
琉球大学学術リポジトリ

自主的，実践的な集団活動が展開される学級づくり :
年間実践計画を設定した意図的・計画的な話し合い
活動を通して

言語: 

出版者: 琉球大学大学院教育学研究科

公開日: 2020-04-17

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 平良, 学

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/45686URL



− 13−

課題研究中間報告

自主的，実践的な集団活動が展開される学級づくり

一年間実践計画を設定した意図的・計画的な話し合い活動を通して一

平良学

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・金武町立嘉芸小学校

1 . はじめに

これからの社会は生産人口の減少，人工知能(AI)の飛躍的な進化，グローバル化がさらに進み，予測

が困難な時代になると予想されている。学習指導要領改訂においては「社会の変化に向き合うこと」や

「他者と協働し課題解決することのできる能力を育成すること」（文部科学省， 2017)と経緯が述べられ，

特別活動の目標が「集団や社会の形成者としての見方 ・考え方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実

践的に取り組み，互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通し

て，資質 ・能力を育成すること」と改められた。これに対し杉田 (2017)は「特別活動固有の見方 ・考え

方で集団や社会における間題を捉え，より良い人間関係形成・社会参画 ・自己実現に結びつけることが

できる」と述べている。このことから，社会の変化に対応する力に加え，他者と関わり合い，集団や社

会における課題を解決する力が子ども達には求められていることがわかる。

沖縄県においては「貧困」から生まれる様々な課題が山積し、子ども達の置かれている状況は良好だ

とは言えないことが指摘されている（加藤ほか， 2017)。不登校児童生徒数やインクルーシブ教育が推進

される中で特別支援学級数の増加は，沖縄県の子ども達の置かれた状況は時代の流れとは対極にあるよ

うに感じる。様々な課題を抱えた沖縄県の子ども達を育成するために，学校へ与えられた責務は大きい。

多様なニーズを求める子ども達の指導の在り方も問う必要がある。

社会の変化や本県の課題を踏まえ，私の実践を振り返ると，集団活動や話し合い活動，集団や自己の

生活上の課題解決といった活動は取り組んではいるものの，「自主性」や「多様なニーズに応える」と

いう点においては課題が残る。誰もが学級において互いのよさや可能性を発揮し，自主的，実践的に集

団活動に参加し，課題を解決する力を育成するためにはどうあるべきかを問いたい。そこで，本研究の

テーマを「自主的，実践的な集団活動が生まれる学級づくり」とし，年間実践計画を設定した意図的計

画的な話し合い活動の指導について検証する。

2. 目的と方法

年間実践計画を設定し，意図的 ・計画的な話し合い活動を通して，自主的，実践的な集団活動を展開

する。それにより課題を解決する能力が育成されるのか，観察，インタビュー，感想などを通して，活

動前後の変容を検証する。

3. 研究内容

自主的，実践的な集団活動が展開される学級づくりを行うにあたり①リーダー育成②班活動の実施③

話し合い活動の 3点を重視する。大西(1990)は「生徒たちが集団としての行動を自分で起こすためには，
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その先頭になって，まず動き出し，まず叫び出すような生徒が

