％→８５．３％）「なかま」

（５１．５％→８３．３％）「生活」（５６．６％→８

２．４％）は，それぞれ向上しており，一定の成果を

得ることができた。保護者からも以下のようなお便

りをもらうことが多くなった。 

     図 保護者からのお便り 

 

一方，５月の時点では達成率が高かった「そんちょう」（６６．７％→７３．５％）の伸びが少なか

った。また，新たな課題として「学習」（授業中にむだなおしゃべりをしない力）の達成率（５３．５％

→７０．６％）が一番低くなっていることが分かった。 

   ５月に行った実態の把握（R：診断）から，学級力を向上させるため子どもたちとの話合いをとお
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図 2 10月実施のアンケート結果 

図 R-PDCAサイクルによる授業風景 

図 自己評価ファイル 図 机上の発表回数記録カード 図 自己評価ファイルに記入した 

  あいさつの振り返り 

 



して手立てを考え（P：計画），具体的な取り組みを行い（D：実施），１０月のアンケートで振り返り

（C:評価）を行った。このセルフ・アセスメントの結果を受け，改善点（A：改善）が見えてきた。こ        

の改善点をもとに今後の取り組みについて話し合った。以下に継続的な取り組みを示す。 

「そんちょう」…学級でほめほめタイムをし，友だちのことを，褒めたり，認めたり，頑張りを確認し

たりする。（ほめほめタイム→全力の木に掲示） 

「学習」…………むだなおしゃべりをなくし，友だちの意見に付け足しを増やす。発言するときは必ず

挙手をする。 

※5 月からの取り組みは継続する。 

 図３より，「そんちょう」（７３．５％→８２．９％），

「学習」（７０．６％→７６．２％）ともに，微増では

あるが，取り組みの効果が表れた。 

 一方で，今までにはなかった減少も見られた。「さ

さえ合い」（８０．４％→７７．１％） 

 図１～図３の結果から，セルフ・アセスメントや R-

PDCA サイクルによる取り組みを継続して行うこと

で，学級全体としての力は向上していることが分かる。

子どもたちは，自分たちで話し合って決めた取り組み

内容を守ろうとする意識が強くなり，学級集団として

の所属意識も向上した。取り組みを通して学級集団と

しての力は 5 月に比べ身についたと言えるだろう。 

  今後の課題としてこの R-PDCA サイクルを継続することと，達成率が止まっているように感じる。日

常の取り組みに加え，行事などでの取り組みを行い，自分たちで成長を実感できるようにする必要が

あるように感じる。1 年間を通して，子どもたちが主体的・自律的に学級力の向上に取り組める手立

てが必要になる。 

 〈取り組みに関して保護者からのお便り〉 
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図３ １２月実施のアンケート結果

図 保護者からのお便り 



 （３）Q-U アンケートを通して ～個の力の向上～ 

   図３は，児童が学級内でどれくらいの 

  承認意識と被侵害意識をもっているか， 

  そのことから学級集団はどのような状態 

  かを，Q-U「学級満足尺度分布」で見た 

  ものである。結果は「学級生活満足群」 

  が４７％（１６名），「侵害行為認知群」 

  が８％（３名），「非承認群」が２６％（９ 

  名），「学校生活不満足群」が１５％（５ 

  名），「要支援群」が３％（１名）であっ 

た。「非承認」だけで見ると，４４％ 

  （１５名）の子が「承認されていない」 

  と感じており，「あなたはクラスの人から 

  認められることがありますか。」の問いに 

  ８名の子が「まったくそう思わない」と回答し，１１名の子が「あまりそう思わない」と回答した。

この結果からもほめられる経験が少なく，自尊感情や自己肯定感の低さが分かる。以上のような実態

から，子どもたちの自尊感情や自己肯定感を高めるために，以下のような取り組みを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１：学級目標「全力」で何かをしている友だちを見つけて「ほめほめタイム」や「学級ほめほめタ

イム」「ありがとうカード」で伝えることで互いを褒めたり，認め合ったりする存在になり，支

持的風土が形成される。 

視点２： 友だち同士のつながりを密にし，お互いを認め合える存在にするため，席替えの配置の工夫。

席替えの際に班員に「ありがとうカード」を渡し，感謝の気持ちを伝えると共に，自らの有用感

を高めると共に，自尊感情を高める。 

図 Q-Uアンケート（６月実施） 



 

A 児（男児） 

 要支援群（承認１２，非承認１６）に入ってい

る。普段は活発でお調子者。面倒くさがりな面や

恥ずかしがり屋な面がある。被害者意識が強く，

自分は誰からも認められていないという節の発

言がある。同性で遊ぶことが多く，一言多かった

り，友だちの失敗をからかうような発言をした

りする。指導されるとすぐに涙を流し，感情を抑

えきれず，鉛筆や定規を折ったり，机やノートに

「殺す」「死」などという言葉を書いたりする。 

〈教師の願い〉 

 感謝されたり，ほめられたりする経験を多く

積み自己有用感を高め，いろんな友だちから必

要とされているという思いをもってほしい。 

【取り組み】 

「ほめほめタイム」や「ありがとうカード」を有

効に活用し，A 児のものを多く紹介する。小さ

いことでも褒め，指導する回数を減らす。 

［成果］ 

恥ずかしがっていたが表情は嬉しそうだった。5

月に比べると発表も増え，体育の準備や係活動

を誰よりも進んで行うようになる。2 学期は叱

られて物を破損することがなくなった。 

［ほめほめタイム・ほめほめポストより］ 

・A 児が２学期の始業式の日，友だちを誘って

挨拶運動に行っていました。礼を守る名人です。

すばらしい。（全校ほめほめタイム） 

・今日の朝，A 児が「一緒に学校に行こう」と家

に来てくれました。嬉しかったです。（男児） 

・A 児が，いつもより大きな声で日直の号令を

かけていました。やる気があっていいなと思い

ました。（男児） 

［ありがとうカードより］ 

・給食時間，たくさん笑わせてくれたね。おかげ

でみんな笑顔になったよ。ありがとう。（女児） 

・保育園から一緒だけど初めて隣になったね。

いろいろしゃべって，みんな笑顔だったね。また

隣になれるといいね。（女児）  

B 児（女児） 

 学級生活不満足群（承認１４，非承認１５）に

入っている。「友だちがいない」ということを打ち

明けている。一方で，学級の友だちから「一緒に

○○しよう」と声をかけられても「それはいやだ」

「私は○○の方がいい」と自分から友だちを拒絶

する。ものの言い方が強く，「命令されているよう

に感じる」「B 児は，すぐに怒る。」という声も聞

かれる。 

 

〈教師の願い〉 

 同じように「友だちがいない」と言う子とつな

がり，そこから友だち関係を広げてほしい。 

 

【取り組み】 

席替えの時に同じように友だちがいないという子

と同じ班にする。比較的穏やかな性格の男児や，

積極的な性格の男児を隣にし，グループでの会話

や話合い活動を増やす。 

［成果］ 

休み時間，一緒に図書室へ通ったり，給食時間に

笑顔で話をしたりすることが増えた。班で自分の

意見を積極的に言って，その意見が班代表の意見

になることもあり，自信がついてきた。 

［ほめほめタイム・ほめほめポスト］ 

・体調が悪くて，プールの学習を見学していると

きに進んで「準備する物はありますか」「ビート板

を片付けておきます」と準備や後片付けをしてく

れました。おかげでみんな水泳の学習に集中して

取り組めました。ありがとう。（全校ほめほめタイ

ム） 

・苦手な跳び箱にも，全力で挑戦し，3 段を跳べる

ようにずっと練習していました。そして 3 段を跳

べたのがすごかった。（女児） 

［ありがとうカードより］ 

・今までけんかもしたけど，勉強も一生懸命だっ

たね。何でも全力は見習いたいです。（男児） 



【考察】 

図４は１２月に実施したものである。結果は 

  「学級生活満足群」が７１％（２５名），「侵害 

行為認知群」が３％（１名），「非承認群」が１ 

４％（５名），「学校生活不満足群」が１１％（４ 

  名）であった。6 月に実施したものと比べると 

 全体的に右上に移動していることが分かる。 

  抽出した A 児は「非承認群」（承認１６，非 

 承認６）におり，非承認の値が大幅に減少した 

 のが分かる。また，B 児は，「侵害行為認知群」 

 （承認１９，非承認１２）におり，非承認の値 

 が減少している。どちらの子も良い方へと移動

していることや，学級が全体的に右上へ移動していることから，取り組みは概ね結果が出ていると考

える。 

  「ほめほめタイム」や「ありがとうカード」への取り組みも学級目標と関連させることにより，よ

り身近なものとなったし，「全力で○○しているところを発見する」という観点を与えることで「ほめ

ほめタイム」や「ありがとうカード」もたくさんのことが書けるようになった。また，「全力」で行う

ことで友だちに「ほめられる」「認められる」という認識ができた点が良い方向に動いたと考える。 

 

６ 研究のまとめ 

 （１） 研究の成果 

    ア 「学級力アンケート」の中に「もくひょう」という項目がある。視点は「みんなで決めた目

標やめあてに力を合わせて取り組んでいるか」というところである。結果を５月から見ていく

と，５５．６％（５月），８６．３％（１０月），９１．４％（１２月）と変化していることが

分かる。また，個の成長を「Q-Uアンケート」の変容で見たが，６月に比べると，多くの子が右

または，右上に移動していることが分かった。「学級目標の達成」という目的地を定め，「学級

目標を達成するために～しよう。」「３月の終わりのみんなの姿が学級目標。その姿をイメージ

しながら活動しよう」と視点をその方向に向けることで，「学級の力」「個」の力も身に付くと

いう点では有効だった。 

    イ 「学級力アンケート」では，数値やグラフの変容で，客観的に自分たちを振り返ることがで

きた。それによって，学級目標を達成するには，自分たちに不足しているものは何かを考え，

計画を立て，実践して，振り返るという活動ができたことが，学級としての力の向上につなが

った。 

    ウ 「自己肯定感が低い子が多い」という課題から，今回は「自己肯定感の向上」を主として手

立てをとった。学級目標と関連させて「ほめる」「認める」「確認する」と手立てをとったこと

で，褒める側も褒められる側も分かりやすく，Q-Uアンケートの「承認」の数値も上がった。 

 （２） 今後の課題 

    ア 「学級目標を達成する」という目的地を定めて学級全体が高まっていく中で，意識面での高

まりがそれほど見られなかった子や特別な支援を必要としている子に対しての効果的な支援

図４ Q-Uアンケート（１２月実施） 

図 Q-Uアンケート（１２月実施） 



方法を探っていきたい。 

    イ 子どもたちが学級活動等の話合いの中で決定したことを継続して取り組むことができるよ

うにさらに工夫していく必要がある。 

    ウ 個に対する時間の確保が難しい。本研究のように抽出すると変容が分かりやすいが，１２月

の Q ｰ U アンケートでは思ったように変容していなかった子や，意外な場所にいる子もいた。

日々の生活の中で「個」の変化に敏感に気づくアンテナを張り，機を逃さずに支援していかな

くてはならない。 

 

  《引用文献》 
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個人研究の部 保健科 

子どもの自己管理能力を高めるための救急処置活動 

―ＩＣＴを活用した指導の工夫― 

 

佐賀市立高木瀬小学校 養護教諭 福田 あや 

 

１ 主題設定の趣旨 

児童が日常生活を送る中で、けがは誰もが一度は経験することであり、悪化を防ぐためにも速やか 

に手当てを行う必要がある。また、小学校学習指導要領解説体育編の第５学年の中には、「けがの種類や

程度などの状況をできるだけ速やかに把握して処置すること、近くの大人に知らせることが大切である

こと」(1)「自分でできる簡単なけがの手当には、傷口を清潔にする、圧迫して出血を止める、患部を冷

やすなどの方法があること」(2)などが記されている。 

しかし、本校児童のけがに伴う保健室利用者のうち、適切な応急手当ができている児童は、７月が

16.0％と少なく、高学年であっても適切に手当てができなかったり、全く手当てをせずに保健室へ来室

したりする児童も見受けられる。特に、本校で最も多いけがであるすり傷の件数は、けが全体の利用件

数のうち約４割を占めるが適切に手当てができ

ている児童の割合は７月が 10.1％と少ない。すり

傷を負った時の対応別の内訳は、表１のとおりで

ある。自分で手当てをしようという意識があって

も砂や泥が付いたまま絆創膏を貼るなどの不適

切な手当てが 13.0％、全く手当てをせずに保健室

へ来室する児童が 76.8％と最も高い割合であっ

た。 

誤った手当てが多い鼻出血時の対処の仕方に

ついては表２のとおりである。上を向いたまま鼻

を押さえて来室したり、鼻を強くかんだりするなどの誤った手当てが５月から７月までで 41.1％の割

合で見受けられた。また、止血やティッシュで覆うこともせず、そのまま来室する児童が 23.5％であっ

た。 

このほか、学校外のけがで全く手当てをせずに保健室で手当てを受けたり、来室時に「いつ、どこで、

何をしているときに、どうなったか」といったけがの状況を正しく伝えられなかったりする児童が多い。 

けがをしたときに、自分でできる簡単な手当てができるようになることや自分でできないときには、

近くの大人に正しく伝えられるようになることは「生きる力」として大切であると考える。 

そこで、本研究では、適切なけがの手当ての仕方を理解させ、自分でできる簡単な手当が実践できる

よう、けが別の手当ての仕方について電子黒板を活用して全校一斉に指導し、その後、保健室でタブレ

ットを活用した個別指導を行うことによって自己管理能力（※）を高めることにする。

 

 

適切な手当てができた児童 10.1％ 

誤った手当てをした児童 13.0％ 

全く手当てをしなかった児童 76.8％ 

適切に止血ができた児童 35.2％ 

誤った手当てをした児童 41.1％ 

全く手当てをしなかった児童 23.5％ 

表１ すり傷を負ったときの対応 

表２ 鼻出血時の対応 

（※）ここで言う自己管理能力とは、以下の２点である。 

・けがの種類に応じた簡単な手当てについて理解し、その方法を身に付け、実践すること。 

・自分で手当てができないときには、近くの大人にけがの状況を正しく伝えられるようになること。 
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２ 研究の目標 

けがの手当てに関する保健指導や保健室での救急処置活動において、ＩＣＴ機器を活用し、子どもの

自己管理能力の向上を図るための手立てを探る。 

 

３ 研究の仮設 

保健室で手当てを受ける前に、ＩＣＴ機器を用いて自分で簡単な手当てをする方法を意識させたり、

けがの状況の伝え方を確認させたりすれば、けがの状況を判断し対応する自己管理能力の向上を図るこ

とができるであろう。 

 

４ 研究の内容と方法 

(1)  保健室での救急処置活動を通して、自分でできる簡単な手当てが実践できている児童やけがの状況

を伝えられる児童の割合を把握し、指導前後の実践率等で児童の変容を見取る。 

(2)  けがの手当ての仕方について全校一斉指導後、保健室での救急処置活動でタブレットを活用した個

別指導を行う。 

(3)  保健室利用者の手当て等の実践率やアンケート等で自己管理能力について児童の変容を見取る。 

 

５ 研究の実際 

(1)  児童の実態について 

自己管理能力を確認するため、保健室利用者について、①自分でできる簡単な手当てができている

か、②けがの状況を正しく伝えられるかの２点について調査した。けが別の評価基準は、次のとおり

である。   

図１の７月の調査結果から応急手当等の実践率は 16％、 

できていないものは 84％と高い割合であった。 

けが別の適切な手当て等ができる児童の割合

は図２のとおりである。すり傷は、毎日の保健室

利用者の中で最も多いけがで、誰もが一度は経験

するものだが、傷口を洗ってから来室する児童は

７月が 10.1％とかなり少なく、中には、砂が付い

たまま絆創膏を貼ったり、全く手当てをしなかっ

たりする児童も見受けられた。次いで多い打撲に

ついては、打撲した部位のみ伝え、「いつ、どこで、

何をしているときに、どうなったのか」といった

必要な情報を正しく伝えられない児童が多く、正

けがの種類 評価基準 

すり傷 傷口を洗うことができたか 

切傷 ティッシュなどで止血をしたか 

鼻血 下を向いて鼻の真ん中を押さえているか 

火傷 すぐに流水で冷やしたか 

目の異物除去 目を擦らずに洗うことができたか 

打撲・刺傷・

捻挫・突き指

等 

「いつ、どこで、何をしているときに、ど

うなったか」といったけがの状況を正しく

伝えることができたか 

図１ 手当て等実践率（７月） 

図２ けが別の手当て等実践率（７月） 
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しく伝えられる児童は 16.2％と少ない結果となった。また、誤った手当てが多い鼻血については、上

を向いて保健室へ来たり、鼻をかんだりするといった手当てが見受けられた。適切に手当てができて

いる児童は 35.2％であり、未だに上を向くことが手当てとして正しいと誤解している児童が多かった。 

次に、学年別の手当て等実践率は図３のとおりである。１年生は 8.6％、２年生は 15.6％、３年生

は 16.9％、４年生は 26.9％、５年生は 28.0％、６

年生は 26.7％であり、学年問わず実践率の低さが

分かる。 

   このような児童の実態を踏まえ、けがの種類に

応じた手当てを理解させ、簡単な手当ができるよ

うにさせることや自分でできないときには他者に

正しく伝える力を育てることを目標に２つの実践

に取り組んだ。 

(2) 仮説検証のための指導  

① 電子黒板を活用して保健タイムを実施 

指導内容：「けがの手当ての仕方を知ろう！」 

実施日 ：９月２日（土）の朝の時間 

       10～15分程度  

○ 指導の目標 

・けがの種類に応じた手当ての仕方について理解させる。 

・自分でできる手当てを実践しようとする態度を養う。 

・けがの状況について正しく伝えられるようにする。 

○ 指導の流れ 

 指導内容の詳細 

１．本校の多いけがを知る。  本校で多いけが第１位から第３位までを示す。 

２．けが別の応急手当の仕方

について知る。 

〈手当ての仕方やけがの状況の伝え方について〉 

すり傷：泥や砂などの汚れを洗い流してから絆創膏を貼ること。 

打撲：すぐに患部を冷やすこと。 

捻挫：安静にし、患部を冷やす。痛みが治まらない場合は病院へ行く

こと。 

鼻血：下を向き、鼻の真ん中を押さえる。出血が続く場合は、氷や冷

たいタオルで冷やすこと。 

刺傷：とげや鉛筆の芯などは、とげ抜きで取り除き、患部を清潔にす

ること。 

虫刺され：流水や氷で冷やすこと。蜂に刺されたときはすぐに近くの

大人に伝えること。 

目の異物除去：目を擦らずに洗面器などに顔を浸け、洗眼すること。 

火傷：すぐに流水や氷で冷やす。 

※ 間違いやすい応急手当についてはクイズ形式で考えさせる。 

３．まとめ  けが別の応急手当の仕方 

 保健室来室時に伝えること 

「いつ、どこで、何をしているときに、どうなったか」 

 学級担任によるまとめ 

図４ 保健タイムの様子 

図３ 学年別の手当て等実践率 



4 

９月９日の「救急の日」に因んで、９月２日（土）の朝

の時間に、「けがの手当ての仕方を知ろう！」をテーマに各

学級で保健タイムを実施した。図５は、４月から７月まで

の本校で多いけが第３位までを示した導入部分である。学

校で起こりやすい８種類のけがとして、すり傷・打撲・捻

挫・鼻血・刺傷・虫刺され・目の異物除去・火傷を取り上

げ、その手当ての仕方について説明し、最後にまとめを行

った。まとめでは、応急手当の仕方が同じあるいは、似て

いるけが同士を「洗う」、「冷やす」、「押さえる」、「抜く」

けがとして４つに分類し、覚えやすいように工夫した。ま

た、自分で手当てができない時には、他者に助けを求めら

れるように、けがの状況の伝え方を確認させた。パワーポ

イントを使用した指導後には、発達段階に応じて各学級担

任によるまとめや復習が行われた。 

   図６は、鼻血の手当てについて適切な手当てはどちらか

考えさせるための資料で、図７は鼻血の手当ての仕方を示

した資料である。１年生の学級の反応を見ると、「①上を向

く」が正しいと誤解している児童が半数以上みられた。 

   図８は、けがの状況の伝え方を示している。来室時に打

撲したことや捻挫したことのみ伝える児童が多いため、「い

つ、どこで、何をしているときに、どうなったか」といっ

た情報を正しく伝えられるように確認させ、保健室の処置

台近くにも掲示した。打撲や捻挫など外傷だけでは判断で

きないようなけがは特に、状況を正しく伝えられなけれ

ば、適切に処置ができない場合もあると考えられるため、

このような伝える力を身に付けることも極めて重要である

と考える。 

 

