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１ 研究の背景と目的
近年、地域社会における人間関係の希薄化など
が進む中で、家庭や地域社会において社会性を身
に付ける機会が減少しており、いじめや暴力行為
などの一因になっていることが指摘されている。
また、滋賀県いじめ対策研究チーム会議による
「中間報告書」(平成25年)では、学校における集
団づくりに課題があることが指摘されており、具
体的な方策として「子ども達が自分達で解決でき
るような人間関係づくりをしていくことが大事
である」と示されている。
本研究では、学習プログラムを作成し、自分た
ちで問題を解決する場や機会を設定する。それを
積み重ねることで一人の悩みをみんなで考えよ
うとする共感的人間関係をはぐくみ、安心感のあ
る学級集団を育てることを目指す。
２ 研究の方法
中学校第１学年における学級活動(全３時間)
と朝や帰りの会を関連させた学習プログラムを
作成した。
学習プログラムでは、まず朝や帰りの会に「ス
テップアップタイム」を行う。ステップアップタ
イムとは、少人数のグループで話し合う活動であ
る。中学１年生はクラス内で、周りの生徒を意識
して自分の思いを表現することが難しい発達段
階にある。ステップアップタイムは、それを乗り
越え、集団内で自分の思いを表現できるようにな
ることをねらいとする。徐々にグループの人数を
増やすことで、より多くの人数の前で自分の思いを
表現できるようにした。
次に、クラス全員での活動に発展させた「クラ
ス会議」を行う。クラス会議とは、生徒から挙が
った個人の悩みや困ったことを解決する活動で
ある。このクラス会議を継続することによって、
一人の悩みや困ったことに対して、解決のアイデ

ィアを出し合い、一人の悩みをみんなで考えてい
こうという雰囲気のある学級集団をつくる。
その後、朝や帰りの会での活動を継続しなが
ら、自分の思いを表現する経験をいかし、学級活
動を行う。もめごとや対立の解決方法を考え、ス
キルを身に付けさせる。そして、もめごとや対立
が生じたとき、積極的に関わっていこうとする態
度を育てられるようにした。
研究協力校において学習プログラムを実施し、
アンケート調査や活動の観察、ワークシート等を
活用して、自分の思いを表現することや、他の生
徒との関わりについての意識および行動の変容
を考察し、学習プログラムの効果を検証した。
３ 結果
学習プログラムの実施を通して、誰かの悩みや
困ったことを解決するために、自分の思いを表現
することや他の生徒のアイディアを聴くことに
関して意識の高まりが見られた。
また、もめごとや対立に関わる第三者の役割に
ついて実際に関わるということに難しさがある
ことも分かった。
事前・事後調査の結果からは、人の悩みをみん
なで考える機会が増え、相手の気持ちになって考
えたり行動したりする意識が高まったことが分
かった。
４ 結論
学習プログラムの実施を通して、他者を思いや
る共感的な人間関係や、自分の思いを表現できる
安心感のある学級集団づくりにつなげることが
できた。また、もめごとや対立に関わるための学
習を展開したことで、生徒同士で問題を解決する
意欲や態度を育成することにつながった。
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研究構造図

共感的人間関係をはぐくみ、
安心感のある学級集団へ

６月～

台本を用いたロールプレイ

９月頃

一人の悩みをみんなで共有
③よりよいと思う
解決策を選ぶ

①議題を出す

解決策Ａ

学級活動③【仲裁の練習】

解決策Ｂ
解決策Ｃ
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や
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り
の
会
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の
短
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間
の
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解決策Ｄ

②解決策を順番に提案する

７月頃

仲裁のＡＢＣＤ

クラス会議

A
B
C
D

Ask
Brainstorming
Choose
Do

４月～５月

学級活動②【仲裁の手順】
自分の思いを表現できる
生活班 2班(12人)
生活班 ( 6人)

学
級
活
動
で
の
学
習

議題の工夫
６月頃

もめごとの階段

話合い

３人

対立の悪化

・ 自分のアイディアを言う
・ 他のアイディアを聴く
・ よりよいアイディア選ぶ

学級活動①【解決の方法】

ステップアップタイム

個人の
悩みや問題

学習プログラム
自分たちで解決できるような
人間関係づくりをしていくために

集団の
もめごとや対立

≪学校における集団づくりに課題がある≫
「中間報告書」(平成 25 年５月・滋賀県いじめ対策研究チーム会議)より
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共感的人間関係をはぐくみ、安心感のある学級集団を目指して
－学級活動と朝や帰りの会を関連させて取り組む学習プログラム－
Ⅰ 主

