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児童一人ひとりが安心して過ごせる「居場所」のある学級づくり

-「書くこと」を中心とした児童相互の交流を通して一

知念直諒

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・南城市立知念小学校

1 . テーマ設定の理由

文部科学省 (201 9) によると不登校児童 • 生徒数は平成 25 年度より年々増加 して深刻な間題となって

いる。沖縄県においても 同様で小中学校の不登校児童 • 生徒数は年々増加 し ， 平成 30 年度の小学校に至

っては 1000人当たりの割合は 10.9人に上り全国最多となっている。

不登校間題が 1980年代に社会現象化したことを受けて文部省は学校不適応対策調査研究協力者会議

(1992)を開き ，子どもの「居場所」づくりを進めていく方針を打ち出 した。 「居場所」と は 「心の居場

所」のことで 「自己の存在感を実感でき精神的に安心しているこ とのできる場所」である と定義 し， 学

校がその役割を果たすことを求めてきた。

筆者自身の実践を振り返ってみると，不登校までいかなくても学級の中で一人ぼっちで寂 しそうにし

ている児童や自 己の気持ちや思い，弱さや辛さを友達に吐露することができずにいつも不安そうな児童

の姿が学級の中に存在 していた。その姿はまさに教室の中に「居場所」を見つけることができない児童

そのものであった。そうした児童に対してこれまで，できるだけ児童同士の関わり合いを増やすために

授業の中でペア ・グループ学習を意図的に行ったり，アクテイ ビティを取り入れたり して学級づくりを

進めてきた。 しかし，それらは一時的な関わり合いとはなるが，継続してつながり合うことは多くなか

った。その原因として，ペア ・グループ学習やアクテイビティを行うといった取り組みは他者と関わり

合ってはいるがどこか表面的なものとなってしまい，児童同士が相互に心に秘めている本当の辛さや悩

みを吐露することのできるような関係性を構築することができなかったことが考えられる。

児童一人ひとりの内面的なつながりを生み出す前提として，言葉を介して互いの思いを交流させてい

くことが考えられる。これまでは，話し言葉によって互いの思いを伝え合う活動に取り組んできたが，

心に秘めている本当の辛さや悩みを吐露させることに関しては手立てをどう施 してよいのか悩んでいた。

したがって，本研究では心情面を表出する手段としての「書くこと」を中心にして言葉の交流を図り，

安心して過ごすことのできる「居場所」のある学級づくりに迫ってみたい。

2. 研究の目的

本研究における目的は，児童一人ひとりが安心して過ごせる「居場所」のある学級をどう 作り出すか

ということである。その際，「書くことJを中心とした言葉による交流が内面的なつながりを生み出すた

めに効果的かどうかを明らかにすることである。
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3. 研究の方法

