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１

成に関わり，役割を分担して協力する中で，所属感や

問題

連帯感，互いの心理的な結び付きなどが自然に培われ

特別活動は集団や社会の形成者としての見方・考え

るように」
指導することが求められている点である２）。

方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実践的に取り

これら２つの特徴を踏まえ，特別活動の目標を達成

組み，互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己

するためには，意図的にスキル訓練を行なって，対人

の生活上の課題を解決することを通して資質・能力を

関係スキルや合意形成スキルを身に付け，所属感や連

育むことを目指す教育活動である 。この「互いのよ

帯感，心理的結びつきの感情を実感し共有することが

さや可能性を発揮しながら」とは，旧学習指導要領の

求められる。これに関連するスキル訓練プログラムの

目標で「望ましい集団活動を通して」として示された

一つに，古屋ら３），４）の心理教育的集団リーダーシッ

趣旨をより具体的に示したものであり，その特質とし

プ訓練がある。これは本来，心理教育的集団のリー

て以下の２点が挙げられている。第１は合意形成の過

ダーとしての教師モデルをベースに，教師に求められ

程についてであり，他者に迎合したり同調圧力に流さ

る資質を育成するための訓練プログラムであり，主

れたりすることなく，「批判的思考力をもち，他者の

に学部や教職大学院の授業での実践５），６）が行われて

意見も受け入れつつ自分の考えも主張できるようにす

きた。特にこのプログラムのうち，集団的対話法の一

ること」
，
「異なる意見や考えを基に，様々な解決の方

つであるWorld Café７） については，授業に活用した

法を模索したり，折り合いを付けたりすること」が求

例８），９）が報告されている。こうした授業での実践例

められている点である。第２は心理的帰結に関するも

は，本来は教員養成を目的としたプログラムであるも

ので，「自由な意見交換を行い，全員が等しく合意形

のを，学校の授業でも行える可能性を示唆するもので

１）
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あり，特別活動に求められる児童生徒の対人関係スキ

日の分散登校であり，実質的な登校再開は６月第３週

ルや問題解決スキルを育成するプログラムの一つとし

からであった。

て活用できることが予想される。
しかしながら，こうした実践はまだ報告例が少な
く，特に小学校の学級活動において積極的に活用した
例は見当たらない。そこで本報告では，小学校の学級

３）測度
Ｃ＆Ｓ質問紙（群馬県総合教育センター）10），11）の
小学生版を用いた。

活動において，集団的対話と，リーダーシップ訓練プ
ログラムを取り入れた事例を報告することとした。

４）手続き
第１著者が担任教師として，学級活動を中心に授業

２

実践を行った（表１）。

方法

本研究における共著者の役割は、授業実践とその結
果のまとめは第１著者、統計処理は第２著者である。

１）対象
Ａ小学校第４学年１学級22名（男子14名，女子８
名）
。中核市郊外の児童数約150人の小規模校。

問題提起や考察を含む他の部分については共同で行っ
た。

２）時期
2020年５月～2020年12月。４月中は休校，５月は２
週に１度の登校（学習相談日）
，６月第２週までは隔

表１
題材名

指導のねらい

本実践の概要
目指す児童の姿

手立て

学校再開後のみんな 休校中でも学級の友人や学級への愛着を深め 学校再開後の生活に希望を持ち、学級の一員
５/９
に手紙を出そう
るとともに、学校再開後への希望や目標をも としてどんな学級にしたいか、全員が集まっ
１ ～
学級の翼を作ろう てるようにする
たらどんなことをしたいかなど思いをふくら
５/31
ませている
係活動マイスター

２

６/１
～ ビデオエール
６/15

児童が休校中に頑張ったことや、得意なこと 学級をよりよくするために、自分にできる目
を係にし、学級のために働いていることを実 標や具体的な活動を考えている
感できるようにする
分散登校で別の日に登校している児童に自分 学級の一員として、自分の様子や相手の気持
たちの様子を知らせることで、クラス全員で ちを思いやる言葉を伝えながら、互いを尊重
活動している雰囲気を味わえるようにする
し合い仲良くしたり信頼しあったりして生活
しようとしている

理想のクラスについ「一人ひとりが考える理想のクラス」について 自分たちの理想のクラスについて話し合い、ビーイング
３ ６/20 て考えよう
知り、思いや理想が違うからこそ相手を尊重 これからの生活の仕方について具体的に考え
することが大切だと気づけるようにする
ている
７/１
４ ～
７/21

話の聞き方・伝え方 人の話を聞いたり、タイミングよく話したり 友達と協力することや、うまく話し合えるこ GWT「色鉛筆を忘れ
することの大切さを体験し、日常生活でも活 とのよさや喜びに気づき、話し合うときの具 ちゃった」
体的な作戦を立て、実践しようとしている
GWT「ムシムシ教室
用できるようにしていく
の席替え」

