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小学校(特別活動) 

自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てる学級活動(２)の一試み 

―  ロールプレイングの手法を取り入れ， 

一人一人の問題意識を高め，具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫を通して ― 

仙台市教育センター 

長期研修員 糟谷 樹理(荒巻小) 

 

抄録 本研究は，小学校第３，４学年において，自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てる学級活

動(２)の指導の在り方を探ったものである。ロールプレイングの手法を取り入れ，「つかむ」段階で劇化を行

うことで一人一人の児童の問題意識を高めさせた。さらに，集団思考場面で役割演技を生かした話合いを行う

ことで，具体的な解決方法を考えさせた。その結果，自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てるこ

とにつながった。 

 

＜キーワード＞ □自分に合った個人目標を自己決定する   □問題意識が高まる 

□具体的な解決方法を考える        □ロールプレイングの手法 

 

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

小学校学習指導要領解説特別活動編によると

「(２)日常の生活や学習への適応及び健康安全」

の指導では，「『自己の問題の状況を知る』，『解決

方法について自己決定する』，『決定に基づき努力

をする』という一連の指導過程を重視し，自己指

導能力が育成できるようにすること」１と述べら

れている。また，所属校においても自己指導能力

の育成を図るために，特別活動の年間指導計画に

基づいて題材を設定し学校生活の問題を取り上げ

ながら学級活動(２)の授業を展開している。 

これまでの自らの実践では，自分に合った個人

目標を自己決定できるようにするために，「つかむ」

段階において，取り上げた問題のアンケート結果

を提示して問題意識を高めさせてきた。さらに，

集団思考場面において，児童同士に解決方法を話し

合わせることで，具体的な行動を考えさせてきた。 

その結果，問題意識が高まり積極的な態度で問

題を解決させようとする児童が見られるようにな

った。しかし，問題意識が低いままの児童も見ら

れた。理由として，「つかむ」段階で問題を自分の

こととして捉えることができなかったことが考え

られる。 

さらに，集団思考場面においても，抽象的な解

決方法を発表するだけの話合いになるなど，児童

が具体的な解決方法を考えていない様子が見られ

た。理由として，集団思考場面が問題の解決につ

ながる行動に気付かせる話合いになっていなかっ

たことが考えられる。 

そこで，本研究では「つかむ」段階で一人一人

の問題意識を高め，集団思考場面で具体的な解決

方法を考えさせるために，ロールプレイングの手

法を取り入れることにした。ロールプレイングの

手法を取り入れることにより，学校生活の問題と

自分のこれまでの経験を結び付けたり，問題の解決

につながる行動に気付いたりすることができると

考える。  

ロールプレイングの手法として，「つかむ」段階

における劇化と集団思考場面における役割演技を

取り入れることにする。「つかむ」段階で劇化を行

うことで，児童は問題を自分のこととして捉える

ことができ，一人一人の問題意識が高まると考え

る。さらに，集団思考場面で役割演技を生かした

話合いを行うことで，児童は問題の解決につなが

る行動に気付き，具体的な解決方法を考えること

ができると考える。 

以上のことから，ロールプレイングの手法を取
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り入れ，一人一人の問題意識を高め，具体的な解

決方法を考えさせる指導の工夫をすれば，児童は，

自分に合った個人目標を自己決定できるようにな

ると考え，本主題を設定した。 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「自分に合った個人目標を自己決定する」

とは  

問題意識が高まり，具体的な解決方法を考え

ながら，自分がいつ，何を，どのように努力する

のかを決めること,と捉える。 

(２)  「問題意識が高まる」とは 

題材として取り上げた学校生活の問題と自分の

これまでの経験を結び付け，問題を自分のことと

して捉えること,と捉える。 

(３) 「具体的な解決方法を考える」とは 

題材として取り上げた学校生活の問題に対し

て，解決方法の良い点や改善点を話し合いなが

ら，問題の解決につながる行動に気付くこと,

と捉える。 

(４) 「ロールプレイングの手法」とは 

シナリオ通り演じる劇化，即興的・自発的に

演じる役割演技と捉える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

ロールプレイングの手法を取り入れ，一人一人

の問題意識を高め，具体的な解決方法を考えさせ

る指導の工夫を通して，自分に合った個人目標を

自己決定できる児童を育てる学級活動(２)の指導

の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

１ 一人一人の問題意識を高めさせる指導の工夫

（視点１） 

(１) 「つかむ」段階での劇化(手立てＡ) 

題材として取り上げた学校生活の問題につい

て，実際にあった場面を劇としてシナリオを構成

し，事前に代表児童と演技の準備をする。 

授業の「つかむ」段階において，代表児童に演

技をさせる。その上で，問題の把握や同様の経験

を想起させる問い掛けを教師が行う。 

このような劇化を行うことで，児童が自分の

これまでの経験と，題材として取り上げた学校生

活の問題を結び付け，問題を自分のこととして捉

えることができるようにする。その結果，一人一

人の問題意識が高まると考える。 

２ 具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫

(視点２) 

(１) 集団思考場面での役割演技を生かした話

合い(手立てＢ) 

「さぐる」段階では，スライドを用いて劇の内

容を想起させ，行動に目を向けさせる問い掛け

を行い，登場人物の行動面の問題について話し

合わせる。 

「見付ける」段階では，ペアやトリオの小集団

で解決方法を具体化させる話合いと，全員で解

決方法を検討させる話合いを設定する。小集団

での話合いでは，「さぐる」段階を踏まえて問題

を解決させる行動について具体的に話し合わせ

る。全体の話合いでは，小集団による話合いの中

で出た解決方法を発表させ，教師が代表児童に

即興的・自発的な演技をするように働き掛ける。

さらに，役割演技を生かして児童に行動の良い

点，改善点を話し合わせる。 

「さぐる」段階を踏まえて「見付ける」段階で

役割演技を生かし，解決方法の良い点・改善点を

話し合わせることで，問題の解決につながる行動

に気付くことができるようにする。その結果，児

童一人一人が具体的な解決方法を考えることが

できるようになると考える（図１）。 

 

図１ 集団思考場面での役割演技を生かした話合い 
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Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 調査計画 

実態調査を表１のとおり計画した。 

表１ 実態調査の計画 

ねらい 
学級活動における意識及び実態を把握し，
授業実践に生かす。 

対象 
仙台市立荒巻小学校 
第３学年２学級，第４学年２学級 （計 89名） 

方法 質問紙法，事前授業 

内容 
学級活動(２)の授業における個人目標の自
己決定に関する実態の調査 

調査日 

平成 29年６月 16日(事前調査，質問紙法) 
平成 29年６月 28日～７月 12日 
(実態調査としての事前授業，各学級２時間 
計８時間) 

(２) 結果及び考察 

① 事前授業による実態調査 

自分に合った個人目標の自己決定について，表

２に基づいて分類すると，図２のような結果にな

った。 

表２ 自分に合った個人目標の自己決定の分類 
 問題を自分の経

験に結び付けた
記述がある。 

問題を自分の経
験に結び付けた
記述がない。 

個人目標の記述内容が 
具体的である。 Ａ Ｃ 

個人目標の記述内容が 
抽象的である。 Ｂ Ｄ 

 

自分に合った個人目標を自己決定している児童の割合(N=85) 

図２ 自分に合った個人目標を自己決定している児童の割合 

図２から，Ａ群の児童は全体の 15.3％である

ことが分かる。残りの 84.7％の児童は，自分に

合った個人目標の自己決定ができていなかった

と推察される。 

Ａ群の児童は，問題を自分のこととして捉え

ている記述があり，自分がいつ，何を，どのよ

うに努力するのかを決めることができていた。 

Ｂ群の児童は，学校生活の問題を自分の経験

と結び付けて捉えている記述が見られた。しか

し，問題の解決のために，何を，どのように努

力するのかについての記述はなく，抽象的な解

決方法しか考えていなかったことが推察される。 

Ｃ群の児童は，具体的な解決方法を個人目標

として記述していた。しかし，授業の最後に教

師がまとめた言葉をそのまま記述しているケー

スが見られ，学校生活の問題を自分の経験に結

び付けられていないことが分かり，問題意識が

高まっていないことが推察される。 

Ｄ群の児童は，学校生活の問題を自分のこと

として捉えている記述や，具体的な解決方法に

ついての記述が見られなかった。表３に，Ｄ群

に分類された児童の個人目標を示す。 

表３ Ｄ群の抽出児の個人目標に書かれた記述 

児童 個人目標に書かれた記述 

Ｃ１ 悪口を言わない。 

Ｃ２ 悪口を止める。 

Ｃ３ 悪口を言わないようにする。 

Ｃ４ 悪口をやめる。 

Ｄ群には，表３のとおり個人目標が抽象的か

つほぼ同じ内容で記述している児童が見られた。

これは，事前授業の「つかむ」段階で，「悪口を

言われている人が多い」というアンケート結果

を資料として提示したことが起因していると思

われる。これらの児童は問題意識が低く，集団

思考場面で形式的に話合いに参加していたと推

察される。 

これらのことから，自分に合った個人目標を

自己決定できる児童を育てるためには，一人一

人の問題意識を高め，具体的な解決方法を考え

させるための手立てを講じる必要があると考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１：問題意識 

視点２： 
具体的な解決方法 
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２ 実践の概要 

(１) 実践１ 

実践１を表４のとおり計画した。 
表４ 実践１指導計画 

対象 
仙台市立荒巻小学校  
第３学年２学級，第４学年２学級(計 89名) 