 

（考察） 

ア 成果 

 保健タイム実施後の９月上旬、すり傷を負った児童の 73.7％が傷口を洗

ってから保健室へ来ることができた。鼻出血時も下を向いて正しく止血

ができる児童が増え、上を向いて来る児童はみられなくなった。 

 打撲や捻挫をしたときは、「いつ、どこで、何をしているときに、どうな

ったか」といったけがの状況を正しく伝える児童が増えた。中には、け

がの状況を伝えた上で手当てをするために「氷をください」など言える

児童もいた。 

 保健タイム後、自分でできる簡単な手当ての実践率が高くなり、さらに

は、保健室へ来室した付き添いの児童がけがをした児童へ手当ての仕方

を教える場面も見受けられた。右の図９は同じ学級の児童がすり傷

の手当てについて教え、お世話をしている様子である。 

図６ 保健タイムの資料より抜粋 

図７ 保健タイムの資料より抜粋 

図５ 保健タイムの資料より抜粋 

図９ 付き添いの児童が手当て

の仕方を教えている様子 

図８ 保健タイムの資料より抜粋 
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図 10より保健タイム実施後は、応急手当等の実践率が 70％を超える日が多く、９月上旬の実践率等

は 73.7％、中旬が 69.9％、下旬が 57.5％となった。保健タイム前の７月と比較すると、16.0％から９

月には 67.0％に伸びた（図 11）。 

 

図 12は、７月と９月の利用件数の多いけが別

の手当て等実践率の比較である。全体的に実践率

は高くなっている。 

本校で一番多いけがであるすり傷の手当ての実

践率は７月の 10.1％と比較すると、９月は

59.2％と伸びているが、高いとは言えない。傷口

を洗って来ていない児童や洗っていても砂や泥が

きれいに洗い落せていない児童に対して、手当て

の仕方はどうするのか問いかけると「傷口をきれ

いに洗う」と答えられる児童がほとんどだが、実

践できていない児童もいる。 

次に、２番目に多いけがである打撲については、「いつ、どこで、何をしているときに、どうなった

か」といったけがの状況を正しく伝えられるかを保健タイム前後で比較した。図 12がその結果であ

る。７月は 16.3％に対し、９月が 71.6％である。７月までは、来室時にけがした部位を指さしながら

打撲したことのみ伝える児童が多かったが、９月にはけがの状況について必要な情報を伝えようとする

児童が増えた。処置台の近くにけがの状況の伝え方が確認できる資料を掲示したことが効果的であった

と考える。 

間違いやすい鼻出血時の手当てについては、図 12より適切に止血ができた児童は７月が 35.2％に対

し、９月は 100.0％と来室者の全員が適切な止血ができた。７月までによく見受けられた上を向いて来

室する児童や鼻を押さえずに来室する児童、鼻をかむ児童が見られなくなり、９月は下を向き、鼻を押

さえて来室するなどの正しい手当てができていた。鼻出血時の手当ては、誤解している児童が多く見受

けられたため、一斉指導で適切な処置について確認させたのは効果的であった。 

その他のけがの手当てについても自分でできる簡単な手当てをして保健室へ来室する児童が増加

し、けがの状況についても必要な情報を伝えようとする児童も増加した。しかし、手当ての仕方を知っ

ているにも関わらず、面倒だからといった理由で実践しない児童も一部見受けられる。全体的にも実践

率が高いとは言えないので、早めの手当てがけがの悪化を防ぐために大切であることを指導する中で伝

えていく必要がある。 

 

図 10 保健タイム後の手当て等の実践率 図 11 手当て等の実践率（保健タイム前後の比較） 

図 12 けが別の手当て等実践率（比較） 
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イ 課題 

   保健タイムでの全校一斉指導直後は、適切な手当てができる児童やけがの状況を正しく伝えられ

る児童が増加したが、日にちの経過とともに、実践率や意識の低下がみられたため、継続して実践

できるよう繰り返し指導が必要である。特に、すり傷は学校で最も起こりやすいけがにも関わら

ず、適切に手当てができる児童が９月上旬の 73.7％から９月下旬には 57.5％にまで減少した（図

10）。実践率を定着させるためには、繰り返し指導を行っていく必要がある。 

大規模校で多くの児童が保健室を利用する中で、効率よく指導ができるよう二つ目の実践では、

タブレットを活用した個別指導を実施した。 

  

② タブレットパソコンを活用した個別指導 

  けが別の手当ての仕方について確認できる資料をパ

ワーポイントで作成し、タブレットに保存後、10月２

日から保健室にタブレットを配置した。図 13は、タブ

レットに保存している資料より一部抜粋したものであ

る。例えば、「目にゴミが入った」のところに指で触れ

ると、その手当ての仕方を説明するページにジャンプ

し、同時に保健委員が説明する音声が流れるようにな

っている。タブレットは、保健室利用者が多い 20分間

の休み時間と昼休みのみ保健室の処置台の手前に配置

（図 14）し、保健室でけがの手当てを受ける前に児童

が確認できるようにしている。 

手当てを受ける前に、簡単な手当ての仕方やけがの

状況の伝え方を確認させれば、けがの状況を判断し対

応する自己管理能力の向上を図ることができるであろ

うと考える。また、タブレットでは手当ての仕方を視

覚的に確認させることができ、その上で個別指導に繋

げることができるという点で有効である。 

学校内でのけがの経験を通して、適切に判断し対応する力を身に付けさせれば、自宅や外出中のけ

がでも、適切に対処しけがの悪化を防ぐことができると考える。 

保健タイム後も継続的に実践できるようになることを目標としてこのような資料を救急処置活動の

中で活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 13 タブレットの資料より抜粋 

図 14 タブレットで手当ての仕方を確認する児童 
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（考察） 

ア 成果 

 保健タイムの全校一斉指導後、日にちの経過とともに実践率等の低下がみられたが、保健室にタブレ

ットを配置したことで低下を防ぐことができた（図 15）。 

 タブレットの資料でけがの手当ての仕方について視覚的に確認させることができ、その上で個別指導

ができた。 

 保健係などの付き添いの児童がけがをした児童へ手当ての仕方を教える場面がしばしば見受けられ

た。 

 

図 16は、すり傷の手当ての実践率を表し

ている。先述したように７月の実践率が

10.1％に対し、保健タイム後の９月には

59.2％と高くなった。しかしその後、１ヶ

月ほど経過した９月下旬までの間に実践率

の低下が著しくみられたため、10月には保

健室へタブレットを配置した。タブレット

に保存しているけがの手当ての仕方を確認

させることで、児童はすり傷を負った時の

対応として傷口を洗ってから養護教諭の手

当てを受けることを意識できたと考える。

11月、12月の実践率は高いとは言えない

が、低下することなくほぼ横ばいである。

また、タブレットで手当ての仕方を視覚的

に確認できるので、理解させるためにも有

効であったと考える。手当ての仕方が分か

らないから手当てをしないという児童が減

った。 

本校は大規模校であり、20分休みや昼休

みは保健室利用者が多く、一斉に複数名来

室した場合には、待たせることもあるが、

待ち時間に手当ての仕方をタブレットで確

認できるというメリットもあった。さらに

は、待つ間に、付き添いの児童がけがした

児童へまずは洗うことを教えている場面が

しばしば見受けられた。 

  図 17は、打撲時にけがの状況を正しく伝

えることができた児童の割合を表してい

る。具体的に、「いつ、どこで、何をしてい

るときに、どうなったか」といったけがの

状況が正しく伝えられるかを調査した。す

り傷と同様、保健タイム後、日にちの経過と

ともに意識が低下したが、保健室の処置台近

図 15 けがの手当て等の実践率（推移） 

図 16 すり傷の手当ての実践率（推移） 

図 17 打撲時に正しくけがの状況を伝えられた 

児童の割合 
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くにもけがをした時の伝え方について掲示し、確認させたことで、必要な情報を正しく伝えられる児童

がほぼ横ばいとなった。図 17より 10月は 62.6％、11月は 66.3％、12月は 60.7％であった。 

 

図 18は、誤った手当てが多い鼻出血時の手

当てについて６～７月の適切な手当てができ

た児童の割合と９～12月の適切な手当てがで

きた児童の割合を比較しているものである。

保健タイム実施後の９月からは、上を向くな

どの誤った手当てをする児童はいなかった

が、止血の仕方が不適切な児童がいたため、

75.0％となった。６～７月の 35.2％と比較す

ると、適切に手当てができる児童は増加し

た。また、タブレットで再度、止血方法を確

認させ、個別指導につなげたことで、理解は

深まったと考える。 

  実践率等のデータ（図 15～18）から全体の結果としてもタブレットの配置により、自分でできる手

当てをしようとする意識を持続させることができた。また、けがの状況の伝え方を確認させることで、

正しく伝える力は徐々に身に付いてきている。10～12月までの結果から実践率等が高くなったわけで

はないが、保健室での救急処置活動を通してタブレットを用いることにより、有効的に個別指導ができ

たと考える。 

 

イ 課題 

   タブレットを配置した 10月の手当て等実践率は高いとは言えないが、11月や 12月も意識して取

り組ませたことにより、自分でできる手当てはしようとする意識を持たせることができた。全児童

の自己管理能力を高めるためには、救急処置活動を通した日々の個別指導に加え、定期的な一斉指

導が大切であると考える。 

 

６ 研究のまとめ 

（１） 研究の成果 

     図 19は、７月から 12月までの自分でできる簡単な手当てやけがの状況を正しく伝えることが

できた児童の割合をグラフに表したものである。 

 

図 18 鼻出血時に適切な手当てができる児童の 

割合（比較） 

図 19 けがの手当て等の実践率（推移） 
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保健タイムでの全校一斉指導直後、９月上旬には適切に自分でできる手当てをする児童やけがの

状況について正しく伝えることができる児童が 73.7％と大幅に増加した。10月からは意識の低下を

防ぎ、継続して自己管理ができるように、タブレットを活用した個別指導を行った。その結果、実

践率等が伸びたわけではないが、タブレットを配置した 10月上旬から 12月下旬まで、実践率等は

55.0～67.4％の間で推移し、ほぼ横ばいとなった。 

図 20より、６～７月と 11～12月のけが別の実践率等を比較しても、全体的に実践率等が低下せ

ずに維持できている。すり傷は 11・12月の実践率が他のけがよりも最も低いが、指導前の 6・7月

と比較すると、49.2％伸び、９月の実践率 59.2％と 11・12月の 56.8％を比較してもあまり低下す

ることなく維持している。 

 

学年別の実践率等の結果は、図 21のとおりである。高学年は徐々に実践率が伸び、特に、５年生

は体育の保健領域でもけがの手当ての仕方について学習しているため、最も高い実践率となった。

また、３年生については、指導前の６～７月が 16.9％だったのに対し、全校一斉指導後の９～10月

には 56.3％、11～12月が 73.8％と最も実践率が伸びている。全体的にみても全学年とも指導前より

実践率等が高くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 けが別の手当て等の実践率（比較） 

図 21 学年別の手当て等の実践率 
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そのほか、学校外のけがをそのままにして、保健室で手当てを受ける児童が１学期（４～７月）

には毎月 20件を超えていたが、２学期の９月には 24件、10月が 18件、11月が 11件、12月が６件

と徐々に減少した。また、学校外のけがで来室した場合であっても、自分でできる手当てを家で済

ませてから来室する児童が見受けられ、自分でできることは実践しようとする意識の変化がみられ

た。図 22は、学校外で負傷した時の手当てに関するアンケートである。学校外で負傷した時でも、

自分で手当てができると回答する児童がほとんどで、すり傷を負った時の手当ての仕方についても

「傷口を洗う」と答えられる児童が多い結果となった。 

電子黒板を用いてけがの手当ての仕方を全校一斉に指導したことで、自分でできる簡単な手当て

を実践する児童が増加し、けがの状況の伝え方についても資料を掲示したことで、必要な情報を伝

えられる児童が増加した。また、タブレットを用いた指導では、視覚的に手当ての仕方を確認させ

ることができ、その上で個別指導ができたことは意識を低下させないために有効であったと考え

る。さらに、けがのアンケート結果から、学校外で負傷した時も、けがの状況について判断し対応

する自己管理能力が徐々に身に付いてきており、ＩＣＴ機器を活用した指導は有効であったと考え

る。 

 

(2) 今後の課題 

今後も定期的な全校一斉指導と保健室での救急処置活動を通した個別指導を繰り返し行うこと

で、けがの状況を判断し対応する力を定着させる必要があると考える。そのため、朝の時間などに

保健タイムの時間を確保することや、家庭への呼びかけを行う必要がある。「生きる力」として考え

た場合、学校や家庭を問わず、けが等について対処していく力をつける必要がある。学校外での対

処についても実態を把握し、指導していく必要性を感じた。 

 

《引用文献》 

(1)(2) 文部科学省   『小学校学習指導要領解説 体育編』 平成 20年８月  

東洋館出版社 Ｐ81 

《参考文献》 

・月刊「健康教室」編集部  『保健指導につなげる健康教育プリント資料集』 2009 東山書房 

・松本敬子、福富敦子、原山照美、古賀由紀子、岩坂いずみ 

            『養護教諭の授業づくり』 2002 東山書房 

・森昭三          『みんなの保健 ５・６年』 平成 24年 学研教育みらい 

図 22 学校外で負傷した時の手当てに関するアンケート結果 
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校内研究の部 全教科・全領域 

主体的に聞くことができる子供の育成 

 

佐賀市立北川副小学校 教諭 野中 亮彦 

 

１ 主題設定の趣旨 

  平成 28 年８月の中央教育審議会答申「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」には、

「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、「『主体的・対話的で深い学び』の実現」が掲げられてお

り、「子供たちが『どのように学ぶか』という学びの質が重要になる」（１）と記されている。グローバ

ル化、急速な情報化、技術革新などの社会的変化の影響を受ける子供たちは、様々な個性をもってい

る。そんな子供たち全ての学びの質を向上させるためには、我々教師の授業改善が必須であると考え

る。 

本校では、「話しやすい学級、話したくなる授業の構築 ～考えを深め、互いを高め合う集団を目指

して～」という研究主題を掲げ、研究を行っている。これは、全国学力・学習状況調査において、「友

達の前で自分の考えや意見を発表することが得意」と回答した割合が低いという実態を踏まえ、この

課題の解決のためには、学級づくり及び授業改善が重要であるという考えからである。 

  本学級の子供も、半数以上が話すことを苦手と感じており、その理由として「話す雰囲気」や「話

す方法」を挙げている（独自のアンケートによる）。一方で、聞くことに関しては、意欲的に聞こうと

する意識は高い。その理由としては、「相手に教えてもらいたい」と回答した子供が半数で、聞くこと

に関して受動的な様子がうかがえる。 

  話すという行為は、聞き手がいて初めて成り立つ行為である。そのため、「よき話し手」を育てるた

めには、相手に依存するただの聞き手ではなく、「よき聞き手」の存在が重要だと考える。「よき聞き

手」とは、話し手に気持ちよく話させることができ、話し手から話す予定以上のものを引き出すこと

ができる聞き手」と定義付ける。 

  そこで、本研究では、前述のような聞き方（主体的な聞き方）ができる「よき聞き手」となる子供

を育てることを目指すこととした。このことが、「よき話し手」を育てることにつながり、本校の研究

主題にもつながると考え、本研究主題を設定した。 

２ 研究の目標 

全教科・全領域において、言語活動の在り方を探り、話し手の良さを引き出せるような聞き手を育

てる。 

３ 研究の仮説 

  聞き手が、話し手に対して反応をしたり、話しやすい雰囲気を作ったりすることができれば、豊か

な言語活動が展開されるであろう。 

４ 研究の内容と方法 

(1) 「話すこと・聞くこと」に関するアンケートを実施し、実態を把握する。 

(2)  「聞くことの大切さ」に関する授業（学級活動）を実施し、全教科・全領域の学習活動における、

話の聞き方の意識を向上させる。 

(3)   上記を踏まえた言語活動を取り入れた学習活動を行う。その中で、国語および図工の授業分析を

行う。 

(4) 再度「話すこと・聞くこと」に関するアンケートを実施し、変容を分析する。 
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５ 研究の実際 

(1) 「話すこと・聞くこと」に関するアンケートの実施（５月）および実態の把握 

   学習中に話したり聞いたりする場面として、以下の２つの場面を想定した。 

   ①ペアやグループで話し合う場面 

   ②全体の前で発表する場面 

   ①よりも②の方が、話したり聞いたりすることに関わる人数が多くなるため、より言葉遣いに気

を付ける必要性が増したり、緊張をしたりする可能性が高くなることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ５月における、全体の前で発表する際の話すことに関する自己評価 

【話す理由】 

相手に知ってほしい ５ 

相手が聞いてくれると嬉しい ４ 

みんなの意見を知りたい ２ など 

【話さない理由】 

間違っているかもと思ってしまう 15 

緊張する 12 

上手に話せない ９ など 

0% 50% 100%

よく話す

まあ話す

あまり話さない

ほとんど話さない

 

図１ ５月における、ペアやグループの話合いをする際の話すことに関する自己評価 

【話す理由】 

相手に知ってほしい 11 

相手が聞いてくれると嬉しい ８ 

話すことが好き ５ など 

【話さない理由】 

間違っているかもと思ってしまう ６ 

上手に話せない ３ 

恥ずかしい 何か言われそう ３ など 

0% 50% 100%

よく話す

まあ話す

あまり話さない

ほとんど話さない

 