２学期の目標を決め どのような２学期になるとよいか話し合い、どのような２学期になるとよいか考えそれを World Café
５ ８/24 よう
２学期の生活への希望や目標を持てるように 実現するための目標や具体的な活動を考えて
する
いる
Ａ小運動アワーズを
９/４
成功させるには（３
６ ～
年生との交流、高学
９/28
年競技の係活動）

どのようなＡ小運動アワーズになるとよいか Ａ小運動アワーズの中で中学年のリーダーと World Café
話し合い、自分にできることを考えるととも してできることについて話し合い具体的な作
に、実践で学んだことを日常生活でも活用で 戦を立て、実践しようとしている
きるようにしていく

７

褒め合える、認め合 友達のことをほめたり、認めたりするときに ロールプレイを基に人を褒めたり、認めたり SST（ 褒 め 合 い、 認
10/６
える学級
大切なことについて話し合い、自分の目標を するときのコツについて話し合い具体的な作 め合い）
～
決めるとともに、実践で学んだことを日常生 戦を立て、実践しようとしている
GWT「幸せ宅急便」
10/30
活でも活用できるようにしていく

８

11/26 よりよい学級を目指 今までの取り組みを振り返り、さらによりよ 学級の一員として、学級のよさやよりよくな World Café
～ して
いクラスになるための課題を見つけ、解決方 るための課題を見い出し、具体的な作戦を立
12/16
法を考え実践できるようにする
て、実践しようとしている
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２－１）休校中の取組

結果

児童に学級の仲間意識や目標を持たせるため，
「再
開後のみんなに手紙を書こう」，「『学級の翼』を作ろ

１）学校および学級の実態
Ａ小学校は小規模校であり，クラス替えがないこと

う」，という２つの課題に取り組ませた。

から，人間関係や役割の固定化が見られ，その中でも

「再開後のみんなに手紙を書こう」では，学級の友

一部の児童の意見に従う傾向があった。また，平成30

達へ「今の気持ちや頑張っていること」「学校が再開

年度全国学力・学習状況調査では，
「話し手の意図を

したらみんなでやりたいこと」などを伝える手紙を書

捉えながら聞き，自分の意見と比べるなどして考えを

かせた。手紙は学校宛ての封筒に入れ，ポストに投函

まとめること」を問う設問において，全国平均と比べ

し郵送する形にすることで，国語科の学習との関連を

て正答率が低く，話し合いの中で意見の共通点，相違

図るとともに，未来に向けて手紙を送るような実感が

点を見い出すことや，他者の発言を受けて自身の意見

得られるよう工夫した。児童から届いた手紙には，逆

をまとめ直すことに課題があることが示されていた。

上がりができるようになるために練習したことや家の

実践対象となった学級は，素直な児童が多く，担任

人の手伝いを頑張ったこと，登校が再開したらやりた

の指示や学校の決まりを守ることができる児童が多

いことや学級全員のイラストなどが書かれていて，仲

い。
しかし学級全体やグループ単位での活動では，他者

間の大切さを感じている様子が受け取れた。

と協力せずに作業を進めてしまう児童や，話し合いに

「『学級の翼』をつくろう」では，休校中でも児童一

参加せず傍観している児童もみられた。そのため集団

人一人が学級の一員であることを感じさせるため，思

活動に取り組むスキルが十分に身に付いていない，集

いを書かせた羽を作らせ，再開後に全員分を貼り合わ

団活動に自主的に取り組む意欲が低いと考えられた。

せ１枚の翼の絵を作らせることとした。児童が作成し
た羽根には，「賑やかでたのしくしたい」「思いやりの
あるクラスがいい」「がんばれるクラス」「ルールを

２）実践内容と経過
休校，分散登校中は対面でなくても行える活動を考
えた。登校再開後は感染対策上の可能な範囲でGWT
（グループワーク・トレーニング：授業で行える、集

しっかり守れる」
「話をしっかり聞ける」など，さま
ざまな思いが込められていた。
２－２）分散登校中の取組

を行い，そこでの気づきを基に

６月前半は学級を２グループに分けて交代での登校

を用いた。２

が行われた。この期間には，グループ間での繋がりが

学期以降は集団活動も一部行える状況となり，World

感じられるように，「係活動マイスター」「ビデオエー

caféやSST（ソーシャルスキル・トレーニング：授業

ル」，の活動に取り組ませた。

団活動の訓練）

12）
，13）

計画を立てた。記録にはOPPシート

14）

で行える、コミュニケーション技術の訓練）

15）

り入れた（図１）
。以下に各実践の概要を示す。

を取

「係活動マイスター」では，自己有用感を高める目
的で，自分の特技や休校中に頑張ったことを基に係活
動（１人１係）を行う活動を設定し
た。従来の係活動と異なるため戸惑い
も見られたが，次第にどんな係がよい
か話し合うようになり，
「クイズ係」
や，折り紙で教室を飾り付ける「か
ざり係」などが作られた。前日にホワ
イトボードに書かれたクイズや絵を見
て楽しんだり，次の日に登校する児童
に向けてイラストを残したりなど，別
のグループとの交流も行われるように
なった。分散登校が終了した時には，