実施期間 
平成 29年 11月 14日～11月 22日 

(各学級１時間 計４時間) 
題材名 気持ちの良い挨拶の仕方について考えよう。 
内容 イ 基本的な生活習慣の形成 

目標 
気持ちの良い挨拶をするためには，どう行動し

たら良いか考える活動を通して，自分に合った個
人目標を自己決定することができる。 

児童の活動 

事前 
活動 

・挨拶に関するアンケートに答える。 
・具体的なやり取りの演技の練習をする。 

段
階 

手
立
て 

 
 
 
本 
 
 
時 
 
 
 

・具体的なアンケート結果を知る。 
・気持ちの良い挨拶ができていない場面の劇をした
り,見たりすることによって，本時の課題をつか
む。 

つ
か
む 

Ａ 

・気持ちの良い挨拶ができていない場面の具体的 
な問題点や原因を考える。 

さ
ぐ
る 

Ｂ 
・ペアなどで話し合い,出し合った解決方法につい
て，役割演技をしたり，見たりすることを通して
解決方法の良さや改善点を検討する。 

見
付
け
る 

Ｂ 

・考えた具体的な解決方法を個人目標として自己 
決定する。 

決
め
る 

 

事後 
活動 

・1週間，自分の目標に取り組む。 
・目標に向かって実践できたか振り返る。 

(２) 実践２ 

実践２を表５のとおり計画した。 

表５ 実践２指導計画 

対象 
仙台市立荒巻小学校  
第３学年２学級，第４学年２学級(計 89名) 

実施期間 
平成 29年 11月 22日～11月 30日 
(各学級１時間 計４時間) 

題材名 相手の気持ちを考えて行動する力を高めよう 

内容 ウ 望ましい人間関係 

目標 

相手の気持ちを考えながら楽しい学校生活を送
るためには，どう行動したら良いか考える活動を
通して，自分に合った個人目標を自己決定するこ
とができる。 

児童の活動 

事前 
活動 

・友達との関係に関するアンケートに答える。 
・具体的なやり取りの演技の練習をする。 

段
階 

手
立
て 

 
 
 
本 
 
 
時 
 
 
 

・具体的なアンケート結果を知る。 
・トラブルが起こっている場面の劇をしたり，見た
りすることによって，本時の課題をつかむ。 

つ
か
む 

Ａ 

・トラブルが起こっている場面の具体的な問題や原
因を考える。 

さ
ぐ
る 

Ｂ 

・ペアなどで話し合い,出し合った解決方法につい
て，役割演技をしたり，見たりすることを通して
解決方法の良さや改善点を検討する。 

見
付
け
る 

Ｂ 

・考えた具体的な解決方法を個人目標として自己 
決定する。 

決
め
る 

 

事後 

活動 
・1週間，自分の目標に取り組む。 
・目標に向かって実践できたか振り返る。 

３ 実践の内容と結果及び考察 

(１) 一人一人の問題意識を高めさせる指導の

工夫（視点１） 

① 「つかむ」段階での劇化(手立てＡ)        

実践１では，授業の「つかむ」段階で，資料

提示の後に，事前アンケートを基に構成した挨

拶の場面を，教師も交えて代表児童に演技させ

た(表６)。 

表６  実践１で行った挨拶の劇    
場面 やり取りの内容 

１ 
元気に挨拶をする児童に対し，暗い様子で挨拶を返
す。(教師１，児童１で演技) 

２ 
挨拶をしている人がいるのに，話に夢中で気付かな
い２人組の様子。(教師１，児童２で演技) 

実践２では，「つかむ」段階の資料提示の後，

実際にあったドッジボールの試合でのトラブ

ルの場面を，表７のとおりに代表児童４名に

演技させた。 
表７ 実践 2で行ったドッジボールのトラブルの劇    

登場人物 やり取りの内容 

Ａ 
ドッジボールをしていて上手く投げられない。Ｂに責
められる。責められたときには「別にいいじゃん。」と
開き直る。 

Ｂ 
試合に負け，上手く投げられなかったＡに対し「何や
ってんだよ，ちゃんと投げろよ！」と責める。 

Ｃ ＡがＢに責められているのを見て笑う。 

Ｄ 
ＡＢＣのトラブルをただ見ている。心の中で「また始
まった」と思う。 

「つかむ」段階で，児童が問題と自分の経験

を結び付けることができたかを把握するために，

この場面を取り上げてビデオ分析を行い，事前

授業と実践２で比較した。児童に「自分にも似

たような経験がありましたか。」と問い掛けた後，

挙手させた。その結果，事前授業では，資料提

示直後の問い掛けに対し，児童の 75.1％が挙手を

した。実践２では，劇化の直後の問い掛けに対し，

77.7％の児童が挙手をした。挙手の数では有意な

差は見られなかった。 

しかし，表３の抽出児は,実践２の劇化後に表

８のような具体的な変容が見られた。抽出児以

外の児童にも,事前授業で行った資料提示の際

には見られなかった「ある，ある。」というつぶ

やきやうなずきなどの反応が多く見られた。 

表 8 「つかむ」段階での役割演技後の抽出児童の様子 
 児童 発言  

事前 
Ｃ１ 

挙手,発言なし。 
実践２ 挙手３回，発言1回をする。 
事前 

Ｃ２ 
Ｃ３と笑ったり，下を向いて無反応だったりする。 

実践２ 「あるよね～。」と隣の児童に話し掛けている。 
事前 

Ｃ３ 
Ｃ２と目配せしたり，手元を見ていたりしている。 

実践２ うなずきながら劇を見ている。 
事前 

Ｃ４ 

促されて挙手はするものの，積極的な反応は示し
ていない。 

実践２ 演技直後，発語増。「あるある。」「俺だわ。」「マジ
俺だわー。」と反応する。 

実践２の後に事後調査を行い，「演技を行うこ
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とで良かったことは何ですか。」と質問したとこ

ろ，84人中 80人が演技の良さについて具体的に

記述していた (図３)。「つかむ」段階で劇化を行

うことによって，学校生活の問題を把握しやす

くなり，自分の経験の振り返りができた児童が

多くいることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
表９ 演技を見ることで，自分のこれまでの経験に結び付けて

いることが読み取れる児童の記述 

児童 記述内容 
Ｃ５ 演技を見て，自分も「だめだったなあ。」と思った。 

Ｃ６ 
話が良く分かったし，演技を見ている時に自分にも同じ
ことがあることを思い出した。 

Ｃ７ 演技を見て，振り返ったり，考えたりすることができた。 

Ｃ８ 
本当にありそうな話だと思った。現実に起こったことの
ようだった。 

Ｃ９ 
演技を見て，自分もやってしまったかもしれないと気付
けた。 

Ｃ10 
言葉で分からないことを演技でやっていてとても分かり
やすかった。 

Ｃ11 
演技を見て，私も同じようなことがあったから，よく考
えられた。 

Ｃ12 
実際に似ていることがあったので，よく話し合わなくて
はいけないと思った。 

Ｃ13 演技が例になって場面を思い出して良かった。 

表９に，図３における具体的な児童の記述を

示した。劇を見て，問題の把握と経験の振り返

りができたので，問題を自分のこととして捉え

ることができたと推察される。 

抽出児童の様子と事後調査の結果から，劇化

によって，学校生活の問題を自分のこれまでの

経験と結び付けることができ，問題を自分のこ

ととして捉えることができた児童が増加してい

ることが分かる。これらのことから,「つかむ」

段階で劇化を行ったことは，一人一人の問題意

識を高めさせる上で有効であったと考える。 

(２) 具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫  

① 集団思考場面での役割演技を生かした話

合い(手立てＢ) 

