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Ⅰ 研究の概要

１．研究テーマの設定理由

～よりよい人間関係を築く力の育成を目指して～

現在子どもたちには、社会体験の不足や規範意識の低下などの課題があり、「望ましい集団活動」を方

法原理とする特別活動の役割が今後更に重要になってくると考えられる。特別活動において重視されて

いることは、よりよい人間関係を築く力、社会に参画する態度や自治的能力の育成である。これまで行

われてきた特別活動の本質や特性を十分に理解し、生かしていくことで、それらの力や態度が十分に育

成できると考える。

集団決定をし、決定事項を全員で実践する「（１）学級や学校の生活づくり」と、自己決定をし、個々

のめあてに応じて実践する「（２）日常の生活や学習への適応及び健康安全」という学級活動の内容をそ

れぞれの特性を生かして実践していくことで、特別活動が目指すものの基礎を育てていくことができる。

そして「よりよい学級生活の実現をめざして、自分の希望や願いをもち、目標をもって生活する子ども」

の育成ができると考えられる。

また、児童会活動・クラブ活動・学校行事の指導を見直し「なすことによって学ぶ」という特別活動

の特質から具体的な活動や生活の場面を通して、その内容の展開を研究していくことで、より研究が深

められると考えられる。今年度は、これらと学級活動を合わせ４つの部会で５つの内容について研究に

取り組んだ。

以上のことから、自分たちの力でよりよい学校生活の実現をめざし、希望や目標をもって生きる子ど

もをはぐくんでいきたいという思いをもち、本冊子のサブテーマを「夢や希望をもち、主体的に生きる

子どもをはぐくむ特別活動」とし「よりよい人間関係を築く力の育成を目指して」を重点目標として実

践した。

教科書のない特別活動は、どのような指導を行い、どのような活動を実施するのかが分かりにくい。

また、取り組みを行っても、特別活動ならではの子どもの育ちが見えにくいために、なかなか理解され

にくい面もある。しかし、特別活動が育てようとしている「よりよい人間関係を築く力」は、将来子ど

もたちが社会に出た時に大切になる力である。自分を認め、相手を認め、お互いを尊重し合える集団活

動の展開を追求し、授業実践に取り組んできた。

２．授業実践・活動実践の内容

各活動・学校行事 活動 主な内容 ページ

学級活動（１） 話合い活動
学級会のよりよい進め方や「ふり返りカード」の指

導の仕方について重点をおき取り組んだ。
P10～19

学級活動（２）
望ましい人間関係の

形成

ロールプレイや、グループの話合い活動を取り入

れ、ふり返り活動にも重点をおいて取り組んだ。
P20～27

児童会活動
代表委員会

委員会活動

児童が自ら進んで実践できるような支援の在り方

について重点をおき取り組んだ。
P28～33

クラブ活動 クラブ活動実践例
クラブの立ち上げ方法や、児童自ら主体的に活動で

きる指導に重点をおき取り組んだ。
P34～41

学校行事 運動会
学校行事の目標をしっかりとおさえ、学級活動（２）

や児童会活動との関連に重点をおき取り組んだ。
P42～49

夢や希望をもち、主体的に生きる子どもをはぐくむ特別活動



Ⅱ 各領域における指導のポイント

１．学級活動

（１）学級活動の特質

学級活動は、学級を単位として、学級生活や学校生活の充実と向上を図り、健全な生活態度を育成す

ることを特質としている。第１学年から実施される特別活動の基盤となる活動であり、実践活動を通し

て学級の一員としての自覚を深め、社会性を培い、個性の伸長を図るための教育活動である。学級生活

を学級の友だちと共に送る中で、集団の楽しさやルールの大切さを学んでいくためには、教師の適切な

指導の下に自発的、自治的な活動が効果的に展開されることが大切である。

（２）学級活動の活動内容

○学級活動（１）「学級や学校の生活づくり」

学級会での話合い活動と、そこで集団決定したことを協力して実現していく活動のほとんどがこれ

に含まれる。この活動で身につけたいことは、「社会性」や「自治的な能力」など、やがて子どもたち

が社会に出てから直接生きて働くような実践的な態度である。

ここでの「組織」とは、学級会の計画委員会や係活動などのことを示している。計画委員会は学級

会を効率的に進め、充実した内容にするために欠かすことができない。係活動も学級生活を豊かにす

るために大切な組織である。どちらも教師の適切な指導の下に行われる、子どもたちのための子ども

たちによる自発的・自治的な活動である。

         