図１

OPPシート

全員に係活動を頑張ったことを認める
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「マイスター証明書」を発行した。その後に改めてク

出た。うまくいかなかった点については「このように

ラスの係活動について決めたが，
「かざり係」
「クイズ

すると，話し合いがうまくいかないことがわかった」

係」
「イラストを描く係」など，
「係活動マイスター」

と肯定的に捉え直させ，最後に「クラスやグループで

で行われていた係が多く作られた。

話し合うときに気をつけるとよいことはどんなことだ

「ビデオエール」は，別グループの児童との絆づく

ろう」「これから２週間の作戦」を記述させた。

りを目的として，グループ内の２～３人のメッセージ

児童の考えた作戦（目標）には，
「意見を順番で言

動画を撮影し，別グループに送る活動であった。視聴

う」「悪口を言わず優しく言う」「話を聞いてから行動

後には，出演した相手への返事を付箋紙に書き，プレ

する」
「話を聞くときは静かにする」といったものが

ゼントすることにした。別グループからの返事を受け

多く，今回のGWTで気づいたことを生かそうとする

取ると，何度も読み返す様子が見受けられ，自分の

様子が見受けられた。

エールに対して，友達が反応を返してくれたことの喜

その後の２週間は，図工や理科，社会等他教科で

びを噛み締めている様子だった。

も，授業中に意図的に班で話し合い，課題を解決する

２－３）理想のクラスについて考えよう

活動を設定した。活動前に「話し合いの作戦」を意識

PA（プロジェクト・アドベンチャー：授業で行え

するように伝えるとともに，活動後にはうまくいった

を元にしたビーイングを行った。

点をOPPシートに記述させながら，称賛したり，う

ビーイングは本来，模造紙の上にグループの中の一人

まくいかなかった場合には理由を問いかけ，次はどん

の体の形をなぞったり，メンバー全員の手形を写し

なことに気をつけるべきか考えさせたりした。その結

取ったりしたものを用いるが，感染症対策のため，

果，少しずつ児童の意見の伝え方，聞き方に変化が見

る、体験活動）

16）

「学級の翼」を活用することとした。

られ，何か別の考えを持っていないか問いかける様子

始めに，休校中に書いた手紙を全員で読み合い，一
人一人が学級に特別な思いを持っていることを感じさ

や，自分の意見が伝わったか相手に確認する様子も見
られるようになってきた。

せ，児童一人一人が作成した羽根を円形に貼り付けさ

GWT「ムシムシ教室の席替え」は，「色鉛筆を忘れ

せて，その横に自分が込めた思いを記述させた。一人

ちゃった」よりも情報カードが多く，難しい活動で

一人の「どんな学級にしたいか」という思いが違うこ

あったが，児童はこれまでの実践での気づきを生かし

とを確認し，円の中に「クラスみんなの理想が叶った

ており，前回よりもスムーズに活動出来，焦って友達

クラスはどんな様子か」
，円の外側には「理想のクラ

を急かすような児童も見受けられなかった。振り返り

スにあってはいけないこと」を記述させた。

では，「今回は一人ひとり意見が言えた」「前よりも協

２－４）話す・聞くスキルの育成

力できていた」と前回と比べてうまくいったことを実
を通して，聴く

感する様子や，
「大変だったけど，楽しかったことに

ことの重要性や多くの情報をまとめるときのグループ

驚いた」
「完成しなかったけど楽しかった」といった

の協力の大切さに気づかせるとともに，日常生活の中

意見もあり，話し合い，課題を解決することのよさを

で実践したことをOPPシートに記録し，それをGWT

改めて感じている様子だった。

GWT「色鉛筆を忘れちゃった」

12）

「ムシムシ教室の席替え」 で振り返る活動を行った。

実践の成果を共有するため，OPPシートの「学習後

「色鉛筆を忘れちゃった」
（給食編）では，初めての

の問い」「実践全体の振り返り」を全員分複写し，模

GWTであったこともあり戸惑う様子が見られた。振

造紙に貼って構造的に表した。「みんなが納得するた

り返りでは，うまくいった理由として「しっかり意見

めの話し方・聞き方」「みんなで話し合うために必要

を聞くとうまくいく」
「みんなで協力すると楽しい」

なこと」
「意見をまとめるために大切なこと」の３つ

「人の言いたいことを聞くのが大事」
「文句を言わな

に分け，それらを「話し方」
「聞く態度」が支えてい

い」といった意見が出た。うまくいかなかった点では