(1) 先行研究や文献から，理論を研究する。

安心して過ごせる「居場所」，「書くこと」等の概念を明確にするために先行研究や文献を調べる。

(2) 「居場所」の実態を知るために課題発見実習にて実態調査を行う 。

実習校において居場所感尺度による質問紙調査と児童観察を実施し，実態を明らかにする。

(3) 「居場所」のある学級づくりを目指して課題発見実習で授業実践を行う 。

一人ひとりが安心して過ごせる「居場所」のある学級づくりのために「書くこと」を中心とした児

童相互の交流における取り組みを実習校で行う。

(4) 実践を検証する。

課題発見実習の検証を通して，次年度の研究課題を設定する。

4. 研究内容

(1) 安心して過ごせる居場所とは

安心感について菅野 (2011)は「子どもが学級という集団の中で『意欲的』『自発的』『前向き』『自立

的』といった主体性を発揮 していくためには，子どもの心にしつかりした『土台』が形成されることが

大切で，その士台を為すものが『安心感』である」と述べている。

住田 (2003) は居場所が構成されるには「子どものありのままを，そこにいる他者が受け入れ，その

子どもに共感的な，同情的な理解を示しているという関係がそこになければならない。」とし，その関係

性は一時的ではなく，継続的で安定的でなければならないと している。また，「自己を承認 し，再確認さ

せてくれるような他者との関係がなければ，子どもは自 己受容感や自 己肯定感，安定感や安心感を実感

することができず，居心地の良さやくつろぎを感じることができない。」としている。

このようなことから，筆者が考える「居場所」とは安心感を士台と して， 自己の気持ちや思いを他者

にありのまま表現することができ，その中で生まれた関係性が継続的に続いていくような安心 して過ご

せる居場所であると考える。

(2) 書くこととは

『生活綴方事典』 (1958)の中で小宮は書くことの意義として 「子どもは文を書くことによって認識を

確かめ深めていく。子どもは文をかきながら物事をよく見，聞き，考えていく。そうしなければ，事柄

を正しく文に写 し取ることも，まとめることもできないからである。（中略）このような過程を繰り返 し

ていく中で，子どもの認識は確かめられ深められていくのである。」と述べている。

このことを含め，筆者が考える「書くこと」とは，自己と他者の認識を互いに深めていくための手段

だと考える。書くことによって自己の認識を深めることと同時に書かれたことを読砂ことで他者の認識

も深まってくるからである。書いたものを交流し認識が深まることによって内面的なつながりが生まれ

やすくなるのではないかと考える。

5. 授業実践（公立 A小学校4学年 B組 (38名）令和元年 9月 11日,..,9月 26日）

(1) 学級活動 題材名「友達を大切に」 (2時間）

(2) 指導計画
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学習のねらい 学習の流れ

第 日常の生活を振り返り ，友達 今までの友達との関わり方について振り返り，仲良くするためには

1 
の大切さやすばらしさに気付 どうしたら良いかをグループで考えて発表する。発表を参考にしなが

き，自ら進んで仲間と仲良くす ら，仲良くするための方法を自分で考え日標を決めて 1週間取り組

時 ることができるようにする。 む。取り組み期間中に友達の頑張りを見つけたら掲示板に書く。

第 自己の目標達成への取り組 取り組み後，ワークシートに自己の取り組みを振り返らせながら，

2 
みを振り返り ，仲良くするため 目標に近づくために行ったことを書く 。次に友達が頑張っていたこと

に取り組んだことがみんなと （言動や行動）を書く 。ワークシートを教師が回収し，「この人は誰だ

時 共感できるようにする。 クイズ」を行い，児童同士が互いに頑張ったことを想起させクイズに

答える。最後にグループのみんなからメッセージを書いてもらう 。

(3) 指導の実際

① 第 1時 9月 17日（火）2校時

「友達と仲良くする」という目的に向かってそれぞれ

が考えた方法で 1週間取り組んでいくことを目指した。

しかし，自らの目標を決める段階では多くの児童が「長

所を見つける」という友達の良いところ探しに取り組む

ことを決めた。次回の学級活動の授業まで，掲示板を設

置し，友達の言動や行動に注目して良い所を見つけた人

は掲示板に書き込むことができるようにした（図 1)。 図 1 児童の良いところが書かれた掲示板

掲示板を活用した理由は 2点ある。 1点目は掲示板に書くことで文字として残り，より多くの児童が

掲示板の内容に目を向けて友達の良さを知ることができるとともに，友達に自己の良いところを認識さ

れることで，自己の存在が受け入れられたという被受容感の高まりが期待できるからである。 2点目は

掲示板に書かれたことを読み合う中で掲示板を中心とした他者との交流が生まれてくると考えたためで

ある。実際，休み時間には友達同士で掲示板に書かれている内容について会話をしている姿や自己の良

さを書いた友達に対して良さを書き返すという姿が見られた。

② 第 2時 9月 26日 （木）5校時

1週間後，自己の目標達成に向けて頑張った取り組みと友達が頑張っていた取り組みをワークシート

に書き出させ，それを教師が読み上げ，クイズ形式で誰のことかを当てさせるという形式をとった。そ

して，最後に自己の頑張りに対するメッセージをグループのメンバーに書いてもらうようにした。これ

は，書くことによる他者との内面的なつながりをねらいとしている。

メッセージを書かせる取り組みを行ったことで同じグループの Aさんが書いた「Bさんが算数のやり

方を教えてくれた」という記述を Bさんが読み「分からないことがあったら，また聞いてね」というメ

ッセージを書いている。これは書くことによって，互いの心情を表出させて内面的な交流が生まれたと

考えられる。

（授業後の感想）

① 「（前略）私はみんなの良いところを書くことと自分がやったこと，友達がやってくれたことを書い

たことで，考えが変わりました。どういう風に変わったかと言うと『友達をとても大切にしよう』と

思うようになりました。」

② 「（前略）先生がみんなのいいところを見つけて書くのをていあんしてくれてから， N さんとも， も

っとなかよしになったし，今まであんまりしゃべれなかった人ともしゃべれて， うれしかったです。」



− 24−

課題研究中間報告

②の感想では「みんなのいいところを見つけて書くのをていあんしてくれてから」という記述から，

この児童はこれまで友達の良いところに目を向けずに友達と接していたが，良いところ探しを契機に友

達の良いところに目を向けることを意識し始めたことがわかる。「Nさんとも，もっとなかよしになった

し」という記述からは友達の良さに目を向けて接していく中で Nさんの良さを認識し，より理解が深ま

り，関係性が構築されて仲良くなれたことが伺える。また，掲示板に「N さんがいつも朝，図書館にい

く時，いつも，いっしょに行こうとさそってくれました。」と書き記すことによってより確実に自己の思

いを伝えることができる。また，掲示板に書かれた内容を見て，今度はこの児童の良いところを Nさん

が「算数で間題がわからないときわかりやすく教えてくれました。」と掲示版に書いている。

このことは，自身の言動や行動が友達に認められたことを受けて友達の良いところに視点を当て始め，

友達の良さを自己も積極的に認めようとしたことを表している。掲示板に友達の良さを書かせることに

よってこれまでに知ることのなかった友達の良さを知る機会となり，書かれた児童に対する肯定的な理

解が深まり，つながりが生まれやすくなったのである。したがって，「今までしゃべれなかった人ともし

ゃべれて， うれしかったです。」 という記述が現れたと考える。

6. 研究の課題及び今後の展望

今回の実習での課題は「書くこと」を中心とした児童間の交流が個々の関係性の構築でとどまってし

まい，学級づくりまで進展していくことができなかったことと関係性の質的レベルが互いに自己の心に

秘めた辛さや想いを伝えられるような関係性にまでなったかについて明らかにされていないことが挙げ

られる。また，関係性が一時的なものでなく，継続的なものとなったかについても検証することができ

ていない。 しかしながら，これらの課題は「居場所」のある学級づくりを短期間という条件下で検証し

ていくことには限界があることを示している。

今後は「書くこと」を通しての児童一人ひとりが安心して過ごせる「居場所」のある学級づくりを年

間通して行なっていくことが求められる。その中で，個々の関係性が学級全体に広がっていくような手

立てをどう学級の中に組み込んでいくかについて考えながら， 自己の気持ちや思いを他者にありのまま

表現することができ，その関係性が継続的に続いていくような「居場所」のある学級づくりが行えるよ

う，より綿密な計画を立てて研究を進めていきたい。
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