児童は多様な集団（例えば各学級における係活動などの各種の小集団、学年を超えて編成される児

童会やクラブの集団など）に所属し、その一員として生活の向上を目指して発達の段階に即した役割

などを果たす活動を通して、望ましい人間関係を築く態度を形成したり、所属感を深め、社会性や公

共の精神などを培ったりすることができるのである。

ポイント

① 児童の生活向上意欲を引き出す。

② 試行錯誤や失敗も含めて体験を重視する。

③ 話合い活動を充実させる。

ここでは「結果」よ

りも、「過程」を大

切にしましょう。

当番活動とは異なり、どんな係が必要か、

そのためにどんな役割が必要かを見出すのは、

子どもたち自身でなければならない

この活動を

活性化することができれば…

子どもたちに話合いによる「企画力」、実践することによる「運営力」、

振り返ることによる「改善力」などを身につけることができる。

学級活動は、内容の（１）と

（２）があります。それぞれ

の特質を理解して進めて

いくことが大切です。

学校における多様な集団の生活の向上

学級内の組織づくりや仕事の分担処理

ポイント

学級や学校における生活上の諸問題



○ 学級活動（２）「日常の生活や学習への適応及び健康安全」

学級活動（２）の授業では、自己指導能力を育てるプロセスを大事にしたい。そのために、子どもた

ちの問題意識を高め、適切な情報を提供しながら、できるだけ自分に合った具体的な方法を自己決定で

きるようにする必要がある。特に、知識を教えるだけで、わかったことや感想だけ書いて終わりという

授業にならないようにしたい。また、自己決定したことについては、頑張りカードなどを使って一週間

ほどは努力できるようにしっかり見守り、その成果を実感できるようにしたい。仮に問題が完全に解決

しなくても、「努力することは大切だ」という実感をもてるようにすることが大切である。

・他人事でなく自分自身の問題に

                ・前向きに問題としてとらえさせる

                ・資料の焦点化・個人が特定される資料には注意

                ・「なぜ、どうして」から導入

・改善点の気付き

                 ・原因の整理

                 ・必要感の実感

      ・必要な情報の提供

               ・話合い活動（集団思考）

                ・情報交換、自ら情報選択などの工夫

・個に応じた情報の選択

              ・強い決意をもつ

・本当にそれでいいのか考える

                             ・自己評価できる内容に

・期間をしぼった重点的な指導

               ・自己決定の見直し、教師の助言

                           ・友だちの励ましの中で達成を

学級活動（２）の指導過程例

希望や目標をもって生きる態度の形成  基本的な生活習慣の形成  望ましい人間関係の形成   

清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解  学校図書館の利用

心身ともに健康で安全な生活態度の形成  食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

気
付
く

さ
ぐ
る

見
つ
け
る

実
践
す
る

決
め
る

何を指導し

たいのか

児童の認め合う姿を意

識し、指導しているか

何を、どのように具

体的に決められる

ようにするか

ねらい・目指

す姿は何か

話合いの時

間を十分取

っているか

１．問題意識をもつ（導入）

５．効力感の実感（事後指導）

４．実践課題の自己決定

（終末）

３．解決方法の追求（展開２）

２．原因の追求・必要感の

自覚（展開１）

共通事項



（３）学級活動（１）と学級活動（２）の違い

（１）学級や学校の生活づくり （２）日常の生活や学習への適応及び健康安全

内

容

教師の適切な指導の下に、児童自ら

が楽しく充実した学級や学校の生活を

つくっていくことである。児童自らが

気付き、関心をもつものであって、児

童が共同して具体的に解決の方法を見

いだし、実践できるものが望ましい。

日常の生活や学習への適応及び健康安全に関するもの

で、児童に共通した問題であるが、個々に応じて実践され

るものである。

教師が意図的、計画的に指導する必要がある。

共

通

事

項

ア 学級や学校生活における生活上の

諸問題の解決

イ 学級内の組織づくりや仕事の分担

処理

ウ 学校における多様な集団の生活の

向上

ア 希望や目標をもって生きる態度の形成

イ 基本的な生活習慣の形成

ウ 望ましい人間関係の形成

エ 清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解

オ 学校図書館の利用

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

活

動

の

流

れ

教師の適切な指導の下に、児童が次

の活動を行う。

  ≪問題の発見≫

よりよい学級や生活づくりに関わる諸

問題を見つけ、提案をする。

○協力して達成したり、解決したりす

る共同の問題（活動）を決める。

集団決定をしたことをもとに、役割を分担

し、全員で協力して、目標の実現を目指す。

活動の成果について振り返り、評価をする。

教師が意図的、計画的な指導構想に基づいて行う。

≪問題の確認≫

年間指導計画に基づき、取り上げる題材についての学級の

児童の問題となる状況を確認する。

○個々の児童が共通に解決すべき問題として授業で取り

上げる内容を決める。

自己決定したことをもとに個人として努力し、目標の実現を

目指す。

努力の成果について振り返り、評価をする。

実践

問題の共同化 問題の共通化

話合い活動（議題の選定）

集団討議による

集団決定

みんなで決めよう！

みんなで決めたことを協力

してやりとげよう！

振り返り

話合い活動（題材の設定）

集団思考を生かした

自己決定

自分のめあてを決めよう。

友だちと一緒に、自分のめあてが達成

できるようにがんばろう！

実践

振り返り



２．児童会活動

（１）児童会活動の目標

（２）活動の内容

児童の自発的、自治的な活動が効果的に展開されるようにする

常に児童自身が学校生活を充実・向上させるための諸問題に気付いたり、これらの

問題を自分たちで解決しようとしたりする意欲を高め、児童自らが協力して諸問題を

解決するなど、楽しく豊かな学校生活づくりに進んで参画できるよう組織的な指導に

努める必要があります。

人間関係を形成する力を養う活動を充実する

          児童会における活動の機会や場を多様に設定することにより、上級生は下級生に対

して思いやりの気持ちをもって接し、下級生は上級生に尊敬の気持ちをもって協力で

きるようにするなど、望ましい人間関係を築く態度の形成を図ることが望まれます。

そのためには‥・

３．クラブ活動

（１）クラブ活動の目標

児童会活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員としてよりよい学校生活づくりに

参画し，協力して諸問題を解決しようとする自主的，実践的な態度を育てる。

○学校の全児童をもって組織する児童会において，学校生活の充実と向上

を図る活動を行うこと。

(1) 児童会の計画や運営

(2) 異年齢集団による交流

(3) 学校行事への協力

<活動の形態>
(ｱ) 代表委員会

(ｲ) 委員会活動

(ｳ) 児童会集会活動

指導の

ポイント

ここで

大切なことは

リアリティーです。

切実感をもって問題に向き合うこと。児童会と

いう現実の社会で起こった様々な問題を皆で真剣

に考え対応することで、子どもたちは人との関わ

りの中で社会性を学ぶことができます。

指導の

ポイント

児童には様々な経験の差があ

り、発言の内容や仕事の遂行上

での技能などに差はあるにして

も･･･

同じ仲間として互いに尊重され、互いの

長所が生かされるよう指導する必要が

あります。

クラブ活動を通して，望ましい人間関係を形成し，個性の伸長を図り，集団の一員として協力し

てよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的，実践的な態度を育てる。



（２）活動の内容

４．学校行事

（１）学校行事の目標

（２）活動の内容

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発展に資する体験的な

活動を行う。

○学年や学級の所属を離れ，主として第４学年以上の同好の

児童をもって組織するクラブにおいて，異年齢集団の交流

を深め，共通の興味・関心を追求する活動を行う。

(1) 計画や運営

(2) 楽しむ活動

(3) 成果の発表

<クラブの計画や運営>
クラブ活動は、教師の意図によ

るものではなく、児童の話合い

によって運営されるものであ

る。

指導の

ポイント

指導の

ポイント

学校行事を通して，望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感を深め，公共の精神を養

い，協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的，実践的な態度を育てる。

（１）儀式的行事（２）文化的行事（３）健康安全・体育的行事（４）遠足・集団宿泊的行事

（５）勤労生産・奉仕的行事

クラブ活動を通した望ましい人間関係の形成

クラブ活動の時間は、異年齢集団の中での自分の興味・関心や得意なことを

深めたり人間関係を深めたりする体験を通して、それらをより豊かにすること

のできる貴重な時間であるという認識をもつことが大切です。

協力してよりよいクラブづくりに参画する

「クラブづくり」という文言がポイントです。所属するクラブの中で、めあ

てをもち、きまりに従って活動する過程で、クラブという集団も、児童一人一

人も成長していきます。異年齢によって構成されたクラブをよりよいものにし

ていこうと意欲をもって活動できるようにすることが大切です。

望ましい人間関係を形成し、所属感や連帯感を深める

児童が様々な人と喜びや苦労を共有しながら、互いに助け合い、支え合って

活動し、望ましい人間関係をはぐくむことができるようにすることが大切で

す。

協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる

学校行事は、教師の意図的、計画的な指導であって、児童会活動やクラブ活

動などにおける児童の自発的、自治的な活動を特質とするものではありませ

ん。しかし、児童が活動の意義を十分に理解し、目標をもって取り組み、自己

の役割や責任を果たすことによって達成感や連帯感を得て、積極的な参加を促

し、自主的、実践的な態度を育てることが大切です。

子どもたちが

クラブの活動

をつくってい

くことが大切

です。



Ⅲ 各領域における研究実践の紹介

１．学級活動（１）の実践

（１）テーマについて

これまで、教師の適切な指導の下に、子どもたちが楽しく充実した学級や学校生活を送れるよう、学

級活動（１）の話合いを充実させる方法について研究を進めてきた。同時に、子どもたちが自分たちで

決めたことを実践する楽しさや、進んで活動するよさを味わえるような実践についても探求してきた。

（詳しくは、『「生きる力」をはぐくむ学習指導と評価の工夫改善Ⅲ 小学校特別活動』を参照）

しかし、研究を進める中で、それぞれの活動が単発に終わってしまうことが多いことに気が付いた。

このことから、活動相互の関連性に着目し、子どもたちが前回までの活動の良さと反省点を生かして、

よりよい活動をつくっていくことが大切であると考えた。そこで、つながりを大切にするために「ふり

返り」を中心に研究を進める必要があると考え、サブテーマを「よりよい人間関係を築くためのふり返

りの生かし方」とした。

（２）研究の内容

今年度も、学級活動(１)「学級や学校の生活づくり」の活動内容の中でも、ア「学級や学校における

生活上の諸問題の解決」を中心に研究実践を行うこととした。この活動内容は、学級会での話合い活動

（事前～話合い）と、そこで集団決定したことを協力して実践していく活動（事後の活動）が中心とな

る。そこで、子どもたちのふり返りが効果的なものになるよう以下の２つを中心に研究を行った。

夢や希望をもって、主体的に話し合い、活動する子どもの育成
～よりよい人間関係を築くためのふり返りの生かし方～

・カードに記載することは、必要な内容に精選する。そうすることで、子どもたちに指導すること、

意識させたいこと、育てたいことが明確になる。

・カードに自由記述欄を設ける。子どもたちが記述欄にどのようなことを書けるようになることを

目指していくのかを研究することで、教師が指導すべき内容が明確になる。

・小学校学習指導要領解説特別活動編や川崎版評価規準などを参考に、ふり返りカードを作る。そ

うすることで、６年間を通して育てる子どもの姿が明確になる。

①ふり返りカードの工夫

・ふり返りは、２つの場面（「事前～話合い」と「事後の活動」）を終えたときに行うことにする。

・子どもたちに指導すること、意識させたいこと、育てたいことをふり返りカードに明記にするこ

とで、指導を意図的に行える。

・ふり返りを積み重ねることで、諸問題への気付き → 学級会（話合い） → ふり返り → 事

後の活動 → ふり返り → さらなる気付き・・・のように気付きをつなげていける。

・子どもは、同じカードを使うことで、ふり返りを行いやすくなる。また、教師は、低・中・高の

発達段階を意識した指導を行いやすくなる。

②ふり返りカードを活用した学級活動（１）の実践



①ふり返りカードの工夫

  これまでもふり返りカードを使ってきた。しかし、内容についての研究はあまり深まっておらず、子

どもたちの発達段階や学級の様子に即した内容になっていた。そこで、小学校学習指導要領解説特別活

動編と川崎版評価規準に示されている内容を参考に、ふり返りカードに記載する必要な内容は何かを見

直すことにした。

川崎版評価規準では、評価を司会グループ（計画委員会）と児童、学級の３つに分けて掲載している。

このことから、ふり返りカードは、司会グループ（計画委員会）用と児童用のものを作成することにし

た。また、学級に関する内容は、「みんなで」や「友達と」などの集団としてのまとまりを意識する言

葉を用いて、それぞれのカードに記載することにした。

小学校学習指導要領解説特別活動編では、発達段階を意識した指導内容が書かれている。このことか

ら、低学年用・中学年用・高学年用の学習カードを用意することにした。

  自己評価の欄は、自分の頑張りを 3段階で評価するようにした。学級会や事後の活動を終えてすぐの

短時間で行えるよう、3～４項目まで内容を精選した。（資料①参照）

今回のふり返りカードには、自由記述欄を設けることにした。子どもたちは、話合いを行ってみて前

回と比べてよかった点や次回に向けての改善点、決まったことに対する意気込みなどを記入する。記入

したことについては、教師がコメントなどを書き加えて価値付けをする。これらのことを通して、良か

った点や改善点した方がよい点について明確に意識できると同時に、次の活動へ向けての意欲を高めて

いくことができると考えている。

低学年・中学年・高学年のふり返りカードは、P.17~P.19に掲載しています。

発達段階に応じた内容にしました。

学級会は、学級目標を意識して行います。学級のみんなが目標に向かって活

動することで集団としてのまとまりが生まれてきます。望ましい集団を自分た

ちでつくっていこうという思いをもって、活動を続けていくことが大切です。

※特別活動評価規準川崎市版 PLUS（本誌付属 CD-R に収録）をもとに作成。

資料①



ふり返りカードの記入例（低学年）

児 童 用

司会グループ用

話し合うことに対する自分の考えを

記入する。話し合う時間を確保するため

に、学級会の前に、ここに書かれている

意見を短冊にして貼っておくことも考

えられる。

事前

決まったことに対して楽しみなことや

自分が頑張りたいことなど、前向きに取

り組もうとする気持ちを中心にふり返

る。また、司会グループとして頑張れた

こともふり返る。

事前～話合いを終えたふり返り

活動をしてよかったこと、次の活動で

さらによくしたいことなどを中心にふ

り返る。

事後の活動を終えたふり返り

決まったことに対して楽しみなことや

自分が頑張りたいことなど、前向きに取

り組もうとする気持ちを中心にふり返

る。

事前～話合いを終えたふり返り

活動をしてよかったこと、次の活動で

さらによくしたいことなどを中心にふり

返る。

事後の活動を終えたふり返り

司会グループの活躍を認

めるコメントをし、活動に

価値付けをしましょう。

望ましい集団活動につな

がる部分や、次への気付き

につながる部分にコメント

をしましょう。



②ふり返りカードを活用した学級活動（１）の実践

2 年生 議題「4 クロ たなばたしゅうかいをしよう」

事前～話合い

一人ひとりが自分の考

えをもって学級会に臨め

るようにしましょう。

児 童 用

これから始まる活動に

ワクワクする気持ちをも

てるようにしましょう。

事前～話合いを終えたふり返り

司会グループ用

「みんなが・・・」「学級

で・・・」「一緒に・・・」

など集団を意識した言葉に

注目します。

終末の教師の話で、「みん

なで話し合って、みんなで

決めることができたのはす

ばらしいことです。それが

自分たちの生活をよりよく

したり、みんなの仲を深め

たりしていくことにつなが

ります。」と話合いを価値付

け、これからの活動への意

欲が高まるようにします。

教師が注目したい言葉



たなばたバスケット（4組オリジナル）
①クジで願い事を言う人を決める。
②同じ願いの人は前に出て肩を組む。
③願い事を大きな声で言う。
④みんなで「オーー！！」と言う。
⑤今までと違う席に座る。

事後の活動

時間が無くなって

自分の番までまわっ

て来なかった･･･。

次への気付き

事後の活動を終えたふり返り

「みんなで活動して

よかった」という気持

ちをもてるようにしま

しょう。

次の集会では、時間を意識して

行動すればもっと楽しめるね。

次の活動を、もっと

よくするためにはどう

すればいいのか気付け

るようにしましょう。

みんなの願い事を知

れてよかった。それに

肩を組んで友だちとも

っと仲よくなれたよ。

児 童 用

司会グループ用

速く走れるようになるぞ！！

オーー！！



2 年生 議題「4 クロ 夏の思い出しゅうかい」

前の活動では、順番が回ってこない子がいたとい

う反省に気が付いて・・・

前の活動を意識した発言

事前～話合いを終えたふり返り
前の活動をふり返っ

て、よりよくしようと

考えている部分を取り

上げましょう。

前回の集会と似たゲームにす

れば、みんなやり方が分かるから

少ない時間でもたくさんゲーム

ができるよね。

事前～話合い

児 童 用

司会グループ用

終末の教師の助言

で、「やってみてうまく

いかなかったことを改

善していこうという考

えは、みんなが一つの

学級へとまとまってい

くことにつながりま

す。」と前の活動を改善

しようとする良さを価

値付け、これからの活

動もよりよくしていこ

うという意欲が高まる

ようにします。

「なすことによって学

ぶ」ことを大切し、実

践的な活動から学ぶこ

とに価値付けします。

教師が大切にしたい考え



（３）研究のまとめ

年度当初は単なる個人のまとまりだった学級が、学級会とそこで決まったことを実践していくこ

とを通して、一人一人の学級への所属感や連帯感が高まり、一つの集団としてまとまっていく。こ

のような学級の変容をめざして研究を進めている。今年度は、新たに「ふり返りカード」を作成し

た。事前の活動、話合い、事後の活動の一連の流れを通して、それぞれのよさを多面的、継続的に

「ふり返る」ことで学級への所属感や連帯感が生まれる。さらに、次の活動をよりよくしたいとい

う思いから改善点に気付き、話し合い、実践する中で所属感や連帯感が高まる。やがて、学級は一

つの集団としてまとまり、年度末には子どもは「楽しい１年だった。」「よい友だち（仲間）に出会

えた。」と感じられるようになる。

  「ふり返り」をしっかりと行うことで、集団を大切にしようとする思いや友だちを信頼しようと

する気持ちをもつことができる。ここで得たよい経験が、少しずつ学級全体に波及し、集団として

のまとまりが生まれることになる。望ましい集団活動をつくっていくためにも、「ふり返り」をす

る時間と場を大切にしながら学級活動（１）の実践に取り組んでいきたい。

事後の活動

前の活動を意識した発言

事後の活動を終えたふり返り

海に行って楽しかったね。夏休みの思い出バスケット（4組オリジナル）
①クジで思い出を言う人を決める。
②同じ思い出の人は前に出て肩を組む。
③思い出を大きな声で言う。
④みんなで「うん！！」と言ってうなずく。
⑤今までと違う席に座る。 うん！！