るような図で表した（図２）。また，児童の「うまく

「話を聞いてくれない人がいた」
「早くしようとして言

いったら話し合いが楽しい」という感想を，話し合い

い過ぎてしまった」
「あっていることを言っているの

がうまくいっているかどうか判断するポイントとして

に『無視』『うるさい』と言われた」といった意見が

まとめた。模造紙は教室内に掲示し，一つ一つ読み上

13）
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の児童がホワイトボードにスムーズに
意見を表出することができた。また，
児童が記述した意見や絵に対して児童
同士が質問し合う様子が見られた。
ハーベスティングでは，
「６年生を
勝たせてあげたい」「高学年のために
係活動を間違えないようにする」と
いった前回以上に他者に注目した内容
が見られた。その後にOPPシートに
運動会を成功させるためにリーダーと
してできることと作戦（目標）を記述
させた。リーダーとしてできることに
図２

OPPシートから抽出したコメントを構造化した模造紙の例

は，「困っていたら教える」「誰かが指
示を出す前に動く」「ふざけない」「注

げて，自分の記述が学級全体の成果の一部となってい

意をする」といった記述が見られ，３年生の手本とな

ることを感じられるようにした。自分が共感した記述

る，３年生に指示を出すことがリーダーの役目として

には，シールを貼る活動を行った。

考えている記述が多かった。成功させるための作戦も

２－５）２学期の目標づくり
２学期の生活に向けて意欲を高めることを目的に
World caféを用いて目標づくりを行った。

「練習に全力で取り組む」「練習の時も本番のようにす
る」「ふざけさせないようにする」「困っている低学年
を助ける」といったものが多かった。また，
「係の仕

ラウンドテーマは，「２学期の終業式『サイコーの

事をしっかりできるようにする」といった作戦があっ

２学期だったね！』どんな２学期だった？」
，
「そのた

たため，用具の準備等も係の仕事として扱っていくこ

めに，リーダーとして何ができるか」であった。

ととした。

初めてのWorld Caféであったため多くの児童に戸

運動会当日にも，競技に全力で取り組む姿や，３年

惑いが見られたが，２学期の目標を書かせたハーベス

生と成果を認め合う姿が見られた。本番のリレーで，

ティング（コメントが書かれたカード。一人一人の気

３年生がバトンを落とすハプニングがあったが，終了

付きを全員で見渡し、話し合いの成果を感じ取れるこ

後に責める様子はなく，頑張りを認める声かけを行っ

とが、この名前の由来）には，
「全てに本気」
「授業に

ている様子が見受けられた。競技後の高学年競技の係

集中して遊ばない」といったように結果ではなく過程

活動にも意欲的に取り組む様子が見られた。当日の

に注目した目標や，「困っている人がいたら助けてあ

OPPシートの記述には，
「みんなのおかげで成功でき

げる」「授業が楽しくできて，協力できる」といった

た」「みんな全力で走れた」「片付けも協力してでき

ように他者に目を向けた目標が多く見られた。

た」
「諦めないでよかった」といった記述が多く見ら

２－６）
「Ａ小運動アワーズ」を成功させるには

れた。

「Ａ小運動アワーズ」は，学年ブロックに分かれて

実践の成果を共有するため，この活動においても

行なわれた運動会の代替行事である（以下は便宜上，

OPPシートの「学習後の問い」
「実践全体の振り返

運動会と称する）
。４年生がリーダーシップを取る場

り」を模造紙に構造的に表して掲示した。ここでは

面が例年より多いことから，まず自分たちにできるこ

「勝ち負けだけでない協力」が多く見られたことに注

とをWorld Caféにより話し合った。

目させ，勝ち負けでない協力には，
「目標を立てて取

ラウンドテーマは「
『笑いあり，涙あり，Ａ（小学

り組む」「仕事や練習に集中する」「褒め合い・励まし

校）の底力』が達成されたらどんな運動会になるか」

合い・アドバイス」が大切であることを学級全体で共

「そのためにリーダーとしてできること」であった。

有した後で，共感した振り返りにはシールを貼らせ

運動会での経験を想起しやすかったようで，ほとんど

た。
「みんながんばったから，私にとってはみんな優
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勝」「最初は不安だったが，友達が助けてくれたから