題

設

定

の

理

由

近年、都市化や少子高齢化、地域社会における人間関係の希薄化などが進む中で、家庭や地域社会に
おいて社会性を身に付ける機会が減少し、生徒のいじめや暴力行為など問題行動の一因になっているこ
とが指摘されている。中学校学習指導要領解説特別活動編には「人間関係を形成する力を養うためには、
学級活動の活動内容の指導において、常に生徒同士の人間関係形成能力に配慮することも重要であり、
好ましい人間関係やよりよい集団生活を形成するのに必要な社会的スキルを学ぶ場を適宜設けることも
考えられる」1)と示されている。しかしながら、人間関係を築く力は、一朝一夕に成果が見えるもので
はない。
また、滋賀県いじめ対策研究チーム会議による「中間報告書」(平成25年５月)では、学校における集
団づくりに課題があることが指摘されており、具体的な方策として「子どもたちが自分たちで解決でき
るような人間関係づくりをしていくことが大事である」2)と示されている。このように、本県の小中学
校において、特別活動の充実などを通して、集団づくりを進め、豊かな人間関係をはぐくむことが求め
られている。そこで、特別活動の目標と関連させ、人間関係を形成する力を育成するプログラムを開発
する必要があると考えた。
Ⅱ 研

究

の

目

標

中学校１年生における、学級活動と朝や帰りの会での活動を関連させて取り組む学習プログラムを作
成する。この学習プログラムを実施することによって一人の悩みをみんなで考えられる共感的人間関係
をはぐくみ、安心感のある学級集団づくりを目指す。
Ⅲ 研究についての基本的な考え方
１

「安心して自分を表現できる」という視点
中学校指導要領解説特別活動編には、
「人間関係を形成する力や自己表現力、他者への思いやりや正
義感、連帯感や協力心などをはぐくむ取組を積極的に進めていく必要がある」1)ことが示されている。
また、滋賀県いじめ対策研究チーム会議による「中間報告書」には集団づくりを進めるために、「い
かに人間性豊かな子どもたちを育て安心できる教室をつくることができるかが重要である」2)とある。
これらのことから、本研究では安心して自分を表現することができる学級集団づくりの視点を大切に
した学習プログラムを作成する。

２

「一人の悩みをみんなで考える」という視点
中学校指導要領解説特別活動編には、
「一人の悩みをみんなで考えていこうという雰囲気を学級の
- 2 -

生徒指導・人権教育に関する研究Ⅱ

中につくること」1)の重要性が指摘されている。さらに、
「生徒一人ひとりが抱える不安や悩みについ
て率直に語り合えるような題材を設定し、自ら解決のための手立てや方法について共に考えさせるこ
とが大切である」1)と生徒個人の不安や悩みなどを共有することの重要性を示している。そこで本研
究では、学級活動の内容と関連させた「一人の悩みをみんなで考えていこうという雰囲気を学級の中
につくる」視点をもった学習プログラムとする。
３

「社会的なスキルを身に付ける」という視点
生徒指導提要では、生徒が「～しない」ととらえるのではなく「～できない」「～のやり方が分か
らない」と社会的な行動がまだ学習されていない状態ととらえる「社会的能力i)の未学習」の視点が
必要であることが示されている。よりよい人間関係づくりを目指して、社会的スキルを身に付けると
いう視点を入れた学習プログラムを作成する。

４

「多くの場や機会を設定する」という視点
中学校における学級活動の時間は年間35時間である。この時間で多岐にわたる内容を指導すること
になる。本研究に関わって、特に内容「(２)オ望ましい人間関係確立」の指導には、生徒個人の悩み
や身近な問題をみんなで考え、実生活の中で実践に結び付けていく指導を充実させる時間が必要であ
ると考えた。その時間設定として、特別活動と関連が深く教育的効果が高いと考えられる朝の会や帰
りの会の時間を活用し、短時間ながらも継続的な取組を行う。継続的な取組を実施することで、生徒
により多くの取組を経験させることができ、指導が充実できると考えた。そのため、「多くの場や機
会を設定する」という視点を入れた学習プログラムとする。
Ⅳ 研

１

究

の

進

め

方

研究の方法

(１)

10年経験者研修受講者に「特別活動についての調査」を行い、実施状況や課題を把握する。

(２)

中学校１年生を対象にした学習プログラムを作成する。

(３)

研究協力校において学習プログラムを実践する。

(４)

アンケート調査や活動の観察、ワークシート等を活用して生徒の意識および変容を考察し、活動

の効果を検証する。
(５)
２

研究の成果と課題を研究紀要等にまとめる。
研究の経過

４月
５月

６月
７月
８月

研究推進計画の立案
専門委員・研究委員の委嘱、研究協力校の委嘱、
研究推進計画の検討、研究推進のための資料収
集と調査
第１回専門・研究委員会
事前アンケート調査、実証授業
第２回専門・研究委員会
指導案の検討

９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月

実証授業
実証授業、事後アンケート調査
第３回専門・研究委員会
研究の成果と課題の分析、研究紀要執筆
研究紀要執筆
研究発表準備
研究発表大会、研究ダイジェスト作成
研究のまとめ、次年度研究構想