今回は、ぼ

くも思い出を

言うことがで

きたよ。

司会グループ用

児 童 用

前の活動を意識しな

がら改善し、よりよくな

った部分を取り上げま

しょう。

学級目標に少しずつ色

を塗り、みんなで目標に

向かっていることを視覚

的に分かる工夫も考えら

れます。



（４）資料        ※コピーしてお使いください。（ＣＤ-Ｒに Word 版を収録しています。）

低学年（司会グループ用）

低学年（児童用）  



中学年（司会グループ用）

中学年（児童用）  



高学年（司会グループ用）

高学年（児童用）  



２．学級活動（２）の実践

（１）テーマについて

特別活動は、目標にある通り「望ましい集団活動を通して」「集団の一員としてよりよい生活や人間

関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる」ための活動である。また、学級活動（２）の目標

には、「望ましい人間関係を形成し」と明記されている。

そこで、今年度は本研究会で発行している実践事例集の中の指導事項ウ「望ましい人間関係の形成」

の授業について、実践と検証をすることにした。中でも「言葉づかい」に関する内容は、２～４年生で

扱うように計画されている。その系統性を検討することで、学級活動の積み重ねの重要性について考え

ていこうと考え、本テーマを設定した。

（２）研究の内容

学級活動（２）日常の生活や学習への適応及び健康安全 題材別指導計画一覧表

ウ 望ましい人間関係の形成 （※太字が今回取り組んだ題材）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

●友だちとなかよく

●友だちとなかよく

●ふわふわ言葉と

ちくちく言葉

●友だちづくり

●言っていいこと、

わるいこと

●気持ちのよい言葉

●仲のよい学級

●みんなの協力

●よりよい自然教室

にしよう

●よりより修学旅行

望ましい人間関係づくりをめざした学級活動（２）の実践

① ねらいの確認

２～４年生までの３年間を見通したねらいになっているかを検討した。また、学年や学級の実

態に合わせて見直すようにした。

② アンケートの項目の見直し

問題意識をもたせ、よりめあてにつなげやすくなるように言葉や項目を見直した。さらに、ね

らいと同様に学年や学級の実態に合わせた内容に変更した。

③ 展開の活動

言葉づかいがよい方がいいことはわかっているが、乱暴な言葉や相手が傷つくような言葉を

使っているという実態が見られる。そこで、客観的に言葉づかいについて考えることができる

ように３年生ではロールプレイ、４年生ではグループでの話合いを取り入れて実践することに

した。



（３）実践の紹介

３年生 題材「言ってほしいこと言ってほしくないこと」

（ウ 望ましい人間関係の形成）

① 題材について

子どもたちは、言ってはいけないとわかっていてもわざと言っておもしろがってしまう傾向がある。

また、休み時間だけでなく授業中にも使ってしまいトラブルが起こっている。自分たちの実態につい

て気付き、話し合うことで、望ましい人間関係を築いてほしいと考え、本題材を設定した。

② 評価規準

③ ねらい

言ってほしいこと言ってほしくないことについて話し合い、相手のことを考えた言葉づかいをしよ

うとする。

④ 活動の実際

（ア）事前の活動

活動の場 活動 評価（☆）と支援（○） 資料

朝の会 言葉についての

アンケートに

答える。

○自分たちの言葉づかいについて想起できるよ

うに声をかける。

☆日常の中での自分たちの言葉づかいについて

考えようとしている。

（集団活動や生活への関心・意欲・態度）

アンケート

（イ）本時の活動

活動内容 評価（☆）と支援（○） 資料

導
入

１．アンケートの結果を

見て自分たちの実態

について考える。

○アンケートの結果から、言葉づかいについ

てクラスの実態に気付けるようにする。

☆言葉づかいについてクラスの実態に関心を

もっている。

(集団生活や生活への関心・意欲・態度)