ときに大切なこと」と「実践全体の振り返り」を基に

うまくできるようになった」という振り返りに特に

一枚の模造紙に構造的にまとめたものを提示した。

シールが集まっていた。
「褒めたり，励ましたりする

成果の共有において「内容が大切」という記述に

ことは大事だけど難しい，うまくできない」といった

シールが集まったことを踏まえ，GWT「幸せ宅急便」

意見があり，この意見に共感する児童が多く見受けら

を行った。

13）

始めにこれまでの成果をまとめた模造紙に注目さ

れた。

せ，自分たちがどれだけ褒める力が身についたのか確

２－７）褒め合える・認め合える学級
褒める，励ますスキル訓練として，ロールプレイを

認することをめあてとして取り組むように促した。子

行った。テーマは，運動会で実際に起こった（バトン

どもたちは生活班のメンバーに対して付箋紙に相手の

を落とした）エピソードと，
「理科の学習で班の考え

よさを真剣に記述していた。中には色鉛筆を使ってイ

を上手く説明できた友達にどのような言葉がけをする

ラストを付け加える児童もおり，相手がどのようにし

か」であった。ロールプレイの後，人を褒めたり励ま

たら喜んでくれるか真剣に考えて記述する様子が見受

したりする際に大切なことと，２週間後の旅行行事で

けられた。なかなか記述できない児童には，掲示して

３年生を褒めたり・励ましたりすることができるよう

ある制作物を見てきてよいことを伝え，なるべく自分

になることを目標にこれからどのように過ごしていく

で友達のよさを発見できるようにした。

かをOPPに作戦として記述させた。児童の記述の中

２－８）よりよい学級を目指して

には，
「人の話を真剣に聞いて相手の気持ちを考える」

これまでの実践のまとめとしてWorld caféを行っ

「笑顔でほめる」
「ハイタッチや拍手」
「落ち込んでい

て考えや感想を共有した。始めに，成果の共有に用い

る人がいたら安心する言葉を言う」という記述が見ら

てきた模造紙を掲示したり，OPPを見返したりしな

れた。

がら，これまでの取組を振り返らせた（図３）
。ラウ

日々の生活の中で褒めることが意識できるように朝

ンドテーマは「私たち，理想のクラスに近づいたね！

の会で「隣の人を褒める」
「グループの友達を褒める」

どんなところが成長した？ 何ができるようになっ

といった目標を提示し，生活させた。学習でも，意図

た？」，「もっと理想に近づきたい！ いや，理想をこ

的に友達の作品の鑑賞などを取り入れた。OPPシート

えたい！ 自分たちには何ができる？よりよいクラス

の記述を見ると，
「褒めることができた」
「褒めるため

になるためのアイディアを出し合おう。
」であった。

には相手のことをよく見る」
「ほめてくれて嬉しかっ

ハーベスティングでは，さらによりよいクラスにする

た」といった記述や，
「よいところを見つけられな

ために自分が頑張ることを付箋紙に記述しクラス全体

かったので，見つけられるように意識する」といった

で共有した。児童の記述には「いい意見が出たら，

記述も見られた。児童の記述を認める
コメントを返しつつ，褒められた相手
の感情が大切だと考え，相手の反応は
どうだったか記述するように促した。
旅行のオリエンテーションや前日の
確認では3,4年合同で班を組み，班ご
とに約束を考えるなどの活動を行っ
た。その中でも３年生を褒めたり，認
めたりすることを意識して活動してお
り，集中して話を聞くことが難しい児
童にも励ましの言葉をかけながら，話
し合いの参加を促していた。
実践の成果を共有するため，これま
で同様に「褒めたり・励ましたりする

図３

World Caféにおけるホワイトボードの記述例
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『いいと思う』と言う」
「ケンカをしないように意識す