必要である」と述べている。それを発展させ，リ ーダーの指導

だけでなくそれを支えるフォロワーシップの指導の重要性も

明らかになっている（竹内 ・折出， 2015)。このことから，リー

ダーシップとフォロワーシップは相互に関連し、その指導は欠

かせいない。また大和久 ・丹野(2014)は「ねらいを持って，意

図的計画的な展開を組むことによって学級は育っていくこと

になる」と述べ，さらに「子ども居場所づくりと出番づくりを

通して，個人と他者との関係，あり方を学ぶもの」と班活動の

目的を述べている。このことから，学級づくりを意図的計画的

（表 1)に行い，班活動やその他の集団活動（学級内クラブや実

行委員）を通してリーダーシップやフォロワーシップを学ばせ

ていくことが大切だと考える。学級内クラブなどの活動は，発

達に課題を抱えた子どもが意見を表明できる場としても有効

になるだろう（楠， 2012)。

子どもたちの関わり合いが増えることでトラブルも予想される。そのため話し合い活動についても重

視したい。竹内 (2016)は「ケンカ ・ロ論 ・相談・話し合い ・討論へと発展させる中で，遊びと『自治』

のルールをつくりだし，子どもの自由と平等を保障する自治的な集団を構築していく」と述べている。

トラブルを防ぐのではなく， トラブルでどう話し合い子ども達に学ばせるかが大切であると捉える。以

上のことから本研究を進めるにあたり，年間実践計両を設定した意図的計両的な話し合い活動を通して，

リーダーやそれを支える子の育成を図り，自 主的実践的な集団活動が生まれる学級づくりを行っていく 。

表 1 年間実践計画の一部

4月 5月 6月 7月

斬任太始夢式 ・入学 散膏..・ ブール•

全校行事 式·~性をaぇる 交通安全指導さ • 平和●● 遍鑓創
北行防止教奎

会宍底訂閉 線 ・スポテ 終菜式 ・只休み

学年行事 学カテス 1、 遠足

学級行半
学級開き 学級目標の掲 プールiが掃 1学期まとめ

学級懇餃会 示物を作ろう PTAバレー の会

健康体育 費叶閲●科鍵3
視力電診 瓦鼻科鍵診

尿検査 内科健診

学級纂団づくりの見●し(8●)
班紺成の方法 ・研反紺成の方法 ・学級リーダー会の指導 ・田長

会の指導

:~=含ぶ；決め I:!":::: 1~ ペ;；：:::::I~: 期まとめ

4. 課題発見実習における授業実践（実習校 5年）

(1) 話し合い活動の前段階

学級担任との事前打ち合わせにおいて転出者（以下，

A さん）がいることを知り，授業実践を 1A さんのお別

れ会をしよう 」と設定した。今回，観察したいことは①

実行委員の自主的な働き②話し合いの様子③各グルー

プによる自 主的な活動の 3点である。学級会の取り組

み方については，赤坂(2015)の「クラス会議」を踏襲す

る。お別れ会の運営として実行委員を 9月 11日に結成

し，学級役員 （以下， Bさん.Cさん .Dさん .Eさん）が

担うことになった。その後， 9月 12 日の学級会（話し

合い活動①）までに，実行委員 と3回の打ち合わせを行い，「役割分担 ・議題 ・準備物」などを確認した。

(2) 話し合い活動①

1回目の学級会は， 9月 11日に実施した。議題は「出し物グループの決め方（三択）について話し合

おう」である。グループの決め方は「①給食グループでする②クジでグループを決める③自由にグルー

プを決める。ただし，この場合， 1グループ 2名以上集めること」の三択（図 1)と設定した。実際の学

級会では，実行委員と筆者が事前に打ち合わせを行っていたこともあり，スムーズに進行することがで

きていた。しかし，議題について合意に至ることはなかった。学級会終盤で，多数決でとることを実行

久
3

図 1 学級会の議題
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委員が提案実行し，議題について「②クジでグループを決める」ことに決定した。