アンケート

結果

展
開

２．友達に言ってほし  

いこと言ってほし

くないことについ

て考え、話し合う。

○ロールプレイを行い、気付いたことをワー

クシートに記入した上で話し合うことで、

ねらいに迫れるようにする。

☆言ってほしいこと言ってほしくないことを

理解している。

（集団活動や生活についての知識・理解）

ワークシート

終
末

３．これからの生活に  

ついて、めあてを

立てる。

○具体的にめあてが書けるよう助言する。

☆自分で心がけたいことを具体的に書いてい

る。

（集団の一員としての思考・判断・実践）

めあてカード

集団活動や生活への

関心・意欲・態度

集団の一員としての

思考・判断・実践

集団活動や生活についての

知識・理解

自己の生活上の問題に

関心をもち、意欲的に

日常の生活や学習に取

り組もうとしている。

楽しい学級生活を作るために、日常の

生活や学習の課題について話し合い、

自分に合ったよりよい解決方法など

について考え、判断し、実践している。

楽しい学級生活をつくること

の大切さ、そのためのよりよい

生活や学習の仕方などについ

て理解している。



【周りの人】

かわいそう。

傷つく。体が

ちくちくし

た。

ロールプレイは、一部の児童しか体験できませんが、

それをもとに全体で話し合うことが重要です！

○活動の様子

＜児童の意識を高めるための資料＞

【アンケート結果の提示】

＜ねらいを焦点化するための資料＞

【ロールプレイ】

【ワークシート】

☆「言ってほしい言葉」は、相手をどういう気持ちにさせるのだろう？

【言った人】

相手が笑ってく

れて嬉しい。す

っきりした。

【言った人】

言いづらかった。

相手がかわいそう。

【周りの人】

心が暖まる。ぽかぽ

かした。嬉しい。ち

くちくが直った。聞

きやすい。

アンケート結果を活用して、児童の意識を高めましょう！

提示のしかたを工夫することが大切です！

【言われた人】心が

あったまった。嬉し

くなった。

言ってほしい言葉

【言われた人】

言われて嫌だった。悲し

い。泣きそうになった。

言いたくない言葉

体験して感じたことだけでなく、

聞いている人の気持ちを知っ

て、周りの友だちも嫌な気持ち

になっていることに気付けるよう

にします。

いい気持ち。うれしい。気持ちよく

なる。ほめられるとうれしい。

（ワークシートより）



☆「言ってほしくない言葉」は、相手をどういう気持ちにさせるだろう？

＜実践への意欲付けのための資料＞

【めあてカード】

（ウ）事後の活動

活動の場 活動 評価（☆）と支援（○） 資料

朝の会 自分のめあてを振

り返り、自分で立

てためあての自己

評価をする。

○めあて達成に向けて努力していた様子を紹介し、

がんばった点に目が向けられるようにする。

☆自分のめあてを意識して実践している。

（集団の一員としての思考・判断・実践）

ふり返りカ

ード

⑤ 活動を振り返って

事前の活動としてアンケートを実施したことで、

自分たちの言葉づかいについて思い起こすことがで

きていた。そのためアンケート結果を提示する際に

も、よく使っている言葉を自分から進んで言う子が

多かった。またロールプレイをすることで、言う人、

言われる人、周りで聞いている人の気持ちを知り、

今後どうしていったらよいか考えることができた。

授業の前日にクラスの中で言葉でのトラブルがあ

ったので、事例をもとに今後どうしたらよいか話し合

うことができた。

ふり返りカードに毎日色を塗ることで、めあてを意

識し、言ってほしくない言葉がでると「それは、言っ

てはいけない言葉だよ」とお互いに声を掛け合う姿も

あった。

言ってほしい言葉をたくさん言うことで、心が温か

くなること、相手に喜んでもらうこと、相手に返して

もらえることなどをあらためて知り、日常生活にも定

着している様子が見られた。

めあてカードに自分のめあてを具体的に書くこ

とで、実践への意欲付けへとつなげましょう！

元気がなくなる。さびしい。心が傷つく。腹が立

つ。言い返したい。心がおいてけぼりになった気

がする。（ワークシートより）



４年生 題材「気持ちのよい言葉」

（ウ 望ましい人間関係の形成）

① 題材について

子どもたちは、学校生活に慣れ、人間関係を自分なりに築き始めている。普段、何気なく使ってい

る言葉づかいについて友だちと一緒に考えることで、よりよい言葉づかいを意識するとともに、望ま

しい人間関係を築いてほしいと考え、本題材を設定した。

② 評価規準

③ ねらい

日ごろの言葉づかいについて話し合い、よりよい言葉づかいをしようとする。

④ 活動の実際

（ア）事前の活動

活動の場 活動 評価（☆）と支援（○） 資料

朝の会 友だちの言葉づかいで

気になることや自分が言

葉づかいで失敗したこと

についてアンケートに答

える。

○できるだけ具体的に（いつ、どのような

場面で）記入するよう声をかける。

☆日頃の言葉づかいについて考えようと

している。

（集団活動や生活への関心・意欲・態度）

アンケート

【アンケート】

集団活動や生活への

関心・意欲・態度

集団の一員としての

思考・判断・実践

集団活動や生活についての

知識・理解

自己の生活上の問題に関

心をもち、意欲的に日常の

生活や学習に取り組もうと

している。

楽しい学級生活をつくるため

に、日常の生活や学習の課題につ

いて話し合い、自分に合ったより

よい解決方法などについて考え、

判断し、実践している。

楽しい学級生活をつくるこ

との大切さ、そのためのよりよ

い生活や学習の仕方などにつ

いて理解している。



(イ）本時の活動

児童の活動 評価（☆）と支援（○） 資料

導

入

１．アンケートの

結果を見て自

分たちの実態

について考え

る。

○アンケート結果を提示し、言葉づかいについ

てクラスの実態に気付けるようにする。

☆言葉づかいの大切さに関心をもっている。

（集団活動や生活への関心・意欲・態度）

・アンケート結果①

展

開

２．気持ちのよい

言葉について

考え、話し合

う。

○アンケートに書かれた具体的な事例の状況

を想像しながら話し合えるよう、原因やどう

すればよかったのかなど、話合いの視点を伝

える。

○全体での話合いが活発に行えるよう、近くの

人と話し合う時間を設定する。

☆よりよい言葉づかいについて考え、話し合っ

ている。

（集団活動や生活についての知識・理解）

・アンケート結果②

終

末

３．気持ちのよい

言葉について

めあてを立て

る。

○具体的なめあてを書くよう助言する。

☆気持ちのよい言葉づかいをするために心が

けたいことについて具体的に記入している。

（集団の一員としての思考・判断・実践）

・めあてカード

板書例

「気持ちのよい言葉」

アンケート結果

１．友だちの言葉づかいで気になること

ある７人 ない２８人

２．あなたが言葉づかいで失敗したこと

ある１２人 ない２３人

○気づいたこと

・自分でも言ってしまっている

・ちくちく言葉だ

・ケンカの場面が多い

・言葉に注意する

・調子にのり過ぎない

・悪いと思ったらすぐに謝る

・分からないときは理由を聞く

・少し考えてから言う

○今後、気をつけること

・ふわふわ言葉をつかう

・相手の気持ちを考える

・相手を傷つけない言葉を使う

・自分が言われてうれしい言葉

・言う前に相手の気持ちを考える

めあてを立てよう！！

言葉づかいで失敗しないために

どうすればよかったのだろう



○活動の様子

＜児童の意識を高めるための資料＞ 【アンケート結果①】

＜ねらいを焦点化するための資料＞ 【アンケート結果②】

＜実践への意欲付けのための資料＞【めあてカード】

（ウ）事後の活動

活動の場 活動 評価（☆）と支援（○） 資料

帰りの会 自分のめあてに対する

活動を振り返り、友達か

らコメントをもらう。

○めあてを意識していた活動の様子を紹

介し、友達から言葉をもらうことで実

践への意欲をさらに高めていけるよう

にする。

☆自分のめあてを意識しながら実践して

いる。

（集団の一員としての思考・判断・実践）

めあてカード

⑤ 活動を振り返って

事前アンケートに、言われたことだけでなく、自分が言って失敗した言葉について記入することで、

気持ちのよい言葉づかいについての意識が高まっていた。また、本時におけるグループでの話合いでも、

より具体的に場面を想像することができ、具体的なめあてをたてることにつながった。

１． あなたは友だちの言葉づかいで気になることがありますか？

ある７人（２０％） ない２８人（８０％）

２． あなたは言葉づかいで失敗したことがありますか？

ある１２人（３５％） ない２３人（６５％）

友だちの気になる言葉の具体例

○ケンカしたときに「バカ」と言われた

○同じ学年なのに敬語

○２対１で言われた

○間違えたときに「バカじゃん」「死ね」と言われた

自分が言ってしまった言葉の具体例

○ケンカしたときに「バカ」と言ってしまった

○友だちに「うるせえよ」と言ってしまった

○友だちに怒ってしまい「バカ」と言った

○相手がひどいときに「うざい」と言ってしまった

○調子にのりすぎて言ってしまった



（４）研究のまとめ

今回の研究は、３つの内容を柱に取り組んできた。それらについて検証する。

① ねらいの確認

２年生 友だちともっと仲良くなるために、自分の言葉について考えようとしている。

３年生
言ってほしいこと言ってほしくないことについて考え、相手のことを考えた言葉について

話をしようとする。

４年生 日ごろの言葉づかいについて話し合い、よりよい言葉づかいをしようとする。

言葉づかいについては３年間繰り返し取り扱う内容なので、学年ごとに段階を踏んでねらいを設定す

ることにした。２年生では、まずは自分自身の言葉づかいについて考え、３年生では、相手の気持ちも

考えていけるようにした。４年生では、学級全体の言葉づかいやよりよい言葉づかいということまで考

えるなど少しずつ対象を広げていった。

実践をしてみて、発達段階を考慮し、ねらいを段階的に発展させていくことで、同じような内容でも

子どもたちの言葉づかいに対する意識をより深めたり高めたりすることができると感じた。

また、教師が言葉づかいについて授業で扱うことで望ましい人間関係の形成につながるということを

再認識することができた。年間計画に明確に位置づけて、実践することが大切である。

② アンケートの項目

より単純な言葉にしたり、質問の項目をしぼったりすることで本時の授業にいかせるような子どもた

ちの言葉が出てきてよかった。

学年や学級の実態に合わせてアンケートの内容も考えていくことが必要であると実感した。

③ 展開の活動

３年生ではロールプレイ、４年生ではグループでの話合いを展開の中に取り入れた上で学級全体での

話合いにつなげるようにした。

３年生のロールプレイでは、事前のアンケートに出てきた「言ってほしい言葉」「言ってほしくない

言葉」を使い、言った人と言われた人、周りで見ていた人のそれぞれの立場の思いを交流した。色々な

立場の意見を聞くことで、客観性が生まれ、自分の行動を見直すきっかけとなった。

４年生では、いくつかの場面について、まずは少人数のグループの中で解決策を話し合った。自分が

言っていたとしても一歩引いた立場で意見を出すことができ、それを全体の話合いに広げることで、よ

り具体的なめあてにもつなげることができた。

今回の実践を通して「言葉づかい」という同じテーマの題材を発達段階に応じて系統的に扱うことの

重要性を改めて感じることができた。

それは３年生でも４年生でも授業を行ったときに、２年生で学習した「ふわふわ言葉」と「ちくちく

言葉」という言葉が子どもたちの中から自然と出てきたからである。このことから、一年に一回でも言

葉づかいについてのめあてを立て、実践するという経験を積み重ねることが大切だと言える。このよう

なステップを踏んでいくことで、子どもたちに、よりよい人間関係を築くために実践する力を育ててい

きたい。



３．児童会活動の実践

（１）児童会活動の概要

①目標

②児童会活動の内容                【小学校学習指導要領解説 特別活動編より】

活動内容 概要

（１）児童会の計画や運営

児童会の目標達成に向け，主として運営に当たる高学年が中心とな

って話し合い，児童会としての意見をまとめたり，計画を立案したり，

運営に当たったりすることが求められる。その際，教師の適切な指導

助言の下に，学校生活をより楽しく豊かなものにするため，児童の発

意・発想を生かし，創意工夫して代表委員会活動や委員会活動，児童

会集会活動などが円滑に行われるようにする。

（２）異年齢集団による

運営

児童会集会活動など学年や学級の異なる他者と共に楽しく触れ合

い，交流を図ることによって，望ましい人間関係を深めるような異年

齢集団による活動などが考えられる。特に，全校児童集会は，児童の

自発的，自治的な活動を効果的に進めるとともに，異年齢集団による

交流のよさを一層重視して計画・運営できるようにする。

（３）学校行事への協力

教師の指導によって，児童が学校行事の各種類の内容の特質に応じ

て，計画の一部を担当したり，児童会の組織を活用して学校行事の運

営に協力したりする活動などが考えられる。

③児童会活動の形態

活動形態 概要

（ア）代表委員会
自分たちの学校生活の充実と向上を図るために，学校生活に関する諸

問題について話し合い，解決を図るための活動を行う。

（イ）委員会活動
自分たちの学校生活を向上発展させ，より豊かにしていくために，児

童の発意を生かし，創意工夫して実際の活動を分担して行う。

（ウ）児童会集会活動

児童会の主催で行われる集会活動である。全校又は学年の児童が一堂

に会して，活動の計画や内容についての協議，活動状況の報告や連絡，

集会などが行われるものであって，学校行事とは異なる。

児童会活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員としてよりよい学校生活づくりに

参画し，協力して諸問題を解決しようとする自主的，実践的な態度を育てる。

児童会活動は全学年の児童が対象の活動です。上記の目標をめざし、各学

年の実態や発達段階に応じた活動計画を作成します。

全校児童が学年の枠を越えて協力し、自分たちで学校をよ

りよくしていこうとする姿勢が大切です。結果だけを求める

のではなく活動の過程に重点を置きましょう。

夢や希望をもち、主体的に取り組む子を育む児童会活動

～よりよい学校生活づくりに参画する子の育成をめざして～



④児童会活動のポイント

児童の発意・発想を生かした自主的、実践的な活動を保障しましょう。

児童会活動は児童の自主的、実践的な態度をめざして行われる活動です。

より効果的に進めるため、例えば活動の内容や名称などを児童が話し合って

決めることが大切です。それにより、自分たちで考えた活動を実践するとい

う一連の流れを経験することができます。

そのため、教師の固定的な活動計画ではなく、児童の手によって一層具体

的な活動計画が立てられるようにすることが望ましいです。

学校全体、他学年の児童を意識した活動を促しましょう。

児童会の運営は主として高学年が行いますが、その際、低・中学年を意

識した活動を促すとよいでしょう。それにより、高学年のみが関わるので

はなく、学校全体の生活の向上を考えた活動が期待できます。

また、高学年はリーダーとしての自覚や自信が高まり、下級生は高学年

への憧れが芽生えます。

児童会活動の活動内容や組織の形態を見直しましょう。

学校全体が関わる活動のため、活動内容や組織が例年通りとなりがち

です。例えば委員会の設立や統合など、児童、職員双方からの振り返り

をもとに組織の再編成も視野に入れた見直しを行うことも必要です。児

童にどのような力をつけたいのかを明確にして指導にあたることが大切

です。

児童が自ら考え実践したからこそ、多くの課題を見つけることができま

す。その課題を見つめ直し、次の活動に生かしていくことで、よりよい活

動へと高めていくことが期待できます。児童自らが課題を見つける視点を

身につけることが大切です。

振り返りを生かして、子どもたちが主体的に活動を行いましょう。



（２）実践の紹介

①代表委員会 ～全校を巻き込んだあいさつ運動～

（ア）評価規準と活動内容

【児童会活動の評価規準】  下線部･･･今回の実践で特に意識したこと

観

点

集団活動や生活への

関心・意欲・態度

集団の一員としての

思考・判断・実践

集団活動や生活について

の知識・理解

国
研
資