ⅰ) 生徒指導提要では、生徒期に必要な社会的能力として「自己表現力」
「状況判断力」
「問題解決力」
「親和的能力」
「思いやり」など
を挙げている。
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Ⅴ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果
１

10年経験者研修受講者への調査(H25.5.28)
県内の学級活動に対する取組の傾向を把握するために、10年経験者研修の受講者(中学校)に対して
調査を行った。調査結果の分析を以下に示す。

(１)

学級活動の話合いへの取組
図１に示すように、生徒に学級活動での話合い

活動の力を十分身に付けさせることができたかと
いう問いに対して、約半数の受講者が肯定的な回
答をした。
また、
「ややあてはまらない」と回答した受講者

３月に学級担任を終えるとき、生徒に学級活動
での話合い活動の力を十分身に付けることがで
きた

13

39

48

が課題とした内容は、
「話合い活動の場や時間を確

あてはまる

ややあてはまる

保することが難しいこと」や「教師主導の指導が

ややあてはまらない

あてはまらない

多く、生徒同士が話し合う活動を十分に行ってい
ないこと」であった。学級活動における話合い活

(数字は％・回答総数 23)

図１ 学級活動の話合いへの取組状況

動の取組が、十分満足できるとはいえない現状が
分かった。
(２)

もめごとへの対応
図２に示すように、学級での生徒間のもめごと

への対応は、
「教師が仲裁していた」と「生徒同士
で話し合わせていた」という回答が多かった。ま
た、どのように対応したかという自由記述では、

21

教師が仲裁していた
生徒同士で話し
合わせていた

19

指導者が主導して「それぞれの話を聴く」
、それぞ

学級活動で題材として
挙げて話し合っていた

2

れの生徒の言い分を「代弁する」という回答が多

その他

2

く、
「時間に制限があり、ゆとりをもって指導でき
なかった」などの現状が分かった。
２

学級の生徒間でもめごとなどが起こった場合、
どのようにして解決しましたか

(数字は人・回答総数 23・複数回答可)

図２ もめごとへの対応

学級活動と関連させて取り組む学習プログラムの作成
学習プログラムは、学級活動と朝や帰りの会と関
連させて取り組むことができるものにした(図３)。

朝や帰りの会

学級活動では、もめごとや対立に関わるための方
ステップアップ
タイム

法や手順を全３時間で学ぶ。

学級活動
学級活動①
解決の方法

朝や帰りの会では学級活動と並行して、一人の悩
みをみんなで考える
「クラス会議」
を継続して行う。

学級活動②
仲裁の手順

その際、クラス全員の前で自分の思いを表現するこ
とに抵抗を感じる生徒がいることを考慮して、クラ
ス会議の前に「ステップアップタイム」を設定する。

クラス
会議

学級活動③
仲裁の練習

図３ 学習プログラムの流れ

- 4 -

生徒指導・人権教育に関する研究Ⅱ

(１)

安心して表現できる力を高めるための朝や帰りの会で実施する活動
朝や帰りの会において「ステップアップタイム」と「クラス会議」を設定した。また、朝や帰り

の会は時間が限られているため短時間(５～10分)で実施できるようにした。
ア

ステップアップタイム（４月から５月に実施）
入学して間もない中学１年生は、周りの生徒を意識して、自分の思いを表現することが難
しい。そこで、自分の思いを安心して表現できる学級集団を目指して、少人数で行う話合い
である「ステップアップタイム」を設定した。徐々にグループの人数を増やすことで、より
多くの人数の前で自分の思いを表現できるようにした。

イ クラス会議（６月頃から実施）
人前で自分を表現できることに慣れる「ステップアップタイム」を経て、クラス全員の前で、
個人の不安や困っていることなどを話せるように「クラス会議」を設定した。実生活の個人的な
悩みや困ったことを扱い、解決のアイディアを出し合う活動を繰り返すこととした。
(２)

学習プログラムで活用した手法
学習プログラムでは、生徒自身に効果的にライフスキルi)を身に付けさせるために、以下の二つ

の手法を活用した。
ア

朝や帰りの会での活動で活用した手法
一人の悩みをみんなで考えるために、朝や帰りの会
①議題を出す

で「クラス会議」という手法を活用した。
「クラス会議」
はアドラー心理学に基づいた学級経営の手法として
3)

2000年に日本に紹介された 。
「クラス会議」とは、毎
日短時間、輪になって、生徒同士が感謝の気持ちを伝

③よりよいと思う
解決策を選ぶ

解決策Ａ
解決策Ｂ
解決策Ｃ

え合う「ありがとうみつけ（コンプリメント）
」と、身

解決策Ｄ

の回りの問題を議題として話し合う「議題の話合い」
を継続的に実施することで、相互尊敬や協力、うまく

②解決策を順番に提案する

問題を解決するためのスキルなどのライフスキルを育
てる活動である4) 。図４に示すように「クラス会議」
での話合いは、順番に出し合った解決策の中からより
良い解決策を選ぶだけの簡単な流れであり、短時間で
の話合いが可能となる。
学習プログラムでは、身の周りの問題を議題として