【実践を通して確認できたこと 】

・司会者への指導の在り方や合意形成のポイントを指導者が明確にもつ必要がある。

(3) 話し合い活動②

2回目の学級会は， 9月 12日に実施した。議題は「出し物グループ（三択から）の決め方をきめよう

②Jである。前時の多数決に納得がいっていない子がいた（授業後の子ども観察と担任との振り返りを

受け）ため，もう一度，前回の議題について話し合うかどうかを子ども達に確認し、必要であると判断

したため袖回と同じ議題を設定した。学級会では，多数決で決定するのではなく， Aさんがどうしたい

のかを聞き，委ねようということにまとまった。その後， A さんに三択のうちどちらがいいか間うと，

Aさんの意向は「クジで決めたい」ということだった。Aさんの意向に対しては反対する者はいなかっ

た。その後，クジでグループを決定したが，男女比が合わないと意見を述べる児童が数名いた。

【実践を通して確認できたこと 】

・たとえ同じ決定内容「クジで決める」でも，決め方に合意が取れれば反対する者はいない。

・自主性を求めるのであれば，前回の議題について再審議を求める案を子どもに促す必要があった。

クジで決定した男女比に困り感がある場合も同様で再審議を求める話し合いのポイントになり得る。

(4) 臨時の話し合い活動③

2回の学級会を実施後， 9月 12日から 9月 20日までの間は，各グループで本番まで出し物の練習や

準備を自主的に行うように促した。その最中，あるグループにおいて， トラブルが発生し，グループに

おける臨時の話し合いと，その内容を学級に報告する時間を確保した。以下がその内容である。

9月 18日，あるグループの Fさんがメンバーを集め活動を開始しようとしたが， Gさんが拒み活動

ができない状況になった。その状況を Fさんから掃除時間中に知らせを受ける。私は間に入って Gさん

から話を聞くことを Fさんから許可をもらい， Gさんの言い分を関くことにした。すると， Gさんは「放

課後も塾があるから休み時間ぐらいは外で遊びたい」と主張した。私はその思いを受け止め， Fさんに

そのことを伝えると Fさんは Gさんの気持ちを察してくれたようだった。Gさんも「遊びたい」という

気持ちはあるものの， Aさんのために準備をしなければならないことは分かっているようだった。この

トラブルを Fさんと Gさんの了承の上，学級で取り上げることにした。掃除終了後，私はそのトラブル

について話をした。Gさんの「遊びたい」という気持ちを他の子どもたちもよく理解してくれた。もち

ろん， 「Aさんのために準備したい」という気持ちを持っているようだった。その後、私の「これからど

うする？」という間いに対し，「Aさんもあと少しだから準備する！」と答えた。このトラブルについて

話した直後の昼休み。準備するグループがまばらだったにも関わらず，全てのグループが準備を始めた。

トラブルをきっかけに活動が活発になったと感じた。

【実践を通して確認できたこと 】

・自主的に活動しようとした子とそうではない子との間にズレが生じ， トラプルが発生した。それに

対し，お互いの考えを共有し，解決したことはよかった。また，このトラブルを学級で取り上げるこ

とで，活動の活性化にもつながったことからトラブルも学びになる。

(5) お別れ会本番当日

お別れ会本番は 9月 20日に行われた。お別れ会直前の休み時間に実行委員が自 主的に机の移動を指示し

たり，黒板に飾り付けをしたりする姿が見られた。お別れ会では「クイズ」「マジック」「寄せ書き」「アル

バム」「折り紙の花束」 「イラスト」など，限られた時間の中で，用意できる出し物を行っていた。また、 B

さんはお別れの会の司会進行を自主的，主体的に進めており，楽しそうに活動する姿が印象的だった。
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【実践を通して確認できたこと 】

•お別れ会の時間になっても入室することのできない子がいた。「お別れ会に伴う座席配置の変化と，

出し物の際に注目を受けることが予想外だったから」という理由だった。普段と異なることを行う際

は，児童の行動を予測し，あらかじめの声かけと配慮が必要になるということが確認できた。

(6) アンケートによる成果と課題

実習最終日の 9月 26日にアンケートを実施した。質問内容は「学活で話し合い活動を行いましたが，

良かったことや困ったことはありましたか」である。以下はその回答（表 1)を3タイプに分け取りまと

めたものである。

表 1 アンケートの回答

他者との関係に関わる感想 話し合いについての感想 その他の感想

・仲良くなれた。 ・進んで意見を発表していた。 ・Aさんのお別れ会についてみんなで決め

・チームワークが深められた。 ・話がまとまった。 たごとがよかった。

• みんなで楽しめた。 ・話し合いが上手くなった。 ．誰も見捨てないクラスになったと感じ

・Aさんのために頑張った。 ・質問もありいいと思った。 た。
• Aさんが楽しめていたので良かった。 ・時間が延びてしまった。 • あまり喋らない人と喋れた。

・意見がまとまらない。

「Aさんのために」などの記述から，相手意識をもって活動に臨んでいたことが伺える。「いろいろな意

見が聞けた」などの記述からは，他者の考えを知りたいという子どもたちの要求を感じることができる。

「あまり喋らない人と喋れた」という記述からは，普段関わりの少ない仲間との関わりが増えたことが

分かる。 1Aさんのお別れ会についてみんなで決めたことがよかった。」という記述からは，子ども達が

自己決定を求めていることが読み取れる。これらのことから，自主的，実践的な集団活動は，他者との

関係を築いたり，他者の考えを知る機会になったりすることがわかった。一方，その活動の過程で，「話

しがまとまらないこと」や「時間が延びてしまうこと」などの感想も見られる。これは，合意形成や見

通しを持つ力が必要となり，長期的に育成することが大切だと考える。

5. 今後の研究に向けて

自主的実践的な集団活動が展開されると，他者との関係が生まれ，他者の考えを知る機会につながる

ことがわかった。今後は，このような活動を自主的実践的に取り組めるようにするために，年間実践計

画の設定のあり方やその指導の重点を明らかにしていきたい。
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