料

楽しく豊かな学校生活をつ

くるための諸問題に関心を

もち，他の児童と協力し，

積極的に児童会の活動に取

り組もうとしている。

楽しく豊かな学校生活をつくるために，児童会の

一員としての役割や諸問題を解決する方法などに

ついて考え，判断し，協同して実践している。

楽しく豊かな学校生活をつ

くる児童会活動の意義や組

織，そのための活動内容，

方法などについて理解して

いる。

川
崎
版
児
童
会
活
動
評
価
規
準

○みんながよりよい学校に

しようという気持ちをも

って活動しようとしてい

る。

○互いのよさを生かし、活

動を楽しもうとしてい

る。

○自分たち中心に、よりよい学校にしていくため

の方法や手段などを、全員で考えている。

○自分とは違う学年、立場の相手に応じたふさわ

しい言動をし、協力し合って活動している。

○代表委員会、委員会を中心に、よりよい学校に

しようという気持ちをみんながもって活動し

ている。

○活動の目標について振り返りをしている。

○各活動内容の特質が分か

り、活動のマナーやルー

ルを理解している。

○各活動内容の仕方を理

解している。

※国研資料…国立教育政策研究所から出された「評価規準に盛り込むべき事項」に示されているもの。

代表委員会による話合い活動

４月に全校の意見を取り入れながら 40周年のスローガンを代表委員会で決めた。「笑顔いっぱい・

元気いっぱい・やさしさいっぱい」というスローガンのような学校に近付くために、今の学校には

何が必要か、そして自分たちには何ができるかを考えた。

その中で、「自分からあいさつをする人が少ない。」という意見が出た。そして「学校中にあいさ

つを増やせば、元気で笑顔いっぱいの学校になると思う。」「あいさつであふれる学校にしたい。」と

いう子どもたちの願いが集まった。そこで、学校のみんなに呼び掛けてあいさつ運動をしようとい

うことになった。

具体的な実践

○ステップ１･･･まずは６年生があいさつ運動の手本を示そう。

全校に呼びかけようという願いのもと、６年生があいさつ運動の手本と示すため、チームを立ち

上げた。代表委員が６年生の各クラスに呼び掛け、有志が集まって門に立った。手作りのたすきを

かけ、元気にあいさつをする姿が見られた。もっと盛り上げたいという気持ちから、放課後に自分

たちで看板を作って参加した子もいた。あいさつをしながら下級生とハイタッチをして、自分たち

の活動に興味をもってもらおうと児童自らが考え、進んで協力しながら実践する姿が見られた。

よりよい学校にするために、私た

ちにできることは何だろう。

全校に呼びかけてあい

さつ運動をしようよ！



○ステップ２･･･全学年に呼び掛け、一緒に活動を盛り上げよう。

６年生が１週間のあいさつ運動をした後、企画委員が全クラスにポスターを持っていき、あいさつ

運動の宣伝を行った。23クラスもあるので、全校児童が一斉に参加することは安全指導上難しかった

ため、教師の指導のもと学年ごとに参加できる曜日を振り分け、提示した。また、教職員にも児童の

自主的、実践的な姿を支援するよう共通理解を図った。初日の朝、企画委員の児童が、たすきを持っ

て門で待っていると、たくさんの下級生たちが参加しにやって来た。自分たちで計画し、全クラスに

呼びかけたり、グッズを工夫して作ったり、進んであいさつを交わす姿から、子どもたちの自主的、

実践な活動が見られた。雨の日には傘をさしながら、「あいさつチームをやりたい！」と言ってがんば

っている姿が見られた。教職員が、「あいさつがいっぱいでいいね！」「元気になるなぁ。」と声をかけ

ることで子どもたちの励みになっていた。児童だけでなく全職員の支えのもと行うことで、学校全体

のあいさつに対する意識が高まった。

（イ）成果と今後に向けて

成果

あいさつ運動を始めて１週間ほどで、子どもたちが自分から進ん

であいさつをする場面が多く見られるようになった。地域の方とも

あいさつを交わすことが多くなり、自分たちの始めた活動が広がり

を見せていることに手ごたえを感じているようであった。

あいさつ運動を実践したことで、自分たちの力でさらに学校をよりよくしたいという思いが膨らんだ。

学校のために進んで協力して取り組む姿勢が育ってきたように思える。あいさつ運動に参加しなかった

児童からも、取り組みを見て自分達も参加したいという声が聞かれ、意識の変容につながっていた。

代表委員や企画委員のメンバーが先に活動を示し、全学年に呼び掛けたことで、高学年としての自覚

が高まっただけでなく、全校児童みんなの力で学校生活をよりよいものにしようという意識が少しずつ

芽生え始めた。低学年のうちからそのような思いを育てていく大切さを実感した。

今後に向けて

様々な事情により、あいさつ運動に参加したいと思っていた児童が参加できないケースもあった。そ

のような中でも、活動に対する意識の差が出ないようにすることが今後の課題である。そのための方法

や工夫を子どもたちと考え、次の活動に生かすことで、「あいさつ運動をして学校をもっと盛り上げて学

校中に広めていきたい。」という子どもたちの思いを伸ばしていきたい。

あいさつ運動に参加して感じたこと（子どもたちの感想より）

・顔を見て、目を合わせてあいさつを返してくれる人が増えた。

・自分からあいさつをしてくれる子が増えてうれしい。

・低学年はわざわざ近寄ってきてあいさつしてくれる子がいる。

・先生だけではなく、他の学年の人とあいさつできるようになった。

・あいさつをすると気持ちがよくなった。

全学年が協力し

てあいさつを盛

り上げることが

できたね！

６年生の姿を見

て“やってみた

い”と思い、参

加しました！



②委員会活動 ～放送委員会のよりよい活動をめざして～

（ア）評価規準と活動内容

【委員会活動の評価規準】  下線部･･･今回の実践で特に意識したこと

観

点

集団活動や生活への

関心・意欲・態度

集団の一員としての

思考・判断・実践

集団活動や生活について

の知識・理解

国

研

資

料

楽しく豊かな学校生活をつくるため

の諸問題に関心をもち，他の児童と協

力し，積極的に児童会の活動に取り組

もうとしている。

楽しく豊かな学校生活をつくるために，児

童会の一員としての役割や諸問題を解決す

る方法などについて考え，判断し，協同し

て実践している。

楽しく豊かな学校生活をつ

くる児童会活動の意義や組

織，そのための活動内容，

方法などについて理解して

いる。

川

崎

版

児

童

会

活

動

評

価

規

準

・学校生活の向上のために必要な活

動を見つけようとしている。

・楽しい活動にしていくために、希

望や意見を進んで出そうとしてい

る。

・楽しい活動にするために協力して

創意工夫のある活動をしようとし

ている。

・進んで仕事を引き受け、自分の役

割を果たそうとしている。

・話合いで話題になった反省点を進

んで実践に生かそうとしている。

・創造的な活動になるように、内容を考え

ている。

・常時活動を振り返り、参加意欲や態度に

ついて自己評価している。

・所属する委員会の趣旨を理解し、活動計

画を立てている。

・活動内容に合った係分担をしている。

・学校全体のことを考えて活動している。

・効率的に仕事ができるように創意工夫し

ながら活動している。

・全校への呼びかけ方法を工夫している。

・互いに協力して活動している。

・委員会活動の意義を理解

している。

・所属する委員会の趣旨を

理解している。

・活動内容に合った係分担

の仕方が分かっている。

※国研資料…国立教育政策研究所から出された「評価規準に盛り込むべき事項」に示されているもの。

活動に取り組むこととなったきっかけ

放送委員会の活動として、給食時間中の放送がある。しかし、本校では、食事中のマナーとしてテ

レビ放送は行わないことになっている。そのため、放送は音声のみの活動で、内容はクイズや音楽を

流すなど食事中の BGM的な存在となっていた。

今年度の委員会活動も３カ月が過ぎた頃、放送委員の児童から「みんなの給食中の話題になるよう

な内容にしたい。」「放送を聞いた感想が聞きたい。」などの意見が出てきた。

放送委員会の児童は、自分たちのやりたい放送が学校のためになるものと思い、活動を行ってきた。

そんなある日、委員会の児童が校内放送の反応を確かめようといくつかのクラスを見に行った際、関

心をもって聞いている児童が少ないことに気が付いた。そのことがきっかけで、自分たちの活動を振

り返り、より関心をもってもらえる校内放送に改善する必要があると感じるようになった。

どうしたら、もっと校内放送に関心を

もってもらえるかな？



具体的な実践

「より多くの児童に関心をもって校内放送を聞いてほしい。」、そして、下級生から「放送委員会は

面白い活動をしている。」と感じてほしいという強い思いのもと改善策を話し合った。

○ステップ１･･･各クラスにアンケートをとり、どのような放送が聞きたいか意見を集めよう。

話し合った結果、委員会からの一方的な発信だけでなく、

全校児童から意見やアイデアを集め、応えていくことも必要

ではないかという結論に至った。多くの人の意見を反映させ

ることで、より注目されるのではないかと委員会の児童は考

えた。

そこで各クラスにアンケートを配り、どんな内容の放送を

してほしいか書いてもらった。その中から実現できそうなも

のや、より関心を集めそうな意見を選び、取り組んだ。   【校内放送の希望をとるアンケート】

○ステップ２･･･アンケートの意見を生かした活動を実践しよう。      【委員長インタビューの様子】

アンケートの結果、各委員会がどのような活動をし、各委員会のメンバーはどのような思いで活

動に取り組んでいるのかを知りたいという意見が多く集まった。そこで、委員会の委員長にインタ

ビューという企画を行った。これまでは、一方的に流れる放送を聞き流している様子も見られたが、

自分たちの学校の友達が話しているということで、静かに真剣に耳を傾けて聞いているクラスが多

く見られた。インタビューする放送委員会の児童も全校に発信していることを考え、低・中学年に

もわかりやすいよう委員会の活動内容を質問する工夫が見られた。また委員会の活動内容を把握し

ている高学年の児童にも関心をもってもらおうと、委員長の人柄に迫る質問をするなど聞き手を意

識してインタビューをしていた。    

（イ）成果と今後に向けて

成果

生放送インタビューが終わり、自分の教室に帰ると、多くの友達から放送に対する感想などが多数

寄せられ、反応の大きさに驚いた様子だった。自分たちが目標としていた、校内放送に関心をもって

もらうということが実現し、これまで以上に活動の手ごたえを感じているようであった。今回の実践

により、生放送のインタビューに対する関心が高いことに気がつき、「今度は新しく来た先生に生イン

タビューしよう。」など経験を踏まえた自主的、実践的な取り組みが展開されるようになっていった。

また曜日によって放送のグループをつくって担当しているが、だれがどのような番組をつくるか、お

互いが切磋琢磨して高め合っている。その結果、委員会活動が活発になったと言える。

今後に向けて

今回、全校に向けてアンケートを行ったことにより、生放送インタビューという活動内容を見出す

ことができた。今後、さらによりよい活動を考えるよう促すことで、児童の発意・発想を生かした活

動が今後も継続するよう支援を行いたい。

１年生から６年生まで、いろいろな意見が集

まったね。どれが実現できそうか考えよう。



４．クラブ活動の実践

（１） クラブ活動の概要

①目標

【小学校学習指導要領解説 特別活動編より】

②クラブ活動の内容       

「クラブ活動を児童の活動にするために」 【楽しく豊かな学級・学校生活を作る学級活動 小学校編より】

③クラブ活動の評価規準

観

点

集団活動や生活への

関心・意欲・態度

集団の一員としての

思考・判断・実践

集団活動や生活についての

知識・理解

国
研
資
料

共通の興味・関心を追求するために,積

極的にクラブの活動に取り組もうとし

ている。

共通の興味・関心を追求するために話

し合い,クラブの一員として,よりよい

クラブづくりについて考え,判断し,自

己を生かして実践している。

共通の興味・関心を追求するクラブ活

動の意義やそのための活動内容,方法

などについて理解している。

川
崎
版
ク
ラ
ブ
活
動
評
価
規
準

○自分たちの興味・関心を生かした活

動計画を立てようとしている。

○進んで活動に必要な準備や片づけを

しようとしている。

○自分の興味・関心を生かし、進んで

活動しようとしている。

○日ごろの活動の成果を発表しようと

している。

○自分たちの興味・関心を生かした創

意工夫し、自分の興味・関心を生か

して活動している。

○他学年とも協力し、責任をもって自

分の役割を果たしている。

○発表の内容・方法・場所などを考え、

協力して発表している。

○計画づくりや運営の仕方を理解して

いる。

○活動の仕方を理解している。

○発表の場に合った運営の仕方を理解

している。

クラブ活動を通して,望ましい人間関係を形成し,個性の伸長を図り,集団の一員として協力し

てよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的,実践的な態度を育てる。

(1)計画と運営

クラブに所属す

る児童全員の話合

いによって活動の

内容や役割分担等

の計画を決める。

(2)クラブを

楽しむ活動

活動計画に基づい

て、同学年や異学年

の友達と仲よく協力

して創意工夫をしな

がら、活動を楽しむ。

(3)成果の発表

クラブ発表会で、全

校の児童や地域の

人々に成果を発表す

る。そのほか学校行事

や全校集会での発表

や一定の期間、校内放

送、展示、実演などの

方法で発表すること

も考えられる。

振り返り

（設置と所属）

次年度に向けて「自

分のよさを生かせるも

のや興味のあるものは

何だろう？」

「どんな活動をしてみ

たいかな？」

という児童の思いを大

切にし、決定する。

(1) (2) (3)の活動の他に、クラブの

設置、所属のための時間が考えられ

る。これらを十分に保証できる時数を

教育課程に位置づける必要がある。

夢や希望をもち、主体的に取り組む子を育むクラブ活動

～児童が自主的、実践的に活動でき、より楽しいクラブ活動にするために～



自分たちで話し合って計画を立て、みんなで活動をつくっていくことが大切です！

（２） 実践の紹介               

①計画・運営について

年間の見通しをもつ年間活動計画・クラブ活動カードの例

サッカークラブだか

ら試合もしたいけど、簡

簡単なボールゲームも

したいな。

チームも４，５，６年生みん

なとできるように組んで、仲よ

くなりたいわ。

今年度のクラブではどん

な活動をしたいですか。み

んなの工夫で楽しく活動で

きるようにしましょう。

クラブ活動が意欲的に行われるように

するには，児童が，思いや願いを出し合

って十分に話し合い，その結果が活動計

画に反映されている必要があります。

その際，年間の活動日を教師から示し

ておくようにします。

指導上の留意点

・教師が作成した指導計画に基づい

て、児童が協力して計画を立てら

れるように、年間の予定を入れて

おく。

・児童会活動と同様に，年間指導計

画に基づいて，児童の活動計画の

作成を支援できるようにする。

・「クラブ活動は，児童の創意工夫

で楽しむ活動」であることを伝え

る。

・みんなが楽しめるような計画を立

てて、発表を目指せるようにする。

4/15

５/15

６/8

6/18

４/24

クラブのみんなで話

し合って決めたから協

力して活動できるね。

活動する日や内容が決まっている

から、準備もスムーズにできるね。

児童が，教師の適切な指導の下に自発的，自治的な活動としてクラブ活動を展開できるようにす

るためには，教師が作成した指導計画に基づき年間や学期，月ごとなどに児童が活動計画を立て，

役割を分担し，協力して運営に当たることができるようにすることが大切である。また，所属する

クラブ成員が，クラブの目標の実現に向け，異年齢の他者と話し合ってクラブとしての意見をまと

めたり，計画を立案してその運営に当たったりする「クラブの計画や運営」の活動を重視して指導

する必要がある。                    【指導要領解説 特別活動編より】



自分たちで創意工夫をして、仲良く協力して活動を楽しむことが大切です！

②クラブを楽しむ活動について          

  