図４ ク ラス会議のプロセス
・多くのアイディアを出す
・どんなアイディアでもよい
・他者のアイディアを批判しない
・アイディアをくっつけてもよい
図５

ブレーンストーミングのルール

話し合う「議題の話合い」を活用する。この活動は生
徒個人の悩みをみんなで考える場として設定した。
活動の流れは、生徒から挙がった議題に対して、一人一つずつ解決策を出し合う。解決策を出
し合う際は、ブレーンストーミングのルール(図５)を活用し、安心してアイディアが出せるようにした。そ
の後、議題を出した生徒がよりよいと思う解決策を選べるようにした。

i)

世界保健機関(WHO)では「日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して、建設的かつ効果的に対処するために必要な能力である。
」

5）

と定義されている。また、ライフスキルの中核的なスキルとして「意思決定能力」
「問題解決能力」「創造的思考」「批判的思考」「効

果的なコミュニケーション」「対人関係スキル」
「自己意識」
「共感性」「情動への対処」
「ストレスへの対処」を挙げている。
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イ

学級活動で活用した手法
本研究では生徒がもめごとや対立に第三者として関

メディエーター

わる方法を学ぶために「ピア・メディエーション」と

言い分を平等に
聞き合う

いう手法を活用した。「ピア・メディエーション」と
は、対立している生徒２人の間に第三者（メディエー
ター）の生徒が関わり、話合いで解決に導いていく手

当事者Ａ

当事者Ｂ

法である。第三者として関わる生徒は、図６に示すよ
うにお互いの言い分を平等に聞き合い、解決の手助け

言い分・主張

言い分・主張

をする。
「ピア・メディエーション」での「メディエーター」

図６ メディエーターの役割 6)

としての立場である仲裁者を設定し、対立やもめごと
を解消するための手順を学ばせることで、もめごとや対立が生じたときに、第三者として関わろ
うとする意欲や態度を身に付けさせるようにした。
３

活動の内容とプログラムの実証

(１)
ア

「ステップアップタイム」の概要
話し合う議題の選定
「ステップアップタイム」では、生徒が自分の思いを
表現しやすくするために、図７に示すような話しやすい
議題を担任が選定した。

イ

ルールの設定
担任が提示した議題についてグル－プ内で解決策を
話し合った。５ページの図５に示すブレーンストーミン
グのルールに加え、安心して解決策を出せるように図８
に示すようなルールを設定し、進め方を明確にして話し

・早起きできるようにするためには。
・英単語が覚えられるようになるには。
・宿題を忘れないようにするためには。
・夏休みを楽しむためには。

図７ ステップアップタイムでの議題例
・トーキングスティックを利用して、発言
の機会が 1 人 1 回あるようにする。
・人のアイディアを聴く。
・人のアイディアを批判しない。
・人のアイディアを組合わせてもよい。
・パスしてもよい。
・解決策を一つ選ぶ。

合えるようにした。
ウ

図８ 話合いのルール

段階的な人数設定

自分の思いを表現することに抵抗を感じる生徒の存在を考え、最初の段階では少人数で活動を
進め、徐々に人数を増やしていくようにした。
表１ ステップアップタイムの概要
Step

グループ

1

３人程度

2
3

生活班
(６人程度)

進め方
議題について一人一つずつ解決策を出す。
３人で話し合ってよりよいと思う解決策をワークシートに記入する。
議題について一人一つずつ解決策を出す。
一人の生徒がよりよいと思う解決策を選ぶ。

生活班 ２班 議題について一人一つずつ解決策を出す。
(12 人程度) 一人の生徒がよりよいと思う解決策を選ぶ。

実施回数
５回程度
５回程度
５回程度

表１に示すような三つの段階で、話合いを進められるようにした。まず、Step１は３人１組の
活動とした。議題について、３人程度で話し合い、よりよいと思う解決策をワークシートに記入
し、教室に掲示した。次に、Step２では、生活班(６人程度)での活動とした。活動内容は Step１
- 6 -
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と同様であるが、よりよい解決策の選択は、グループ内であらかじめ決めておいた生徒に選ばせ
るようにした。これは、クラス会議でよりよい解決策を選ぶための練習として設定した。さらに
Step３では、２つの生活班を１グループ(12人程度)とした。Step２と同じ流れで進めるようにし、
全員での活動「クラス会議」に発展させるようにした。
(２)

