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子どもたちが主体的に取り組む学級活動を目指して

－学級活動(1)の指導の工夫－
奈良市立六郷小学校 教諭 井 上 直 一

Inoue Naokazu

要 旨

学級活動(1)においては、学級や学校での生活の充実・向上に向け、学級の子どもたち全員

が協力して活動を進める。子どもたちが自発的、自治的な実践活動を積み重ねることで、学級

の一員としての自覚を深めることができるとともに、社会性が培われ、個性の伸長を図ること

ができると考える。そこで、子どもたちの自発的・自治的な学級活動がより活発なものになる

よう、評価規準や個人カードによる個に応じた指導の工夫、見通しをもった話合いを進めるた

めの計画委員会の充実、主体的な活動に向けての自己評価の活用などを行った。
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１ はじめに

学級活動における話合い活動は、互いの意見を尊重しながら人間らしく生きていくための創造的な活動

である。また、一つしかない答えを探すのではなく、いろいろな意見や考え方の中から、自分も相手もよ

いと認められるものをみんなで考え出すことで、集団としての高まりやよりよい人間関係をつくり上げて

いく活動でもある。しかし、これまでの子どもたちの話合い活動では、見通しがもてずに単調な話合いに

なったり、議題に切実感がなく活発な意見交流にならなかったりする傾向が見られた。このような課題を

克服するため、個に応じた指導や計画委員会のもち方、自己評価について研究を進めることにした。

２ 研究目的

一人一人の子どもが意欲的に取り組む話合い活動を目指し、指導の工夫について考察する。

３ 研究方法

４月当初、子どもたちは自分たちの願いを出し合いながら学級の目標について話し合い、具体的に文章

化した。また、学級の目標を受けて個人のめあても作成した。その後、何度かの話合い活動を積み重ねた

ものの、一部の子どもだけが発言して決まっていく学級会になったり、同じような議題や切実感があまり

ない議題のために意見交換がほとんどみられない学級会になったりする傾向が見られた。発言の少ない子

どもに聞いてみると、その多くが、人前で自分の考えを発言するのに恥ずかしさがあったり、自分の考え

が間違っているのではないかという不安感をもったりしていることが分かった。また、計画委員会での話

合いの柱立てが不十分であったために、話合いの方向性が定まらなかったり、話合いが深まらなかったり

することも分かった。更に、話合い活動そのものに魅力を感じず、受け身的な活動としてとらえている子

どもも見られた。

以上のような実態を踏まえ、一人一人が主体的に取り組む話合い活動ができるように、次のような点に
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留意して研究を進めることにした。

○ 個に応じた指導の工夫

○ 見通しをもった話合いを進めるための計画委員会の充実

○ 主体的な活動に向けての自己評価の活用

４ 研究内容

前述した課題に沿って、以下のような研究内容を設定し、具体的に取組を進めた。

表１ 話合い活動の評価規準(1) 個に応じた指導の工夫

ア 評価規準の作成

学級活動の評価は、活動の結果よりも活動の過程を重

視し、培った自主性や実践力が学級活動はもちろんのこ

と、あらゆる教育活動に生かされるよう、個々の児童の

よさを積極的に認めるものが望まれる。そのためには、

。子どもの力を見取るための評価規準の作成が必要になる

本校におけるこれまでの評価については、全学年一貫

した評価規準がなかったため、系統的な評価ができにく

くなっていた。そこで、特別活動や学級活動のねらい、

子どもたちの実態を踏まえ、右のような評価規準を作成

した（表１ 。）

イ 個々の子どもの活動の見取り

子どもたちの自主的な活動を引き出すためには、子ど

も一人一人がどのように活動し、どのように成長しつつ

あるのかを指導者が的確に見取り、それぞれの学年に応

じて適切な指導をすることが大切になる。そこで、個人

カードを子どもに持たせ、学級全体のめあてに対する自分のめあてや話合いの柱に対する意見を前もっ

て書かせたり、話合いの後に自分の感想や振り返りをさせたりして、指導者が一人一人の子どもの見取

りをしっかりとすることができるようにした（図１ 。また、普段の活動の姿も含めて、個々の子ども）

についての活動や指導の記録をしっかりととるようにした。個々の子どもに対する見取りと指導の手立

ての例を、以下に示す。

Ａ児

なかなか自分のめあてに

沿って発表できなかった。
今回は、相手の意見に質

問したり、自分の意見を言
ったりすることができた。

指導者
学級会の前に本人と話し、十分に自分の考

えをもっているので、まず、頑張って発表し
ようと励ました。さらに、友達の意見をよく
聞き、質問できるときには積極的に発言する
よう言葉がけをした。
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Ｂ児