ルールや実施方法の工夫

異学年の交流を深める工夫

例えば、発達段階や経験の違いによる技能差が

大きくならないようにルールや実施方法を工夫

したり、個人的な活動になりやすいものは、共同

制作などを取り入れたりするように助言します。      

また、活動の時間を十分に確保することで、自
主的、計画的な取り組みにつながります。

児童一人一人がクラブ活動を十分楽しめ

るようにするために、上級生が下級生を思

いやり、下級生が上級生に尊敬や憧れの気

持ちをもてるように支援します。そして、

学年・学級の枠を越えて仲良く協力し、信

頼し合えるような活動を促します。

学年や経験の違いによる技能

差を考慮したチーム構成

（バドミントンクラブ）

異学年による共同制作

（イラストクラブ・家庭科クラブ）

顔写真を貼ったコマを使った

作戦ボード

（バスケットボールクラブ）

ペア児童による教え合い

（卓球クラブ）

発達段階に応じた

ルールの工夫

（テニスクラブ）

ラリーが続か

ないな

違う学年の人

と組んで試合

をしたいな

作戦がうまく

伝わらないよ

こうやって
持つんだよ

６年生は

上手だな一緒 に冬の

イラ ストを

描こう

毎回同じ活

動だとあき

ちゃうな

５年生や６年

生と仲良くな

りたいな

「クラブを楽しむ活動」とは、児童が、教師の適切な指導の下に作成した活動計画に基づいて、異

なる学年の児童が仲良く協力し、創意工夫を生かしながら自発的、自治的に共通の興味・関心を追

求することを楽しむ活動である。              【指導要領解説 特別活動編より】



クラブの成果の発表は、指導要領に明記されている教育活動です！

③クラブの成果の発表について        

クラブの発表を兼ねたクラブ掲示板の工夫の例

子どもまつり（学校行事）での発表の様子

体を動かすクラブ

はどうやって発表

すればよいかな？

掲示板に日頃の成

果を記して、全校

に伝えられるよう

にしようよ。

１年間の成果を全校のみ

んなに披露したいですね。

クラブ発表会で，全校の児童

や地域の人々に成果を発表しま

す。そのほか学校行事や全校集

会での発表や一定の期間，校内

放送，展示，実演などの方法で

発表することも考えられます。

活動の様子を発表したり、伝言

板を使ったりして、みんなに活動

の様子が伝わるようにしよう。

活動の成果を行事

や集会でみんなに発

表したいな。

「クラブの成果の発表」とは，児童が，共通の興味・関心を追求してきた成果を，クラブの成員

の発意・発想による計画に基づき，協力して全校の児童や地域の人々に発表する活動である。

【指導要領解説 特別活動編より】

クラブの成果の発表の機会としては，運動会や学芸会などの学校行事や児童会全校集会などの場

での発表，校内放送や展示による日常の発表，そして年間の活動のまとめとして行う展示や映像，

実演などの方法による発表が考えられる。学校の実態に応じて，学期ごとなどに様々な機会を生か

して発表の場を設定するようにすることは，児童の活動意欲を高める上で望ましいことである。な

お，年度末に１年間のまとめとして行うクラブの成果の発表は，次年度にクラブを選択する際のオ

リエンテーションの機会として活用することも考えられる。また，年度末に，クラブを実際に体験

する期間などを設けて，次年度のクラブを選択する際の参考にさせることも望ましい。

【学習指導要領解説 特別活動編より】

ダンスクラブ



④設置、所属について（クラブ立ち上げ～決定までの一例）     

３月初旬
５年生に新年度立ち上げたいクラブの希望をとる

立ち上げたいクラブが、条件に

合っているかをチェックする。

立ち上がっているクラブを貼

り出す。

５年生は、新しく作りたいクラブを考える。

代表者を決め、担当の先生に報告する。

危険性がないか、学校の

クラブとしてふさわしい

かをチェック！

教 師 児 童

こんなクラブがあった

らいいな！

クラブ希望用紙を記入し、内容を書き、

立ち上げの準備をしよう。

代表者を集め、同じ様なクラブは

合体したり、活動場所について話

し合ったりします。クラブ紹介集

会について説明をする。

発起人は、クラブ活動の内容やクラブのよ

さをアピールするために準備を行う。

技術面ばかりじゃなく、楽しく活動で

きることもアピールしてみたらどう

ですか？

サッカー上手になるよっ

てアピールしよう！実際

にリフティングも見せよ

うかな！

クラブ紹介集会

紹介集会の趣旨やクラブ設立

集会について説明する。

発起人は１～２分程度で紹介をする。

クラブ設立集会でクラブ

を決めます。どんなクラブ

に入りたいかよく考えな

がら見てくださいね。

太鼓クラブは、初

めての人にも優し

く教えるよ！ グ

ループを組んで練

習します。

４月初旬

３月中旬

４月中旬



第一希望を集計し、貼り出す。人数が多い

クラブや、クラブ設立が難しいクラブを把

握しやすいようにする。

発起人以外の４～６年生はクラブ紹介を

見てどのクラブに入りたいか考える。

サッカークラブは、人

数が多そうだな！迷っ

ていたパソコンクラブ

に移ろうかな！

貼り出された希望集計を見て、他のク

ラブに移動するかどうか考える。

クラブ設立集会

できるだけ、多くのクラブが成立するよ

う、声をかける。条件にあっていないクラ

ブにアドバイスをしたり、移動が可能な児

童がいないか全体に声をかけたりする。

４・５・６年生が一同に集まって自分の

入りたいクラブを選ぶ。

★ポイント★

☆条件をみんなで再確認します！

☆希望クラブの所に並びます。

４年生は、赤帽子

５年生は、白帽子

６年生は、帽子なし

にすると条件を把握しやすくなります。

人数は、どうかな？

３学年、みんな

そろっているか

な？

発起人は、クラブをアピールしなが

ら成立をめざして呼び込みを行う。

移動してもいいんだよ！

自分の希望で動けるんだ！

ぜひ、鉄道クラブに

入ってください！あと

一人で設立できます！

自分の意思で納得

して決めることが

できる！

４月下旬



（３）神奈川県の小学校におけるクラブ活動の実態

①クラブ活動の年間回数、時間の確保について

神奈川県小学校教育研究会特別活動研究部が県内１００校（うち川崎１３校）を抽出して実施

した「平成２５年度特別活動現況調査」によると、クラブ活動の年間実施回数は８～１５回が多

い。すなわち、月に１回程度のクラブ活動が行われている実態がある。指導要領には「クラブ活

動の目標が十分に達成できるような授業時数」とあり、具体的な時数は明記されていない。では、月

に１回程度の実施でクラブ活動の目標が十分に達成できる時数と言えるのだろうか。「(1) クラブの

計画や運営」「(2) クラブを楽しむ活動」「(3) クラブの成果の発表」の三つの内容が効果的に行え

る授業時数についてよく吟味する必要がある。月に１回のクラブ活動を継続的な活動と言えるのか、

長時間の活動により、児童、担当教員に負担にはならないか等を、各学校で共通理解を図る必要があ

る。クラブ活動を通して児童の自主的，実践的な態度を育成するために必要な適切な授業時数を充て

るとともに、時間割表に明確に位置付けて児童の興味・関心が持続し継続的に活動できるようにする

ことが大切であると考える。

クラブ活動の年間回数           1 回の活動時間

20 回以上 １ 45 分 ４０

16～19 回 ４ 60 分 ５３

12～15 回 ３３ 90 分 ６

8～11 回 ５５ その他 １

7 回以下 ７

②クラブ活動における３つの内容について

  アンケートの結果、クラブ活動の発表をする機会を設けていない小学校があった。各学校の実

態にもよるが、クラブ活動における３つの内容の周知が必要である。特に「クラブの成果の発表」

は次年度の設置希望に活用することができる。高学年の自主的な活動を目にした下級生はクラブ

への興味や高学年への憧れをもち、そのような積み重ねが各小学校の「伝統」につながると考え

られる。

    クラブの活動を発表する機会        発表の方法

発表会 ２９ 実技・演技 ７８

発表週間 ２９ 展示・文書 ６２

随時機会ある時 ４４ 放送・VTR ３６

機会を設けていない １４ ホームページ ２

③立ち上げについて

   児童の希望を優先するあまり、多数のクラブを設置しすぎているという実態はないだろうか。

学習指導要領解説に「指導する教師が不在の中で活動が行われることがないようにするとともに，

準備や後片付けなど，教師の適切な指導の下に事故防止の指導を徹底するなど安全確保に十分な

配慮をすることが必要である。」とある。自発的・自治的な活動を促すためにも適切な教師の配

置、指導が求められている。学校の規模、職員の人数等によって適切なクラブの設置数を各校で

十分に吟味する必要があると考える。

クラブ活動の目標が月１回程度

で「十分達成できるような授業

時数」といえるのか再考する必

要があります！

神奈川県小学校教育研究会

特別活動研究部「平成 25年度特別活動現況調査」より



（４）成果と今後にむけて

成果

「計画と運営」については、教職員で共通理解を図り、最初

のクラブ活動を話し合う時間にして、計画を立てる場とした。

それにより、役割分担をしたり、ルールを考えたりする等、児

童が１年間の見通しをもつことができた。具体的な計画を立てたことにより、クラブ活動がある日は

進んで準備を進めたり、上級生が下級生に教えたりする姿が見られた。児童が役割をもつことにより、

自己有用感を感じ、進んでクラブ活動に参画しようとすることができた。

「クラブを楽しむ活動」においては、既存のスポーツのルールにこだわる児童もいたが、教師が「ク

ラブはみんなで活動をつくり上げるもの」ということを伝えるとともに、必要に応じた助言をするこ

とで、主体的に工夫しながら活動することができた。下級生も楽しめるように考え、相手意識をもっ

て活動する姿から、よりよい人間関係づくりにつながっていったと感じている。

「成果の発表」では、掲示板に活動の様子を載せることによって、全校児童が普段から目にするこ

とができ、自分の学校で行われているクラブ活動に興味をもつことにつながった。休み時間に掲示物

を作る際にも児童はアイデアを生かし、掲示板の前で楽しそうに作製をしている姿が見られた。興味

のある活動のクラブを自ら選び、計画と運営にたずさわりながら、継続的に活動を楽しみ、発表の方

法を工夫するといった一連の活動によって、自主的、実践的な態度が育ってきたと感じている。

立ち上げにおいては、実際に児童が「自分の思いで決めることができた」という満足感を得ること

ができた。人数が足りなく、設立が危ぶまれたクラブ（演劇クラブ・ミュージッククラブ）が、合体

して１つのクラブ（ミュージカルクラブ）となった。互いに設立できるよう、その場で合体案を考え

るなど、児童たちが主体的に思考し、判断して実践する姿が見られた。また、発起人の児童は、自分

たちが立ち上げたクラブをみんなに楽しんでもらうため、積極的に活動内容を話し合う姿が見られた。

他の児童もクラブ活動への参加が意欲的になり、自分たちで活動を盛り上げようとする姿が見られた。

今後に向けて

「計画と運営」においては、話し合って工夫していこうとする姿があまり見られないクラブもあっ

た。そこで、児童の思いや願いが活動計画に反映されていたのかについて前期末に振り返りをして、