「ステップアップタイム」の実証
実証では、研究協力校２校の実態に合わせて、帰りの会の

時間を活用し継続的に実施した。
Step１(３人)では生活班を二つに分け５回実施した。グル
ープ内で、自分の考えを言える生徒が多く、協力してよりよ
いアイディアをワークシートに記入していた。休み時間に、
掲示した解決のアイディアに読み入る生徒が多く、グループ
活動の成果を共有していた(図９)。
Step２では生活班を１グループとして机を寄せて５回実施
した。自分の思いを表現するとともに、他者のアイディアを

図９ アイディアの共有

意欲的に聴く生徒が多かった。活動を重ねるうちに、担任が
どのような議題を提示するのか、楽しみにする生徒が出てきた。
Step３では生活班２班が机を寄せて一つのグループとし、活動を５回実施した。楽しそうに活動
する生徒が多く、アイディアをたくさん出すことができた。
ステップアップタイムは帰りの会で実施するため、効率的に時間を使う必要があった。そこで、
朝の会で担任が議題を提示することにした。生徒は議題に対して考える時間が増え、アイディアを
出しやすくなった。そのため、活動時間を短縮することにつながった。
指導者からは、
「Step１では、自分の意見をはっきり言える生徒が増えるとともに、他の意見に触
れる機会をもつことができた。今後の継続で更に成果が出るのではないか」
「Step３では、思ってい
たより生徒が話せるようになってきた。全員での活動が楽しみだ」との感想を得た。
以上のように、段階的に人数を増やしていくステップアップタイムの設定は、生徒は自分の思い
を表現する力を徐々に付け、学級全体で活動するための素地づくりにつながった。
(３)
ア

「クラス会議」の概要
活動の流れ
生徒から挙がった議題に対して、一人一つずつ解決のアイディアを出し合い、全員の発言後、
議題を出した生徒がよりよいと思う解決策を選ぶようにした。また、生徒が混乱せず話合いがで
きるように、これまで継続してきたステップアップタイムと同じルールで実施した。

イ

議題の扱いについて
議題は生徒の悩みや困っていることなどとした。
議題を集める前に、図 10 に示すような「議題として
扱えないこと」
を提示し、集団決定を要するものや、
クラス全体の合意を必要とする場合には、ここでは
扱わず、学級活動の時間に扱うようにした。

・個人情報やプライバシーに関わること
・誰かを傷つけるような結果が予想されること
・教育課程の変更に関わること
・校内の決まりや施設・設備の利用の変更など
に関わること
・金銭の徴収に関わること
・健康や安全に関わること

図10 議題として扱えないこと

- 7 -
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(４)

「クラス会議」の実証
クラス会議は「ステップアップタイム」と同様に、帰りの会の時間に実施した。実証校において

は、事前に、悩みや不安に思っていることを議題として集めた。生徒から挙がった議題は、学校の
ことに限らず個人の不安や悩みなども含まれていた(表２)。活動当初は、挙がってきた議題のなか
から、生徒がアイディアを出しやすい議題を担任が提示した。
実施していくなかで、クラス内での人間関係を扱うような議題が提出されたときがあった。この
際には、議題を出した生徒に自分で議題を読んでみんなに伝えるかどうか事前に確認した。その結
果、生徒同士の人間関係に配慮して、議題を担任が読むこととした。
表２ クラス会議の 議題と選ばれた解決策（一部抜粋）
議 題

議題を出した生徒が選んだ解決策

勉強がはかどりません。どうしたらいいですか。

周りの携帯やゲームをどこかにやる。

５歳の弟が勉強の邪魔をしてきます。一人で遊ばせるにはどうしたらい テレビを見させる。
いですか？

クラス会議について、Ａ校の担任からは、「全員が輪になり床に座る中で、楽しく活動する生徒
が多かった。活動を重ねるごとに発言できたり、他の生徒のアイディアに耳を傾けたりする生徒が
増えていった。議題の内容について他の教員にアドバイスを求める生徒も出てきた。一日の学校生
活の中に楽しい活動として浸透したようだ」との感想が得られた。また、Ｂ校の担任からは、
「学級
の雰囲気が柔らかくなったように思う。活動を重ねるうちにじっくり考えて発言しようとする生徒
が増え、普段の授業に役に立つと思う」との感想が得られた。
生徒からは、「色々なアイディアを考えて、発言することができた」「自分の悩みを聴いてもら
えた」などの記述だけでなく、「みんながどんなことで悩んでいるか分かってよかった」「自分の
悩みを聴いてもらうだけでなく、他人の悩みに応えられたことがよかった」などの他人の悩みに共
感するような記述が見られた。
(５)