一人一人の個人カードを話合い活

動後に評価し、がんばったところや

もう少しがんばらなければならない

ところを子どもと個別的に相談し、

次の活動に向けて一緒にめあてをつ

くったり、励ましや助言を行った。

このことによって、子どもたちは、

話合い活動で意見を出したり、相手

の意見に対して反対賛成の意見を言

ったりすることができるようになっ

てきた。

ウ 評価規準を基に行った個に応じた指導の実際

－「卒業に向けて タイムカプセルを作ろう」の取組から（11月）－

二学期も後半を迎え、大きな行事も一段落したこの時期、６年間一緒に学校生活を送ってきた友達を

大切にし、今よりももっと学級がまとまるように、そして、卒業後もみんなの心に残る思い出をつくり

たいということで、議題が提案され、話し合うことになった（図２ 。）

計画委員会で事前の打合せを行い、子どもたちは個

人カードにめあてや意見を記入した。今回の話合いで

は、特に個人カードの振り返りのデータから、Ｃ児と

Ｄ児に注目した。Ｃ児もＤ児も、普段の話合い活動で

は自分の考えをみんなの前で発表することができるも

のの、友達の意見に対して、賛成・反対意見を述べる

ことが少なかった。そこで、Ｃ児には、友達の意見と

自分の意見を比べながら考えをまとめることを事前に

個別の面談で助言した。また、Ｄ児には、個人カード

を使って本人の考えや意見をまとめさせ、見通しをも

たせて、本議題の話合いに臨ませた。

、いつタイムカプセルを開けるかという話合いの中で

ほとんどの子どもが20歳に開けるという意見を出した

のに対して、30歳に開ける意見を出した子どもが一人いた。

自分から手を挙げて意見を言

うことができた。しかし、友達

の意見に賛成や反対の意見を言

うことができなかった。

自分の意見を言うことが

。 、できた 友達の意見を聞き

進んでそれに対する意見も

発表することもできた。

指導者
個別の指導で、進んで意見を述べている

ことをほめた。更に、賛成・反対意見が述
べられるよう、個人カードに自分の考えを
くわしく書くよう助言した。

図１ 個人カード

図２ 活動計画
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、 、 、 、 。そこで 司会者は 多い方に決定しようとしたが 安易な多数決を避け 再度みんなに意見を求めた