実践１では，「さぐる」段階で，劇を見て気付

いた登場人物の行動面の問題を児童から発表さ

せ，教師が集約してホワイトボードに書き出し

た。 

表 10 「さぐる」段階で登場人物の行動面の問題を焦点化させ

る働き掛け 
発言者 発言内容 
教師 （劇化の後）「今の場面を見て，良くないなあと思う行

動はどんなところですか。」 

＜行動面の問題に着目させる問い掛け＞ 
Ｃ30 「挨拶されたのに，返事をしていないところです。」 

         ＜行動面の問題に着目した反応＞ 
Ｃ31 「下を向いて小さな声で挨拶しているところです。」 

＜行動面の問題に着目した反応＞ 
教師 「じゃあ，Ａさんの問題は・・・・ですね。」 

（ホワイトボードに，Ａ：挨拶されたのに，返事をしてい
ない，下を向いて小さな声で挨拶していると記入する。）
＜解決方法を行動面の問題に焦点化する働き掛け＞ 

解決方法の話合いを行動面の問題に焦点化さ

せるために，劇化の後，行動面の問題に着目さ

せる問い掛けを行った（表 10）。その後，「見付

ける」段階で，気持ちの良い挨拶をするために

は，どう行動したら良いかをペアで話し合わせ

た。提案された解決方法について,教師が「どん

な感じなの。」「実際にやってみたらどうなるか

な。」と問い掛け,児童の即興的な演技を促した。

役割演技の後,「今の挨拶のどういうところが良

かったかな。」と行動面に着目させる問い掛けを

した。表 11と表 12に，実践１における役割演

技を生かした話合いの事例を示す。 
表 11 役割演技を生かした話合いの事例１（３年生） 

発言者 発言内容 

Ｃ14 

(挨拶されても気付かないことに対する解決方法として) 

「こっちが挨拶しても相手が気付かないんだったら，気

付くようにトントンってやるといいと思います。」 

＜解決方法の提案＞                              

教師 
「そうなんだ，どんな感じでやるの。やってみてくれる？」 

＜自発的な演技を促す問い掛け＞ 

Ｃ14 
「あ，はい。」(教師に対して肩をたたいて)「ねえ今， 

 おはようって言ったんだけど気付いた？」 

＜解決方法を提案する即興的な演技＞ 

教師 

「ああ，気付かなくてごめんね。おはよう。」(間) 

「Ｃ14さん，どうもありがとう。みんな，拍手しようね。

みんな今の演技の良かったところはどこだと思う？」 

＜良い点に着目させる問い掛け＞ 

Ｃ15 
「自分から声を掛けたところが良かったと思います。」 

             ＜良い点に着目する反応＞ 

Ｃ3 

「相手を呼んだとき，トントンって肩をやさしくたたい

て，相手の顔をのぞき込むようにして言っていたとこ

ろが良かったと思います。」＜良い点に着目する反応＞ 

数名 うなずく反応 

表 11 の例では，Ｃ14 の役割演技を見て，そ

の良い点を全体で共有している様子が分かる。

図３ 演技の良さに関する調査結果 

演技で良かったことへ回答(N=80) 

単位(人)※複数回答あり 
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Ｄ群に属する抽出児Ｃ３は波線のように行動や

しぐさなどの良さにも注目できていた。 
表 12 役割演技を生かした話合いの事例２(４年生) 

発言者 発言内容 
教師 「挨拶は目を見て，元気良くやるといいんだね。

誰か見本をやってみてくれますか。」   

＜自発的な演技を促す問い掛け＞ 
Ｃ16 「はい！はい！私がやりたいです！」 

Ｃ16 (ジャンプして教師にハイタッチしながら)「おっは

よ～。   ＜解決方法を提案する即興的な演技＞ 
全体 (楽しそうに見ている) 
教師 「みんな，今のどこが良かったかな。」 

＜良い点に着目させる問い掛け＞ 
Ｃ17 「元気なところが良かったと思います。」 

    ＜良い点に着目する反応＞ 
Ｃ18 「でも…。ジャンプまではしなくてもいいんじゃな

いかなあ。」     ＜改善点に着目する反応＞ 
数名 「あ～，確かに。」     

表 12は，全体の場で出た意見に対して，提案

者ではない児童が演技している事例である。児

童の演技の良い点だけではなく，「自然な挨拶に

するためにはどうしたら良いか」という新たな

解決方法につながる意見も出されていた。 

このように,教師が意図的な働き掛けをした

ことで,話合いの中で，児童が解決方法を提案す

る即興的な演技をしたり,解決方法の良い点や

改善点に気付いたりしていることが分かる。 

実践２では,「さぐる」段階において，問題と

なる行動を児童が容易に想起できるよう，登場

人物Ａ～Ｄの行動をスライドにまとめたものを

図４のように提示した。その上でホワイトボー

ドに児童の意見を集約し，行動面の問題を焦点

化した。次の「見付ける」段階では，「自分が～

さんだったらどう行動するか」と問い掛け，ト

リオにして話し合わせた。 

          
  
 

図４ 小集団での話合いの際，登場人物の行動面の問題を想起さ

せるために使用したスライド 

ホワイトボードとスライドを提示したことで，

登場人物の行動面の問題を想起しながら話し合

うことができ，「もし自分が～さんだったら，こ

う行動する。」など，問題の解決につながる行動

に焦点化して話し合っている姿が見られた(表

13，14)。 

表 13 小集団で，問題の解決につながる行動を話し合っている

事例１(３年生) 

発言者 発言内容 

Ｃ２ (スライドを見ながら)「Ａさんだってさあ，できないくせに謝っ

てないじゃん。」 

Ｃ19 「Ｂさんはどうなの？」 

Ｃ２ 「いや…，もし俺がＢだったら投げ方教えてやるけど。」 

表 14 小集団で，問題の解決につながる行動を話し合っている

事例２(４年生) 

発言者 発言内容 

Ｃ16 「Ａさんのこと，私は今までいやなこといっぱい言われ

たことがあるから，すごく分かる！」 

Ｃ19 (スライドを見て)「Ｂさんが責めないほうがいいよね。」 

Ｃ20 「Ａさんも責められたときに，ヒートアップしないほうが

いいよね。そういうことあるもんね。」 

集団思考場面が，児童にとって問題の解決に

つながる行動に気付かせるものになっているか

を把握するために，小集団での話合い場面を取

り上げて，事前授業と実践２でビデオ分析を行

い，比較した。小集団での話合いの成立を「教

師が介入しなくても会話を始めている」を条件

とし，話合いの時間を「教師が指示したときか

ら，小集団の会話が終了するまでの時間」とし

て観察した。その結果，事前授業では児童の

91.6％の小集団が成立し，実践２では，100％の

小集団が成立しており，成立に大きな差は見ら

れなかった。 

しかし，話合いの時間，話合う内容に変容が

見られた。事前授業の際には，「私は～だと思い

ます。理由は～です。」という一方通行のやり取

りに終始し，小集団の多くは話合いの時間が１

～３分程度であった。実践２の際には，児童は

問題の解決につながる行動に焦点化しながら，

５分を超えて話し合っている集団が多かった。

さらに，教師が終了を促した後も自ら話し合う

集団も見られた。表 13，14のように，「自分は

こうすれば良いと思う。」「自分はこういう経験

があったから～と思う。」など，具体的な解決方

法を考えるために話し合っている姿が見られた。 

次に，役割演技を基に新たな解決方法を話し
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合っている事例を表 15に示す。Ｄさんの行動の