学級活動(全３時間)の概要と実証授業
朝や帰りの会での活動を継続しながら、積み重ねた力や雰囲気をいかして、学級活動を行う。

もめごとや対立が身の周りで生じたとき、積極的に関わっていこうとする態度を育てられるよ
うに「もめごとや対立に関わるための学習」を学級活動の全３時間で設定した(表３)。第１時では、
もめごとや対立を解決する方法を学び、第２時では、もめごとや対立に第三者として関わる方法と
して仲裁の手順を学んだ。そして、仲裁の手順を用いて、第３時では仲裁の役割を練習した。
表３ もめごとや対立に関わるための学習(学級活動)
時
１

２

３

題材
もめごとや対立に関わるための学習Ⅰ

「解決の方法」
もめごとや対立に関わるための学習Ⅱ

「仲裁の手順」
もめごとや対立に関わるための学習Ⅲ

「仲裁の練習」

学級活動の内容
(２)イ
自己及び他者の
個性の理解と尊重
(２)オ
望ましい人間関係
の確立
(２)オ
望ましい人間関係
の確立
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ねらい
時期
・周りで起こる問題に関心をもち、よりよい解
決を図ろうとする態度を育てる。
６月頃
・共に解決に取り組んでいこうとする雰囲気や
意欲を育てる。
・仲裁のための手順や言葉かけの方法を学ぶ。
・周りで起こるもめごとや対立に対して、自分
７月頃
たちで問題を解決し、乗り越えていこうとす
る態度を育てる。
・周りで起こるもめごとや対立に対して、積極
的に関わり、自分たちで問題を解決し、乗り
９月頃
越えるための方法を考えて実践することがで
きる。

生徒指導・人権教育に関する研究Ⅱ

ア

もめごとや対立に関わるための学習Ⅰ「解決の方法」
学校生活で起こりがちなもめごとや対立を解決することを題材とした。対立を解消するための
方法を話し合い、解決方法について学ぶとともに、グループ活動を通して、自他の考えを尊重し、
協同的に問題を解決しようとする態度を育てたいと考えた。
表４ もめごとや対立に関わるための学習Ⅰ「解決の方法」の流れ
主な活動内容
導入

① 事前調査の結果を知り、自分のもめごとや対立への対応を振り返る。

展開

② もめごとが悪化していった原因を考える。
③ 当事者と第三者の立場に立って、対立の解決について話し合う。
④ 他の班の解決方法の発表を聞き、もめごとの悪化を防ぐ手段を考える。

まとめ

⑤ 活動を振り返り、実践できそうな方法を決める。

表４に示す流れで授業を進めた。まず、生徒の身の周
悪化をたどる
対立の例

りで起こりがちな対立の悪化の様子を階段に例える(図
11)。そして、放置しておくと対立は悪化していくこと
を確認し、当事者と第三者の立場になって、ステップア
ップタイムやクラス会議で定着してきたブレーンスト
ーミングの手法を用いて互いが納得できる解決方法を
グループで考えさせた。グループの発表内容を図12に示

図 11

すキーワードとしてまとめる。
実証では、図11の「もめごとの階段」を用いて、対立

もめごとの階段

・落ち着く ・聴く ・話し合う ・謝る

が悪化していく原因を考え、その後、グループで、付箋

図 12

を用いて解決方法を書かせた。指導者の助言で書けるよ

解決方法のキーワード

うになった生徒もいたが、どの生徒も３枚以上書くこと
ができた。付箋に自分の考えを書いておいたため、生徒
は話合いに積極的に参加できた(図13)。
振り返りにおいてアンケートを実施した。質問項目は
「アイディアをたくさん書けたか」、「互いが納得して
問題を解決する方法が分かったか」とし、
「あてはまる」
「どちらかといえばあてはまる」と肯定的な回答をした
生徒は８割以上であった。
イ

図13 付箋を用いて意見をまとめる様子

もめごとや対立に関わるための学習Ⅱ「仲裁の手順」
もめごとや対立を話合いで解決するために、仲裁の手順を学び、仲裁者として、もめごとや対
立に積極的に関わっていこうとする意欲を育てたいと考えた。
表５ もめごとや対立に関わるための学習Ⅱ「仲裁の手順」の流れ
主な活動内容
導入

① 事前調査の結果を知り、もめごとや対立悪化を防ぐためにはどうしたらよいかを考える。

展開

② 仲裁のロールプレイを見る。
③ 台本の中で仲裁のポイントとなる部分に下線を引き、仲裁のポイントについて話し合う。
④ 仲裁の４段階を知り各グループでロールプレイをする。

まとめ

⑤ もめごとに出会ったときの行動目標を決める。
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９ページの表５に示す流れで授業を進め、仲裁者として
のポイントをグループで意見交流した。
その後の発表を「仲
裁のABCD」としてまとめる(図14)。仲裁のABCDとは、
仲裁者としての手順を生徒が理解しやすいように「聞く」
「出し合う」「選ぶ」「行動」をまとめたものである。そ
の後、台本を用いてグループ内でロールプレイさせ、仲裁
の手順を体験させる。
実証では、授業の最初、対立の悪化をイメージできるよ