図３ ５月における、ペアやグループの話合いをする際の聞くことに関する自己評価 

【聞く理由】 

相手に教えてもらいたい 18 

聞くことが好き ６ 

人の考えを知りたい ６ 

相手が話してくれると嬉しい ４ など 

【聞かない理由】 

聞いても得することがない １ 

 

0% 50% 100%

よく聞く

まあ聞く

あまり聞かない

ほとんど聞かない

 

図４ ５月における、全体の前で発表する際の聞くことに関する自己評価 

【聞く理由】 

相手に教えてもらいたい 15 

いろいろなことを知れる ８ 

聞くことが好き ６ 

【聞かない理由】 

面倒くさい １ 

聞いても得することがない １ 0% 50% 100%

よく聞く

まあ聞く

あまり聞かない

ほとんど聞かない
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   話すことに関しては、ペアやグループの話合いの際は「よく話す」「まあ話す」と回答した子供が

全体の 67％（20 人）であり、全体の前での発表の際は全体の 27％（8 人）であった。平均すると

47％であり、話すことに対して半数以上の子供が苦手意識をもっていることがわかる。その理由と

して、「間違っているかもと思ってしまう」「緊張する」「上手に話せない」等を挙げている。これ

らのことから、話す際の雰囲気や、話す方法に課題があると考えられる（図１・図２）。聞くこと

に関しては、ペアやグループの話合いの際は「よく聞く」「まあ聞く」と回答した子供が全体の 97％

（29 人）であり、全体の前での発表の際は全体の 93％（28 人）であった。平均すると 95％であり、

聞こうとする意識はとても高いことがわかる。その理由としては、「相手に教えてもらいたい」が

半数以上であり、聞くことに関して受動的であることがうかがえる（図１・図２）。 

以上のことから、聞き方の意識を変え、話し手に積極的に関わることが、話し手の意識の変容に

つながるのではないかと考え、以下の仮説を立てた。 

 

 

 

(2) 「聞くことの大切さ」に関する授業実践（学級活動 ６年２組 31 人 平成 29 年５月実施） 

  ア 題材 聞き方名人になろう（全１時間） 

  イ 題材の目標 

     様々な聞かれ方の体験を通して、どのような聞き方が話し手にとって気持ち良いかを実感し、

その聞き方を身に付けていくことで、学級の友達との望ましい人間関係を形成しようとする。 

ウ 展開 

子供の活動と教師の働きかけ 

１ 様々な聞かれ方を体験する。 

Ｔ１：今から、Ｃさんの話を私が聞きます。その様子を見ていてくださいね。Ｃさんは私に、好きな

食べ物を１０種類言ってください。（Ｃを呼び、全員の前でデモンストレーションをする。） 

Ｃ１：僕の好きな食べ物はりんごです。Ｔ２：・・・。（視線を合わせず、何も言わない。） 

Ｃ２：僕の好きな食べ物は焼肉です。Ｔ３：・・・。（視線を合わせず、何も言わない。） 

  （その後、１０の質問に対して同じ反応を繰り返す。） 

Ｔ４：Ｃさん、どうでしたか？ Ｃ３：聞いているか聞いていないかわからなかったです。 

Ｔ５：なるほど。では、隣の友達とやってみましょう。（交代で体験させる。） 

【子供たちの感想】悲しかった。嫌な気持ちになった。無視されているようでムカッときた。等  

Ｔ６：では、違う聞き方でＣさんの話を私が聞きます。その様子を見ていてくださいね。Ｃさんは私

に、好きな食べ物を１０種類言ってください。（再度Ｃを呼び、全員の前でデモンストレーショ

ンをする。） 

Ｃ４：僕の好きな食べ物はりんごです。Ｔ７：そうだね。（視線を合わせ、うなずく。） 

Ｃ５：僕の好きな食べ物は焼肉です。Ｔ８：そうだね。（視線を合わせ、うなずく。） 

  （その後、１０の質問に対して同じ反応を繰り返す。） 

Ｔ９：Ｃさん、どうでしたか？ Ｃ６：さっきよりも、聞いてもらっているというのが分かってよか

ったです。 

Ｔ10：なるほど。では、隣の友達とやってみましょう。（交代で体験させる。） 

【子供たちの感想】聞いてくれて嬉しかった。話しやすかった。笑顔になった。等  

 

聞き手が、話し手に対して反応をしたり、話しやすい雰囲気を作ったりすることができれば、

豊かな言語活動を展開できるであろう。 
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２ どのような聞き方をしたら、相手が話しやすくなるのかを考える。 

Ｔ11：どのような聞き方をしたら相手が話しやすくなるのかを考えながら、隣の友達と好きな食べ物

についての話をしてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

Ｔ12：こういった聞き方ができる

と、話す人がいつもより話

しやすくなりそうですね。

こんな聞き方を目指して、

友達といい関係を築いて

いきましょうね。(授業後、

子供たちが挙げた考えを

教室に掲示した（資料１）。 

エ 考察 

   体験を通して子供たちは、「相手が話しやすくなる聞き方」として、「うなずく」「あいづち

をうつ」「目を見る」「体ごと向く」「オーバーリアクションをする」「笑顔で聞く」といった、

相手が自分の話を聞いていることを視覚的に判断できると嬉しいということを実感すること

ができた。また、「静かにする」「真剣に聞く」のような、時と場に応じた雰囲気づくりも重要

な要素であることに気付くことができた。さらには、「質問する」「まとめる」「言い換える」

といった、聞き手から話し手に積極的に関わることが、話し手を助けることにつながることに

も気付くことができた。これらのことから、子供たちに、この聞き方（主体的な聞き方）がで

きるようになることを自ら目標とさせ、全教科・全領域の言語活動の場面において、主体的な

聞き方ができるような場面を仕組んでいくことにした。 

(3) 仮説実証のための授業実践 

  《実践授業Ⅰ・国語》（６年２組 32 人 平成 29 年 10 月実施） 

  ア 単元「物語をつくろう」 

    イ 単元の目標 

     構成を考え、想像したことが伝わるように表現を工夫して、物語を書くことができる。 

ウ 指導計画（全７時間） 

過程 学習活動 時配 

第１次 〇 写真を見て想像したことを話し合い、自分が書きたい物語のイメージ

を膨らませる。 

１時間 

第２次 〇 想像して膨らませたイメージを基に、筋道の通った構成メモを書く。 

〇 想像したことが伝わるように表現を工夫して物語を書く。 

５時間 

（２／５）本時 

第３次 〇 完成した物語を互いに読み合い、よさを伝え合う。 １時間 

【子供たちが挙げた、相手が話しやすくなる聞き方】※必要に応じて教師が言い換えてまとめた。 

うなずく・あいづちをうつ・「何で？」「例えば？」のように質問する・「~というのは、~という

こと？」のようにまとめたり、言い換えたりする。→反応する 

静かにする・真剣に聞く・目を見る・体ごと向く・オーバーリアクションをする・笑顔で聞く 

→雰囲気をつくる 

資料１ 授業後に掲示した「話し手が話しやすくなる聞き方」 



5 

 

エ 本時の目標 

   話合いを通して想像を広げ、考えた事柄を整理して、筋道の通った構成メモを完成させるこ

とができる。 

オ 展開 

子供の活動と教師の働きかけ 

１ 前時を振り返り、本時の学習活動のめあてをもつ。 

Ｔ１：前回は構成メモを書きましたが、それを基にお話が書けますか？ 

Ｃ１：はい。Ｃ２：ちょっと不安…。 

Ｔ２：もっと良くしたり、不安をなくしたりするにはどうすればいいかな？ 

Ｃ３：みんなで話し合えばいい。 Ｔ３：じゃあ、みんなで構成メモをパワーアップさせましょう。 

話合いをして、構成メモをパワーアップさせよう！  

２ 構成メモについての話合いをし、構成メモを見直す。 

Ｔ４：グループで、一人ずつ自分の構成メモを説明していきましょう。聞く人は、筋道が通っている

か考えながら聞きましょうね。あれ（「話し手が話しやすくなる聞き方」の掲示物を指して）、

勉強したよね？あんな聞き方ができるといいですね。 

【抽出グループの様子（構成メンバー…Ｈ・Ｒ・Ｎ・Ｙ児）】 

Ｈ児が構成メモの説明をする 

Ｈ１：場所はノルウェー。人物は女性と妖精…。Ｙ１：回想シーンだね。子供のころのこと。 

Ｈ２：12 歳の時に、光っている物を発見。Ｒ１：内容が深い。この後、話すのは嫌だな。 

Ｙ２：国語の神様だね。Ｈ３：それで…（説明を続ける）。Ｙ３：なるほどね。（うなずく。） 

Ｎ１：主人公は、何ですっきりしたの？ Ｈ３：七色の光を見て、くじけてはいけないって思ったの。 

Ｒ児が構成メモの説明をする 

Ｒ２：（説明後、）Ｈさん、アドバイスをもらっていい？ 

Ｈ４：植物を大切にしている、植物も生きているんだよってことにしたらどうかな。 

Ｙ４：Ｈさん、まんが読みすぎ。具体的だよね。 

Ｎ児が構成メモの説明をする 

Ｎ２：悪いことをしてきている主人公が…（説明を続ける）。 Ｈ５：心の中って、どこで分かるの？ 

Ｎ３：主人公は、分からないんだよね。Ｒ３：ナレーションで分かるんだよね。 

Ｈ６：どうやって主人公は反省するのかな？ Ｒ４：自分がやってきたことを再現させたらどう？ 

Ｈ７：自分がやってきたことを反省して、隠したものを返す展開がいいんじゃない？ 

Ｎ４：「ガラスを割る」というのはいいかな？ 

Ｙ児が構成メモの説明をする 

Ｙ５：（説明を始める。）Ｎ５：（Ｙ児の説明をうなずきながら聞いている。） 

Ｙ６：（説明後、）おもしろさを取り入れたんだけどね。 

Ｒ５：Ｙさんの物語の山場は、なめらかなんだよね。他の人のはこんな感じ。（絵で描いて、Ｙ児の

物語の展開と、Ｈ児やＮ児の物語の展開の違いを説明する。） 

Ｙ７：山場が作れないんだよね。もっとひどいことをするとか…。 

Ｒ６：犯罪はだめだよ。燃やすのはだめ。 

Ｈ８：登場人物の２人で洞窟でしたことを入れて、洞窟をなくしたくないという気持ちをもっと出し

たらどう？（終始笑顔で話合いを進めながら、各自で必要に応じて構成メモに加筆修正を行う。） 
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３ 本時の学習を振り返る。 

Ｔ５：では、今日の話合いをしたことによって、構成メモに新たに付け加えた部分や、変更した部分

があれば、蛍光ペンで印を入れましょう。蛍光ペンの印があるということは、話合いをして構成メモ

がパワーアップしたということですね。（ 

Ｃ４：お互いにアドバイスをし合ったので、お互いにいい作品ができそうだと思いました。 

カ 考察 

  話の内容面において、話し手を助ける聞き方ができた効果 

   構成メモについての話合いの場面において、Ｙ児は、Ｈ児の話を聞いた後にＹ１の発言をし

ている。これは、Ｈ児の話を聞き、その発言内容を整理した反応と考えられ、この反応により、

その後の話合いが活性化することになったと考えられる。 

Ｙ児やＮ児には、うなずきながら話を聞く様子が見られた（Ｙ３・Ｎ５）。これらの反応によ

り、自分が内容を把握しながら聞くことができているということを発言や体の動きで話し手に

伝えることができたと考えられる。 

Ｎ児は、Ｈ児の話を聞いた後、「何で～。」という言い方を使い、相手に具体的な回答を求め

る質問をしている（Ｎ１）。質問をされたＨ児は、回答することで自分の考えを再確認すること

ができたと思われる。Ｈ児は、Ｎ児の話を聞いた後、「どこで～。」や「どうやって～」という

言い方を使い、相手に具体的な回答を求める質問をしている（Ｈ５・６）。質問をされたＮ児は、

回答にやや困った様子であったが、その後のＲ児の発言や意見、Ｈ児の意見により、新たなア

イデアを思いつくことができた（Ｎ４）。話し手の発想を広げる手助けをする聞き方ができたこ

とによる効果であると考えられる。 

    場の雰囲気づくりにおいて、話し手を助ける聞き方ができた効果 

     Ｒ児やＹ児は、Ｈ児の話を聞いた後に、Ｈ児自身を褒める発言をしている（Ｒ１・Ｙ２・Ｙ４）。

この発言は、Ｈ児を始め、その場にいる全員をリラックスさせたり、場の雰囲気を和ませたり

することにつながったと考えられる。終始、笑顔で話合いが続いたことは、話し手が話しやす

い雰囲気を聞き手がつくることができたことによる効果であると考えられる。 

《実践授業Ⅱ・図工》（６年２組 32 人 平成 29 年 11 月実施） 

  ア 題材「くるくるおもちゃをつくろう！」 

    イ 題材の目標 

     クランクの仕組みを使い、その動きから思いついたおもちゃをつくる。 

ウ 指導計画（全６時間） 

過程 学習活動 時配 

第１次 〇 参考作品の鑑賞をして意欲を高め、動画の視聴や試作を通して見通し

をもつ。 

２時間 

第２次 〇 針金の曲げ方や装飾の仕方を工夫しながら、おもちゃをつくる。 ３時間 

（２／３）本時 

第３次 〇 作品で遊び、取り入れられている工夫や表現のよさについて話し合う。 １時間 

エ 本時の目標 

   自分がつくりたいおもちゃの動きに合うように、針金の曲げ方や装飾の仕方を考えている。 
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オ 展開 

子供の活動と教師の働きかけ 

１ 前時を振り返り、本時の学習活動のめあてをもつ。 

Ｔ１：前回から、いよいよクランクを使って、自分がつくりたいおもちゃをつくり始めましたね。どん

な所を工夫しようと思っていますか？ 

Ｃ１：針金の曲げ方とかざりの付け方です。 

Ｔ２：今日は、自分の思いに合うように、それらの工夫をしていきましょう。 

自分の思いに合うように、針金の曲げ方やかざりの付け方を工夫して、作品をパワーアップさせよう！  

Ｔ３：友達がどんな工夫をしているか、気になりますよね。今日は、つくり始める前に友達と話をしま

しょう。いい聞き方ができれば、もしかしたらいいアイデアが浮かぶかもしれませんよ。 

２ 交流し、本時にしたいことを決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本時にしたいことを基に製作する。 

４ 学習を振り返り、次時の学習への見通しをもつ。 

 

資料５ 交流後のＹ児の記述 

 

資料４ 交流後のＲ児の記述 

 

資料２ 交流後のＨ児の記述 

 

資料３ 交流後のＮ児の記述 

資料８ 交流後のＲ児の記述 

  

資料９ 交流後のＹ児の記述 

 

資料７ 交流後のＮ児の記述 資料６ 交流後のＨ児の記述 
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カ 考察 

     交流をし、本時にしたいことを決める活動において、抽出グループの４人は、いずれもワー

クシートに記入することができた（資料２～４）。活動後のふり返りの記述と照らし合わせる

と、Ｙ児は、「アドバイスをもらったので〈中略〉画用紙（緑）をつけました」と記述してお

り、友達との交流が製作に生かされたことがうかがえる（資料９）。Ｈ児は、「友達がかどにく

もの巣をつけたり〈中略〉したらいいといわれたので次にやってみようと思います」、Ｒ児は、

「次の時間では、友達が言った虫をとばしてみようと思います」と記述しており、友達との交

流を次の製作に生かそうとする様子が感じられる（資料６・８）。Ｎ児は、「友達のアドバイス

を聞いて、作ろうと思った事が少し変わりました」と記述しており、友達との交流が発想の広

がりにつながったことがうかがえる。これらのことから、グループ内で互いの作品の説明を主

体的に聞き、質問をしたりアドバイスをしたりすることができたと考える。 

 (4) 「話すこと・聞くこと」に関するアンケートの実施（12 月）および変容の分析 

   ５月と同項目のアンケートを実施し、５月から 12 月の変容を分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ペアやグループの話合いをする際の話すことに関する自己評価の変容 

【話す理由（12 月）】 

相手に知ってほしい 12 

相手が聞いてくれると嬉しい ８ 

話すことが好き 8 など 

【話さない理由（12 月）】 

間違っているかもと思ってしまう ６ 

何か言われそう ６ 

上手に話せない ４ など 

0% 50% 100%

よく話す

まあ話す

あまり話さない

ほとんど話さない

５月 

12 月 

 

図６ 全体の前で発表する際の話すことに関する自己評価の変容 

【話す理由（12 月）】 

相手に知ってほしい ５ 

相手が聞いてくれると嬉しい ４ 

みんなの意見を知りたい ２ など 

【話さない理由（12 月）】 

間違っているかもと思ってしまう 15 

緊張する 12 

上手に話せない ９ など 

0% 50% 100%

よく話す

まあ話す

あまり話さない

ほとんど話さない

５月 

12 月 

 

図７ ペアやグループの話合いをする際の聞くことに関する自己評価の変容 

【聞く理由（12 月）】 

相手に教えてもらいたい 16 

聞くことが好き 10 

相手が話してくれると嬉しい ７ など 

【聞かない理由（12 月）】 

恥ずかしい １ 

 0% 50% 100%

よく聞く

まあ聞く

あまり聞かない

ほとんど聞かない

５月 

12 月 
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   ペアやグループの話合いの際、全体の前で発表する際のいずれの場合においても、「よく話す」「話

す」と回答した子供の割合が増加している（図５・６）。特に、ペアやグループの話合いの際に「よ

く話す」と回答した子供は２倍以上に増えており、その理由の中で「話すことが好きだから」と回

答した子供が５人から８人に増えている（図１・図５）。これは、話しやすい雰囲気をつくること

ができた効果であると考える。 

   聞くことに関しては、「よく聞く」「まあ聞く」と回答した割合は高かったが、ペアやグループの

話合いの際に「よく聞く」「まあ聞く」と回答した理由として「相手に教えてもらいたいから」と

回答した子供が 18 人から 16 人に減り、「聞くことが好きだから」と回答した子供が６人から 10 人

に増加、「相手が話してくれるとうれしいから」と回答した子供が４人から７人に増加した（図３・

図７）。これらは、受動的だった聞き方が、相手から話を引き出す主体的な聞き方へ変わりつつあ

り、それに喜びを感じつつあることがうかがえる。 

５ 研究のまとめ 

 (1) 成果 

     主体的な聞き方（「相手が話しやすくなる聞き方」）をすることが、豊かな言語活動につながり、

それが聞き手にとっても話し手にとってもメリットがあることを感じつつある。 

 (2) 課題 

         ペアや小グループにおける聞き方を全体の場における聞き方に応用できるようにする手立て

を明らかにしていく必要性がある。 

 

《引用文献》 

(1) 中央教育審議会  『次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ（答申）』 平成 28  

年 

《参考文献》 

 (1) 本庄小学校    『共につながり 学びを創る子どもの育成 ―活用力に培う言語活動のあり

方を探る―』  平成 25 年 

 (2) 内山辰美     『上手な聞き方が面白いほど身につく本』 平成 13 年 

 

