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よりよい人間関係を築こうとする自主的・実践的な態度の育成 

―参画協働意識を高めるためのグループワークトレーニングを通して（第 1 学年）― 

 

   名護市立東江中学校教諭 金 城 登紀子    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

21 世紀の社会は、「知識基盤社会」と言われ、グローバル化や情報化、さらにはＡＩ（人工知能）

の飛躍的な進化に伴い急激に変化している。そのような社会において私たちは、多種多様な人・もの・

ことと関わりながら共存していかなければならない。そうした状況を踏まえ、平成 20 年に改訂された

学習指導要領では、「基礎的・基本的な知識及び技能（以下「知識・技能」）を確実に習得させ，これ

らを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力を育むこと」が求め

られている。また、特別活動の目標においても「人間関係」という文言が新たに追加され、特別活動

が「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」教育活動であることを

一層明確にしている。 

本校でもこれから求められる生徒像を共有しながら、佐藤学が提唱する「学びの共同体」の理念の

もと教育活動を行っている。全クラス「コの字型」の座席で、どの教科でも学び合いが深まるための

学習活動の工夫を行い、すべての教師が授業公開の実施により指導力向上に努めている。しかし、教

材研究の充実に努め効果的な課題の準備ができたとしても、その効果は学級間やグループ間により差

があることが多い。その原因を考えた時、学級内あるいはグループ内での人間関係に影響を受けてい

る場合が多く、よりよい人間関係を築く態度の育成は、学習効果を高めるだけでなく、生活そのもの

の向上に関連する。教科指導においては、週時程に組まれた教科部会や校内外での研修を通して生徒

一人一人の学びの保障と深まりについて教材研究の充実に努めている。また、学びの保障と深まりを

目指すことはよりよい人間関係形成にもつながると実感している。しかし、本来よりよい人間関係を

築くための核となるべき学級活動の指導において振り返ってみると、生徒会行事のテーマ決めや学校

行事の取り組みに関する話し合い等、教師主導あるいは発言する特定の生徒主体の活動に課題があっ

た。また、新学習指導要領でも示している「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けても工夫改善

の必要性を感じていた。 

その改善策として、話し合うことのよさを生徒が実感し協働で課題解決に向かうプロセスを意図的

に学級活動の話し合いの中に取り入れることが必要であり、夏休みに行ったリーダー研修において協

働で課題解決に迫るいくつかのグループワークトレーニング（以下 ＧＷＴ）を通して生徒の思考の

変容や深化を見ることができた経験から、ＧＷＴは有効な手立てとなるのではと考えた。 

日本グループワークトレーニング協会によると、「ＧＷＴとは、グループ（Ｇ）に与えられた課題（Ｗ）

を、目的に合わせて練習・訓練（Ｔ）するラボラトリー方式（実験室）の体験学習。すなわち、ルー

ルを守りながら解決していく過程で協力したり葛藤を乗り越えたりする事で、自分や他人の言動・感

情・考え方などに気づき、参画協働意識（パティシペーターシップ）を養成し学び合う技法」とある。 

そこで、本研究では学級活動の内容や生徒の特質を考慮しつつ、ＧＷＴを学級活動の中に取り入れ

ることで生徒一人一人の参画協働意識が高まり、よりよい人間関係を築こうとする自主的・実践的な

態度が育まれると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

学級活動の話し合いの場において、参画協働意識を高めるための工夫としてグループワークトレー

ニングを取り入れることにより、よりよい人間関係を築こうとする自主的・実践的な態度が育まれる

であろう。 

 

 



12 中学校 特別活動 

2 

表１ 学級活動の内容 

(1) 学級や学校の生活づくり 
 ア 学級や学校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 
(2) 適応と成長及び健康安全 
 ア 思春期の不安や悩みとその解決 
 イ 自己及び他者の個性の理解と尊重 
 ウ 社会の一員としての自覚と責任 
 エ 男女相互の理解と協力 
 オ 望ましい人間関係の確立 
 カ ボランティア活動の意義の理解と参加 
 キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 
 ク 性的な発達への適応 
 ケ 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  
(3) 学業と進路 
 ア 学ぶことと働くことの意義の理解 
 イ 自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用 
 ウ 進路適性の吟味と進路情報の活用 
 エ 望ましい勤労観・職業観の形成 
 オ 主体的な進路の選択と将来設計 