図 14

仲裁のＡＢＣＤ

うに生徒はロールプレイを見た。次に、仲裁者としての関
わり方において何が大切かを考え、台本に線を引いた。そ
の後の仲裁のポイントを話し合う場面では、活発な議論と
なり、考えを共有できた。
グループ発表のまとめを図15に示す。多くの生徒は、
「仲
裁の手順が分かった」と振り返ることができた。また、振
り返りシートの自由記述には、多くの生徒が「仲裁する」
や「間に入る」など、もめごとや対立に積極的に関わろう
とする回答が見られた(図16)。

図 15

グループ発表のまとめ

・お互いの意見を大切にして解決に導くことが大切だと思った。
・上手な仲裁の方法が分かった気がします。
・これまでもめごとをほっといたのは、方法が分からなかったからなので、これからは仲裁のＡＢＣＤを使っ
ていきたい。

図 16

ウ

生徒の感想例

もめごとや対立に関わるための学習Ⅲ「仲裁の練習」
第三者として、もめごとや対立に関わっていくためのスキルを身に付けさせるために、第２時
で学んだ「仲裁のABCD」を用いて、仲裁者の練習をする。
表６ もめごとや対立に関わるための学習Ⅲ「仲裁の練習」の流れ
主な活動内容
導入

① 事前調査の結果を知り、仲裁の流れを確認する。

展開

② もめごとの台本を読み内容を把握する。
③ 台本を用いてグループでロールプレイをする。
④ 他のグループの発表を見る。

まとめ

⑤ 周りでもめごとや対立が起きた時、仲裁者としてどうすべきかを決める。

表６に示す流れで授業を進めた。まず、学校生活の中で起こりがちなもめごとや対立の台本を
用意し、仲裁者の発言や行動に注目させる。その後、台本を用いたロールプレイをし、全員が仲
裁者の練習をした。この時間に扱うもめごとや対立の内容は「悪口を言った、言っていない」「貸
した大事なものをなかなか返してくれない」「部活に行く途中、待ち合わせ時間に来なかった」
とした。
実証では、事前調査で生徒の身の周りや級友のもめごとや対立に関わったことがあるかを質問
したところ、積極的に関わりをもった経験がある生徒は二人であった。授業の冒頭、担任は、可
能な範囲で級友のもめごとや対立に関わりをもち、よりよい人間関係を築けるクラスになってほ
しいという思いを伝えた。
- 10 -
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学習内容は、生徒の周りで起こりそうなもめご
仲裁者の役割を理解できた

との例を作成し、仲裁者の台詞を空欄にした。台

52

詞を生徒が自由に考えた後、ロールプレイに取り

37

9 2

仲裁の流れがわかった

組んだ。どの生徒も仲裁の手順は仲裁のABCDに

55

そっており、発表では他の生徒の様子に見入った。

41

22

仲裁することは、自分でもできそうだと思った

授業の振り返りでは図17に示すように、多くの

28

生徒は仲裁に対して役割を理解し、その流れが分
かったと回答した。また、「実際にもめている人

53

17

あてはまる

どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない

あてはまらない

2

(数字は％・回答総数 64)

を見かけたとき、解決するためにはどうしたらよ
いか」という質問においては、「落ち着かせる」

図 17

「お互いの考えを聴く」など、授業を通して学ん

仲裁に関する生徒の意識
第３時振り返り結果

・今日のロールプレイのように落ち着かせ、そ

だキーワードが多く見られた(図18)。身近な例を

の場に最もふさわしい仲裁ができたらいい。

提示し自由に台詞を考えてロールプレイすること

・お互いの意見を聴いて解決に導きたい。

によって、手順は理解したが、実生活の中での応

・授業を思い出して、仲裁者として挑戦したい。

用が本当にできるのかと考えた生徒も多くなった。
図 18

このため、「仲裁することは、自分でもできそう

生徒の感想

だと思った」と答えた生徒は、理解できた生徒の約半数であった。生徒同士で仲裁していくこと
の難しさが浮き彫りとなった。
４

困った時に解決策が考えられる

生徒の変容

(１)

もめごとや対立に関する意識の変化
学習プログラムの実施前後に行ったアンケ

ート調査において、図19に示すように「困っ

事前

18

事後

17

ト増加した。また、「自分が困ったときに、
友だちはそっと助けてくれる」という項目で

48
36

12 3
33

9 5

自分が困ったときに、友だちはそっと助けてくれる

たときに解決策が考えられる」という項目に
対して、肯定的な回答をした生徒は16ポイン

19

事前

17

事後

18

31
35

あてはまる
どちらでもない
あてはまらない

は、肯定的な回答が５ポイント増加した。
これらのことから、困った時に、多くの生
徒が解決策を考えられるようになったり、友

図 19

36
32

11 5
9 6

ややあてはまる
ややあてはまらない
(数字は％・回答総数 67)