【聞く理由（12 月）】 

相手に教えてもらいたい 19 

相手が話してくれると嬉しい ８ 

聞くことが好き 新しい考えが知れる ６ 

【聞かない理由（12 月）】 

こわい １ 

図８ 全体の前で発表する際の聞くことに関する自己評価の変容 

0% 50% 100%

よく聞く

まあ聞く

あまり聞かない

ほとんど聞かない

５月 

12 月 



特別な支援を必要とする児童の力を引き出す指導の工夫 

～適切な環境を提供することを通して～ 

北川副小学校 教諭 松永 亮 

 

1 主題設定の趣旨 

発達障害のある児童は、学習意欲や活動意欲があるものの、発達上の特性から、自分の力を十分に発揮

することができないことが多い。 

学習環境や生活環境においては、刺激が多すぎたり、見通しをつけにくかったり等の様々な理由から学

習に集中できないことがある。やる気はあるものの、当番や係の仕事などができないこともある。また、

人的な環境においては、必要なコミュニケーションの能力が不足し、良好な人間関係を構築することがで

きずに、自己肯定感や自尊感情が低くなっていることが多い。 

 そこで、本研究では、学習や生活環境の整備と人的環境の整備を工夫する実践を通して、学習に集中し

て取り組んだり、学校生活で自分の役割を果たしたり、他者と良好な関係を構築したりできるようにする。 

 

２ 研究の目標 

適切な環境を提供することで，特別な支援を必要とする児童の力を引き出す指導の工夫の仕方を探

る。 

 

３ 研究の仮説 

特別な支援を必要とする児童たちに対して、人的環境と生活環境や学習環境を整えれば、他者と良好な

かかわり方ができたり、学習に集中したり学校生活で自分の役割を果たしたりできるだろう。 

 

４ 研究の内容と方法 

・特別支援を必要とする児童に適切な人的環境、生活環境や学習環境を整備することによる児童の変容 

・児童の行動観察とワークシート類による記録の内容検討 

 

５ 研究の実際 

（１）実践１ 人的環境の整備 

①児童の実態 

 ・病弱児学級の５年生、男児１名 

・ＡＤＨＤの診断有り、てんかん、左片麻痺 

・やる気があるものの、ちょっとした刺激で集中できなくなる。 

・自分の思い通りにならないと、イライラしやすく、パニックを起こすこともある。 

・当番の仕事で、やる気はあるが、何をしていいか分からなくなることがある。 

・意欲はあるが、学習の見通しがもてないと、学習に集中できない。 

 

②基本的な考え方 

発達上の特性から、人とうまくコミュニケーションを取れないことがある。本人が意図せずに友

達に嫌な思いをさせていることがある。そこで、人的環境を整備することで支持的な雰囲気の中で、

安心して自分の意見を発表したり、新しいことにチャレンジしたりすることができると考えた。 

そこで、人的環境を整備するにあたっては、まずは、担任との信頼関係づくりに力を入れてきた。   

人間関係の基盤を良好にしておくことが、のびる学級の人間関係への輪の広がり、交流学級の人間



関係 への輪の広がり、全校への広がりと続いていくと考えた。 

次に、特別支援学級内（以下、のびる学級）での交流を大切にした。本校は特別支援学級が５ク

ラスあるが、教室は２クラス分を使用している。本児には、隣ののびる学級と交流する機会を意図

的に設けてきた。のびる学級内で良好なコミュニケーションがとれることが、ひいては、交流学級

でも友達とのコミュニケーションがとれることにつながると考えた。 

交流学級の担任との連携や交流学級の児童との関係づくりも大切にした。本児の特性や良さを話  

してもらうことで、交流学級に行ったときに、本児への対応が違ってくると考えた。 

また、全校での共通理解を図った。児童の特性を職員で共通理解しておくことで、本児に対して

同じ対応をすることができる。また、全校児童とのかかわりにおいても、本人の特性を知ってもら

うことは、学校内で楽しく遊び、よりよい人間関係を築くのに欠かせない。 

保護者との連携も欠かすことができない。家庭での状況や様子を教えていただければ、日によっ

て児童の調子が変わりやすい特別な支援が必要な児童の支援に活かすことができる。 

 

このように人的な環境を整えながら、トランプやウノ、すごろくなどのゲームを通して、感情の

コントロールや抑制ができるようにした。また、ソーシャルスキルを身に付けさせるために、ソー

シャルスキルかるたを繰り返し行い、対人スキルを習得させるようにした。また、トラブルが起き

た時に、良かった点と反省すべき点を考えさせ、コミック会話を用いて自分の行動を振り返らせる

ようにした。 

 

③指導の実際 

ア 担任との信頼関係づくり 

本児との信頼関係を築くために、まずよく遊ぶようにした。また、話をよく聞いたり、ちょっと

したことでも褒めたりするようにした。毎日、日記を書かせ、それにコメントを書くということを

繰り返し、お互いに考えていることや思いを共有することで、だんだん心を開いてくれるようにな

った。これらのことで、情緒が安定することが多くなった。 

 

イ 保護者との連携 

毎日、連絡帳で児童の学校での様子を伝えるようにした。できるだけ頑張っていたことを伝え、

保護者との信頼関係づくりに努めた。また、家庭からの連絡欄を設けることで、児童の家庭での様

子を伝えてもらうようにした。その情報により、学校での調子の良し悪しが予測でき、支援に活か

すことができた。 

 

ウ のびる学級での信頼関係づくり 

のびる学級内での人間関係が良好になる前提として、まず、担任がのびる学級の他の児童とも信

頼関係を作るようにした。毎日、挨拶をしたり、簡単に答えられる質問をしたり、一緒に遊んだり、

一緒に給食を食べたりして心を開いてくれるように努めた。時間がかかったが、少しずつ心を開い

てくれるようになった。 

 

エ 「のびる朝の会」 

毎朝、のびる学級だけで朝の会を開いている。のびる学級は、小集団で活動できる良さがある。

司会進行の役割も少人数のため、交流学級ではできない児童も、のびる学級では日直の仕事を進ん

ですることができた。友達や先生の話を聞く習慣も身に付けさせやすい。また、最近の自分の出来



事を発表する「お知らせコーナー」でも、支持的な風土があるため、間違えても大丈夫だという安

心感から、発表できるようになってきた。 

 

オ 「のびる給食」 

週１回、のびる学級合同で給食を食べており、役割分担をして給食当番の仕事に取り組んでいる。

低学年の児童には優しく接することができることから、一生懸命に当番の仕事をする姿が見られ、

そのことを褒めるようにした。自分がしたことが人の役に立っているという実感を少しずつもつこ

とができるようになった。 

 

カ 「のびる体育」 

のびる学級合同で体育をする時間がある。その中で、集団スポーツを取り入れて、友達と協力し

て仲良く活動するという目標のもと、ドッジボールや縄跳び、サッカーや野球などを、ルールを明

確にして行っている。その結果、ルールを守ってのびる学級のみんなと運動することができた。 

 

キ 「のびる掃除」 

自分が拭き掃除をする範囲を明確にしたり、ごみを集める場所を明確にしたりすることで、意欲

的に掃除に取り組むことができた。自分の役割が終わると、他の場所を手伝う姿が見られた。 

 

ク のびる学級での交流会 

のびる学級では、学期末にお楽しみ会をすることがあった。草むしりをしたり、水やりを一緒に

したりみんなと育てた芋を食べたりして頑張ったことを共有し合うことで、のびる学級の友達と良

好な関係を築くことができた。 

 

ケ 交流学級との連携 

児童たちは、交流学級で過ごす時間が多い。事前に交流学級の担任と情報交換をしておくことで、

本児が授業をスムーズに受けることができた。児童の情報を交流学級の担任に伝えたり、交流学級

での授業でつまずきそうなポイントを教えてもらったり、グループ作りの時に配慮してもらったり、

様々な場面で協力してもらった。また、交流学級の児童と信頼関係を作るように努めたことで、友

達同士のトラブルがあった時に話をしたり、協力をお願いしたりすると快く応じてくれるようにな

った。 

 

コ 全校職員での共通理解 

児童の特性について全職員で共通理解することで、児童に対して同じ対応ができた。学年をまた

がってのトラブルの際に指導をする際も、特性を知ってもらっていることで、心に届く言葉かけが

でき、児童に自分の行動を振り返らせる機会ができた。また、頑張っている時は進んで声をかけて

もらったり、パニックになっている時は、そっと見守ってもらったりすることができた。 

 

サ トランプやウノ、すごろくなどのゲーム 

勝敗にこだわりがあり、負けそうになるとルールを自分勝手に変更しようとすることがあった。

初めのうちは、わざと児童が勝てるようにして自信をもたせ、徐々に負ける回数を増やしていった。

その結果、負けても腹を立てなくなり、負けを受け入れることができるようになった。 

 



シ ソーシャルスキルかるた 

友達とのコミュニケーションがうまく取れないことが交流学級で見られた。基本的な生活上のル

ールや対人関係の基本的なルールを身に付けさせるためにソーシャルスキルかるたを取り入れた。

遊びながら楽しく学ぶことができた。また、繰り返し練習することができるので、回数をこなすう

ちに自然とルールを身に付けることができた。 

 

ス コミック会話 

実際の生活上のトラブルが起きた時に、言動を時系列に書いていった。友達とトラブルになった

時は、パニックになっていることが多く、落ち着いてから話をよく聞くようにした。その後、一緒

にどこに問題点があったのかを冷静に振り返らせるようにしたことで、自分が納得すれば素直に相

手に謝ることができた。 

 

④考察 

ア 成果 

のびるの友達とも仲良くできるようになった。また、交流学級においても、グループ活動にも参

加できるようになった。校内でのトラブルもほとんどなくなり、笑顔で過ごせる日が増えた 

イ 課題 

人的環境については、優しい友達ばかりでなく、どんな友達ともコミュニケーションがとれるよ

うに手だてをとらなければいけない。 

 

 

（２）実践２ 生活環境と学習環境の整備 

①基本的な考え方 

まず、学習に集中しやすい環境づくりやイライラした時に落ち着くためのスペース、また、見通し

がもてるような時間の構造化などを行うことにした。このように、学習環境の整備と生活環境の整備

を行うことで、学習に集中し、学校生活の中で自分の役割を果たすことができると考えた。 

 

②指導の実際 

ア クールダウンスペースの設置（写真１） 

そこで、学習に集中できる環境をつくるための物理的な構造化を行った。イライラした時に落ち

着くためのクールダウンスペースを設け、使い方のルールを決めた。また、クッションを敷いて休

憩するスペースを作った。その結果、以前はイライラした時に外へ飛び出していたのが、自分から

クールダウンスペースに入り、落ち着いてから出てくるようになった。 

 

 

 

 

 

 

写真１クールダウンスペース    写真２ 刺激量の調整      写真３ 掃除区域 

 

 



イ 机の配置 

初めは、学習机を教師と横並びでしていたが、あまり集中できなかった。そこで、クールダウン

スペースに机を置いてみた。すると、短時間ではあるが、一人で学習することができた。学習時間

を長くするために、クールダウンスペースではなく、左右両側に仕切りを作り、その間に机を置い

た。その結果、不要な刺激物が視覚に入らなくなり、以前より学習に集中できるようになった。 

 

ウ 刺激量の調整（写真２） 

学習環境の整備では、教室環境の刺激量の調整を行った。掲示物は学習する時に視覚に入らない

ように貼った。また、音がでにくい椅子を使うことで集中を妨げないようにしている。些細なこと

で気が散りやすいが、このおかげで、以前より集中できるようになった。 

 

エ 掃除区域（写真３） 

自分が掃除する範囲を用紙で示した。廊下拭きの際、場所を区切って拭く範囲を分かるようにし

たり、ごみを集める場所をテープで分かるようにしたりして、視覚化できるようにした。自分の役

割や範囲が明確になったことで、以前より意欲的に掃除に取り組むようになった。 

 

オ 学習の見通し 

４５分間で学習する内容が分かるように学習の流れを視覚化した。学習の見通しがもてるように

なり、学習にスムーズに入れるようになった。 

 

カ ワークシートによるスモールステップ化 

ワークシートを使ってスモールステップ化を行った。課題の量が明確になったり、学習の道筋

が見えたり、書く量が少なくなったりしたことで、自力で課題解決をしようとする姿勢が見られ

た。また、どこを見たらいいのかが分かるように色を使った。計算に際しては、マス目を作った

り補助計算ができるようにしたりした。こうしたことで、「できそうだ」という感触をもち、自力

で問題を解いていた。 

 

キ 図や絵の利用 

説明をする際は、図や絵を見せながら行った。それまでは、口頭でのみ説明していたが、説明

してもイライラすることが多かった。そこで、絵や図を見せながら説明することにした。すると、

絵や図と説明が合致したことで、落ち着いて説明を聞くことができるようになった。 

 

ク 学校生活のユニバーサルデザイン化 

全校で学校生活のユニバーサルデザイン化に取り組んでおり、学校内でのきまりを統一してい

る。そろ  えるべき学習道具も共通理解されている。休み時間は「かつお３行動」をすること

になっている。指導の一貫性が保たれたことで、本児童が戸惑うことがほとんどなかった。 

 

③考察 

成果 

・落ち着いて生活できたり、掃除によく取り組むようになったりした。 

・学習時間に集中できる時間が長くなった。（平均学習時間約１０分から約２５分へ増加） 

 



課題 

・学習時間が長くなったものの、更に長くできる余地がある。 

・片付けがあまりできない。 

 

（３）実践３ 人的環境の整備 

①児童の実態 

・のびる学級の友達や交流学級の友達とコミュニケーションがとれるようになった。ただ、積極的

に人と関わる経験はできておらず、また、人の役に立ち感謝された経験はほとんどない。 

・実践を行ったことで、だんだん学習へ集中ができるようになってきたが、４５分間学習すること

はできていない。生活面では、掃除や給食当番の仕事に取り組むことができるようになったが、

登校後の片付けや体育の時間の着替え後に洋服をたたんだりすることはできていない。 

 

②基本的な考え方 

自分から人の役に立ち、感謝された経験を積むことで、人の役に立つ喜びを感じられるとともに、

の活動を通して自己肯定感が高まると考える。そこで、他人のために貢献しようとする態度を育成す

るために、自立活動として「のびるくじ引き大会を開こう」という単元を設定した。 

 

③指導の実際 

ア 人の役に立って感謝される経験 

単元名：「のびるくじ引き大会を開こう」 

学習活動 指導や支援 評価の視点 

１計画を立てる。 

 ・日程、場所を決める。 

 ・準備物の確認。 

 ・ルールを決める。 

・活動の見通しをもたせることで、意

欲を喚起する。 

・事前に他の特別支援学級の担任と

も連絡を取っておく。 

・学習の見通しをもち、これか

らの活動に意欲的に取り組も

うとしているか。 

２準備をする。 

 ・くじを作る。 

 ・プレゼントを作る。 

 ・案内ポスター作成 

・低学年の児童がいることを伝え、ポ

スターを描かせる。 

・簡単で分かりやすいルールになる

ようアドバイスする。 

・相手のことを考えて丁寧にプ

レゼントを作っているか。 

・みんなに伝わるポスターにな

っているか。 

３リハーサルをする。 

 ・案内の仕方の練習 

 ・ルール説明の練習 

 ・司会進行の練習 

・相手意識をもたせ、伝わりやす発表

になるように、練習させ、なるべく褒

めて意欲を持続させる。 

・低学年の児童にも分かるよう

に、はっきりと大きな声で言え

ているか。 

４くじ引き会を開く。 

 ・はじめのあいさつ 

 ・ルールの説明 

 ・くじ引き実施 

 ・プレゼントを渡す 

 ・お礼の言葉 

・くじ引き会のリハーサルを実際に

やってみることで、良かった点を中心

に伝え、意欲付けをする。 

・改善点は、アドバイスしてさらに練

習させる。 

・落ち着いて司会進行や説明な

どができるか。 

・プレゼント渡しで「ありがと

う」と言えるか。 

４活動をふりかえる。 

・ふり返り用紙に記入 

・書くことが難しい時は口頭で振り

返りをさせ役に立てたことを褒める。 

・活動をふりかえることができ

ているか。 

 



１）くじ引き大会の計画 

以前、くじを作って遊んでいた経験を生かそうと考えた。くじ引きが楽しかったことを思い出させ、

のびる学級のみんなにも喜んでもらおうという提案に興味を示した。くじ引き大会の実施日、時間、

準備する物を話し合いながら確認した。楽しくできそうだと感じ、意欲的にとりくむことができた。 

 

２）くじ引き大会の準備 

くじは、去年の経験があったので、スムーズに作ることができた。何をプレゼントしたら喜んでも

らえるかを話し合った時、「手作りの方が気持ちがこもっていていい」ということになり、折り紙の本

を見ながら鶴やパソコンを折った。のびる学級の友達同士で教え合う姿も見られた。案内用のポスタ

ー作りでは、手本を見せてポスターのイメージをもたせた。字を書いたり色を塗ったりする際、のび

る学級の友達がどんな字なら読みやすいか、どんな色使いだったら楽しい気持ちになるかを問いかけ

たところ、丁寧な字で、色もきれいに塗るように心がけているようだった。また、プレゼントを渡す

だけでなく、自分たちの気持ちを伝えるために参加してくれたことへのお礼のメッセージも書を添え

た。 

 

３）リハーサル 

くじ引き大会の司会進行を決める際、積極的に役割決めに参加することができた。「のびる朝の会」

での発表の経験が生きて、発表や説明することに対する抵抗が少なく、司会進行や案内、ルール説明

の練習も意欲的に取り組むことができた。 

 

４）くじ引き大会の実施 

司会進行やルール説明も比較的スムーズにすることができた。みんなが、くじを引いたりプレゼン

トをもらったりして喜んでいる姿を見て、嬉しそうにしていた。また、実際にみんなから「くじ引き

が楽しかった」とか「素敵なプレゼントをもらえて嬉しかった」と言ってもらえたり、のびる学級の

先生からも「本当にありがとう」と言ってもらえたりして、とても喜んでいた。 

 

５）活動のふりかえり 

取り組みをふり返らせ、今回の活動に対する価値づけをした。日程を自分達で決められたこと、喜

んでもらえるプレゼント、案内用にポスターを考えて作ることができたこと、リハーサルを頑張った

こと、くじ引き大会を自分達の力で実行することができ、みんなに喜んでもらえたことなどを褒めた。 

 

④考察 

ア 成果 

・くじ引き大会を自分たちの力で実行できたという達成感を感じられた。 

・のびる学級の友達を喜ばせることができたことで、働く喜びを感じることができた。 

 

イ 課題 

・人を喜ばせる体験を積み重ねることで、自己肯定感を高め、働く意欲を育てる必要がある。 

 

 

 

 



（４）実践４ 生活環境と学習環境の整備 

①基本的な考え方 

まず、時間的な構造化を行い、見通しをもたせるようにした。本児童は、先の見通しがもてないと 

不安になるので、時間的な構造化を長期的な視点と短期的な視点の両方で行うことで、安心して学校

生活を送ることができると考えた。また、授業の時間的な構造化を行った。集中できる時間が短いと

いう特性から、４５分間の授業を大きく四つに区切ることで、意欲を持続させながら学習できると考

えた。 

 