Ⅱ 研究内容              

1 よりよい人間関係について 

   人間関係形成は学校教育活動全てにおいて行われるべきだが、特別活動の集団活動を特質とす

る点を考えると特別活動の果たす役割は大きい。知識基盤社会と言われる社会で生きぬく力の育

成としても学習指導要領特別活動の目標に「人間関係」が明記され、中学校学習指導要領解説特

別活動編（以下 解説特別活動編）でも、よりよい人間関係形成について「自他の個性を理解し

て尊重し，互いのよさや可能性を発揮しながらよりよい集団をつくること」と示している。互い

の良さに気づくためには、自己理解と他者理解が必要であり、そのためにはコミュニケーション

が必要になってくる。また、学級や学校の生活の充実向上を図るためには、生徒一人一人が自ら

をふりかえり、課題に気づき、話し合いを通して合意し協力して実践していかなければならない。

よって、本研究における「よりよい人間関係」とは、進んでコミュニケーションを図り、自他の

よさや違いを認め合い、参画意識をもって協働できる関係ととらえ研究を進めていく。そしてよ

りよい人間関係を築くため、進んでコミュニケーションを図るために必要な「他者や集団と関わ

ろうとする意欲」やコミュニケーションを成立させるため、自他のよさや違いを共有するための

「伝える力・聴く力・受容する力」

そして参画意識を持ち協働するため

の「自身をふりかえり、よりよい行

動を選択し実践しようとする意欲」

を育てたい。学級活動には表１に示

した通り三つの内容があるが、本研

究では、協働（協力して共に実践す

る）ということを踏まえ、内容（１）

と（２）の話し合いの場において参

画協働意識を高める工夫を行うこと

により、「よりよい人間関係を築こ

うとする自主的・実践的な態度の育

成」が図られると考える。 

２ 自主的・実践的な態度について 

解説特別活動編によると、「自主的，実践的な態度の育成」について、「自分がいかに行動すれ

ばよいかを自ら深く考えたり，感情や衝動を自ら制御して，自ら決定した行動を状況に応じて着

実に遂行したり，現実に即して実行可能な方法をとったりする自主的，実践的な態度の育成」と

示している。また、「そのような態度は集団場面において，実践的，体験的に学ぶ活動を通じて伸

長が期待される」ともある。学級活動において全員が話し合う意義について理解し、支持的風土

の中、納得できる話し合いの過程を経て決定・合意形成されることが自主的・実践的な態度の育

成に重要である。よって、「話し合うことの意義を理解し、冷静に判断し、決まったことは協力し

て実践する」という意欲を高めることが、自主的・実践的な態度の育成につながると捉える。 

３ 参画協働意識について 

日本グループワークトレーニング協会によると、参画協働意識とは「集団の一員として、（中略）

課題達成を図る意識やスキルの事」と示していることから、参画協働意識を高めるとは、自分の

意見や考えを持ち、どのように伝えるか、他者の考えをどのような態度で聴くか、どのように合

意形成を図るかなどの意識やスキルを高めることである。新学習指導要領、学級活動の目標にお

いても、「話し合いを活かして・・・（中略）・・・意思決定して実践したりすること」と明記され

ているように、実践につながる話し合いを行うことが重要であり、そのためには高い参画協働意

識が必要である。そこで、ＧＷＴが有効な手立てとなると考える（図１）。 
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表 2 効果的な決定のために意識すること 