考を促すコメントを記述した。

る」「困っている子がいたら助けてあげたり協力して

実践を続けていくと，「作戦」を変えたり付け足し

あげたりする」
「たくさん助け合いをする」といった

たりする児童がみられるようになった。また，友達に

ような，これまで取り組んできた実践を踏襲したもの

してもらったことや自分ができたことを具体的に記述

が多かった。

していた児童は，自分や学級のよさを感じられている

児童がOPPシートに記述した「作戦」
（計画）はこ

様子だった。また，
「話をしっかりと聞く」と作戦を

れまでの実践を踏襲したものが多かったことから，こ

立てた児童は，話を聞くことで発言が多くなることに

れまで同様に授業中に意図的に話し合いや認め合う場

気づき，発言すると授業が楽しくなると気づきをつな

面を設定した。また，児童に適切なアドバイスを行う

げている様子もみられた。

ために，休み時間にも児童の様子の観察を行った。よ

２週間の実践後，改めて「現在のクラスは何点か」

り実践意欲を高めていくためにOPPシートのコメン

を集計し，全体に提示した。実践前は90点以上と答え

トを工夫した。例えば，観察の中で，特定の友達と遊

た児童が６人ほどだったのに対し，実践後は15人と半

んでいるが，OPPシートには「みんなと仲良く遊べ

数以上となった。理由について問いかけたところ，

た」と記述されている点に対しては，
「みんなとは誰

「いじめやけんかがないことがわかったから」「ブラン

でしょう？」「いつも遊んでいない人とも遊んでみよ

コなどの遊具を貸してくれることが増えた」
「みんな

う」というような自身の行動を振り返らせるコメント

先生が何かしてくださいと言う前に行動できている」

を記述した。また，
「困っている人がいなかった」と

といった自分ではなく他者の成長やよさを実感できた

いう記述が多かった児童には，困っている人がいない

ことを根拠にした発言が多く出た。

ことはいいことだと伝えた上で，
「作戦」の変更を提
案した。できたことのみを記述している児童には，な
ぜうまくいったのか，前日と変えたことは何か，と思
表２

３）学級の雰囲気と自己肯定感の変化
実践開始前（５月）と終了後（12月）において，児

学級雰囲気に関する項目の実践前後の比較

項目合計

事前（５月）

事後（12月）

平均

SD

平均

SD

（df＝21）
t

p

58.86

7.53

66.23

4.89

-5.490

.00

**
**

１

このクラスでは、クラスの話し合いの中で、いろいろなアイディアが出されます

3.45

.74

4.09

.81

-3.780

.00

２

このクラスでは、クラスの活動について自分たちで決めて実行します

3.23

.69

3.59

.59

-2.012

.06

３

このクラスでは、新しいことに挑戦しようとすることがみとめられる雰囲気があ
ります

3.45

.91

3.50

.67

-.196

.85

４

このクラスでは、クラスの活動について、新しいアイディアが出されると、それ
をやってみようとすることが多いです

3.18

.96

3.73

.63

-2.658

.01

５

このクラスには、なんでも話せる雰囲気があります

3.73

.88

3.86

.83

-.617

.54

６

このクラスの人は、みんなのことをよく知っています

3.95

.95

3.77

1.02

.748

.46

**

７

このクラスでは、友だち同士で相談し合います

3.73

.98

3.64

.95

.400

.69

８

このクラスには、いくつかのグループがあり、グループ同士は仲がよくありませ
ん
（逆）

2.05

.84

1.36

.49

3.813

.00

**

９

このクラスでは、友だち同士で、悪口を言い合ったり、けんかしたりすることが
よくあります
（逆）

2.41

.91

1.68

.65

6.197

.00

**
**

10

このクラスでは、人の物がなくなったり、かくされたりします（逆）

1.95

.72

1.27

.55

3.813

.00

11

このクラスでは、友達をたたいたり、いたずらしたりする人がいます（逆）

2.18

.80

1.64

.73

2.421

.02

*

12

このクラスでは、友だちがまちがうと笑ってしまう雰囲気があります（逆）

2.86

.89

2.14

.89

3.648

.00

**

13

このクラスには、いじめがあると思います（逆）

2.23

.97

1.45

.60

3.266

.00

**

14

このクラスでは、仲間はずれにされている友だちがいます（逆）

2.14

.83

1.41

.67

3.306

.00

**

1.95

.79

1.23

.53

4.125

.00

**

2.09

.97

1.77

.75

1.374

.18

15
16

このクラスでは、グループ分けをする時などにグループに入れない人がいます
（逆）
このクラスには、休み時間などに、友だちにプロレス技（たたく、ける、おさえる）
などをかけている人がいます（逆）

*: p＜.05, **: p＜.01
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自己肯定感に関する項目の実践前後の比較
事前（５月）