問題解決における生徒の意識

だちへの信頼感の高まりにつながった。
また、図20に示すように「誰かのもめごと
や、けんかを見たときにどうするか」という
質問では、「止めに入る」、「仲裁する」、

・できそうなら、友だちを解決に導く。
・自分が間に入って、話し合う。
・仲裁に入って、お互いの話を大切に聴く。

「お互いの話を聴く」などのように、第三者
としての関わりが多く記述されていた。

図 20

もめごとや対立への対応

学習プログラムを通して、もめごとや対立に関わるための方法を身に付けさせ、生徒の意欲や態
度を高めることにつながったと考える。担任からは「もめごとや対立に関わっていこうとする生徒
の感想は多くあるが、実際には迷いがあるようだ。そのため、生徒が安心して行動できる学級の雰
囲気づくりと教師の支援が重要だと思った」という感想を得た。
- 11 -
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(２)

他者を思いやる意識の高まり
学習プログラムの実施前後に行ったアンケ

ート調査において「相手の気持ちになって考
えたり行動したりする」という項目では、肯
定的な回答をした生徒は６ポイント増加した

相手の気持ちになって考えたり行動したりする

事前

10

事後

(図 21)。
このことに関して、担任からは「学級活動

33

17

40
32

15
43

あてはまる

ややあてはまる

ややあてはまらない

あてはまらない

2

53

どちらでもない
(数字は％・回答総数 67)

と関連させた学習プログラムを継続して実施
図 21

してきたことだけではないと思うが、相手の

他者に対する生徒の意識

ことを思いやれる生徒が増えてきたように感じる」という感想を得た。これらのことから、思いや
りをもって他者に接する意識を高める一助になったと考える。
(３)

安心感の高まり

アイディアをはっきり言うことができるようになった

学習プログラムを開始して約３カ月後、活動を
振り返るために生徒にアンケートを実施した(図
22)。
「アイディアをはっきり言うことができるよ

23

49

22

6

クラスの人のアイディアを関心をもって聴くことが
できるようになった

うになった」という項目では、約７割の生徒が肯
定的な回答をした。また、「クラスの人のアイデ
ィアを関心をもって聴くことができるようになっ
た」では約６割の生徒が肯定的な回答をした。

18

43

あてはまる
どちらかといえばあてはまらない

30

9

どちらかといえばあてはまる
あてはまらない

(数字は％・回答総数 67)

図 22 学習プログラムの振り返り

生徒の感想を図23に示す。

・みんなで楽しく話し合えた。
・みんな一人ひとり悩みがあって、それをみんなで一生懸命考えていたのはすごくよかった。
・自分以外にも同じ悩み事をしている人がいると思って安心した。
・いくつか自分にも不安なことがあるけれど、クラスの子の他の意見を聴くことができ、気分が少し
軽くなった。
・自分の悩みは、なかなか自分で解けません。自分の悩みが議題で出たとき、友だちが真剣になって
悩んでくれた。
・悩みが解決できてよかった。
・クラスの団結力があがった。
図 23 生徒の感想

「同じ悩み事をもっている人がいると思って安心した」などのように、他の生徒が自分と同じよ
うな悩みをもっていたことに安心したことが分かる記述が見られた。また、「みんなで一生懸命考
えていたのはすごくよかった」「クラスの団結力があがった」などよりよい人間関係が作られてい
った内容が記述されていた。
Ａ校の担任からは「生徒の発言することへの積極性が増し、クラスで話合いに深まりが見られる
ようになった。また、各教科授業での話合い活動も少し活発になったようだ」という感想を得た。
また、Ｂ校の担任からは「誰かとトラブルになったとき、他の誰かに相談できる雰囲気ができ上が
りつつある」という感想を得た。
これらのことから、学習プログラムを通して、安心して自分の思いを表現できる雰囲気のあるク
ラスづくりにつながったと考える。
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Ⅵ 研究のまとめと今後の課題
１

研究から明らかになったこと

(１)

学習プログラムは、自分の思いが表現できる安心感のある雰囲気の学級集団や、思いやりをもっ

て他に接する生徒の育成に効果があることが明らかになった。
(２)

もめごとや対立に関わるための学習を題材とした学級活動を展開することで、第三者として関わ

ろうとする意欲や態度を育成するための一助になることが明らかになった。
２

今後の課題

(１)

もめごとや対立に第三者として関わるための知識や理解にとどまらず、生徒が実際の場面で活用

できる力をさらに伸ばすための学習プログラムを作成し、その効果を検証する必要がある。
(２)

安心感のある学級集団をつくるためには、様々な取組や活動が考えられる。今後は、教科学習、

総合的な学習の時間などと連携した取組や活動を工夫していく必要がある。
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