問題を解決させる方法について,役割演技を行

わせた。Ｃ21の役割演技を受け，Ｃ22とＣ23が

波線のような演技で反応をした。これを受けて，

教師が改善点に着目させる問い掛けを行い，も

めごとをやめさせるには，言い方が大切である

ことに気付き，Ｃ18 が新たな解決方法を考え，

下線のようなトラブルの解決につながる提案が

された。 

表 15 改善点を話し合う様子(４年生) 
発言者 発言内容 

Ｃ21 
(Ｄさんの解決方法として，もめごとを傍観せず
に止めに入った方が良いと意見が出た後で)「私
がやります！」          ＜解決方法の提案＞ 

Ｃ22 
Ｃ23 
Ｃ24 

「何やってんだよ！」 

「ハッハッハ。」 

「別にいいじゃん。」 

＜ＡさんＢさんＣさん役のシナリオ部分の演技＞ 

Ｃ21 
「ねえ，ちょっと何やってんの！やめなさい
よ！」  ＜解決方法を提案する即興的な演技＞ 

Ｃ22 「関係ないだろ…。」＜即興的に反応する演技＞ 

Ｃ23 「そうだよ…。」  ＜即興的に反応する演技＞ 

教師 
(もめごとが終わらないので，演技にストップを
かけ)「みんな，今のどうだったかな？」   

  ＜改善点に着目させる問い掛け＞ 

数名 
「う～ん。」「言い方が強いから…。」 

(首をかしげる児童) 

教師 
「みんな，どうしたら，良いのかな。」 

＜改善点に着目させる問い掛け＞ 

Ｃ18 
「止めに入るのはいいけど，強く言い過ぎてるか
ら…。僕もやってみます。」     

 ＜改善点に着目する反応＞ 

Ｃ22 
Ｃ23 
Ｃ24 

「何やってんだよ！」 

「ハッハッハ。」 

「別にいいじゃん。」 

＜ＡさんＢさんＣさん役のシナリオ部分の演技＞ 

Ｃ18 
「ねえ，やめようよ！せっかくの休み時間なんだ
から，みんなで楽しもうよ！」    

＜解決方法を提案する即興的な演技＞ 

Ｃ22 
Ｃ23 
Ｃ24 

「…。分かった。」 ＜即興的に反応する演技＞ 

「言い過ぎて，ごめんね。」  

＜即興的に反応する演技＞ 

「私も，ごめん。」 ＜即興的に反応する演技＞ 

全体 (拍手が起こる) 

Ｃ18 の児童が，自己決定した個人目標には，

「今までの自分は，止めに入っても波のように

巻き込まれていたけど，これからは，もめごと

があったときには，『みんなで楽しい時間を過ご

そう。』と声掛けをして，もめごとを解決させて

いきたい。」と記述していた。 

この事例のように，役割演技を生かし，教師

が良い点や改善点に着目させる働き掛けをした

ことで，児童から新たな解決方法の提案がなさ

れた。 

図５では，事前授業と実践２における個人目

標について，いつ，何を，どのように努力する

のか具体的な記述をしている児童の割合を比較

した。その結果，実践２では，事前授業と比べ

て，具体的な解決方法を考えることができた児

童が 28.3ポイント増加したことが分かる。 

具体的な解決方法を考えている児童の割合  

 

図５ 具体的な解決方法を考えている児童の割合 

図５の結果から，集団思考場面で，役割演技

を生かした話合いを行ったことは，具体的な解

決方法を考えさせる上で有効であったと考える。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 結果 

事前授業と実践授業から，自分に合った個人目標

を自己決定できる児童を表 16に基づいて分類し，そ

の割合を図６に示した。 

表 16 自分に合った個人目標の自己決定の分類 
 問題を自分の経

験に結び付けた
記述がある。 

問題を自分の経
験に結び付けた
記述がない。 

個人目標の記述内容が 
具体的である。 Ａ Ｃ 

個人目標の記述内容が 
抽象的である。 Ｂ Ｄ 

 

自分に合った個人目標を自己決定している児童の割合 

 

図６ 自分に合った個人目標を自己決定している児童の割合 

図６に示すように, 自分に合った個人目標を自

己決定できたＡ群の児童は，事前授業の 15.3％か

N=85 

N=85 

N=89 

視点１：問題意識 

視点２： 
具体的な解決方法 

N=85 

N=89 
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ら実践１の 67.1％と実践２の 59.6％へとそれぞ

れ増加した。また，実践１と２において，Ｄ群の

児童が 0％になっていることが分かる。 

表 17は，抽出児が事前授業と実践２において自

己決定した個人目標の変容を示したものである。

児童の記述から，いつ，何を，どのように努力す

るのかを具体的に決めるに至っていない児童もい

るが，問題を自分のこととして捉え，問題の解決

に向けて努力することを自己決定していることが

読み取れる。 

表 17   抽出児の個人目標の変容(事前→実践２) 

実践 児童 
群の

移行 
個人目標に書かれた記述 

事前 

Ｃ１ 

Ｄ 

↓ 

Ｂ 

悪口を言わない。 

実践２ 
今までの自分は，人をいっぱい笑ってい
るので，これからは笑わない。   

事前 

Ｃ２ 

Ｄ 

↓ 

Ｂ 

悪口を止める。 

実践２ 

今までの自分はＣさんみたいに人を笑っ
ていたから，これからは人を笑わないよ
うにしたい。 

事前 

Ｃ３ 

Ｄ 

↓ 

Ｂ 

悪口を言わないようにする。 

実践２ 

今までの自分はＢさんみたいに人を責め
ていたから，これからは人を責めないで励
ましていきたい。 

事前 

Ｃ４ 

Ｄ 

↓ 

Ａ 

悪口をやめる。 

実践２ 

今までの自分は未熟で，失敗した人を責め
ていたことが分かったから，これからは失
敗した人を責めないで励ましていきたい。 

２ 考察 

(１) 成果 

図６の結果から，問題意識が高まり，具体的な

解決方法を考えることができている児童が多い

ことが分かり，自分に合った個人目標を自己決

定できる児童が増えたと推察される。 

表 17の結果から，Ｄ群の児童は，問題を自分

のこととして捉えることができ，問題意識が高

まったと推察される。 

Ａ群の児童の増加とＤ群の児童の変容の様子

から，「つかむ」段階で劇化を行ったことで，問

題を自分のこととして捉えることができるよう

になり，問題意識が高まったと考える。さらに，

集団思考場面で役割演技を生かした話合いをさ

せたことで，児童は問題の解決につながる行動

に気付くことができるようになり，具体的な解

決方法を考えることができるようになったと考

える。 

これらのことから，ロールプレイングの手法を

取り入れ，一人一人の問題意識を高め，具体的な

解決方法を考えさせる指導の工夫をしたことは，

自分に合った個人目標を自己決定できる児童を

育てる上で有効であったと考える。 

(２) 課題 

主題の姿に迫った児童は増えたが，今後は，一

人一人の児童が主題に迫ることができるよう，

これらの手立てが他の題材でも有効なのかを実

践を通して検証を進めていきたい。 

また，役割演技を生かした話合いについて，小

集団の話合いの際に，一人一人の児童が問題の

解決につながる行動に目を向けることができる

ような更なる働き掛けが必要であると考える。 

今後も，児童が主題に迫っていけるよう，指導

を工夫していきたいと考える。 

 

＜参考文献＞ 

・国立教育政策研究所教育課程研究センター 

『楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動』， 

2014，教育課程研究センター 

・田中博之『学級力向上プロジェクト』，2013，金子書房 

＜引用文献＞ 
１ 文部科学省『小学校学習指導要領解説特別活動編』，2008，東洋館出版，ｐ60 
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第３・４学年 学級活動指導案   

                                     

                       

日  時 ：平成29年11月14日(火)～11月21日(火) 

指導学級：仙台市立荒巻小学校３年１組，２組，４年１組，２組 

                指導者 ：教諭 糟谷 樹理(長期研修員) 

 

１ 題材名 「気持ちの良い挨拶の仕方について考えよう。」 

(イ 基本的な生活習慣の形成 ) 

 

２ 題材について 

(１) 児童の実態 

     (省略) 

(２) 題材設定の理由 

本単元で扱う内容は，小学校学習指導要領第６章特別活動第２項学級活動の〔共通事項〕(２)「学

級や学校の生活づくり」のイ「基本的な生活習慣の形成」に関わるものである。 

本題材は，本校の学校教育目標における目指す児童像である「社会規範や生活規範が身に付き，人

を思いやることのできる子ども」と児童の実態を受けて設定したものである。 

本校では特別活動の年間指導計画の中に，「スマイルデー」として学級や学年ごとに挨拶運動を行

う日が設定されており，中学年児童は朝早くに登校するなど，積極的に取り組んでいる。挨拶の大切

さを理解している児童は多いものの，相手がどう思っているのかということや，自分の気持ちが相手

に伝わっているかどうかということまで考えている児童は多くはない。 

中学年児童にとって，挨拶など日常の活動について他者の視点からも考えていくようにさせること

は，相手の思いをくみ取ったり，自分の気持ちが相手に伝わっているかを判断したりしながら活動す

る上で必要なことであると考える。本題材を通して，自分の挨拶に目を向けさせ，気持ちの良い挨拶

の仕方について考えさせる機会を持つことは，日常の活動に目標を持ちながら努力する児童を育てる

ことにつながると考え，本題材を設定した。 

 