項目合計
項目合計

事後（12月）

平均

SD

平均

SD

（df＝21）
t

p

58.86

7.53

66.23

4.89

-5.490

.00

**

66.95

8.31

74.59

8.10

-4.446

.00

**

１

私は、今の自分と違う人になりたいと思います（逆）

2.27

.88

1.59

.67

3.813

.00

**

２

私は、クラスのみんなの前では大変話しにくいです（逆）

2.45

1.01

1.86

.94

2.346

.03

*

３

もしできるなら、自分自身について変えたいことがたくさんあります（逆）

2.45

.80

2.14

1.04

1.779

.09

４

私は、あまりなやまずに決心することができます

2.05

.65

2.27

.77

-1.312

.20

５

私は、つきあってみると、おもしろい人間です

2.18

.96

2.36

.95

-.699

.49

６

私は、家ですぐ腹を立てます（逆）

2.32

.84

1.82

.73

1.979

.06

７

何か新しいことになれるのに、私は長い時間がかかります（逆）

2.27

.70

2.41

.91

-.548

.59

８

私は同じ年ごろの人たちに人気があります

2.27

.63

2.23

.75

.271

.79

９

私の親は、ふだん私の気持ちをわかってくれます

3.36

.66

3.41

.85

-.326

.75

10

私は、すぐ人の言いなりになります（逆）

2.05

.79

1.91

.81

.591

.56

11

私の親は、私に大変期待しすぎます（逆）

2.18

.73

1.91

.75

1.667

.11

12

ときどき、自分がいやになることがあります（逆）

2.73

.94

2.27

1.08

1.689

.11

13

いろいろなことが、ごちゃごちゃになって私の生活を複雑にします（逆）

2.27

.77

1.86

.89

1.821

.08

14

私より年下の人たちは、私の言うことをよく聞きます

2.36

.73

2.64

.85

-1.299

.21

15

私は、自分自身をあまり信用していません（逆）

2.45

.96

2.00

.87

2.109

.05

16

私は、家を出たいと思うことがあります（逆）

1.82

.91

1.32

.57

2.925

.01

**

17

私は、学校でどうしていいかわからなくなることがよくあります（逆）

2.36

.90

1.68

.65

4.101

.00

**

18

他の人たちに比べ、私はあまり顔がよくありません（逆）

2.09

.92

2.09

.87

.000

1.00

19

私は、言いたいことがあればそれを言っています

2.45

.74

2.59

.96

-.680

.50

20

私の親は、私のことをわかってくれています

3.41

.73

3.73

.46

-.220

.13

21

他の人たちに比べ、私はあまり人に好かれていません（逆）

2.18

.85

2.14

.77

.196

.85

22

私はふだん、親が私にたくさんのことを要求しすぎるように感じます（逆）

1.82

.50

1.64

.73

1.164

.26

23

わたしはしばしば、学校でやる気をなくしています（逆）

2.32

.65

1.68

.57

4.107

.00

**
**

24

私はふつう、ものごとをくよくよと悩みません

2.23

.81

2.82

.80

-2.890

.01

25

私は、たよりがいのない人間です（逆）

2.32

.72

2.14

.83

.722

.48

*: p＜.05, **: p＜.01

童を対象に，質問紙法により学級の雰囲気と自己肯定
感の測定を行ない，平均値の差を検討した。

方向に変化していた（表２）。
自己肯定感については，
「ふつう，ものごとをくよ

学級の雰囲気については，
「
（このクラスでは）クラ

くよと悩みません」において，また逆転項目である

スの話し合いの中で，いろいろなアイディアが出され

「
（私は）
，今の自分と違う人になりたいと思います」

ます」「クラスの活動について，新しいアイディアが

「クラスのみんなの前では大変話しにくいです」「家を

出されると，それをやってみようとすることが多い

出たいと思うことがあります」
「学校でどうしていい

です」において，また逆転項目である「いくつかのグ

かわからなくなることがよくあります」「しばしば，

ループがあり，グループ同士は仲がよくありません」

学校でやる気をなくしています」においても事前事後

「友だち同士で，悪口を言い合ったり，けんかしたり

の差が有意であり（ｐ＜.05），いずれも自己肯定感が

することがよくあります」
「人の物がなくなったり，

上昇した（表３）。

かくされたりします」
「友達をたたいたり，いたずら
したりする人がいます」
「友だちがまちがうと笑って
しまう雰囲気があります」
「このクラスには，いじめ

４

考察

があると思います」
「仲間はずれにされている友だち

本研究では，互いのよさや可能性を発揮しながら集

がいます」「グループ分けをする時などにグループに

団や自己の生活上の課題を解決するという特別活動の

入れない人がいます」においても事前事後の差が有意

特徴に焦点を当て，心理教育的集団リーダーシップ訓

であり（ｐ＜.05）
，いずれも事後では雰囲気が良好な

練を元にした授業実践を行った。特に実践が行われた

対話を中心とした特別活動の指導法に関する一実践
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学級の児童には小規模校特有である人間関係や役割の