②指導の実際 

ア 時間的な構造化 

まず２学期全体、そして月、週、一日の時間的な構造化を行った。これにより、２学期全体から

一日のスケジュールまでを見通しをもって行動することができるようになり、安心して行動できる

ようになった。（写真４、５、６、７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ ２学期の主な行事  写真５カレンダー   写真６ 週行事      写真７ １日の時間割 

 

また、授業の時間的な構造化を再度行った。１単位時間を「先生と学習する時間」「一人で学習す

る時間」「ワークの時間」の３つに分けた。「先生と学習する時間」は、新しい学習内容を児童と一

緒に考える時間にした。「一人で学習する時間」には、今日学習したことを活用したり、既習事項で

復習が必要な内容を取り扱ったりした。「ワークの時間」は、将来の就労の際、一人で作業する時間

があることを考慮して、積み木を組み合わせる内容にした。また、パズルなど余暇のスキルを身に

付けるための内容も取り扱うようにした。さらに、それぞれの時間に学習する内容が分かるように、

学習する内容のカードを作り、この時間の過ごし方の見通しがつくようにした。（写真８、９、１０） 

 

 

 

 

 

 

  

写真８ 時間的構造化（棚）    写真９ 時間的構造化    写真１０ 時間的構造化（カード） 

                 （スケジュールボード） 

 

 



イ 物理的構造化（写真１１、１２） 

この時間的構造化に合わせて、物理的構造化を行った。「先生と学習する時間」を実施するために、

児童 用の机を横に並べそこで一緒に学習した。「一人で学習する時間」は、区切られた一人用のス

ペースに机といすを置いて行った。「ワークの時間」は、それ専用の場所を設定した。 

 

    以前は、この区別をしていなかったが、３つに分けたことで学習にメリハリがつき、言われなく

ても、スムーズに学習に取りかかるようになった。短時間なら集中できるので、学習を細かく区切

ったことで、比較的飽きずに学習することができるようになった。また、学習の見通しが立ったこ

とと何をどれくらい頑張ったらいいのかの学習量の見通しがつくようになったことで、学習に取り

組める時間が以前より長くなった。 

 

ウ 指示の視覚化（写真１３） 

登校後、ランドセルを片づけたり、提出物を出したりする手順をカードで視覚化した。下校時も、 

同様なカードを準備した。休み時間は、お茶を飲んだり、トイレに行ったり、次の時間の準備をし

たりとすべきことをカードで示した。また、体操服に着替え終わった後は、服をたたむように視覚

化した。するべきことを明示したことで、登校後に提出物を出すのを忘れなくなった。下校時も、

スムーズに準備できるようになった。体育の時間も、それまでは脱ぎっぱなしだったのが、たたま

なくても、固めて置くようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

写真１１ 物理的構造化      写真１２ 物理的構造化      写真１３ 指示の視覚化 

  （みんなで学習スペース）  （先生と学習、一人で学習スペース） 

 

③考察 

ア 成果 

・４５分間学習できるようになった。また、片付けができるようになった。 

イ 課題 

・気分の切り替えができず、学習に取り組めないことがある。 

 

 

６ 研究のまとめ 

（１）研究の成果 

①のびる学級の友達と仲良くできるようになった。また、交流学級に行けるようになり、グルー

プ活動に参加できるようになった。 

 

②学習面では、視覚化することにより、４５分間学習できるようになった。 

 生活面では、片付けや掃除に進んで取り組むようになった。 



 

③教師側の成果としては、冷静に児童の実態を考え、児童に寄り添った指導ができるようになった。 

 

（２）今後の課題 

①どんな友達ともコミュニケーションがとれるように手だてを工夫する必要がある。 

 

②人の役に立つ経験を継続していかなければ、働く意欲や自己肯定感を向上させることはできない。 

 人の役に立つ経験を多く積ませる必要がある。 
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個人研究の部 国語科 

主体的に生き生きと自分の思いや考えを表現できる児童の育成を目指して              

－国語科指導を中心として－ 

                             

佐賀市立春日小学校 教諭 峰 翔次朗 

 

１ 主題設定の理由 

平成２９年６月の小学校学習指導要領解説国語編では，教科の目標として「（２）日常生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う」，「（３）言葉がもつよさを認識す

るとともに，言語感覚を養い国語の大切さを自覚し，国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養

う。」と定義されている。それは，人間と人間との関係の中で，互いの立場や考えを尊重し，言語を

通して正確に理解したり適切に表現したりする力を高めることや言葉によって自分の考えを形成した

り新しい考えを生み出したりすること，言葉から様々なことを感じたり，感じたことを言葉にしたり

することで心を豊かにすること，言葉を通じて人や社会と関わり自他の存在について理解を深めたり

することが求められてきたからである。小学校学習指導要領総則の第１章でも「思考力，判断力，表

現力等を育むとともに主体的に学習に取り組む態度を養う。」，「児童の発達の段階を考慮して，児童

の言語活動等，学習の基盤をつくる活動を充実する。」と定義されている。これらのことを踏まえて

今，学校では児童が考えや思いを相手に伝えるための自己表現力育成の重視，また，考えを生み出し

形成する言葉や話すことを大事にした言語活動の重視が求められている。 

本校は，「自分から考え，すなおにがんばる春日っ子の育成」を学校教育目標に掲げ，目標達成の

ために教育活動の中心として校内研究を位置付け，日々の授業改善に取り組んでいる。また，国語科

を校内研究の核として単元を貫く言語活動を取り入れている。更に，授業の中に小集団活動を取り入

れ，自分の思いや考えを表出する場を設定し，言葉で表現することで思考を促し，考えを整理するた

めの「話すこと」に関する活動を重視している。 

本学級の児童は，学習に対する意欲が高く，授業中は真面目に取り組むことができる。しかし，学

年・全校集会，スピーチタイムで自分の考えを表現する際には声の大きさが小さくなり，表情も含め

話し方は十分とはいえない。自分の考えを書くことは比較的できる児童が多いのに対し，自分の考え

を話すことは苦手意識をもつ児童が多い。発表の時間では発表者が固定化しがちで，学級全体が活発

に話し合う活動を十分に実践できていない。また，毎日のスピーチタイムでは言葉につまって話せず

自分が相手に何を伝えるのか話の中心を明確にして話すことができない場合が多い。その要因の一つ

として，話の要点を押さえて聞くことが十分にできないために，自分の考えがもてないことが挙げら

れる。また，考えをもっていたとしてもその考えを整理したり話すための順序立てや構成を考えたり

する力に課題がある。 

学習指導要領解説国語編の，A 話すこと・聞くことの項目で，「イ相手に伝わるように，理由や事

例などを挙げながら，話の中心が明確になるように話の構成を考えること。」「ウ話の中心や話す場面

を意識して，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などを工夫すること。」「エ必要なことを記録したり質問

したりしながら聞き，話し手が伝えたいことや自分が聞きたいことの中心を捉え，自分の考えをもつ

こと」と記載されている。 

そこで，本研究では，国語科指導の単元作りを工夫し，計画的に話したり聞いたりする実践の場を

設定したり，特設の単元や総合的な学習の時間と関連させながら相手や目的に応じた「話すこと」や

「聞くこと」の活動を積み上げれば，主体的で生き生きと自分の思いや考えを表現できる児童の育成

を目指すことができると考え，本研究主題を設定した。 
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２ 研究の目標 

  国語科の「話すこと」，「聞くこと」の領域の学習を中心として自分の思いや考えを主体的に生き

生きと話すことができる児童を育成する。 

３ 研究の仮説 

  国語科の学習指導において単元作りを工夫し，計画的な実践の場を設定する。また，特設指導と

しての毎日の「スピーチタイム」の実践を継続する。さらに，総合的な学習の時間における発信場

面を工夫・実践する。以上の３点をより良く展開すれば，主体的に自分の思いや考えを言葉で生き

生きと発信できる児童が育成できるだろう。 

４ 研究の内容と方法 

(1) 発達段階を踏まえた話す活動を高めるために，学習指導要領や教科書，研究紀要を読み込んで理 

論研究を行う。 

(2) 児童の話す活動の実践を探り，目指す児童像を設定する。４月，７月実施のアンケートの集計及

び分析を行い，分析結果を基にして「３年生の話す力」を設定する。 

(3) 授業実践を行い，分析・検討する。 

①国語科教科書単元の授業実践。（話す・聞く，読む単元）  

②スピーチタイムにおける話す聞く活動。 

③総合的な学習の時間「大和町だいすき～発表会～」での話す・聞く活動。 

５ 研究の実際 

(1)  文献等による理論研究 

 小学校学習指導要領解説国語編には，第３学年の目標として「思考力，判断力，表現力」の項

目で「（２）筋道を立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力を養い，日常生活における

人との関わりの中で伝え合う力を高め，自分の思いや考えをまとめることができるようにする。」

「（３）言葉がもつよさに気付くとともに，幅広く読書をし，国語を大切にして，思いや考えを伝

え合おうとする態度を養う。」と示されており，日常生活において人と関わる中で伝え合う力を高

め自分の考えをもつことはもちろん，自分の考えを整理し，表現することが求められていること

が分かる。また，第３学年の話すこと・聞くことに関して身に付ける事項として以下の３点が挙

げられている。 

①「イ相手に伝わるように，理由や事例などを挙げながら，話の中心が明確になるよう話の構成

を考えること。」 

②「ウ話の中心や話す場面を意識して，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などを工夫すること。」 

③「エ必要なことを記録したり質問したりしながら聞き，自分の考えをもつこと。」 

 第３学年に求められる話す力として，伝えたいことの中心が聞き手に分かりやすくなるように

話の構成を考えることと，伝えたいことがよく分かるように理由や事例を選び，話す場面を意識

して抑揚や強弱，間，声の出し方や言葉遣い，視線などの表現方法を工夫して話すことが求めら

れている。 

 聞く力においては，エで示されているように話し手が伝えたいことの中心を捉えるために記録

したり質問したりする。自分が聞きたいことの中心を明確にするために目的を明確にし，確かめ

ながら聞くことが重要だと考えられる。 

 以上のことから児童が主体的に生き生きと自分の思いや考えを発言できるようになるために，

①中心を明確にするための構成や表現を工夫した話す活動，②中心を明確にした聞く活動を取り

入れる。 



3 

 

 次に，平成２９年３月３１日公示の小学校学習指導要領比較対照表を基に現行の学習指導要領

と改定される学習指導要領を比較し，何が変化し求められているのかを考察する。 

 現行の第３学年及び第４学年の話す・聞く内容のイでは，話すこととして，「理由や事例を挙げ

ながら筋道を立て，丁寧な言葉を用いるなど適切な言葉遣いで話すこと」とある。改訂では「丁

寧な言葉を用いる」文言がなくなり「話の中心が明確になるように話の構成を考えること」に変

わっている。丁寧な言葉遣いは当然のこととして省くことで構成の工夫がクローズアップされて

いる。また，聞く項目では現行は「話の中心に気を付けて聞く」とあるが改訂版では，「必要なこ

とを記録したり質問したりしながら聞く」とある。話の中心に気を付けて聞くことと，必要なこ

とは記録したり質問したりしながら聞くというコミュニケーションの重要性が示されている。 

 言語活動の展開としては，ア説明や報告など調べたことを話したり，それらを聞いたりする活

動，イ質問するなどして情報を集めたり，それらを発表したりする活動，ウ互いの考えを伝える

などしてグループや学級全体で話し合う活動といった言語活動例が挙げられている。 

 そこで，アの調べたことを話す活動では総合的な学習の時間と関連させて，ウの互いの考えを

伝える活動では国語科の学習単元を中心にしながらスピーチなどの特設の単元も含めて話す・聞

く指導を行い，学習指導要領に求められている話す・聞く力を育成していく。 

また，月刊誌教育科学国語教育（９３年５月号）より，話す活動であるスピーチの活動には， 

「①話し方の態度・技能の基本的事項が含まれている。②事前指導が十分にでき，失敗させるこ

とがない。③話し手の個性を見い出し伸ばすことができる。」のような長所があると述べられてい

る。また「学習者の意識をさせられる意識から自らする意識にすること。個人の具体的な経験と

結びついた興味関心は，学習活動の芽となって自己学習の自信となる。さらに，試行錯誤を繰り

返しながら継続的に追及する意欲となる。すると，興味本位の学習から，学んだ方法や他人のス

ピーチをヒントとして，よりよい自分に変革していこうとする自己教育への意思も働く。」と述べ

られている。更に「失敗を覚悟して経験を重ねる必要の大切さを確認。次に出てきた問題点が自

分にとってもっとも重要な学習の種であると理解させ様々な観点から学習を工夫する。そして学

校生活に短時間でよいから，できるだけ毎日一分間スピーチの機会を設定して，聞き，話しなが

ら工夫する機会を与えて慣れさせる。このような経験を通して自分の内言の表出を創造する習慣

が主体的個性的話し手の育成につながるだろう。」とも述べられていた。これら文献に述べられて

いたことに基づいて継続的にスピーチ活動を行い，態度と技能的内容の二面を習得させる。その

中で常に自分の価値観に基づいて解釈し，判断した内容を相手と場を考慮して取捨選択すること

ができ，自分の考えを主体的に発言できるようになると考えた。 

   国語科を中心として研究を進めるきっかけとしては教育科学国語研究に「多くの教科で，教科書

をはじめとした様々な資料や教師の説明，友達の対話など，たくさんの言葉を用いて知が紡ぎ出

されていく。国語科の一連の活動は，こうした言葉による教科・領域学習のベースとなる。言葉

が学習を支えている。言葉を通して知を拡大し，言葉を使って学び合っていくことに慣れる。」と

ある。 

したがって国語科の教科の特性を生かし，言葉を大切にしながら言語活動であるスピーチに取り

組む中で主体的に学ぶ児童を育成できると考えた。 
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〇表 1 年間学習計画 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

国
語 

児
童
の
実
態 

ア
ン
ケ
ー
ト 

 

話
し
た
い
な

う
れ
し
か
っ

た
こ
と 

  

サ
ー
カ
ス
の 

 

ラ
イ
オ
ン 

  

は
り
ね
ず
み

と
金
貨 

 

町
を
調
べ
て 

 
紹
介
し
よ
う 

話
す
・
聞
く 

 

学
習
ま
と
め 

特
設
単
元
（
毎
日
） 

ス
ピ
ー
チ
タ
イ
ム 

 

（
２
年
生
時
） 

 

新
ス
ピ
ー
チ
タ
イ
ム 

（
原
稿
メ
モ
準
備
） 

  

ス
ピ
ー
チ
タ
イ
ム
② 

（
板
書
な
し
） 

   

ス
ピ
ー
チ
タ
イ
ム
③ 

（
や
り
と
り
） 

 

ス
ピ
ー
チ
タ
イ
ム 

ま
と
め 

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

野
菜
に
つ
い
て 

 
 

調
べ
よ
う 

  

大
和
町
大
す
き 

 
 

発
表
会 

 

太
鼓
・
白
玉
・
和
紙
に

つ
い
て
調
べ
よ
う 

  

大
和
町
の
じ
ま
ん 

 

（
２
学
期
学
習
表
会
） 

学
習
し
た
こ
と
を 

 

２
年
生
に
伝
え
よ
う 

 

は
ば
た
き
発
表 

 
 

ま
と
め 

 

(2)  実態調査と分析 

児童の「話すこと」に対する意識を確かめるためにアンケートを実施した。 

（３年３組３０名４月，３０名７月実施）。アンケート結果は以下のとおりである。 

ア 話すことに対する意識 

   図１に示すとおり，「人前で話すのは得意 

  ですか」の項目で「得意」と答えた児童は  

５８．７％，「得意でない」と答えた児童  

は４１．３％であった。これらのことから，  

人前で話すことが得意な児童が学級全体の半  

数いるのに対して人前で話すことに抵抗が 

あり苦手意識を持つ児童も半数近くいることが 

分かった。しかし，図２に示すとおり，「スピーチは好きですか」には，７２．４％の児童が「好 

き」と答えており，話すことに対しては意欲をもっていることが分かる。児童の実態としては， 

スピーチなどの話す活動は好きだが，人前での発言や発表は苦手意識から得意ではないと感じて 

いることが多いことが分かる。 

イ 児童の意識の変化 

図３，「人前で話すのには慣れてきました 

か」という７月実施のアンケートの質問 

に対しては「慣れた」と答えた児童は８３．  

３％で，「慣れていない」と答えた児童 

は１６．７％であった。このことから考える 

と，４月から継続的に国語科の話す・聞く単 

72.4

27.6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

4月好き 4月嫌い

スピーチは好きですか

図１ 話すことアンケート①４月実施 

図２ 話す・聞くアンケート②７月実施 

58.7
41.3

0

100

4月得意 ４月得意でない

４月アンケート（人前で話すのは

得意ですか）

％ 

％ 
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元学習，スピーチ活動を取り入れた結果，学級や全体の場で話すことに対しての抵抗感が少なく 

なってきたことが分かる。人前での話し方や話の構成を考えて自分の考えを整理すれば，自信を 

もって学級全体の場でも話すことができると考えられることから，継続して活動に取り組む必要 

性がある。 

   研究の目標である主体的に自分の考えを 

表現できる児童の育成のためには，「話すこ 

と」の活動でアンケートの集計結果から児 

童の意欲も高かったスピーチなど話す活動 

を取り入れて，国語科を中心にしながら自 

分の考えを表現できる場を設定していく。 

また，総合的な学習の時間での発表会や国 

語科において特設の話す単元を設定するな 

どの多方向からのアプローチを図り，継続 

的に「話すこと・聞くこと」の活動を取り 

入れていく。   

話し方，聞き方を身に付けることで話す時の構成や相手の話の内容から伝えたいことが分かり，

しっかりと自分の考えがもてるようになり，自信をもって主体的に自分の思いや考えを発言でき

る児童が育成できると考えた。 

３年生の「話す力」としては，自分の考えや思いを順序立てて話したことの中心を明確にして話

す。その際に，声の抑揚や強弱，間のとり方に気をつけて話すことができるとし，聞く力として

は相手の伝えたいことの中心を聞き取り，自分の考えと比べながら聞くと設定した。 

(3)  授業の実践 

仮説検証のための授業実践Ⅰ「話す・聞く教科書単元」 

単元名：うれしかったできごとを伝え合おう 

教材名：話したいな，うれしかったこと 

①単元の目標 

 ・聞き手に伝わるように，話す事項を選び，筋道を立てて話すことができる。 

 ・話し手が伝えたいことの中心を考えながらスピーチを聞くことができる。 

②単元計画（全 6 時間） 

時間 学習活動 教師の働きかけ 評価の視点 

1 うれしかったことが友達 

に伝わるように，筋道を

立てスピーチしたり，友

達のうれしさを考えなが

らスピーチを聞いたりす

るという学習課題をつか

む。 

 

 