活動の修正ができるように配慮した。クラブ活動においても、普段の学級会を通して、話合いの進め

方、折り合いのつけ方などの積み重ねが大切だと感じる。

「クラブを楽しむ活動」においては、活動を楽しむ工夫について

担当の教師も考えておく必要がある。児童の話合いだけでは深まり

が足りない場合は、教師が提案をしながら、みんなが一緒に楽しめ

る活動になるよう支援していくことが大切である。

「成果の発表」では、運動系のクラブ等は、「実際に実演したい」、「下級生と一緒に活動してみた

い」との声があったが、場所や時間、安全等の確保が難しく、十分に児童の願いを実現できないこと

もあった。今後は教職員で発表会のあり方について検討していく必要がある。

「立ち上げ」の中で難しく感じたのは「設立集会」の運営方法である。クラブ活動は児童の自主的、

実践的態度を大切にすることが重要である。その一方で、安全上の制約のため、実現できないクラブ

もあった。また、人数制限があるため、場合によっては抽選で決定することもあった。なかなか決ま

らないクラブがある一方で、早々に決まるクラブもある。こうした中で時間内にスムーズに運営して

いく必要がある。他校の情報をさらに集めていき、よりよい決定方法を模索していきたい。



５．学校行事の実践

（１） テーマについて

どの学校でも行われている運動会は、特別活動の学校行事に位置づけられている。実施にあたり、

運営面での検討はよくされている。同様に、自主的・実践的な態度を育むという特別活動の目標に

向けて、「子どもたちにどのような力をつけていくか」ということについても検討していくことで、

より子どもたちの主体的な姿が見られる運動会にしていきたいと考えた。子どもたちの自主的・実

践的な態度を育み、一人一人が輝く運動会をめざしていきたいという思いから、テーマを「夢や希

望をもち、主体的に活動する子を育む学校行事の創造～子どもが輝く 運動会をめざして～」とし

た。

まず、指導要領における運動会の位置づけを確認することで、

運動会のあり方や運動会を通してどのような子どもたちの姿をめ

ざしていくべきか考えるきっかけとなるようにした。それととも

に、子どもたちが主体的に活動する運動会のあり方について各学

校の実践を通して研究を進めた。

（２） 特別活動における運動会の位置づけ

① 目標

② 学校行事の目標と内容

（ア）学校行事の目標

（イ）学校行事の内容

③ 健康安全体育的行事の目標と内容

（ア）健康安全・体育的行事のねらいと内容

（イ）実施上の留意点（運動会関連を抜粋）

夢や希望をもち、主体的に活動する子を育む学校行事の創造

～子どもが輝く 運動会をめざして～

望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集団の一員

としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとともに，

自己の生き方についての考えを深め，自己を生かす能力を養う。

学校行事を通して，望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感を深め，公

共の精神を養い，協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的，実践的な態度を育

てる。

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え学校生活の充実と発展に資

する体験的な活動を行うこと。

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め，安全な行動や規律あ

る集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向上など

に資するような活動を行うこと。

この目標は、学級活動、児童会活動、クラブ活動及び学校行事の４

つの内容の目標を総括する目標です。望ましい集団活動を展開するこ

とは、特別活動の指導を進めていく上での前提となります。

（ウ）運動会などについては，実施に至るまでの指導の過程を大切にするとともに，体

育科の学習内容との関連を図るなど時間の配当にも留意することが大切である。

また，活発な身体活動をともなう行事の実施に当たっては，児童の健康や安全に

は特に留意し，教師間の協力体制を万全にし，事故防止に努める必要がある。

（エ）運動会においては，学校の特色や伝統を生かすことも大切である。ただし，児童

以外の参加種目を設ける場合は、運動会の教育的意義を損なわない範囲にとどめ

るよう配慮する。また，児童会などの組織を生かした運営を考慮し，児童自身の

ものとして実施することが大切である。その場合，児童に過度の負担を与えたり，

過大な責任を負わせたりすることのないように配慮する。

（オ）各種の競技会などの実施に当たっては，いたずらに勝負にこだわることなく，ま

た，一部の児童の活動にならないように配慮することが必要である。



感動体験で満足感と充実感を

異年齢集団による交流でよりより人間関係を築く

特色ある学校づくり

家庭や地域との連携

ねらいを明確にした計画・実施を

学校行事で学校生活をより豊かで充実したものに！

・他者と力を合わせて学校行事に取り組むことで、満足感や充実感を味わうことがで

きます。

・様々な感動体験は、子どもの心を育て、自己の生き方についての考えを深めます。

・学校行事に参加したことや学級又は学校の一員として互いの力を合わせて役割や責

任を果たそうとすることが、自分への自信を高めるとともに、主体的に取り組むな

どの自主的、実践的な態度を育みます。

・大きな集団の特質をよく理解し、積極的に学校行事に参加できるようにすることが

教師の役割です。子どもたちが役割を担ってその責任を果たすことができるように

し、子どもたちと喜びや苦労を分かち合いながら目標を成し遂げることができるよ

うにすることも大切です。

・学校行事は、学習活動の成果を総合的に発展させ

る実践の場です。計画の作成や実施にあたっては、

関連を十分に考慮する必要があります。学級や学

校の実態や児童の発達の段階などを考慮するとと

もに、体育科における集団行動の指導との関連を

十分に図ることが必要です。

・他教科との関連もある総合的な活動であるだけに、

ねらいが不明確になりやすいので、目標を明確に設定し、実施することが大切です。

・児童一人一人が行事のねらいを明確につかみ、積極的に活動できるようにするため、

事前・事後の指導についても十分に留意し、指導の効果を高めるように配慮すること

が必要です。

（３） 学習指導要領や特別活動指導資料からみえる大切にしたいこと

・学校行事は学年や、全校の集団を育成する上で効果的な場です。

・共通の目標に向かって、自らを律し、協力し、信頼し、励まし合い、切磋琢磨し、喜

びや苦労を分かち合うことで、よりよい人間関係を築くことができます。

・学校行事は学校の創意工夫を生かしやすく、特色ある学校づくりを進め、よりよい

校風をつくっていく上で中心的な役割を果たします。

・学校行事を通して、学校への愛着、学校の一員としての自覚や仲間意識などの集団

への所属感や連帯感を育むこともできます。

・家庭や地域の人々との連携を工夫することで効果的な体験ができます。

・郷土の伝統や文化、地域の人々と積極的にかかわり、自分の役割を自覚し、自らを律

するとともに、自己を生かし、協力しながら進んで役に立とうとするなどの公共の精

神を育むこともできます。



めあてをもって運動会にのぞむことで、より主体的に参画することができます！

（４） 実践の紹介

① 学級活動（２）との関連を図った、めあてをもつための工夫

（ア）活動の流れ

６年学級活動（２）「協力して運動会を盛り上げよう」

（ア 希望や目標をもって生きる態度の形成）

１．題材について

小学校生活最後の運動会を、「協力して学校全体を盛り上げる運動会」という意識をもって

参加してほしいと願い、本題材を設定した。運動会の取り組みの中で、種目だけでなく、様々

な取り組みで協力して責任をもって取り組み、思い出に残る運動会にしようと進めていきた

い。

また、下級生が、高学年にあこがれをもつことができるようにしたい。６年生の子どもた

ちが、胸を張って取り組み、学校全体を盛り上げることで、下級生にとっては、「ああいう６

年生になりたい」という思いをもつことができる。

それが、子どもたちの学校生活の充実につながる

と考えている。

２．活動の実際

（１）事前の活動  運動会へ向けてのアンケートを

行う。

（２）本時の活動

ねらい：スローガンや学級目標を意識し、最高

学年としてよりよい運動会にしようと

する思いをもち、そのために自分がで

きる参加のしかたについて考え、めあてをもって実践しようとする。

児童の活動 評価（☆）と支援（○） 資料

導

入

１． 運動会アンケートの結

果を見て、気付いたこ

とや感想を発表し合

う。

☆気付いたことを進んで発表しようとしている。

（集団活動や生活への関心・意欲・態度）

○アンケートの結果から、一人一人が頑張りたいと思っ

ていることに着目させる。

○高学年らしい姿を見せるという思いをもっている児

童も多いことから、具体的にどのような姿がよいのか

を考えるよう助言する。

アンケート結

果の表

展

開

２． 運動会のスローガンか

ら、具体的にどんな姿

が望ましいのかを考え

て書き、発表する。

☆運動会における望ましい姿について理解している。

（集団活動や生活についての知識・理解）

○「宮小パワーで 絆を深め 正々堂々 ガンバ宮小」

のスローガンを提示し、どういう姿が望ましいのか、

具体的な姿をイメージできるようにする。

運動会のスロ

ーガン

終

末

３． よりよい運動会にして

いくための自分のめあ

てを考え、めあてカー

ドに書き、発表し合う。

☆運動会への参加のしかたを視点に、自分が実践できそ

うなめあてを立てている。

（集団の一員としての思考・判断・実践）

○自分がすぐに実践できる具体的な行動目標を簡潔に

書くように伝える。

めあてカード

（３）事後の活動

・掲示用模造紙に、めあてを書く。

・運動会の実践および、振り返りを行う。



めあてを模造紙に書くことで、めあての共有化を図ります！

運動会当日に掲示することで、児童の実践意欲が高まります！

② 児童の実践意欲を高める「めあての可視化」の工夫

（ア）めあてを模造紙に書く活動

児童が運動会へ向けて明確なめあてをもち、その

めあてを目指して活動することが大切だと考える。

各学級に１枚の模造紙を配付し、学級毎にデザイン

を工夫した上で、休み時間や朝の時間等を活用して、

そこに全員が一人一人のめあてや意気込みを書き入

れる活動を行った。

自分の思いを表現するだけでなく、友だちのめあ

てを見合うことで、互いの思いを共有し、共に運動

会を成功させようという思いを強く抱くことができ

た。

（イ）めあてを書いた模造紙の掲示

児童がめあてを書いた模造紙を学年ごとにつなげ

て、外に掲示した。

自分たちが書いためあてが風にたなびく様子を目

にしながら運動会に臨むことで、一人一人がめあて

を再認識することができた。それは、児童の実践意

欲を高めることにつながった。

また、保護者や地域の方も子どもたちが書いため

あてを読むことができるため、児童一人一人の思い

を受け止めながら応援していただくことができた。

模造紙を６枚程度つなげて、色ごと

の大きな紙に全校児童が書き込むとい