そのとき、Ｃ児が「20歳で開け、もう一度違うものを入れた後、30歳で開けたらいい 」という意見を。

発表した。多くの友達から賛同が得られ、この意見に決定した。このことは 「友達の意見等から自分、

の考えを深めて考えようとしている」という評価規準を実現したものであるとともに、Ｃ児の自信にも

つながった。事後指導として、Ｃ児には、二つの意見のよさをうまく生かしたことを賞賛し、次回も自

分の意見を述べ、積極的に話合いに参加するよう励ました。また、Ｄ児は、発言はなかったものの、自

分の意見をもっていたことをまず認めながら、自分の意見を述べることの大切さを再度確認し合った。

(2) 見通しをもった話合いを進めるための計画委員会の充実

話合い活動で重要なことは、計画委員会において見通しをもった事前の話合いをうまく進めることが

できるかどうかがポイントになると考える。しかし、子どもたちは、計画委員会での話合いを十分にも

たないまま学級会に臨んだり、学級会後の反省を十分にしていなかったりすることが多かった。

このような実態は、指導者があまり計画委員会を重視してこなかったことに原因があると考える。そ

こで、子どもたちが計画委員会の中で、活動の見通しをもち、自発的に進めていくことができるよう、

指導者として以下のような手立てを工夫した。

○ 議題選定や話合いの柱の明確化への支援

議題を選定するためには、議題箱に子どもたちからのある程度の数の議題案が入ることが必要であ

る。議題箱を置いておくだけでは、なかなか集まらない。そこで、朝の会や帰りの会に日直がみんな

に呼び掛けをするようにした。

最初のころはあまり効果はなかったものの、呼びかけを続けることで、次第に議題案が集まり出し

。 、 、 。た そして このことにより 計画委員会の子どもたちも意欲的に議題選定の作業に取り組み始めた

しかし、議題は集まるものの、議題選定について十分な話合いができなかったり、議題選定の判断

基準が明確でなかったりして、学級会での話合いがうまく進めることができなかった。また、提案理

由や話合いの柱が不明確なまま本番の学級会に臨んでしまった結果、時間内にうまく話合いがまとま

らないという状況も起こっていた。

そこで、議題選定の基準を設け、子どもたちが議題として採用するかどうか判断しやすいようにし

た。また、提案理由や話合いの柱が明確化できるよう、何のために話合いをしているのかを考えさせ

たり、予想される意見を想定させたりするなど、計画委員会での話合いを十分に行った。

○ 計画委員会ノートの作成

子どもたちが「議題選定→計画→実行→振り

返り」の流れを意識することができるよう、計

画委員会ノートを作成した（図３ 。計画委員会）

では、話合いの柱、進め方、予想される意見を

考え、学級会での話合いがうまく進められるよ

うに打合せを重ねた。また、振り返りも司会団

で行い、できていたところやできなかったとこ

ろを絶えず反省していった。

○ 学級活動進め方マニュアルの作成

司会団が見通しや自信をもって話合いができ

るように学級活動進め方マニュアルを作成した。最初のうちは、そのマニュアルを見ながら進めてい

た司会団の子どもたちも、ある程度慣れてくると、自分たちで工夫して進めることができるようにな

図３ 計画委員会ノート
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ってきた。

○ 学級活動コーナーの活用

学級のすべての子どもが次回の学級会の内容を理解し、見通しがもてるように学級活動コーナーを

設けた。子どもたちは、計画委員会で話し合った内容や学級会で決まったことを書き込んでいった。

このことにより 「話合いや議題の共有化 「話合いの進め方の理解 「見通しや進行状況また決定事、 」 」

項の確認」ができるようになった。

○ 司会団の心得を生かす

司会団への支援は大変重要である。特に、計画委員会において司会団に直接的な指示はしないもの

の、話合い活動を円滑に進める上で指導者による相談やアドバイスは大切である。

、 、 「 」できるだけ自分たちの力で話合いをすすめ それに自信がもてるよう 次のような 司会団の心得

を提示した。この心得を作成することで、司会団の子どもたちは、主体的な話合いに大切なポイント

を絶えず意識して話合いを進めることができた。さらに、司会団を輪番制にすることで、みんなが司

会の役割を経験することができた。

この中で、③の「みんなが納得する決定を心がけよう 」が特に大切であると考える。多数決をと。

ることは決していけないことではないが、安易に多数決をとることで少数意見が取り上げられなかっ

たり、納得のいかない不十分な話合いになったりしてしまう。子どもたちは、この心得を意識するこ

とにより、すぐに多数決をとることなく、粘り強くみんなに意見を求めるようになってきた。また、

行き詰まったときには、司会団で相談する場面も見られた。

○ 計画委員会の時間の確保

、 。６年生は学校のいろいろな場面で活躍することが多く 計画委員会の時間を確保することが難しい