・学習の見通しを立てさせるとと

もにうれしかった出来事を思い

出させ，筋道を立ててスピーチ

をする，友達のうれしさを考え

ながら聞く学習課題を確かめさ

せる。 

・うれしかったことをス

ピーチで伝え合うこと

に関心をもち，意欲的

に取り組もうとしてい

る。 

図３ 話す・聞くアンケート③７月実施 
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人前で話すのには慣れてきましたか％ 

うれしかったことを聞き手に伝わるようにスピーチしよう。 
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2 

3 

4 

 

筋道を立てて話せるよう

に，話したい事項を選び

組み立てを考えてスピー

チ原稿を書き，スピーチ

の練習をする。 

 

 

 

 

 

・うれしかったことを二人組で話

したり質問したりして思い出し

たことをメモさせる。 

・メモをもとに聞き手に分かりや

すい順序を意識してスピーチ原

稿を書かせる。 

・声の強弱や間の取り方を工夫し

て原稿に書き込みながらスピー

チの練習をさせる。 

・友達と積極的に話し，

うれしかったことにつ

いて詳しく思い出して

いる。 

・うれしかったことが聞

き手によく伝わるよう

に出来事を思い出し，

話す順序や話す事項を

考えている。 

・声の強弱や間の取り方

など話し方を工夫して

話す練習をしている。 

5 

6 

 

うれしかったことについ

て，スピーチをしたり友

達のスピーチを聞いたり

する。 

 

単元の学習を振り返る。 

 

 

 

 

・聞き手は自分と比べながら感想

を伝えたり質問したりさせる。 

 

 

 

・聞き手を意識して内容を考え，

話し方を工夫しながら筋道を立

てて話すことができたかを振り

返らせる。 

・話し手が伝えたいことを考え，

自分と比べながら聞くことがで

きたかを振り返らせる。 

・伝えたいことの中心を

意識して話の筋道を立

て，話し方を工夫しな

がら話している。 

・話し手が伝えたいこと

を考えながら聞き，質

問したり感想を述べた

りしている。 

・思ったことを表したり 

伝えたりする言葉の働

きに気づいている。 

③指導の実際 

ア 本単元では，うれしかった体験についてスピーチをする活動を通して，聞き手に自分の思いが伝わ

るように事柄を順序立てて話したり，話の中心を意識して聞いたりすることができることをねらいと

している。本教材を通して児童が苦手としている自分の思いや考えを話す，相手の伝えたいことは何

かを意識して聞くことの習得を目指す。 

  まずは，話すことができるようにうれしかったことをノートに書き出し数人の児童に発表させ，自

分も話したい、友達の話も聞いてみたいといった意欲をもたせた。 

  次に，いきなりうれしかった出来事を全体の場で話すことは難しく，抵抗感をもつ児童もいたため

学習計画に原稿を書く時間を設定した。原稿を書く際に気をつけるポイントとして，教師が二通りの

スピーチ（気持ちや出来事，順序や様子が分かりやすいスピーチと分かりにくいスピーチ）を導入の

時間に提示し，話の内容を始め，中，終わりと組み立てることのよさに気づかせた。また，伝えたい

ことの中心を意識させ声の強弱や間に気をつけてスピーチの練習に取り組ませた。 

  聞く時には，友達のうれしかったスピーチを聞いて自分だったらどう考えるかの視点を与え，自分

と似た経験がないか，自分だったらどうするか等，自分と比べながら聞いたり質問や感想を述べたり

させて学習を展開した。 
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授業では左のワークシートを準備

して学習を展開した。始め，中，終

わりの文章を構成し，話す順番を記

号で書かせることで話の筋道を自分

で立てることができた。また，４月

は出来事だけを話す児童が多く見ら

れたことを踏まえ，気持ちを書く項

目を入れた。そうすることでより話

の内容も深まり，聞き手が質問しや

すくなり，相手に伝えたいといった

気持ちが高まった。 

 

 

次にメモを参考にして友達に伝える文章を

作成する。 

作成が終わったら特に相手に伝えたいこと

を波線で記入をさせ意識して話をする練習に

取り組んだ。また，赤で間をとる部分には間

と書き込みをしたり，話の強弱や速さ，抑揚

にも気をつけて話したりするよう指導した。 

 何度も練習に取り組むことで話し方も上手

になってきた。以前に比べ，間や抑揚も意識   

をするようになり話の方が少しずつ高まって 

きた。 

聞く時は，「スピーチカード」を活用し，     

友達の話を聞いて，自分だったらどう考える  

のかの視点で短く文章にまとめさせた。「ま 

た犬をかいたいですか。」の質問や「わたし 

は動物園に１回しか行ったことがありません  

。」などの感想を自分だったらどうかの視点  

で文章に書くことができた。話の内容をよく 

聞き取って文章に表すことができるようにな 

ってきた。 

 

④考察 

 ア 成果 

  ・自分のうれしかったことをスピーチすることで意欲的に活動に取り組む児童が増えた。 

  ・スピーチ原稿を事前に準備をすることで，始め，中，終わりの文章構成を考え，相手に伝えたい

ことや話す順序を整理して話すことができた。 

  ・聞く視点を与えることで，スピーチ後の感想や質問をノートに書ける児童が多くなった。その後

の質問や感想交流の時間に進んで挙手をして発言する児童が増えた。 

自分だったらどう考えるかの

視点で短く文章にする。 

「間」と書き込みを入れさせ，意識して練習に取

り組ませた。 

 

 

 
 

  

始め，中，終わりで文章を構成する。 

出来事と気持ちを分けて書く。 
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  ・発表の練習を重ねたことで，原稿を見ずに相手の目を見て話せる子も多くなり，より良い発表の

スタイルを学級全体で共有することができた。 

イ 課題 

  ・主体的に質問や感想を言える児童がいる反面，スピーチを聞いても内容や相手の伝えたいことの

中心が聞き取れずに発言できない子もいる。相手の伝えたいことを短い言葉でもまとめる，聞き

取る場の設定が日常的に必要である。 

  ・自分のうれしかった出来事を全体の場でスピーチできるが，原稿を全部見て話す児童もいて，主

体的に生き生きと発言できるまでには至っていない。 

 

仮説検証のための授業実践Ⅱ「話す・聞く特設の特設単元」 

単元名：自分の思いや考えを話そう 

教材名：スピーチタイム 

①指導の実際 

ア ４月のスピーチタイム 

  ２年生でもスピーチ活動を取り組んできたこともあり，児童は話したり聞いたりすることはある程

度できる。しかし，問題点として以下の点が挙げられる。 

・スピーチ発表の練習が十分にできず，しっかりと自分の思いをスピーチすることができていない。 

・スピーチの途中で下を向いて話したり，抑揚等の工夫がない話し方をしたりしている。 

・聞く側については，聞き取りの内容が不十分のため，スピーチ後の交流発表では積極的に発言でき

ない。また，なかなか意見が出ず，発表者が固定化しがちになっている。  

以上のような問題点があった。これでは話す・聞く活動を実践しても主体的に自分の考えを発表し，

相手の考えや発表を聞いて自分だったらどうか考えるかなどを主体的に発言することは難しい。 

そこで，児童の実態を踏まえ，６月からは新しいスピーチタイムの形式を作成し，朝の時間に取り

組むことにした。 

イ ４月との変更点 

授業実践の１を踏まえ，発表の前にスピーチ原稿を準備させることにした。そこで自分の伝えたい

ことを明確にし，話の構成（始め，中，終わり，自分の気持ちや会話文を入れる）を考える。発表の

前には練習をし，教師のチェックを受けるようにした。スピーチの時間も 1 分間と時間を設定した。

また，教師がスピーチの内容を簡単に黒板に板書するようにした。 

聞く時は体から相手を見て相手は何を伝えたいのか常に考えながら聞くことを意識させた。また，

メモタイムの時間を設定し，1 分間でスピーチについて文章で振り返りをさせた。文章を書けない児

童への手立てとして教師が板書に残したものを手がかりとさせ，「ほめほめ，感想，質問」の３つの

視点をも与え，文章を書かせた。毎時間，メモの内容がうまくまとまっている児童のプリント（３つ

の視点を取り入れて書いている。）を教室に掲示し，モデルとして提示することにした。 

 

資料 1 がスピーチタイムの際に使った資料である。スピーチをする時のめあてを設定し目的意識を

もって取り組ませた。また，始め，中，終わりで文章を組み立てることで文章の構成も意識させた。

このような手立てを取ることで，主体的に話ができるか新スピーチタイムをスタートさせた。資料１

の児童は内容を見ると出来事だけではなく，会話文である「 」を使って表現できている。発表の声

も強弱や気持ちを込めて話をすることができた。４月のスピーチタイムでは出来事だけを話す児童が

多かったのに対し，このように「 」を用いる児童が授業実践Ⅰの後には少しずつ増えた。 
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この児童も，めあて，始め，中，終わりで文章を構成することができている。上の資料１と違う 

点としては，スピーチ内容は全て書くのではなく，大事な文章だけを書いている。あとの文章はスピ

ーチタイムの時に話すようにした。まずは文章を書いて覚えて話すことが目標だが慣れてきたらこの

ようにスピーチの要点だけを書いて活すと話す力が高まることが分かった。このワークシートをもと

にして新スピーチタイムの実践を続けた。話し手はスピーチ原稿を手がかりとして相手の目を見て声

の強弱や抑揚に気をつけながらスピーチができていた。４月のスピーチタイムと比較しても自分の考

えや思いを文章にして整理することで内容豊かで自信をもって発表を行うことができていた。また，

何度も練習に取り組むことで内容も頭に入り，質問タイムで質問を受けた場合でもはきはきと的確に

答えることができていた。 

聞き手については４月からの変更点と 

してワークシートに簡単な文章でまとめ  

させるようにした。その際にまとめる視 

点として「質問，感想，ほめほめ」の３ 

点に絞って大事な言葉を聞き取って文章 

にまとめるようにした。話す，聞くこと 

を徹底させるために話す時間は相手をよ 

く見て声の強弱に気をつけて話す，聞く 

時間はメモを取らずに相手を見てしっか 

り聞くことを１学期は徹底した。メモタイムの中でスピーチを聞いた質問や感想，ほめほめを書くこ 

とにした。その結果何も書けない児童への手立てとして，教師が児童のスピーチを聞いて大事な言葉 

などキーワードだけ黒板に板書する手立てをとった。何も書けない児童でも黒板を見てどれかの視点 

で少しずつ文章に書けるようになった。 

資料 3 は「スピーチ聞き方名人カード」である。この児童はスピーチ発表を聞いて，三つ全て 

の視点でメモタイムに記述することができた。必ずどれか一つの視点で聞くことができる児童が増え 

た。 

このように，聞き方を鍛えることでメモタイム後の交流タイムで自分の質問や感想をもつことがで

きているために，主体的に挙手して発言する児童が増えた。４月と比べて，学級全体が自信をもって

自分の質問，感想，ほめほめが言えるようになってきた。 

 

 

資料１会話文「 」をつけて書いているスピーチカード 

資料３質問・感想・ほめほめの３点を聞き取った 

スピーチカード 

資料２最初に書くことでスピーチの目標を明確にした 

スピーチカード 

資
料
① 

 

  

資
料① 
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②考察 

ア 成果  

・自信をもって全体の場で話す児童が増えた。聞く視点（質問・感想・ほめほめ）を児童に伝え要点を

板書に残すことで，どの児童でも発表を受けてプリントに発表に対しての文章を書くことができた。 

・質問や感想，発表でよかった点など様々な視点から自分の考えを書いて発表できる児童が増えた。 

・相手の伝えたいことや話の要点を押さえて聞く力が高まり，板書を見ずに質問や感想を書き，発表で

きる児童が増えた。 

イ 課題 

・板書を参考にせず，自分で聞き取ったことをもとに質問や感想が言えるようにする。 

・主体的に話す・聞く児童が増えたが全員が挙手して発言はまだできない。今後はランダムに指名する

などの手立てを取る必要がある。 

・聞くワークシートで視点を一つだけしか書けない児童もいる。相手の話の要点を押さえて聞くことに

更に慣れさせなければいけない。 

 

仮説検証のための授業実践Ⅲ「総合的な学習の時間」発表会 

単元名：大和町について知ろう 

教材名：大和町大好き～発表会～総合的な学習の時間 

①単元の目標 

 ・大和町で有名な野菜について本やパソコンで調べ，新聞にまとめることができる。 

 ・野菜についてまとめた新聞を使って発表することができる。 

 ・新聞発表を聞いて，大和町の野菜について知ることができる。 

②単元計画（全 7 時間） 

時間 学習活動 教師の働きかけ 評価の視点 

1 

 

大和町の野菜について知

っていることやお店で売

られている商品を確かめ

る。 

・大和町で作られている野菜に目を向

けさせ，スーパーや道の駅等で販売

されている野菜について思い出させ

る。学習の単元を確認し，新聞を使

い発表会を行うことを伝える。 

・大和町で育てられて

いる野菜について意

欲的に思い出そうと

している。 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

野菜づくり名人のゲスト

ティーチャーへの質問や

聞きたいことを考える。 

先生の話を聞いて分かっ

たことや大事なことをメ

モする。 

 

グループを作り，大和町

で作られている野菜につ

いて調べることを決め，

新聞にまとめる。 

・自分が知りたい野菜について質問を

考えさせる。 

・話を聞いて分かったことや学んだこ

とをメモさせる。 

 

 

 

・グループごとに大和町の野菜につい

て調べたいことを新聞にまとめさせ

る。 

・自分が興味のある野

菜について知りたい

ことを質問すること

ができる。 

・話を聞いて分かった

ことをメモや感想に

書くことができる。 

・友達と協力して，役 

割分担をしながら調

べ学習に取り組むこ

とができる。 

大和町の野菜について調べ，新聞を使って発表しよう。 
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6 

7 

 

 

 

大和町の野菜についての 

発表会を行う。各グルー 

プの新聞発表を聞いて分 

かったことや感想をメモ 

し，発表させる。 

 

・名人のお話，本やパソコンで調べた

り，先生に質問したりして新聞にま

とめさせる。 

 

・新聞を使って大和町の野菜について

発表させる。 

・聞く側は新聞発表を聞いて分かった

ことや感想をメモし，自分の考えを

発表させる。 

・本やパソコン，質問

をして新聞にまとめ

ることができる。 

 

・新聞を使って調べた

ことを発表すること

ができる。 

・メモを取りながら聞

き，大事な言葉や分

かったこと，感想を

メモして発表するこ

とができる。 

 

③単元について 

 国語の学習単元，スピーチタイムでの学びを生かし，総合的な学習の時間と関連させ，大和町の野菜

について調べ，新聞発表を行う単元を設定した。話し方の目標としては，国語科の学習を活かした話し

方，相手の目を見て，声の抑揚や強弱，間の取り方を意識して発表に臨むこと。聞くことの目標として

は，発表者が伝えたい大事なことを聞き取る，要点を抑えてメモを取ることとした。この二点を押さえ

て話す・聞く活動が主体的に行えるように学習計画を立てて，活動に入った。 

 学習計画の２，３時間目でのゲストティーチャーの話を聞く学習活動では，ゲストが野菜の栄養や取

れる場所，出荷先など大事な言葉を言われた際には，短い言葉で素早くメモを書く児童が見られた。ま

た，質問の時間ではあらかじめ考えた質問を学年全体の場でも，進んで挙手をして自分の言葉で質問す

る様子が見られた。 

 新聞発表の時間では，グループごとに練習に励み，声の強弱や間，目線に気をつけて発表を行うグル

ープが多く見られた。原稿を見ないで発表を行うグループもあり，話すことに意識を集中して活動がで

きている場面も見られた。 

 聞く活動では、発表を聞いて大事な内容，話し方や新聞のまとめ方など様々な視点からメモに残す児

童が多く見られた。すべてをメモするのではなく，大事なキーワードや言葉だけをメモに残すことがで

きている児童がとても増えた。 

④考察 

ア 成果 

 ・国語科での学習が十分に活きた新聞の発表を行うことができた。 

 ・聞く活動では，自分で大事なキーワードを抜き出してメモに残すことができた。 

 ・発表を聞く視点を児童自身が分かったことで，発表を聞いて相手の伝えたいことや大事なことが分

かり，自分の感想や考えをもてるようになり，挙手して自分の意見を発言する児童が増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

発表態度 

感想 
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・上記は児童の発表を聞いたメモ用紙である。新聞の発表を聞いて分かったこと（いちごはビタ 

ミンＣが多い，黄色のつぶつぶが実）など大事なことを聞いて抜き出し，簡単な文章でメモをし  

た。また，「大きな声で発表をしていた」等，発表の仕方に対しても感想を書くことができた。  

イ 課題 

 ・相手の発表を聞いて大事なことを聞き取ってメモに残すことが身に付いてきた。しかし，黒板に板

書をしないと聞き取りが難しい児童もいる。 

 

仮説検証のための授業実践Ⅳ物語文 

単元名：じんざ新聞を作って感想を伝え合おう 

教材名：「サーカスのライオン」 

①単元の目標 

 ・じんざの気持ちの変化を考えて読み，感想を伝え合うことができる。 

②単元計画（全１１時間） 
過

程 

時間 ねらい 学習活動 評価の視点 

つ
か
む 

1 

2 

3 

・「サーカスの

ライオン」を

読み，初発の

感想や「お

題」を書かせ

る。 

初発の感想を書き，友達と交流する。 

意味調べ，新出漢字を学習する。 

物語を場面ごとに分け，あらすじをつかみ，疑問に思

ったことなどをもとに「お題」を考えさせる。 

関 物語に興味

を持ち，中心人物

の気持ちの変化

を考えながら読

み，疑問に思った

ことを書いてい

る。 

考
え
る
・
ま
と
め
る 

4 

 

 

・第一場面を読

み，サーカス

にいるじん

ざの気持ち

を読み取る。 

 

 

第１場面から，サーカスの中で過ごすじんざの様子

や気持ちを読み取る。 

読 サーカスの

中で過ごすじん

ざの様子や気持

ちを想像しなが

ら読んでいる。 

5 

 

 

 

・第二場面を読

み，男の子と

出会ったじ

んざの気持

ちを読み取

る。 

 

 

 

「お題」について話し合いながら，叙述をもとに，男

の子と出会ったじんざの気持ちを読み取る。 

読 じんざの行

動や様子につい

て文章を手がか

りに男の子と出

会ったときのじ

んざの気持ちを

読み取っている。 

6 

 

 

 

・第三場面を読

み，じんざの

気持ちの変

化を読み取

る。 

 

 

 

 

「お題」について話し合いながら，叙述をもとに，じ

んざと男の子との関係の深まりを読み取り，気持ち

を想像する。 

読 男の子との

交流を通して変

わっていくじん

ざの気持ちを想

像することがで

きる。 

7 

 

 

・第四場面を読

み，じんざの

行動から，じ

んざの気持

ちを想像す

る。 

 

 

 

「お題」について話し合いながら，叙述をもとに，火

事に立ち向かうじんざの気持ちを想像する。 

読 じんざの様

子や行動が分か

る言葉から，男の

子を救い出そう

とするじんざの

気持ちを想像す

ることができる。 

「お題」なぜ，じんざは，ぐぐっとむねのあたり

があつくなったのだろう。 

 