(３) 指導に当たって(研究との関連と指導の方向性) 

① 研究との関連について 

①  

 

 

 

研究のねらい 

ロールプレイングの手法を取り入れ，一人一人の問題意識を高め，具体的な解決方法を考えさせ

る指導の工夫を通して，自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てる学級活動(２)の指導

の在り方を探る。 

 

研究主題  自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てる学級活動(２)の一試み 

―  ロールプレイングの手法を取り入れ， 

一人一人の問題意識を高め，具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫を通して ― 
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＜視点１＞ 一人一人の問題意識を高めさせる指導の工夫 

【手立てＡ】 「つかむ」段階での劇化 

題材として取り上げた学校生活の問題について，実際にあった場面を劇としてシナリオを構

成し，事前に代表児童と演技の準備をする。授業の「つかむ」段階において，代表児童に演技

をさせる。その上で，問題の把握や同様の経験を想起させる問い掛けを教師が行う。このよう

な劇化を行うことで，児童が自分のこれまでの経験と，題材として取り上げた学校生活の問題を

結び付け，問題を自分のこととして捉えることができるようにする。その結果，一人一人の問題

意識が高まると考える。 

＜視点２＞ 具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫 

【手立てＢ】  集団思考場面での役割演技を生かした話合い 

「さぐる」段階では，劇の内容を想起させ，行動に目を向けさせる問い掛けを行い，登場人

物の行動の問題について話し合わせる。 

「見付ける」段階では，ペアやトリオの小集団で解決方法を具体化させる話合いと，全員で

解決方法を検討させる話合いを設定する。小集団での話合いでは，「さぐる」段階を踏まえて問

題を解決させる行動について具体的に話し合わせる。全体の話合いでは，小集団による話合い

の中で出た解決方法を発表させ，教師が代表児童に即興的・自発的な演技をするように働き掛

ける。さらに，役割演技を生かして児童に行動の良い点，改善点を話し合わせる。 

「さぐる」段階を踏まえて「見付ける」段階で役割演技を生かし，解決方法の良い点・改善点

を話し合わせることで，問題の解決につながる行動に気付くことができるようにする。その結果，

児童一人一人が具体的な解決方法を考えることができるようになると考える。 

② 本題材の指導の方向性 

普段行っている挨拶について取り上げ，気持ちの良い挨拶の仕方を考える活動を通して，自分に

合った個人目標の自己決定につなげていけるようにする。事前活動では挨拶に関するアンケートを

実施し，実態を把握することで，本時の授業で提示する資料の作成や劇の構成に生かす。実際にあ

った問題の場面として３つの劇(挨拶されても暗い返事をする場面，挨拶されても気付かない場面，

特定の子にだけ挨拶をする場面)を構成し，事前に代表児童と準備をしておく。 

「つかむ」段階では，挨拶に関するアンケート結果を提示し，ほとんどの児童が進んで挨拶をし

ていると思っていることを把握させる。次に，教師と代表児童が，実際にあった問題の場面を劇に

して演じる。その後，同じような経験について問い掛けることで,自分達が進んでしていると思っ

ている挨拶と気持ちの良い挨拶には差があることに気付かせる。 

「さぐる」段階では，挨拶の劇を生かし，全体で「下を向いて小さな声を出している」「相手の

目を見ていない」などの具体的な行動面の問題を見付けさせる話合いをする。また，児童が見付け

た行動面の問題を集約し，ホワイトボードに記すことで，解決方法を話し合わせる際の手掛かりに

する。 

「見付ける」段階では，ペアで話し合う場面と全体で話し合う場面を設定する。ペアの話合いで

は，どんな挨拶をしたら，問題の解決になるのかなど，具体的に挨拶の仕方について話し合わせる。

その上で，全体の場で解決方法を検討する話合いを設定する。児童に解決方法を発表させ，気持ち

の良い挨拶について実際にはどんな挨拶をするのかを問い掛けることで，即興的・自発的な役割演

技を促す。更に，挨拶の声の大きさ，目線，しぐさなどに着目させながら良い点を見付けさせたり，
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より良い挨拶にするにはどうしたら良いか改善点を考えさせたりする問い掛けをすることによっ

て，気持ちの良い挨拶とはどのようなものかを児童に気付かせるようにする。 

「決める」段階では，「見付ける」段階での気付きを踏まえて，これまでの自分の挨拶を改めて

振り返らせる。自分にとっての課題はどのような挨拶をする姿なのかを思い浮かべさせながら，ど

んなときに，どのような挨拶をしたら良いかを具体的に考えさせた上で個人目標を自己決定させる。 

事後活動では，日常活動においては，自己決定した個人目標を児童が実践できるよう，活動して

いる児童の良さを認めたり励ましたりする。振り返りの活動においては，目標が実践できたか児童

自身に振り返らせたり，友達の努力する姿を励ましたり認め合ったりするようにし，継続した実践

への意欲を高めるようにする。 

３ 評価規準 

 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 

第３学年及

び第４学年

の評価規準 

自己の生活上の問題に関

心を持ち，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。 

４ 指導計画 

 日時 児童の活動 指導上の留意点 目指す児童の姿と評価方法 

事
前
の
活
動 

【朝の時間】 

 

【朝の時間】 

 

・ 挨拶に関する意識調査に

答える。 

・ 代表児童が劇の準備をする。 

・ クラスの問題

を学級活動の時

間に解決してい

くことを伝える。 

【関心・意欲・態度】 

・ 普段行っている挨拶について

関心を持ち，自己評価をしてい

る。＜アンケート・観察＞ 

 
本
時
の
活
動 

【学級活動】 ・ 具体的なアンケート結果
を知る。 

・ 気持ちの良い挨拶ができ
ていない場面の劇を見るこ
とによって，本時の課題を
把握し問題意識を高める。 

・ 気持ちの良い挨拶ができ
ていない場面の具体的な問
題点を考える。 

・ ペアで話し合い，発表し
た解決方法について，役割
演技を行う。演技を踏まえ
て解決方法の良さや改善点
を検討する話合いをする。 

・ 個人の課題を振り返り，
具体的な解決方法を個人目
標として自己決定する。  

※指導過程参照 【思考・判断・実践】 
○ 自分の挨拶を振り返り，今
後，気持ちの良い挨拶をするた
めにどうしたら良いのかを具
体的な目標として自己決定し
ている。  

【知識・理解】 
○ 気持ちの良い挨拶をするた
めにはいつ，どこで，どのよう
な挨拶をすれば良いかを理解
している。 

事
後
の
活
動 

【日常生活】 

 

【朝の活動】 

・ 数日間，自己決定した活
動に取り組ませる。 

・ 朝の活動時に個人で振り
返りカードに記入し，全体
で共有する。 

・ 個人目標が適
切だったか振
り返らせ，実践
の継続を図る
ようにする。 

【思考・判断・実践】 
・ 自分の目標が達成できている
か再確認しながら，進んで実践
しようとしている。 

＜ワークシート・観察＞ 
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５ 本時の活動 

(１)  本時のねらい 

気持ちの良い挨拶をするためには，どう行動したら良いかを考える活動を通して，自分に合った個

人目標を自己決定することができる。 

(２) 本時の展開 

過

程 

児童の活動 

・予想される児童の反応 

・指導上の留意点 

  評価   研究の視点＜手立て＞  
 

つ

か

む 

  

10 
分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ

ぐ

る 

  

10

分 
 

１ 本時の課題を把握する。 

２ クラスのアンケート結果を知り，普段の挨拶に   

ついて心掛けていることを話し合う。 

・ ○人中○人ができているから，ほとんどの人

ががんばっていると思う。 

 ・ ○人ががんばっていないからがんばればいい

と思う。 

 

 

３  劇を見て，自分達の挨拶の仕方を振り返る。 

(１) 挨拶をされても，下を向いて小さな挨拶で

返事をしてしまう場面。 

(２) 挨拶をされているのに，友達の話に夢中で

気付かずに通り過ぎてしまう場面。 

(３) 朝，教室に入ったときに特定の子だけに，

挨拶をしてしまう場面。(４年生のみ実施) 