う方法もあります。

学校の規模、運動会の組の数など、

実態に合わせて工夫しましょう。

児童の実践意欲を高めることで、よ

り主体的な活動になります。

高学年では、模造紙のデザインを児童が担当するなどの工夫ができま

す。また、学年内で運動会の組ごとに作成することも考えられます。

担任は、子どもたちが書いた言葉をみとることで、「集団活動や生活へ

の関心・意欲・態度」や「集団の一員としての思考・判断・実践」の評価

をすることができます。

みんなでつくった「めあて」

を見ると、やる気が出てくるね。

ぼくは、「大きな声で応援す

る」っていうめあてを立てたか

ら、他の学年の競技でも、一生

懸命に応援するぞ。



たてわり活動と応援団をつなげることで、学校一体となって取り組む喜びや所属感を高めます！

③ 異年齢集団による「あこがれと誇り」を育む ～たてわり活動と応援団の関連を図った工夫～

（ア）年間を通した「あこがれと誇り」を育む活動

３月卒業式朝「お別れ式」（校庭）（全校児童・保護者・地域の方参列）

卒業生から伝統のはっぴと大旗を５年生の仮団長・仮副団長

が受け継ぐ。卒業生は、育んだ思い出と在校生へのエールの気

持ちをこめて、伝統の物とともに、５年生に言葉をかけながら

引き継ぎをした。在校生の歌の贈り物や花道もあり、全校児童

で高学年の様子を見届けた。

４月「入学式」（体育館）（１年生・６年生・保護者・地域の方参列）

６年生の仮応援団長・仮副団長を中心にして、１年生に歓迎の言葉と

たてわり活動で交流する楽しさや応援の気持ちをエールにして贈る。大

旗を見上げ、あどけない表情で喜ぶ１年生の反応を見て、６年生は最高

学年になった自覚をもつことができた。

４月初旬「応援団役わり決定」（６年生４色たてわり班）※色は未決定

３６班を４つの組に分けて運動会の応援団を結

成する。その組の団長（１人）・副団長（１人）・サ

ポーター（５人程度）を、組ごとにオーディション

して決定した。役に立候補した児童は決意表明を行

い、それを聞いた児童は、立候補した児童への応援

カードを書いて返した。そのカードは立候補した児

童に均等に届くように配慮している。希望の役に選ばれなくても、どのように認められたのか、

もう一息だったところは何かが書かれているので、他者理解とともに、自己有用感を育むことに

つながった。  

４月中旬「色抽選会」（体育館）（たてわり３６班の列で集合）

６年生のたてわりリーダーが各班を整列させ、９班で一つの組

になるように集合する。決定した各組の６年生応援団が前に出て、

音楽委員会によるドラムロールが鳴り響く中、抽選箱から一斉に色

旗を引き、各組の色を決定する。それを全校児童が固唾をのんで見

届ける。決定後は、団長が組の仲間へ色の発表とスローガンを投げ

かけ、組ごとの団結心を強めていった。

進級しクラス替えがあったこの時期に、互いのよさを知る機
会にもなります。担任は、立候補した児童の事前の準備や決意
表明の言葉、子どもたちが書いた言葉をみとることで、「集団
活動や生活への関心・意欲・態度」や「集団の一員としての思
考・判断・実践」の評価をすることができます。

「ぼくは赤組だ！」と、決まった時の感動が運動会の組への所属
感につながります。色決定時の組ごとに声をかけ合う様子や自分の
色の把握を担任が確認することで、「集団活動や生活への関心・意
欲・態度」の評価をすることができます。



言葉や動き方を確かめ合い、練習で合わせていくことで、互いの思いやよさを分かり合えます！

１０月「全校遠足～６年生の全体進行と５年生による班遊び～」（平和の森公園）

月に２回程度のたてわり班遊びで交流している。秋には電車に乗り、

たてわり班で遠足に行く。６年生が中心となって進める中、５年生の

考えた遊びを広場で行う。５年生は６年生のこれまでの活動を参考に

しながら、下級生が喜ぶ遊びを考えリードしていく。６年生はその様

子を見守ったりサポートしたりしてかかわっていく。下級生は頼もし

い高学年に、すっかり心を開いて寄り添う姿が見られるようになった。

１月「たてわり引き継ぎ式」（多目的ホール） （５年生・６年生たてわり班で対面して集合）

式の前半は、校長挨拶からはじまり、６年生の各色団長から５

年生の団長希望者代表へ、全てのたてわり班グループのリーダー

を５年生へ引き継ぐことを宣言する。５年生の代表者はそれを受

けて、たてわり班を任された決意をその場で述べる。後半は、グ

ループごとに分かれ、たてわり班のグッズ（番号札と計画ノート）

を渡したり、各々の思いを交流し合ったりして、ねぎらいや応援

の気持ちを交わす場にしている。

（イ）色別応援合戦の工夫や朝練習の継続で、願いや思いを共有する活動

色別応援合戦の内容は６年生応援団が中心になって考えている。応援歌を

作ることは、児童間で伝統となっていて、教師の言葉かけ以前から、６年生

は自主的に相談し合い応援歌をつくっている。選んだ曲を上手に活かして、

願いや思いを込めて歌詞をつくり、下級生へ伝えている。歌詞カードを作っ

て配付したり、放送委員による昼の校内放送で、各色の応援歌を流したりし

て、運動会へ思いや活動を校内全体で共有している。

朝練習は、運動会当日に向けて２週間行う。８：10～８：25 の間、各色

の場所に集まり、６年生の応援団を中心

にしてそれぞれの練習計画に沿って活動している。時計もまだ読めない１

年生も応援団の手袋をはめて、いそいそと応援練習のために集合する。上級生にとっては、「自分た

ちがしっかりしなくては！」と自覚する機会となっている。５年生と協力し合って、６年生が進行

する一方で、５年生が下級生を迎えに行ったり、活動内容を一人一人にわかりやすく説明したりし

ている。

活動の計画では、６年生と５年生が協力して、遠足の場で下級生が楽しめ
る遊びを考えたり準備したりします。これまでの経験を生かしながら計画・
実践する姿をみとることで、「集団の一員としての思考・判断・実践」や「集
団活動や生活についての知識・理解」の評価をすることができます。

グループごとの引き継ぎ場面では、５年生が活動への期待や不安を出
し、６年生は自分の経験から適切な助言を考え伝えようとする姿が見られ
ます。その様子をみとったり、子ども達が事前に書いたメッセージメモを
読みとったりすることで、「集団活動や生活への関心・意欲・態度」や「集
団活動や生活についての知識・理解」の評価をすることができます。

高学年は下級生の反応を事前に予想しながら練習内容や
方法を工夫します。また、活動の場では、相手に応じたかか
わり方や自分の果たす役割を意識して行動するようになり
ます。担当や担任は、事前の計画や活動の様子をみとること
で、「集団の一員としての思考・判断・実践」や「集団活動
や生活についての知識・理解」の評価をすることができます。



児童の発意・発想を取り入れることで特色ある運動会になります！

④ 児童会を中心とした取り組みの工夫

（ア）年間スローガンと運動会スローガンの連動

児童会が掲げる年間スローガンを大切し、運動会やその他の行事のス

ローガンも、年間のスローガンを活用した。行事の度にスローガンを募

集したり考えたりすることを無くし、一貫した目標を掲げることで、い

つでもどのような時でも目標を意識しやすくなると考えた。

（イ）全校種目の取り組み

   毎年、いくつかの種目候補の中から一つを児童会で話し合っ

て決めている。今年度の綱引きは、低中高学年ごとに赤白に

分かれ、競い合った。競技開催前には、児童会代表がルー

ルの説明を行った。このように、児童の意見や計画を反映

させることで、児童の主体的な

活動を可能な限り行えるように

工夫した。そうすることで、児

童が積極的に参画する、より楽

しい運動会になったと考える。

また、この様な高学年の取り

組みを見て、下級生は「自分た

ちの時には、こんな活動をした

い」と意欲をもつようになって

いる。

（ウ）マスコットキャラクターの応募

決まったキャラクターは赤組、

白組それぞれの応援団の旗に描い

たり、プログラムに載せたりする

など、様々な場面で登場するよう

工夫します。そうすることで、愛

着が生まれるとともに、運動会を

自分たちでよりよくしているとい

う思いを育むことができます。

みんなにマスコッ

トキャラクターのデ

ザインを呼びかけた

よ。どれにしようか迷

っちゃうね。みんなの

投票で選ばれた今年

のマスコットキャラ

クターは・・・

いつでも、同じ目標を掲げることで、

目標を意識しやすくなります。そうす

ることで、児童の間に年間スローガン

が定着していきます。



運動会で特別活動の目標を意識しましょう！

運動会全体を見直し、子どもたちにどのような姿をめざしていくのかを明確にします！

運動会を通して異年齢集団による交流を充実させましょう！

運動会の感動体験が子どもたちの人間関係を育てます！

（５）実践のまとめ

これまでの実践研究を通して、運動会の実施にあたって大切にして

いきたいことがいくつか見えてきた。それらについて以下にまとめる。

                              

                                           

                        

                                   

                                             

運動会は単に運動の楽しさを味わうだけでなく、子どもたちが自主

的・実践的な活動を通して、協力することのすばらしさや責任を果た

すことの大切さなどを学んでいく行事です。

運動会の前に学習指導要領上の目標や内容などを再確認し、実施に

至るまでの過程を大切にしながら安全にも留意して活動できるように

していきましょう。

運動会を通して、どのような姿をめざしていくのかを明確にするこ

とで運動会への取り組みがより実践的なものになります。年に１回な

ので例年通り進められることが多いですが、教職員で運動会の目標の

見直しを行い、共通理解を図りながら進めていくことはとても重要で

す。

運動会実施後にも運営面の反省ばかりでなく、子どもたちが目標に

近づいたか、自主性が育ったかという視点から反省を行っていくと、

来年度はさらによい運動会になると思われます。

運動会では応援団など異年齢集団で活動する機会が数多くありま

す。各学校で創意工夫をしながら意欲や団結力を高める実践の工夫を

していきます。また、異年齢集団による交流をすることで、上級生か

ら下級生へ運動会に対する思いを伝えることができます。そのような

積み重ねが各学校においての特色となっていくものと考えられます。

学校独自の実践を通して学校への愛着、学校の一員としての自覚を育

むことができます。

運動会は、応援団やリレーなど子どもたちが活躍する機

会が数多くあります。必要に応じて子どもたちの発意・発

想を効果的に取り入れることにより、自分たちで運動会を

つくっていこうとする態度を育てることができます。

これらの体験をふまえて子どもたちの集団への所属感

や連帯感が高まっていきます。こうした意識が望ましい人

間関係を形成することにつながります。

運動会での感動体験が自信につながり、協力してよりよ

い学校生活を築こうとする意識が芽生え、その他の行事を

充実させようとする原動力となっていきます。そのことが

結果として子どもたちの人間関係を育てていきます。
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