「お題」なぜ，じんざは火の輪を五つにしてくぐ

りぬけてやろうと考えたのだろう。 

「お題」なぜ，じんざは，火の中へとびこんで男の

子を助けようとしたのだろう。 

「お題」じんざは，どうして，アフリカの夢を見

ているのだろう。 
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8 

 

 

 

 

 

・第五場面を読

み，サーカス

のおしまい

の日の様子

を想像する。 

 

 

 

 

「お題」について話し合いながら，叙述をもとに，じ

んざのいないサーカスの様子やおじさんとお客の気

持ちを読み取る。 

読 ライオンつ

かいのおじさん

とお客さんの気

持ちを想像する

ことができる。 

生
か
す 

9 

10 

 

 

・一番心に残っ

た場面を新

聞にまとめ

る。 

物語を読んで，一番心に残った場面について自分で

書きたい場面を選び，感想を整理して書く。 

 

書 自分の心に

残った場面が相

手に伝わるよう

に，そう思った理

由を挙げて文章

を書いている。 

11 ・新聞を互いに

読み合い，感

想を交流す

る。 

 

書いた新聞をみんなで読み合い，感想を伝え合う。 読 物語を読ん

で感じたことを

伝え合い，感じ方

に違いがあるこ

とに気づいてい

る。 

③単元について 

 国語の学習やスピーチタイムでの学びを生かし，教科書の物語文「サーカスのライオン」の学習を行

う。単元の目標は「じんざの気持ちの変化を考えて読み，感想を伝え合うことができる」と設定した。

本校の学習スタイルである一人でタイム，友達タイム，みんなでタイムを設定し自分の考えを相手に話

したり，相手の考えに対して似ている，違うの視点で聞き比べ，様々な考えがあることが分かるように

する。主体的に自分の考えを相手に話すためには一人でタイム（自力解決の時間）を十分に確保する。

また，友達タイムで意見を交流させる際には聞く視点として自分の考えと違うか，似ているかの視点を

与え常に相手の話を考えながら聞かせるようにする。みんなでタイムの全体交流の時間では発表者の意

見に対して「同じです」，「違います」，「少し似ています」等の反応を必ずさせることで発言しやすい雰

囲気作りを行う。 

以上の点を押さえ，話す・聞く活動が主体的に行えるように学習計画を立てて，活動に入った。 

児童のワークシート  

 

 

 

 

「お題」おじさんやお客は，どうして，じんざが

いないのに火の輪くぐりのじゅんびを

したり，手をたたいたりしたのだろう。 
 

自分の考えを記入できている。小集団の交流で友

達の考えをワークシートに記入する。小集団で全

体交流の前に話し合うことで自信をもって発言が

できるようになった。 

 

資料 1 根拠をもとに自分の考えを書いている 

ワークシート 

資料 2 主体的に活動し，分かったことを根拠を

もとに書いているワークシート 

資
料
１ 

資
料
２ 
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④考察 

ア 成果  

・小集団で自分の考えを発言することで，全体交流でも自信をもって発言できる児童が多くなった。 

・今までの学習の積み重ねにより，自分の考えを書くことや話すことに抵抗が少なくなった。 

・一人でタイム（自力解決）を十分に確保したことで，自分の考えをもち発言できる児童が増えた。 

・司会マニュアルをもつことで児童主体の話し合いができ，主体的に話す・聞く活動が展開できた。 

イ 課題 

・主体的に話す・聞く児童が増えたが，まだまだ全員が挙手して発言には至っていない。 

・司会マニュアルをもつことで話し合いはスムーズにできたがマニュアルに頼りすぎる児童もいる。 

・国語科を中心に据え，更に話す・聞く能力を育成する。 

 

６ 研究のまとめ 

(1)  研究の成果 

・国語科を中心に話す・聞く学習単元や物語文の単元，スピーチタイムや他教科とも関連させ話す・

聞く単元を設定し授業実践を行うことは，児童の話す・聞く力を育てるのに有効であった。 

・習得した力を国語科の学習を中心にしながら他教科においても意図的・計画的に活用することで， 

能力の活用が繰り返し行われ日常的な力として定着が図られた。 

 ・主体的に話すために文章構成を考え，話の中心を明確にすることは有効であった。 

 

・児童のアンケート結果より（児童の文章抜粋） 

１学期に比べて話すことで上手になったことは何ですか。 

・人の目を見て，ちゃんと話せるようになり，発表が１学期よりよくなっていると思う。 

・人前で発表するのが恥ずかしくなくなった。 

１学期に比べて聞くことで上手になったことは何ですか。 

・友達のスピーチを聞きながら，質問・感想・ほめほめを考えること。 

・感想や質問，ほめほめを書くときにいっぱい書けるようになったこと。 

３学期で話す・聞く活動で頑張りたいことは何ですか。 

・もっと会話で話をつなげたり話を膨らませたり感想をもっと書けるようになれるよう頑張りたい。 

・スピーチでこれからもどんどん話すことや聞くことをもっと得意になりたいです。 

 

アンケート結果より，児童からは多くの肯定的な意見が得られた。話すことでは人前での発表が恥

ずかしくなくなった，１学期よりも発表の仕方が上手になったなどの発表に対して自信を深めた感想

が多くあった。また，聞くことでは相手の話を頭で考えて聞くことで発表につなげられた，相手の話

を理解して拍手できるようになったなどの感想が得られた。どの児童も自信をもち，話すことへの抵

抗感をなくし自分の考えや思いを発言できるように少しずつ成長していることが分かった。 

また，話すこと・聞くことテスト結果では１学期平均８４点から２学期平均９４点，１０点のプラ

スの結果が得られた。児童のアンケートでも数名の子が話す聞くテストが得意になったと書いていた

ように日々の活動で相手の話を聞いたり話したりすることで要点を押さえて聞くなどの学びの姿勢も

身に付いてきたと考えられる。 
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○１１月実施の児童への最終   

アンケートでは「人前で話す 

のは得意ですか」の項目で７ 

月に比べ，わずかだか数値が 

上昇している。４月から継続 

してのスピーチタイムの活動  

や総合的な学習の時間を使っ 

ての学習発表会，特設の話す 

聞く国語科の学習単元の学び 

の積み重ねが意識の変化とし 

て表れた。４，７，１１月と上昇傾向にある。「人前で話すことが得意ではない」も 4 月に比べ確実 

に減少し，児童の意識も変化していることが分かる。 

○「人前で話すのにはなれてきまし 

たか」のアンケート結果である。７ 

月実施のアンケートでは８３．３％ 

の児童が慣れた，１６．７％の児童 

が慣れていないと回答した。また， 

１１月の最終アンケートでは１００ 

％の児童が人前で話すことに抵抗が 

なくなり慣れたと回答している。 

  話す・聞く活動を確保し，実践を重ねてきたことが児童の話す・聞く活動を日常化し，人前で話す

ことについての抵抗感をなくしたと考えられる。 

(2)  研究の課題 

 ・まだまだ全員が主体的に発言し、自分の考えを話せるわけではない。スピーチや国語科の話す・ 

聞く学習単元，他教科とも連携しながら継続して研究を進めていきたい。 

・習得した力をどう他教科でも活用するか，場の設定が更に必要である。 

 ・話す・聞く活動は日々の積み重ねが非常に重要なので，時間の確保が大きな課題である。  

 ・話す・聞く活動の積み重ねから主体的に話す，発表が好き，恥ずかしくない，自分の考えを相手に 

伝えたい児童が増えた半面，教科によっては発言や挙手に差がある。国語科を中心にしながらも

どの学習でも自分の考えが主体的に発言できるような教材の開発，研究を進めていきたい。 

 

《引用文献》 

(1)小学校学習指導要領解説国語編文部科学省     平成 29 年 6 月 

(2)小学校学習指導要領全文             平成 29 年 3 月 

(3)小学校学習指導要領比較対照表          平成 29 年 3 月 31 日公示 

(4)教育科学 国語教育 明治図書          1993 NO474 

(5)教育科学 国語研究 明治図書          2016 5 月 797 

(6)実践国語研究    明治図書          2017 10／11 月号 

《参考文献》 

(1)1 分間声トレ                    秋竹朋子著 

(2)話す・聞く伝え合うコミュニケーション力      植山俊宏・山本悦子編著 

(3)単元を貫く学習活動と言語活動          水戸部修治・浮田真弓・細川太輔著 
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個人研究の部 社会科 

主権者意識を育てる社会科授業の設計 

―社会的論争問題に対する意思決定の場を通して― 

 

佐賀市立城北中学校 教諭 手島 将之 

 

１ 主題設定の理由 

選挙権年齢の引き下げを受け、主権者教育の重要性が強調されている。「主権者教育」という言葉は、

総務省常時啓発事業の在り方等研究会最終報告書「社会に参加し、自ら考え、自ら判断する主権者を目

指して～新たなステージ『主権者教育』へ」の中で定義されたとされている。この報告書の中で「市民、

企業、政府等がそれぞれの役割をもって当事者として参加、協働、支え合いと活気のある社会をつくる

ため、それを担いうる市民を育てる」（１）ことが重要であるとしている。また、『論点整理』に「予測でき

ない未来に対応するためには、社会の変化に受け身で対応するのではなく、主体的に向き合って関わり

合い」（２）とある。このように主権者教育がクローズアップされている中で、市民としての資質（公民的

資質や市民性など）を育成することを目標としている社会科が担うべき役割は大きい。 

  日米中韓４か国の中高生を対象とした意識調査に、主権者意識に関する項目がある。「私の参加によ

り、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」という設問について、日本の中高生の否定

的な回答率が最も高いという結果が出ている（表１）。 

  表１ 「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」 

 中学生 

 日本 アメリカ 中国 韓国 

① 全くそう思う 10.2 14.0 17.4 11.7 

② まあそう思う 27.1 39.3 40.9 54.8 

③ あまりそう思わない 40.9 19.5 29.4 26.9 

④ 全くそう思わない 18.6 9.5 9.9 5.1 

無回答 3.2 17.7 2.5 1.5 

本校で学期ごとに実施している社会科の授業評価アンケートにも、表１の設問と「自分と社会（世

の中）とのつながりを感じるか。関心があるか」という項目を設定してきた。これまでのアンケート

結果から、選挙公約を比較・検討させ、模擬投票をさせたり、選挙の意義、投票の手順などを学ばせ

たりするだけでは社会を担う当事者としての主権者意識を育てることに限界があることがわかった。 

主権者意識を自分たちが社会のありようを決める権利と責任を有している意識と捉えると、主権者

意識を育てるためには、正解が一つに定まらない社会的論争問題を取り上げて分析し、現時点での最

適解を決定していく社会科授業が有効であると考える。 

そこで、本研究では、主権者意識を育てるための手立てとして、判断が分かれるような社会的論争

問題に対し、主体的に選択・決定し、創造するという意思決定までの思考のプロセスを踏まえた授業

を仕組んでいくことが主権者意識を育てることにつながると考え、本主題を設定した。 

２ 研究の目標 

  中学校社会科の指導過程において、社会的論争問題を学習内容として単元を再構成し、意思決定の

場面を仕組むことが、主権者意識を高めるために有効であることを実践を通して明らかにする。 



３ 研究の仮説 

  社会的論争問題を単元として再構成し、次のような活動の工夫をすれば、主権者意識が育つだろ

う。 

（1）単元を貫く切実感のある問いを設定する。 

 （2）社会的論争問題について「議論」をする場を設定する。 

 （3）探究してきた問いに対し、現時点での自分自身の最適解をまとめる場を設定する。 

 （4）社会とのつながりを実感させるため、学校外部のアクターと共に学ぶ場を設定する。 

４ 研究の方法・内容 

(1)  社会的論争問題に対する意思決定の場を設定した授業デザインなどについて、文献や先行研究の

資料を基に理論研究を行う。 

(2) 仮説に基づいて、指導案及びワークシート、パフォーマンス課題を作成し、意思決定型の授業に 

全単元で取り組む。 

(3)  意思決定型の授業を通して、主権者意識が育成できたかどうかをパフォーマンス課題の表現や授

業評価アンケート等で事後調査を行い、考察する。 

５ 研究の実際 

(1)文献による理論研究 

ア 意思決定 

社会科の授業の中では、次のようなことに取り組むべきであると考える。現実の社会で起こって

いる問題の理解と分析、問題に対して行われている政策に対する評価、政策の修正案の作成、別の

政策を立案する、といったことである。民主主義社会では、主権者である個人の意思決定がすべて

の決定の基礎となる。それが、すべての人々の生活にかかわることになる。実社会では、人々の価

値観が多様であり、実社会の問題は答えが１つとは限らない。そのため、社会の在り方や社会への

関わり方について、自分の考えをもつこと、すなわち意思決定できる能力を高めることが重要にな

る。小原友行は、合理的な意思決定能力を「問題場面での自己の行為を科学的な事実認識と反省的

に吟味された価値判断に基づいて選択・決定するために必要な能力であり、目的・目標を達成する

ために考えられる実行可能なすべての行動案（手段、方法）、あるいは問題を解決するために考えら

れる解決策の中から、より望ましいと判断できるものを選択・決定する能力」と定義している（３）。

つまり、意思決定型の授業を単元レベルで仕組むことで、客観的な複数の根拠を基に未来を予測

し、適切に判断できる力を身につけることに有効であると考えられる。 

イ 議論 

主権者意識を高めるための社会科授業の展開部においては、議論することを中心に据える。それ

は、これから求められる力は、知識・技能そのものではなく、現実的文脈において知識・技能を使

って社会的にも自身にも価値がある行為を達成する能力、他者と協働する資質だからである。学習

における語りについて、佐長健司は「時間的にも限られた社会科学習においては、市民社会への参

加は、他者との議論でもある語りに限定する。社会科では、他の政治参加としての運動的な行為は

できないし、するべきでもない。すなわち、市民としての語りが求められる状況において、市民ら

しく社会について語ることを社会科学習の中心とする。また、市民的な語りの量と質が高まること

に、市民的変容を認めることにする。」と述べている（４）。議論を通して、社会に働きかけていく機

会、つまり真正な学びの機会を増やし、社会科授業での学びがこれまで以上に社会につながるきっ



かけとなると考えられる。また、議論が生徒と教師の間で完結すると、真正な学び（市民社会での

学び）を教室で実現することはできない。そこで、議論の場面で成熟した市民である専門家や関係

機関、報道機関などをラーニング・パートナー（以下ＬＰ）として位置付けることで、生徒と共に

議論し互いに高め合う関係性を構築し、主体的に社会問題を解決しようとする態度を育成できると

考えた。 

ウ 評価の在り方（深い学びにつなげる） 

平成 27 年度佐賀県中学校社会科夏季研修会で佐長健司が「個人ではなく、集団の発達を学習」（５）

ととらえる考え方を示された。その方策として「積極的に学校外部のアクター(actor：行為者)であ

る組織や集団とのネットワークを結ぶなかで、学習を展開しよう。そうすれば、そこでの学習は、

社会参画としての拡張による学習となってこよう。」と言われた。そこで、よく行われていた専門家

として生徒の学びをサポートするためのゲストティーチャーの役割ではなく、生徒とＬＰが相互に

学び、相互に評価しあい、相互に生かしていくといったことができれば教室内での学習そのものが

社会参画につながると考えられる。 

 

（2）授業の実際 

ア 単元を貫く問いの設定 

学習過程を暗記・再生型から思考・発信型（６）に転換

するために、生徒の思考・発信を促すような「問い」の

設定が必要である。適切な「問い」を設定して生徒に示

すことで、習得した知識・技能を活用しながら「問い」

を追究していくことにつながり、思考力・判断力・表現

力などが培われる。ここでいう単元とは、教科書記述・

編集に基づくものばかりではなく、教材・題材の一定の

まとまりを考慮したものである。このねらいは、学習内

容のまとまりを柔軟に設定することができるようにとい

う点と、自分の意見をまとめたり、発表する活動を取り

入れたりすることができるようにという点からである。

以上のことから図１のように単元を再構成し、生徒の学

習の目的となる「問い」を単元はじめに作った。「問

い」に対して「何がどのように問題なのか」「なぜ調べ

る必要があるのか」という問題意識を持たせた上で追究

活動を仕組むことで生徒の主体的な学びへつなげた。ま

た、表２の「問い」の設定にあたっては、次の点を考慮

した。 

 

 

 

 

 

・生徒が学ぶ必然性を感じるもの  

・答えが「一つ」ではないもの（議論の余地があり、意思決定につながるもの） 

・実生活と関わりがあるもの（考える価値があるもの） 

追究活動④

調べる
（プロセス）

単元を貫く問いの解決・検討
（意見文・投書など）

まとめる
（ゴール）

社会的事象と出会う

単元を貫く問いの設定
予想を立て，学習計画をつくる

つかむ
（スタート）

追究活動①

追究活動②

追究活動③

図１ 単元の流れ 



また、「問い」を生徒のものとするために、表２のように生徒とともに「問い」をつくり、主体的

な学習活動にするために学習計画を示し、メタ認知できるようにした。 

              表２ 平成 28年度～29年度実践 単元を貫く問い 

分野 項目 単元を貫く問い（パフォーマンス課題） 

歴史 
近代後半 アメリカ合衆国に戦争責任（原爆投下責任）を問うべきか？ 

現 代 2017 年を生きる私たちが、今、最も考えなければいけない国際問題は何か？ 

公民 

現代社会 
■男性の育児休業取得は、「1 億総活躍社会」の実現に有効か？ 

■夫婦別姓に対する最高裁判決を分析しよう！ 

憲法 
■今後、日本は憲法 9 条をどうすべきか？～改憲・加憲・維持～ 

■子どもの貧困改善のために、最も優先すべき解決策は？ 

政治 

■若者の投票率を上げる方法を考えよう！ 

・日本は国会を一院制にすべき？ 

・日本は首相公選制を導入すべき？ 

・一票の格差是正のため、合区制は効果的か？ 

・裁判員制度の修正案を提案しよう！ 

■一人の佐賀市民として、今、最も考えなければならない佐賀市の問題は？ 

経済 

■賢い消費者になろう！ 

■働き方改革を評価しよう！ 

■消費税 10％引き上げの使途変更を評価しよう！ 

国際社会 ■今後、日本はどこの国と結びつきを強めていくべきか？ 

    