 ・ この場面，良く見たことがある。 

・ 私も素通りされたことがある。 

・ 自分もやっていたかもしれない。 

・ 挨拶が返ってこないと悲しい気持ちになる。 

 

 

４ 劇を見てそれぞれの場面の行動面での問題は

何か考える。 

(１)の場面 

・ 下を向いて声が小さい。 

・ 聞こえる声を出していない。 

(２)の場面 

・ 声が小さくて気付いてもらえない。 

 

 

 

 

 

・ 自分たちが挨拶にしっかりと取り組んでいるという意識が高 

いことを示す資料を示し，分かることを問い掛ける。 

・ 事前アンケートの「挨拶で大事にしていること」の回答を基

に意図的指名をすることで，挨拶への関心を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 劇で取り上げた挨拶の場面を経験しているかどうかを挙手で

確認することで,自分たちは挨拶ができているという意識と実

際の行動には差があることに気付かせる。 

 

・ 演技で見たような挨拶を自分がされたらどんな気持ちになる

か問い返し，問題を解決させようとする意欲につなげる。  

 

 

 

 

 

 

・ 登場人物の行動を想起させながら，どのような行動に問題が 

あるのかを考えさせる。 

 

 

自分もみんなも気持ちの良いあいさつ

をするために，できることを考えよう。 

学校生活で実際にあった挨拶の場面を教師と代
表児童で演技し，同様の経験があったかを問い掛
けながら自分の行動を振り返らせることによっ
て，問題を自分のこととして捉えさせ，児童の問題
意識を高める。        ＜視点１(Ａ)＞ 

劇で見られた挨拶の行動面の問題に目を向けさ
せ，児童の意見を焦点化していく。＜視点２(Ｂ)＞ 
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見

付

け

る 

20  
分 

 

分 

分 

・ 話に夢中で，挨拶に気付いてない。 

(３)の場面 

・ 仲の良い人だけに挨拶している。 

・ みんなに対して平等に挨拶していない。 

 

５ 小集団になってそれぞれの場面を解決させる

ためにはどんな行動をしたら良いか話し合う。 

 

・ 笑顔で言うと良い。相手が安心するから。 

・ 相手に伝わる声で言うと良いと思う。声が小

さいと，相手に挨拶が伝わらないから。 

・ 気付いてくれなかったら，気付かせるように

する。 

・ 素通りしないよう，周囲を見て歩くようにす

る。 

・ 朝，教室に入ったら，みんなに向かって挨拶

する。 

６ 全体の場で発表された解決方法を役割演技と

して演じる。演技を踏まえ，良い点や改善点を検

討する話合いをする。 

(予想される役割演技の例) 

＜笑顔で目を見て挨拶する＞ 

・ 笑顔だと相手が安心する。 

・ 相手の目を見ているのが良い。 

＜元気良く，ジャンプしてハイタッチする＞ 

・ 元気いっぱいで楽しくなる。 

・ 普段からするのは大変かもしれない。 

＜気付かない相手の肩を叩いて話し掛ける＞ 

・ やさしい言い方でのぞき込むように言って

いる。 

・ これなら，気付いてもらえる。 

＜教室に入りながら挨拶する＞ 

・ みんなと仲良くしようとする気持ちが分か

る。 

・ 問題があると思う理由も述べさせ，教師が児童全体にどう思 

うかを問い返し，共感する意見や別の意見を述べさせる。 

・ ホワイトボードに児童の意見を書き出し，意見を集約する。 

 

 

 

 

 

・ 話合いの際に，具体的にどのように挨拶するのかを問い掛け

たり，挨拶する立場だけでなく，される立場だったらどうした

らよいのかを問い返すなど，解決方法をより具体化させたり，

考えを広げさせたりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 抽象的な意見を言う児童には，どういう行動をすることなの

かなど，具体的な内容について問い返す。 

・ 全体の場で，児童が考えた解決方法を発表させ，実際にどう

なるのかを問い掛ける。 

・ 役割演技を見て，その行動のどのようなところが良かったか

を児童に考えさせる。良い点を発表させることを通して，行動

を変えると相手にとって気持ちの良いものになることに気付

かせる。 

・ 演技で改善点がある場合には,どうするとより良くなるのかを

問い返し，考えた改善策を役割演技として行うように促す。 

全体の話合いで，児童が考えた解決方法を発表
させ，具体的にどうするのかを問い掛けることで
即興的・自発的な役割演技を促す。 

＜視点２(Ｂ)＞ 

ペア(トリオ)で，自分だったらどんな行動をして
問題の場面を解決させるかを具体的に考えさせ
る。            ＜視点２(Ｂ)＞ 

気持ちの良い挨拶をするためにはいつ，どこで，どのような

挨拶をすれば良いかを理解している。 

〔知識・理解〕＜ワークシート・観察＞ 
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(３) 本時の場の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)  板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

決

め

る 

５  
分 

 

７ 話し合った考えの中で，自分が実践していきた

いことを自己決定する。 

・ 今までの自分はいろんな友達には挨拶して

なかったから，朝，友達に会ったら進んで10人

以上に挨拶する。 

・ 今までの自分は小さな声で挨拶していたか

ら,朝，友達に会ったときには聞こえる声を出

し,笑顔で挨拶したい。 

 

・ これまでの話合いで出た解決方法と自分自身のこれまでの自

分の挨拶を結び付け，自分の課題として取り組んでいくべき挨

拶について個人目標を自己決定させる。 

                    

 

 

 

 

・ ワークシートに個人目標と授業で感じたことを記入させた

上，ペアで紹介し合うことで，実践への意欲を高める。  

 

 

 

問題点                 解決方法 

(１) 

・声が小さい，下を向いている。 

(２) 

・す通りしている人がいる。 

・聞こえない,答えていない。 

(３) 

・とくていの人にしか話しかけない。 

    

⇒ 大きな声で相手の顔を見る 

 

⇒ 気付かせてあげる。肩を叩いて話し掛ける。(優しい言い方で)  

  人の挨拶に気が付くように周りを見ながら歩く。 

  

⇒ 教室に入るとき，挨拶をしながら入る。(男女関係なく) 

ワークシートと話合いを基に，自分のこれまでの行動と結

び付け，いつ，どこで，どのような挨拶をしていきたいかなど，

具体的なめあてを考えている。 

〔思考・判断・実践〕＜ワークシート・観察＞ 

 

「さぐる」「見付ける」段階 …小グループ 

 

「つかむ」「決める」段階 …大サークル 

  

 

  

 
 

 

 

  

相手も自分も気持ちのよいあいさつのしかたを考えよう。 
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(５)  本時のワークシート 

 
 
 
 

       年  組  番                        

 

     

① 自分も相手も気持ちよいあいさつをするためにあなたどんなことをしていきま

すか。 

 

今までの自分は， 

 

                                 だったから 

 

これからは， 

 

                               していきたい。 

 

② 授業を通して感じたこと 

 

 

 

 

 

 

③ その後，取り組んでみて･･･ 

A あなたのめあてはたっせいできたかな？あてはまるものをかこもう。 

よくできた◎ だいたいできた○ あまりできない△ ぜんぜんできない×  

B なぜそう思いましたか？「～だったから。」など，れいを挙げて書いてみよう。 

 

 

 

C 今までと変わった友達，がんばっている友達を見付けたかな？(何人でも) 

「  さん：     ～から。」とれいを挙げて書いてみよう。 

 

       

 

 

学級活動ワークシート(１) 

) 
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第３・４学年 学級活動指導案   

                                     

                       

日  時 ：平成29年11月22日(水)～11月30日(木) 

指導学級：仙台市立荒巻小学校３年１組，２組，４年１組，２組 

                指導者 ：教諭 糟谷 樹理(長期研修員) 

 

１ 題材名 「相手の気持ちを考えて行動する力を高めよう」 

(ウ 望ましい人間関係の形成 ) 

 

２ 題材について 

(１) 児童の実態 

     (省略) 