にはOPPを確認させたり，模造紙を示したりしなが

固定化が見られ，また集団活動のためのスキルにも課

ら，これまでの実践を振り返らせた。このような可視

題が見られたことから，集団的対話法の一つである

化により，気づきや振り返りが促され，課題の発見や

World Caféを取り入れ，対話を中心とした学級活動

計画の立案を助けたと考えられる。

を進めることとした。休校中の自宅学習を含めて，８

第３に，本実践は８つの授業や取組からなるが，そ

つの活動が行われた。活動に取り組む児童の様子の報

れらは独立しているのではなく，連続的，円環的な体

告やOPPシートなどの記述をみると，互いのよさや

験過程となっている点である。今回の実践で取り入れ

可能性を発揮している姿が見受けられた。また，実践

たGWTは，その後の主活動（
「Ａ小運動アワーズ」な

の前後で学級の雰囲気と自己肯定感を比較すると，い

ど）に向けたトレーニングの役割を果たしているし，

ずれの尺度においても複数の項目で有意差が見られ，

またWorld Caféを繰り返し行っていることも，前回

実践後では全て肯定的な方向への変化が認められた。

の経験にトレーニングとしての意味合いを持たせるこ

以上から，本実践には一定の成果が認められると言え

とになっている。いずれも本体の活動にあたって，事前

るであろう。

にその活動に必要なスキルのトレーニングを行うもの

本実践の特徴として，以下の３点が挙げられる。

であるが，こうした体験過程のモデルには懸川18），19）

第１は，対話を重視している点である。本研究では

のピア・サポートモデルが挙げられる。

World Café を繰り返し活用した。World Caféは課題

このモデルでは，まず本体の活動に先立って，それ

の発見や共有，合意形成に有効な手法であるが，会話

に必要な知識やスキルを体験的な課題を通して学習さ

中に気づきを書き留めたり，席替えをしたりといった

せる「トレーニング」があり，その体験で得た実感や

独特の進め方のため，中学年の授業では難しいことが

感想を踏まえて本体の活動にあたって個々人の目標を

予想された。本実践でも初めての回では児童に戸惑い

定める「プランニング」がある。続く本体の活動（サ

がみられたものの，２回目以降は慣れ，活発な話し合

ポート活動）では，各人は個人プランニングを意識

いが出来るようになった。また，通常よりラウンドを

しながら実践を行ない，活動を通して得た気づきを

１つ減らして２ラウンドとしたことにより，限られた

「スーパービジョン」で振り返り，次のステップへと

授業時間内でもハーベスティングまで進めることが出

活かすことになる。この４段階を循環させることで，

来た。慣れは必要なものの，中学年でも十分に活用で

持続的に成長可能な体験過程を得ることができるとい

きる手法であることが示されたと言えるだろう。

うものである。

本実践ではGWTも行ったが，今回採用した，情報

このように個人的な体験を一連のマネジメント過程

紙を用いた集団での課題解決ワークは，比較的取り組

の中に位置づけ，それを児童生徒に意識させること

みやすく，初期のグループ学習に向いているとされる

で，活動の目的や意義を分かりやすく，はっきりと捉

17）

。全員の話し合いが必須であり，積極的な交流が促

えさせることができ，かつ個々人に応じた目標設定が

されるという点で，児童の関係形成に効果的な活動

行われている点で意欲を引き出しやすく，取り組みや

の一つである。さらにGWTでは単にワークを行うだ

すいものにする効果が期待できる。振り返りにおいて

けでなく，活動後には毎回必ず振り返りを行なった。

も，自分で立てた目標であるため達成の度合いを自覚

活動を通して感じたことや考えたことを学級全体で共

しやすく，成長や自信に繋がりやすいであろう。

有することで，仲間意識や課題意識を高めることに繋
がったものと考えられる。

さらにこのモデルは，個人レベルのマネジメント過
程だけでなく，集団活動のマネジメント過程にも重ね

第２は，気づきや振り返りの可視化を意識している

合わせることができる。
「小学校学習指導要領（平成

点である。OPPに記入したコメントやWorld Caféの

29年告示）解説特別活動編」で示された学習過程例で

ハーベスティングは全員のものを模造紙に貼り付けて

は，問題の発見・確認，解決方法等の話し合い，解決

教室内に掲示し，折に触れて確認できるようにした。

方法等の決定，決めたことの実践，振り返り，の順で

OPPには担任が朱字でコメントを付して，気づきを

示されている20）。トレーニング活動を「問題の発見・

促す働きかけも継続的に行った。また，話し合いの際

確認」に位置付けたり，トレーニング活動を事前活動
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と位置付け，問題の発見と確認のための話し合い活動
を改めて行ったりすることも考えられる。本実践で
は，こうした円環的な体験過程となっていたものの，
児童に対してはこうした体験過程のモデルを提示する
ことはなく，それぞれの活動のモデル上の位置づけを
伝えることも特にしなかった。これは一つにはいわ
ゆるコロナ禍の状況にあり，実践を始めた段階では児
童が目指す本体の活動を想定できなかったからである
が，当初より適切な本体の活動を設定したうえで，体
験過程のモデルを示し，それぞれの活動の位置づけを
意識させることができれば，児童にとって目的意識が
より明確なものとなったであろう。
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