そこで、司会団が見通しをもって学級会を行うことができるようにするため、週定表を作成した。最

初のころ、子どもたちにとって休み時間や放課後を使って行う計画委員会は大変なものであった。自

由な時間を過ごしたいことから、なかなか話合いがまとまらず、いらだつ場面も見られた。しかし、

回を重ねることで活動も意欲的になり、少ない時間を有効に活用し、話合いを進めることができるよ

。 、「 。」「 、 。」 、うになってきた 予想される意見では こんなことも出てくるよ いや これはどうかな など

活発な議論がなされた。この背景には、学級会そのものの魅力が高まり、司会団がみんなの意見を引

き出し、話合いをまとめていきたいという意識の高まりがあったからであると考える。

(3) 自己評価を活用した主体的な活動の充実

指導者が集団や個人の指導に生かす評価を進めることが大切であることは言うまでもなく、子ども自

身が話合いの自己評価をすることは、学級全体のめあてや自分のめあてを振り返り、自信を高めたり、

次への活動意欲につながったりすると考える。

そこで、個人カードと計画委員会ノートを使って、自己評価活動の充実を図った。

ア 個人カードを話合い活動の充実に生かす

上に述べたように、一人一人の子どもたちが主体的に話合い活動に臨むためには、自分のめあてを

① 提案理由や学級全体のことをいつも考えよう。

② 出された意見を整理し、賛成と反対の意見を出してもらおう。

③ みんなが納得する決定を心がけよう。

④ 時間内に話し合えるように進めよう。

⑤ 困ったら、まず、司会団で相談しよう。
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もち、あらかじめ議題に対する自分の考えをもっておくことが大切である。また、振り返りをするこ

とも次への話合い活動の意欲付けや自信を高めることにつながる。さらに、個人カードに「ここがよ

かった、こうしたらもっとよかった」欄を設け、コメントすることは、自分のよかったところやもっ

とこうしたらよくなるところを具体的に把握することができ、次へのステップにつながっていく。

イ 計画委員会での振り返りを話合い活動の充実に生かす

学級会終了後、司会団で振り返りカードを使って反省を行

った（図４ 。特に 「ここがよかった、こうしたらもっとよ） 、

かった」といった前向きな項目を重視し、次の司会団へのア

。 、ドバイスを記録に残した 記録に残した計画委員会ノートは

次の司会団に引き継がれる。次の司会団は、前回の司会団の

、 。内容を参考にし 自分たちの計画を立てていくことができる

司会団の中に 「少し先生にたよってしまった。計画をし、

っかり決めておかなければならなかった 」などの振り返り。

があった。そして、その次の司会団の振り返りカードには、

「先生にたよることなく自分たちで困ったときも相談をして

進めることができた。みんなの意見を引き出すための工夫が

できた 」とコメントしてあった。まさに、振り返りが次に。

生かされた内容であった。よりよい話合い活動にしていくた

めの自らの取組が実を結んだものであると考える。

５ 成果と今後の課題

(1) 計画委員会ノートや個人カードを使用することで、一人一人の子どもが議題に対して、十分な準備と

自分の意見をもって話合いに臨むことができた。見通しをもって話合い活動を進めることができたこと

、 。「 。」は 子どもたちの自信につながった 次の学級会にはこんなことに気を付けて話合いを進めてみよう

などの声も聞かれるようになった。

(2) 進め方マニュアルを作成することで、話合いの進め方が身に付き、話合いを積極的に取り組めるよう

になってきた。最初のころはマニュアルを見ながら進めていた司会団も、回を重ねるにつれて、自信を

もって進められるようになった。このことは、司会の進め方を事前の計画委員会で十分に相談しておい

た結果だと考える。

(3) 司会を輪番制にすることによって、すべての子どもが司会を経験することになり、司会者の立場、フ

ロアの立場の両方を体験することで、司会を支える意見を述べることができるなど、みんなで話合いを

進めていく力や気持ちが高まってきた。

(4) 個人の反省や司会団の反省をすることで、次へのステップにつなげることができた。今まであまり自

分たちの話合いの進め方を意識せずに話合い活動をしてきた子どもたちが話合いの振り返りをすること

で、自分や集団のよさに目を向け、よりよい話合い活動にしようとする意識が高まった。

(5) 朝の会や帰りの会で、仲間のがんばりについて発言したり、自分のがんばりを述べたりすることがで

きるようになってきた。

、 、 。 、本研究を通して 話合い活動も上手になり 学級のまとまりも強く感じられるようになってきた 更に

自分の思いや考えを自分の言葉で表現し、友達のよさを認め合う話合い活動を充実していきたい。

図４ 振り返りカード
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