(２) 題材設定の理由 

本単元で扱う内容は，小学校学習指導要領第６章特別活動第２項学級活動の〔共通事項〕(２)「学

級や学校の生活づくり」のウ「望ましい人間関係の形成」に関わるものである。本題材は，本校の教

育目標の目指す児童像である「社会規範や生活規範が身に付き，人を思いやることのできる子ども」

を受けて設定したものである。「望ましい人間関係」とは，楽しく豊かな生活づくりのために，互い

に尊重し，良さを認め合えるような人間関係のことである。中学年の段階で，相手の気持ちを考えな

がら具体的な行動を身に付け，実践しようとする態度を育てることは，望ましい人間関係の形成のた

めに必要なことであると考える。この過程の中で，個人目標を自己決定する体験をさせることは，目

標を持ちながら努力する児童を育てることにつながると考え，本題材を設定した。 

 

(３) 指導に当たって(研究との関連と指導の方向性) 

① 研究との関連について 

①  

 

 

 

研究のねらい 

ロールプレイングの手法を取り入れ，一人一人の問題意識を高め，具体的な解決方法を考えさ

せる指導の工夫を通して，自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てる学級活動(２)の

指導の在り方を探る。 

 

＜視点１＞ 一人一人の問題意識を高めさせる指導の工夫 

【手立てＡ】 「つかむ」段階での劇化 

題材として取り上げた学校生活の問題について，実際にあった場面を劇としてシナリオを構

成し，事前に代表児童と演技の準備をする。授業の「つかむ」段階において，代表児童に演技

をさせる。その上で，問題の把握や同様の経験を想起させる問い掛けを教師が行う。このよう

研究主題  自分に合った個人目標を自己決定できる児童を育てる学級活動(２)の一試み 

―  ロールプレイングの手法を取り入れ， 

一人一人の問題意識を高め，具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫を通して ― 
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な劇化を行うことで，児童が自分のこれまでの経験と，題材として取り上げた学校生活の問題を

結び付け，問題を自分のこととして捉えることができるようにする。その結果，一人一人の問題

意識が高まると考える。 

＜視点２＞ 具体的な解決方法を考えさせる指導の工夫 

【手立てＢ】  集団思考場面での役割演技を生かした話合い 

「さぐる」段階では，劇の内容を想起させ，行動に目を向けさせる問い掛けを行い，登場人

物の行動の問題について話し合わせる。 

「見付ける」段階では，ペアやトリオの小集団で解決方法を具体化させる話合いと，全員で

解決方法を検討させる話合いを設定する。小集団での話合いでは，「さぐる」段階を踏まえて問

題を解決させる行動について具体的に話し合わせる。全体の話合いでは，小集団による話合い

の中で出た解決方法を発表させ，教師が代表児童に即興的・自発的な演技をするように働き掛

ける。さらに，役割演技を生かして児童に行動の良い点，改善点を話し合わせる。 

「さぐる」段階を踏まえて「見付ける」段階で役割演技を生かし，解決方法の良い点・改善点

を話し合わせることで，問題の解決につながる行動に気付くことができるようにする。その結果，

児童一人一人が具体的な解決方法を考えることができるようになると考える。 

② 本題材の指導の方向性 

友達同士のトラブルに関する場面を取り上げ，相手の気持ちを考えながら学校生活を送るため

にはどうしたら良いかを考える活動を通して，自分に合った努力目標を自己決定することができ

るようにする。 

事前活動では，学級力向上アンケートを実施し，学級の実態を把握することで，本時の授業で

提示する資料の作成や劇の構成に生かす。実際にあった問題の場面として，ドッジボールでのト

ラブルの劇(ボールを上手く投げられずに失敗するＡさん，失敗を責めるＢさん，Ａさんを笑う

Ｃさん，傍観するＤさんが出てくる場面)を構成し，事前に代表児童と準備をしておく。 

「つかむ」段階では，学級力向上アンケートの結果を提示し，「そんちょう=相手の気持ちを考

える」の項目が低いことを把握させる。次に，代表児童が，実際にあった問題の場面を劇にして

演じる。その後，同じような経験として，これまでの自分が相手の気持ちを考えていない行動が

なかったかを振り返らせることで，児童の問題意識が高まるようにする。 

「さぐる」段階では，ドッジボールの劇を生かし,全体で「Ｂさんが失敗を強く責めている」

「Ｃさんが失敗した人を笑っている」「Ｄさんはただ見ているだけで何もしていない」などの具

体的な行動面の問題を見付けさせる話合いをする。この際，劇を想起しやすいようスライドを提

示したり，児童の意見を教師が集約しホワイトボードに記したりすることで，解決方法を話合わ

せる際の手掛かりにする。 

「見付ける」段階では，トリオで話合う場面と全体で話し合う場面を設定する。トリオの話合

いでは，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄさんのそれぞれの人物がどんな行動をしたら問題の解決につながるかを

具体的に話し合わせる。その上で，全体の場で解決方法を検討する話合いをする。児童に解決方

法を発表させ，それぞれの人物ごとに，実際にどんな行動をしたら良いのかを問い掛けることで，

即興的・自発的な役割演技を促す。その際，Ｂさんが行動を変えたらＡさんがどのような反応を

するかなどを問い掛け，ある人物が行動を変えたら，それに対応する人物の反応も即興的に演技

させる。児童に，一人一人が相手の気持ちを考え行動することがトラブルの解決や未然に防ぐこ
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とにつながることに気付かせるようにする。 

「決める」段階では，「見付ける」段階での気付きを踏まえて，これまでの自分の行動をトラ

ブルの場面に置き換えて振り返らせる。自分の行動と重なる人物は誰なのかを思い浮かべさせた

り，どんな場面で同様のトラブルが起こりそうかを考えさせたりしながら，どんなときに，どの

ような行動をしたら良いかを具体的に考えさせた上で個人目標を自己決定させる。 

事後活動では，日常活動において，自己決定した個人目標を児童が実践できるよう，活動して

いる児童の良さを認めたり励ましたりする。振り返りの活動においては，目標が実践できたかを

児童自身に振り返らせたり，友達の努力する姿を励ましたり認め合ったりするようにし，実践の

継続への意欲を高めるようにする。 

３ 評価規準 

 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 

第３学年及

び第４学年

の評価規準 

自己の生活上の問題に関

心を持ち，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。 

４ 指導計画 

 日時 児童の活動 指導上の留意点 目指す児童の姿と評価方法 

事
前
の
活
動 

【朝の時間】 

 

【朝の時間】 

・ 学級力向上アンケートに

答える。 

・ 代表児童が劇の準備をする。 

・ クラスの問題

を学級活動の時

間に解決してい

くことを伝える。 

【関心・意欲・態度】 

・ 学級力について関心を持ち，自

己評価をしている。 

＜アンケート・観察＞ 

 
本
時
の
活
動 

【学級活動】 ・ 具体的なアンケート結果
を知る。 

・ トラブルが起こっている
場面の劇を見ることによっ
て，本時の課題をつかむ。 

・ トラブルが起こっている
場面の具体的な問題や原因
を考える。 

・ トリオで話し合い，発表
した解決方法について，役
割演技を行う。演技を踏ま
えて解決方法の良さや改善
点を検討する話合いをす
る。 

・ 個人の課題を振り返り，
具体的な解決方法を個人目
標として自己決定する。  

※指導過程参照 【思考・判断・実践】 
○ 今までの自分の行動を振り
返り，今後，相手の気持ちを考
えて行動をするためにどうし
たら良いのかを具体的な目標
として自己決定している。  

【知識・理解】 
○ 相手の気持ちを考えて行動
するためにはいつ，どこで，ど
のような行動をすれば良いか
を理解している。 

事
後
の
活
動 

【日常生活】 

 

【朝の活動】 

・ 数日間，自己決定した活
動に取り組ませる。 

・ 朝の活動時に個人で振り
返りカードに記入し，全体
で共有する。 

・ 個人目標が適
切だったか振
り返らせ，実践
の継続を図る
ようにする。 

【思考・判断・実践】 
・ 自分の目標が達成できている
か再確認しながら，進んで実践
しようとしている。 

＜ワークシート・観察＞ 
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５ 本時の活動 

(１) 本時のねらい 

相手の気持ちを考えながら仲良く学校生活を送るためにはどうしたら良いかを考える活動を通し

て，自分に合った個人目標を自己決定することができるようにする。 

(２) 本時の展開 

過

程 

児童の活動 

・予想される児童の反応 
・指導上の留意点 

 評価  研究の視点＜手立て＞  

つ

か

む 

  

10 
分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ

ぐ

る 

  