イ 「議論」をする場の設定 

中学生ではあるが、現実の社会問題を社会科授業に持ち込み、議論をすることは、市民社会におい

て有権者が行う行為と同様の活動であるという考えのもと取り組んだ。設定した「問い」そのものに

複数の答えが存在したり、正解がない「問い」であったりするため、生徒は追究活動の中で自らの意

思で他者と対話をするようになった。具体的

な議論の方法として用いたのは討論である。

本研究では、特にパネルディスカッションと

パブリックディベートの形態をとった。これ

は、批判しあうことに終始するのではなく、質

問や修正意見を出し合うことで、よりよい意

見を構築することをめざした討論だからであ

る。「アメリカ合衆国に戦争責任（原爆投下責

任）を問うべきか？」や「子どもの貧困改善の

ために、最も優先すべき解決策は？」、「若者の

投票率を上げる方法を考えよう！」などの実

践がそれにあたる。図２の「アメリカ合衆国に

戦争責任（原爆投下責任）を問うべきか？」の

授業は、最初に「問うべき（１１人）」「問わな 図２ 佐賀新聞（2017年 5月 17日） 



いべき（２３人）」の立場から代表者 2 名ずつが主張を

したのち、ＬＰとして参加いただいた新聞記者に自分の

主張をしたうえで，意見をもらうという形で行った（図

３）。生徒へ与えた指示は「考えの異なる人にまず意見を

聞いてもらおう。先輩市民としての記者さんにも意見を

聞いてもらおう。」のみで、教室の中で資料を使いながら

議論が行われた。議論の中では、記者さんが言われた「未

来志向」という言葉やＬＰである保護者からもらったコ

メントに会話が及んでいき、生徒側から「『問う・問わな

い』以外の選択肢を作っていいですか。」という投げかけがあり、「両国とも責任を問うべき（他国へ

の加害責任も含めて）」という選択肢をもう一つ作り、１３人が意見を変えるという場面も生まれた。

生徒は，議論を通して、新しい知識や社会的な見方や考え方に接し、比較したり、関連付けたりする

ことを通して、新たな自分の考えへと再構成をしていくことができた。 

 

ウ 現時点での自分自身の最適解をまとめる場を設定する（パフォーマンス課題） 

パフォーマンス課題とは、様々な知識やスキルを総合して使いこなすことを求めるような複雑な課

題である。また、パフォーマンス評価とは、知識やスキルを使いこなすことを求めるような評価方法

の総称である（７）。パフォーマンス課題を設定する際にはいくつかの条件が必要となる。１点目は、学

習指導要領の内容を踏まえたものとなっていることである。２点目は，社会的な見方や考え方を学ぶ

ことができる、用いる必要があることである。３点目は、ＬＰとの学びを学習内容に位置づけること

である。以上の３点を踏まえて設定した課題が、「若者の投票率をあげる方法を考えよう」である。こ

のパフォーマンス課題に取り組む際にＬＰとの学びの場を設定した（図４）。授業の中で生徒は、イン

タビューや講話を通してＬＰから必要な情報を収集した（図５）。議論を行う場面では、ディベートや

パネルディスカッションを通して、ＬＰはその立場や役割で、生徒は学習を通して得た知識や経験、

その立場や役割をもって、社会問題についてより良い解決を目指して共に学び合った。現時点での最

適解をまとめる上で、ＬＰによる評価を展開からまとめの部分に位置づけることで、生徒にとって学

習のリソース(材料)となり、実際の市民社会での学びに近づけることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 社会とのつながりを実感させるための仕掛け（関係機関への提言） 

主権者としての有用感をもたせるために、現実の社会問題を「問い」として設定し、「議論」を行

図４ ＬＰとの学び（ワークシート） 

図３ ＬＰとの議論の様子（2017年 5月 16日） 

図５ ＬＰからのアドバイス（2017年 10月 24日） 



い、パフォーマンス課題に取り組んだ。社会参画につながる授業は、教師も正解を持っていない。

だからこそ教師も一緒に学び、生徒と教師がともに授業を作っていくというスタンスが大切である

と考える。さらにＬＰと相互に学び、評価し合うことで教室内の学びにととどまらない、開かれた

学びとなる。そこで、一方的に教えてもらう立場のゲストティーチャーとしてではなく、ともに学

ぶ存在であるＬＰとして佐賀新聞社

の記者や授業を参観いただいた佐賀

市内の社会科の教員、税理士の方に

議論に参加していただいた。また、

生徒が書いた意見文を専門家や関連

機関に提言したり、提言した内容に

コメントを返していただいたりする

ことを単元末に仕組んだ。前述の

「若者の投票率をあげる方法を考え

よう」では、作成した意見文を衆議

院議員選挙で当選したすべての国会

議員に送付した。メールで返答をく

ださる議員さんもいれば、図６のよ

うに一人一人にコメントを書いてく

ださる議員さんもいらっしゃり、教室での学びが社会とつながっていくことを生徒は実感できた。 

（3）授業の考察 

ア パフォーマンス課題から 

単元初めに設定した「単元を貫く問い」

を探求し、パフォーマンス課題に取り組ん

だ３年生の生徒の記述内容から主権者意識

の変容を検証した。 

図７は、憲法単元の学習後に取り組んだ

パフォーマンス課題についての生徒の記述

である。ＬＰも含めた他者の意見も聞きな

がら議論をしたことで、持続可能性や緊急

性、効果等を基準に、自分の意見を再構築

していることが読み取れる（図７下線部）。 

このようなパフォーマンス課題について    

は、佐賀新聞社や国会議員に投書すること

を単元のゴールとしていたため、全員が、

読んでもらう相手を意識し、中学生の立場

での見解を記述することができていた。記

者にＬＰとして参加していただいた授業を

記事として取り上げていただき（図８）、一般市民の方からのリアクションがあったことや国会議員

からの返答があったこと（図９）も生徒にとっては、自分たちと社会とのつながりを実感し、主権

図６ 生徒の意見文に対する返答 

図７ パフォーマンス課題（憲法単元） 

 



者意識を高めることにつながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ テスト問題から 

これまで自分自身が行ってきた定期テストの性質として、分野別に大問構成された問いに対し

て、用語的な知識を答えさせることがあげられる。その答えは、単語や１文で表現され、複数の正

解がないため、指導者は採点しやすい。つまり、誰が採点しても、何度採点しても同じ結果が得ら

れることになり、信頼性は高いと言える。しかし、生徒自ら問いを作ることなく、問いが与えられ

たら短時間で用語的な知識を回答し、多数答えるというテストの在り方では、主権者意識の向上、

ひいては社会参画につながるのかという疑問が残る。そこで、授業と評価の一体化の視点から評価

問題にも現実的な社会問題を取り入れた（図 10～図 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 佐賀新聞記事（2017年 10月 25日） 

図 10 １学期期末テスト問題 

図９ 国会議員からの返答 

図 11 ２学期期末テスト問題 

 



これは、自分の立場を選択（意思決定）し、その主張を裏付ける資料を選ばせた上で記述すると

いう問題であり、選んだ立場や資料によって答えが異なるが、得点につながるというものである。

知識を再生するのではなく、意思決定型の授業の学習プロセスを再生する問題を導入していった結

果、無回答率は大幅に減少していった（表３）。 

 表３ 社会問題に対する考えを書かせるテスト問題回答率（平成 29年度３年生対象） 

テスト 問題番号 ３点の割合（％） ２点の割合（％） １点の割合（％） 無回答の割合（％） 

１学期期末 

（６月） 

３（2）図 10 ２３ ４５ ２０ １２ 

４（2） ４６ ４３ １０ １ 

５（7） １８ ６３ ５ １４ 

2学期末 

（11月） 

４（7） ３４ ５８ ８ ０ 

５（2） ４１ ３５ ２４ ０ 

５（3） ５７ ２６ １７ ０ 

６（4）図 11 ２５ ６９ ６ ０ 

現実的な社会問題に対して立場を明確にし、記述する問題において、無回答の割合が「０」にな

ったこと自体が、主権者意識が高まったと考察できる。これについては、テスト問題にも評価規準

（ルーブリック）をあらかじめ提示したこととともに、正解を１つと限定しないことで自分の意見

が反映され、良い評価を得ようとする生徒の行動

を望ましい方向へ規定したとも読み取ることがで

きる。 

 

ウ 学期末の自己評価と授業評価より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度当初の授業開き、１学期末、２学期末に

３年生の生徒を対象に授業評価アンケートを実

施した。図 12～14は主権者意識の変化を見取

る質問項目に対する回答割合の変化を表してい

る。意思決定型の授業に３年生の全単元で取り

組んだことにより、自分と社会とのつながりを

感じはじめ、政治の在り方や税の使い道を決め

ていく主権者としての意識が高まってきている

ことを読み取ることができる。 

 

図 12 自分と社会(世の中)とのつながりを感じるか？ 

図 14 現実の社会問題を考えることで、変えてほしい社会

現象が少し変わることにつながると感じるか？ 

図 14 現実の社会問題を考えることで、変えてほしい社会現象

が少し変えることにつながると感じるか。 

図 13 主権者の意識を高めることにつながったか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、図 15～17は、教師に対する授業評価項目で、「ＬＰに意見を聞きながら学習を進めたこ

と」に対する自由記述欄へのコメントである。用語的な知識を網羅的に学ぶことよりも社会的な論

争問題を取り扱い、学習内容とリンクさせながら、ＬＰを含む他者と協働して現時点での最適解を

導き出す過程を通して、主権者意識や社会への関心が高まったことが読み取れる。 

 

６ 研究のまとめと今後の課題 

（1）研究の成果 

社会科における主権者教育は、社会（問題）に対する関心を高めるだけでなく、優れた「主権者」

を育てるものでなければいけない。それは、選挙に行って投票する主権者を育てることを最終ゴール

とするのではないと考えている。その意味で、「問い」として設定した現実的な社会問題に関する資

料・データをベースに、生徒が分析し、分析した結果をもとに、各自の主張を作り出し、議論を展開

していくことは将来にわたって、社会について考え続ける主権者育成につながると考えられる。また、

これまでも専門家を授業に招くことはあったが、生徒へ一方向的な語りや提言を行うことにとどまっ

ていた。しかし、家族や身の回りの社会人をＬＰとしたことで、生徒が自ら学び合うためのＬＰを探

し，積極的に議論する様子が見られた。ＬＰが多様になることは生徒の多様な社会的な見方・考え方

の育成にもつながった。 

 

（2）今後の課題 

今回の実践でも、意思決定型の授業は、公民的分野の授業で取り組みやすい。しかし、中学校社会

図 15  

図 16 

図 17 

 



科が３分野に分かれているものの、高校とは異なり、「～的分野」という表現で扱われている以上、分

野の専門性を踏まえながらも身につけさせたい資質・能力は共通であるはずである。このことを踏ま

え、地理的分野・歴史的分野においては、他所や過去で為された意思決定を認識対象とし、批判的な

視点をもって学び、現在（さらに未来）の社会をつくることにつながる授業実践を積んでいくことが

課題である。 

また、評価が変われば授業が変わると言われるように、「高校入試に必要だから」という「基礎・基

本」等を中心とした学力観から脱却させていかなければならない。2020年からの大学入試改革を見据

えた中学校レベルでの取り組みにも早急に着手する必要がある。そのために、現実的文脈において、

知識・技能を使って社会的にも自分自身にも価値がある行為を達成する能力、他者と協働する資質、

つまり未来を創る実践力を身につけさせるための授業改善とともに、評価問題の改善を現場レベルで

図っていきたい。 
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34 号 
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36 号 

37 号 

38 号 

態度の評価基準 

郷土資料 

道徳教育資料 

標準学力検査報告書 

教育相談 

学習指導資料集(国語、算数・数学) 

道徳指導計画 

学習指導資料集(社会) 

学習指導資料集(理科) 

別編採集案内 

特別教育活動の手引き 

郷土資料(改訂版) 

郷土資料(改訂版) 

全小学力調査報告書(社会、理科) 

教師研修に関する研究 

学力調査報告書(国語、算数・数学) 

学校行事の精選 

学力調査報告書(社会、理科) 

指導要録の記入(学力評定) 

学力調査報告書(音楽、技術・家庭) 

指導要録の記入(行動評定) 

問題児の生活態度に関する研究 第１年次 

問題児の生活態度に関する研究 第２年次 

学習意欲の発現を阻害する要因の調査研究 

－小・中学校で行われるテストの児童生徒の学習意欲におよぼす影響一 

修学旅行の検討(修学旅行の手引き)                    第１年次 

遠足・修学旅行の手引き 第２年次 

「小・中学校児童生徒指導要録」の記入要領               第１年次 

「小・中学校児童生徒指導要録」の記入要領               第２年次 

野外教育ガイドブック 

「準教科書・副読本・ワークブック等の効果的利用」「学校行事の精選と効果的運営」  第１年次 

「準教科書・副読本・ワークブック等の効果的利用」「学校行事の精選と効果的運営」  第２年次 

学習集団の中の個別指導のあり方 (第１集) 一国語、算数・数学一 

学習集団の中の個別指導のあり方 (第２集) 一社会、理科一 

「学校裁量」の教育活動 

「学校裁量」の教育活動 

ゆとりと充実のある教科学習指導(授業)の研究 一国語、算数・数学において一 

ゆとりと充実のある教科学習指導(授業)の研究 一理科、社会において 

児童生徒の問題行動に関する研究―反社会的行動の前兆を示している実態調査をしてー   第１年次 
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児童生徒の問題行動に関する研究一反社会的行動の前兆を示している実態調査をして一  第２年次 

児童生徒の問題行動に関する研究一反社会的行動の前兆を示している実態調査をして一  第３年次 

実践力を育てる道徳教育と資料の研究 第１年次 

実践力を育てる道徳教育と資料の研究 第２年次 

自主的・実践的態度を育てる特別活動の研究 一学級会・学級指導を中心として一    第１年次 

自主的・実践的態度を育てる特別活動の研究 一学級会・学級指導を中心として一    第２年次 

一斉指導をふまえ、個を生かす指導の研究 一国語科(理解)指導を通して一 第１年次 

一斉指導をふまえ、個を生かす指導の研究 一国語科(理解)指導を通して一 第２年次 

新教育課程実践に向けての研究 一課題学習を通して一          第１年次 

※小学校「生活科」の指導の在り方  ※中学校「数学科」における個を生かす指導の在り方 

一人ひとりのよさを生かす学習指導 一「国語科」における学習指導と評価一  第１年次 

一人ひとりのよさを生かす学習指導 一「国語科」における学習指導と評価一  第２年次 

ティ一ム・ティ一チングの導入やパソコンの活用による個に応じた学習指導法の工夫改善 

一算数科・数学科の学習指導を通して一 第１年次 

ティ一ム・ティ一チングの導入やパソコンの活用による個に応じた学習指導法の工夫改善 

一算数科・数学科の学習指導を通して一                                    第２年次 

生きて働くことばの力を育てる国語科学習の創造 

ふるさと佐賀市 “再発見” 一郷土学習資料集一  (教師用)         第１年次 

新たな進路指導の展開をめざして 

 一職場訪問を生かした進路指導一 中学校進路指導資料  (教師用１) 

中学生のための上級学校ガイドブック  (中学校進路指導学習資料)  (生徒用) 

新たな進路指導の展開をめざして 

 一職場訪問を生かした進路指導一中学校進路指導資料  (教師用２) 

ふるさと佐賀市 “再発見” 一郷土学習資料集一  (児童用)        第２年次 

小・中学校における「総合的な学習の時間」に関する研究Ⅰ      第１年次 

小・中学校における「総合的な学習の時間」に関する研究Ⅰ      第２年次 

小・中学校における「総合的な学習の時間」に関する研究Ⅰ      第３年次 

基礎・基本の定着をめざす学習指導の工夫  一小Ⅰ中学校国語科一 

基礎・基本の定着をめざす学習指導の工夫  一小学校算数科・中学校数学科一 

学校における教育実践の共有化を目指す教育活動の推進 

 一学校図書館の資源共有化を中心として一 

学校における環境教育及び環境保全活動の推進            第１年次 

 一ゴミ環境教育カリキュラムの作成及び実践を通して一 

学校における環境教育及び環境保全活動の推進            第２年次 

 一ゴミ環境教育カリキュラムの作成及び実践を通して一 

子どもがつながるための学級経営 

 一担任と子ども、子ども同士のかかわりにこだわって一       第１年次 

子どもがつながるための学級経営 

 一担任と子ども、子ども同士のかかわりにこだわって一       第２年次 
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課題研究部 

わかる喜び・できる喜びを求めた授業づくり             第１年次 

児童生徒理解部 

認め合う人間関係を育む支援のあり方                第１年次 

～向き合い・つなげる・居場所づくりの実践～ 

個人研究        小学校教諭 １０名  中学校教諭 １名  

教材、教具創作の部   中学校教諭  １名 

課題研究部 

わかる喜び・できる喜びを求めた授業づくり             第２年次 

児童生徒理解部 

認め合う人間関係を育む支援のあり方                第 2 年次 

～向き合い・つなげる・居場所づくりの実践～ 

個人研究        小学校教諭  ６名  中学校教諭 ２名 

これ以降は、研究紀要をＣＤ―ＲＯＭだけに代わる 

課題研究部 

活用する力を育てる授業実践                    第１年次 

一言語活動を重視した学習活動を取り入れて一 

児童生徒理解部 

児童生徒の安心できる環境づくり                  第１年次 

～不登校の未然防止・対処のあり方を探る～ 

個人研究        小学校教諭  ７名 

教材、教具創作の部   小学校教諭  １名 

課題研究部 

活用する力を育てる授業実践                    第２年次 

 一言語活動を重視した学習活動を取り入れて一 

児童生徒理解部 

児童生徒の安心できる環境づくり                  第２年次 

～不登校の未然防止・対処のあり方を探る～ 

個人研究        小学校教諭  ５名 

教材、教具創作の部   中学校教諭  １名 

課題研究部 

主体的に考え表現する能力の育成                  第１年次 

児童生徒理解部 

自己肯定感を高め、認め合う学級集団づくり             第 1 年次 

～自己肯定感を高め、よりよい人間関係の構築を探る～ 

個人研究部       小学校教諭  ３名 

課題研究部 

主体的に考え表現する能力の育成                  第 2 年次 

児童生徒理解部 

認め合う集団づくり                        第 2 年次 

～自己肯定感を高め、よりよい人間関係の構築を探る～ 
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個人研究部       小学校教諭  5 名 

教材・教具創作の部   小学校教諭  2 名 

課題研究部        

体育の楽しさを求めて主体的に取り組んだり、自ら健康・体力向上   第１年次 

を図ったりする児童生徒の育成 ～特性に触れる楽しさを大切にし 

た授業つくりと健康・体力づくりの取り組みを手立てとして～ 

児童生徒理解部 

児童・生徒の社会性を育む集団づくり                第１年次 

～自己有用感をもてる支援のあり方を探る～ 

個人研究部       小学校教諭  10 名 

            中学校教諭   2 名 

課題研究部        

体育の楽しさを求めて主体的に取り組んだり、自ら健康・体力向上   第２年次 

を図ったりする児童生徒の育成 ～特性に触れる楽しさを大切にし 

た授業づくりと健康・体力づくりの取り組みを手立てとして～ 

児童生徒理解部 

児童・生徒の社会性を育む集団づくり                第２年次 

～自己有用感をもてる支援のあり方を探る～ 

個人研究部       小学校教諭  ７名 

            中学校教諭  １名 

課題研究部                            第１年次 

よりよい社会の実現を目指して主体的に社会にかかわろうとする児童生徒の育成 

 小学校  地域社会とつながる力の基盤の育成を目指して 

 中学校  主権者として求められる力を育む 

児童生徒理解部                          第２年次 

児童・生徒の自己有用感を育む集団づくり 

～小中の連続性を図る学習集団づくり・授業づくりを通して～ 

個人研究部 

            小学校教諭  ８名 

            養護教諭   １名 

            中学校教諭  １名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