10

分 
 

１ 学級力向上アンケートの結果を知り，気付いた 

ことを話し合う。 

・ 「支え合い」の項目の得点は高い。 

・ 「そんちょう」の項目の得点が低い。 

２ 本時の課題を把握する。 

・ 「そんちょう」の項目が低いのは，相手の気持

ちを考えて行動していないからだ思う。 

 

 

３  劇を見て，問題の場面の状況を把握する。 

(ドッジボールの場面で，Ａさんが上手く投げら れ

ず，ボールが敵の方向へ) 

Ａさん：あっ失敗しちゃった。 

Ｂさん：何やってるんだよ！ 

Ｃさん：ヒャハハハ。 

Ｄさん：(心の声)また，始まった。 
 
 
 

４ スライドで問題の場面，行動を確認する。 

５ Ａさん～Ｄさんのそれぞれの行動面の問題につ        

いて考える。 

Ａさん 

・ 失敗したときに謝っていない。Ｂさんはチー

ムが負けて悔しいのから怒ったと思うから，最

初に謝ればＢさんもそれほど怒らないと思う。 

・ 学級力アンケートの結果は，学校生活の問題に気付いたり，

良いところをもっと伸ばしたりして，互いがより良い学校生活

を送るために行ったことを確認する。 

 

・ 「そんちょう」の得点が低い資料を示し，気付いたことを問

い掛ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 劇で取り上げた場面と同様の経験があるか挙手で確認するこ

とで，劇と児童の実際の経験を結び付けさせる。 

 

 

 

 

・ 劇の場面をスライドで確認することで，劇の内容の把握と登

場人物の行動を想起させやすくする。 

 

 

 

・ 登場人物の行動を想起させながら，どのような行動に問題が

あるのかを考えさせる。 

 

・ ホワイトボードに児童の意見を書き出し，意見を集約する。 

・ 問題があると思う理由も述べさせ，教師が児童全体にどう思

うか問い返し，共感する意見や別の意見を述べさせる。 

学校生活で実際にあったドッジボールのトラブ
ルの場面の劇を代表児童が演技し，同様の経験が
あったかを問い掛けながら自分の行動を振り返ら
せることによって，問題を自分のこととして捉え
させ，児童の問題意識を高める。＜視点１(Ａ)＞ 

登場人物の行動面の問題に目を向けさせて話し
合い，児童の意見を焦点化する。＜視点２(Ｂ)＞ 

相手の気持ちを考えて行動する力を高

めよう。 
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見

付

け

る 

20  
分 

 

分 

分 

Ｂさん 

・ 強い言葉で責めているのが良くない。人は誰

でも失敗するのだから強く言わなくて良いと

思うから。 

Ｃさん 

・ 失敗した人を笑っているのが良くない。笑う

と相手を馬鹿にしているみたいだから。 

Ｄさん 

・ やめさせることもしないでただ見ているのは

良くない。仲が悪くなったままになるから。 

６ 小集団になって問題を解決させるためには，そ

れぞれの人物がどんな行動をしたら良いかを話し

合う。 

・ Ａさんは失敗したら謝る。 

・ Ｂさんはちょっとのことで怒らないで，励ま

すと良い。 

・ Ｃさんは笑わないで，「大丈夫。」と言うと

良い。 

・ Ｄさんはやめさせると良い。 

７ 全体の場で解決方法を実際に役割演技として演

じながら，良い点や改善点を検討する話合いをす

る。 

(予想される役割演技の例) 

＜Ｄさんがトラブルをやめさせようとする＞ 

・ 強い言葉でやめさせようとすると，Ａさんも 

言い返したくなる。 

・ 優しい言葉で「やめようよ。」と言うと良い。 

＜ＢさんやＣさんが励ます＞ 

・ 励ますとトラブルが続かない。 

＜Ａさんが素直に謝る＞ 

・ 謝ればトラブル自体が起こらなくなる。 

・ 相手の気持ちを考えて行動すれば，トラブル

が解決するし，なくなっていくね。 

 

 

 

 

 

・ 児童の意見を交換させる中で，違う考えが出てきたときは，

全体にどう思うかを問い返す。 

 

・ 意見交換の中で，相手の気持ちを考えていないから問題の行

動に結びついていることに気付かせ，小集団の話合いで解決方

法を考える上での手掛かりにさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 話合いの際に，具体的にどのように言葉を掛けるのかを問い

掛けたり，ある人物だけでなく，他の人物の立場だったらどう

するのかを問い返すなど，解決方法をより具体化させたり，考

えを広げさせたりする。 

 

 

 

 

 

・ 児童に解決方法を発表させ，実際にどうなるのかを問い掛け，

即興的・自発的な役割演技を促す。その際，ある人物が行動を

変えたら，それに対応する人物の反応も即興的に演技させる。 

・ 演技で改善点がある場合には，どうするとより良くなるのか

を問い返し，考えた方法を役割演技として行うように促す。 

・ 演技を見て，その行動のどのようなところが良かったかを児

童に考えさせ，発表させることを通して，相手の気持ちを考え

ている行動であることを理解させる。 

・ 児童に，一人一人が相手の気持ちを考えて行動をすることで

トラブルの解決や未然に防ぐことにつながることに気付かせ

るようにする。 

 

 

 

 

全体の話合いで，児童が考えた解決方法を発表
させ，具体的にどうするのかを問い掛けることで
即興的・自発的な役割演技を促す。 

＜視点２(Ｂ)＞ 

トリオの話合いで，自分だったらどんな行動を
して問題の場面を解決させるかを具体的に考えさ
せる。            ＜視点２(Ｂ)＞ 

 相手の気持ちを考えて行動するためにはいつ，どこで，どの

ような行動をすれば良いかを理解している。 

〔知識・理解〕＜ワークシート・観察＞ 
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(３) 本時の場の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)  板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

決

め

る 

５  
分 

 

８ 話し合った解決方法の中で，自分が実践してい

きたいことを自己決定する。 

・ 今までの自分は失敗した人を強く責めていた

から，失敗した人を見たときも責めないで励ま

してあげる。 

・ 今までの自分は，もめごとがあっても何もし

ないで見ていただけだったから，もめごとを見

たときは，「やめようよ。」と声を掛けるよう

にする。 

・ これまでの話合いで出た解決方法と自分自身のこれまでの自

分の行動を結び付け，自分の課題として取り組んでいくべき行

動について個人目標を自己決定させる。 

                    

 

 

 

 

・ ワークシートに個人目標と授業で感じたことを記入させた上

でペアになって紹介し合うことで，実践への意欲を高める。  

 

 

「さぐる」「見付ける」段階 …小グループ 

 

「つかむ」「決める」段階 …大サークル 

  

 

  

 
 

 

 

  

 

 

問題点                 解決方法 

Ａさん 

・失敗しても謝っていない。 

Ｂさん 

・失敗した人を責めている。 

Ｃさん 

・失敗した人を笑っている。 

Ｄさん 

・見ているだけで何もしていない。 

 

    

⇒ 失敗したら素直に謝る。 

 

⇒ 失敗した人を責めない。励ます。投げ方を教えてあげる。 

  

⇒ 失敗した人を笑わない。励ます。Ｂに「まあまあ」と言う。 

 

⇒ やめさせる。(優しく言う) 

 

 

相手の気持ちを考えて行動する力を高めよう。 

ワークシートと話合いを基に，これまでの自分の行動を振

り返り，相手の気持ちを考えた行動について考え，どのような

行動をしていきたいかなど，具体的なめあてを考えている。     

〔思考・判断・実践〕＜ワークシート・観察＞ 
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(５)  本時のワークシート 

 
 
 
 
 

         年   組  名前                       

 

① 相手の気持ちを考えて行動する力を高めるためにどんなことをしていきますか。 

 

今までの自分は，(  )さんみたいに， 

 

                                 だったから 

 

これからは， 

 

                               していきたい。 

 

② 授業を通して感じたこと 

 

 

 

 

 

 

③ その後・・・・取り組んでみて 

A あなたのめあてはたっせいできたかな？あてはまるものを囲もう。 

よくできた◎  だいたいできた○ あまりできない△  ぜんぜんできない×  

B なぜそう思いましたか？「～だったから。」など，れいをあげて書いてみよう。 

 

 

 

C 今までと変わった友達，がんばっている友達を見つけたかな？(何人でも) 

「  さん：     ～から。」とぐたいれいをあげて書いてみよう。 

                     

        

                    

 

 

学級活動ワークシート(２) 