□ 意見には様々な種類があることを理解し、
関連する発言を重視できるようにする。 

□ 集団決定や自己決定の重みを理解できるよ
うにする。 

□ 似たような意見をまとめたり、互いの意見
のよいところを生かしたり、提案理由や活
動テーマ設定の理由に根拠を持ったりでき
るようにする。 

図１ よりよい人間関係を築こうとする自主的・実 
践的な態度を育成する過程イメージ 

写真１ 付箋紙・ホワイトボードを活用した 
話し合いの様子 

(1) 話し合いの進め方について 

話し合うことを通して生徒の成長を目指

すことから、話し合う内容が重要で、なぜ

話し合うのかを全員が理解する必要がある。

また、話し合いとはそれぞれの思いや考え

を交流させ合意に向かう活動であることか

ら、個人で考える時間やその思いを表現す

る工夫が必要である。その工夫として、付

箋紙やホワイトボードなどの思考ツールを

有効に活用したい（写真１）。また、グルー

プでの話し合いにおいて、「今日のリーダ

ー」「道具準備係」「片付け・提出係」など全

員に役割が与えられると、参画協働意識の高

まりにつながると推量される。 

(2) 合意形成と実践に向けて 

国立教育政策研究所特別活動指導資料（以下 

特別活動指導資料）では、「合意形成とは、互

いの意見の違いを超えたり、よさを生かしなが

ら最終的に“自分もよくてみんなもよい”とい

うように集団として意見をまとめることです」

とある。特別活動指導資料で述べている実践意

欲が高まる効果的な決定のために意識するこ

とを表２にまとめた。それらをＧＷＴを通して

生徒自らが気づくことで、参画協働意識が高ま

り、よりよい人間関係を築こうとする自主的・

実践的な態度の育成を図ることができると考

える。 

４ グループワークトレーニングについて 

ＧＷＴとは、1976 年に坂野公信が提唱したもの   

で、日本グループワークトレーニング協会による 

と、「グループ（Ｇ）に与えられた課題（Ｗ）を、 

目的に合わせて練習・訓練（Ｔ）するラボラトリー方式（実験室）の体験学習であり、ＧＷＴの

ねらいは集団に積極的に参画し、責任を分担する協働者を養成すること」とある。各種の財（エ

クササイズ）を遂行することによってコミュニケーション能力とリーダーシップ能力の養成を図

るものである。ＧＷＴの実施から成長を得るまでに、「実施→ふりかえり→気付き→意識化・日常

化→変容・成長」というステップがある。グループで協力したり、葛藤を乗り越えたりしながら

課題を解決していく過程を、機能的リーダーシップ（グループ活動の中で一人一人が分担すべき

役割）の観点からふりかえり、自分や他人の言動・感情・考えなどに対する気付きを促す。そし

て、日常生活や学校生活におけるグループ活動の中に生かしていくことを最終的な手段としてい

る。ＧＷＴには、人との関係づくりや協力する良さ、多数決だけではない集団決定の方法を体験

するなど様々なねらいに沿った財があり、学級活動の内容に合うＧＷＴの財を効果的に取り入れ

ることで、本来生活の中で経験を積み重ねて身につくべき「聴き方、伝え方、決定・合意の仕方」

の習得や話し合うことの意義理解を深めるために役立ち、参画協働意識が高まりよりよい人間関

係を築く自主的・実践的な態度の育成が図られると考える。 

(1) ＧＷＴの財（エクササイズ）と学級活動への取り入れ方      



12 中学校 特別活動 

4 

GWT財
（ねらい）

具体的活動名（例） 活動内容
学級活動の内容

との関連

①互いを知り合う財
　（人間関係づくり）

ねえ、どっちがいい？
ワークシートに書かれた2つ（3つ）
の中から1つ選びその理由を話し合う

(2)オ

②力を合わせる財
（協力する良さに気づく）

人間コピー
離れたところにある絵を見て来てグ
ループに伝え完成させる

(1)ウ
(2)ウ、エ

③聴き方を学ぶ財
（正確に受け取る・伝えることは
　どういうことかを具体的に考える）

何ができるの？
二人組で前後に座る。伝える人（後
ろ）には完成図を、受け取る人（目）
にはパズルを渡し完成させる

(1)ア、ウ
(2)ウ

④情報を組み立てる財
（情報を整理したり共有していく
　　　　　　　　　方法を体験する）

先生ばかりが住むマンション
グループに情報カードを配り、その情
報カードをもとにマンション図を完成
させる

(1)ア、イ、ウ
(2)ウ

⑤コンセンサスを学ぶ財
（多数決ではない集団決定の方法を
　　　　　　　　　　　　体験する）

宝島を脱出せよ！

課題シートに書かれた危機を回避する
行動の選択を個人で行う。その後グ
ループで意見・理由を述べ合いグルー
プの決定を行う

(1)ア、イ、ウ
(2)イ、オ、キ

⑥友達から見た自分を知る財
（互いに一人の人として認め合う
　　　　　　　　　　　体験をする）

しあわせ宅急便

これまでの生活を振り返り友達の頑
張っていたところ、言ってくれて嬉し
かったこと、助かったことをカードに
書いてプレゼントする

(1)ウ
(2)イ、エ、オ

⑦フィールドを利用した財
（実施場所を戸外に移しダイナミック
　　　　　　　　な活動を体験する）

野外炊飯

役割カードで与えられた自分の役割を
演じ、その役割が何かを予想する。グ
ループの中の役割・機能について理解
し、他のメンバーの動きを観察する能
力を実際の野外炊飯に活かす

(1)イ
(2)キ

表３ 学校 GWT と学級活動の内容との関連 

ＧＷＴには表３に示したねらいに沿った財があり、学級活動の年間計画の内容と照らし合わ

せて研究を進める。学級活動の内容によってはＧＷＴの財がねらい達成の手立てとなりＧＷＴ

を取り入れることで生まれる気づきが生徒一人一人の参画意識の向上に生かされ充実した話

し合い活動になるだろう。具体的な

ＧＷＴの活動は、表１で示した学級

活動の内容の中でも（１）学級や学

校の生活づくり、（２）適応と成長

及び健康安全の内容において取り

入れる。ＧＷＴは活動後に必ずふり

かえりを行うとしているので、ふり

かえりの内容によっても、様々な学

級活動の内容と照らし合わせるこ

とが可能である。そして、ふりかえ

りを文字に書き表し学級掲示など

で視覚化することで、互いに共有で

き、異なった視点から新たな気づき

が生まれる。またその気づきを保護

者や他教科と共有することで連携

を図り生徒の気づきの意識化を日

常化に高め変容・成長につなげるこ

とができると考えられる。 

 

Ⅲ 指導の実際 

   本研究では、年間計画に沿った 11 月から１月の学級活動内容について、ＧＷＴの内容・ねらい

と学級活動の議題、題材と照らし合わせながら検証授業を実施した。議題、題材に関連があると考

えられるＧＷＴを実施し、ふりかえりで得られる気づきを共有する。共有した気づきを話し合いに

生かすことで生徒の参画協働意識が高まり、よりよい人間関係を築く態度の変容があるかを検証し

た。 

 １ 検証の計画（学級活動 11 月～１月） 

  期 
 日 

授 
業 

朝 
帰 活動の内容 指導上の留意点 

目指す生徒の姿と 
評価観点 

ＧＷＴの内容 

１ 11/14  ◎ ・検証授業についての
説明とＧＷＴ紹介 

・実態調査のためのア
ンケート 

ＧＷＴ「え、絵、エ？」 

検証授業とアンケ
ート実施の意義を
理解させる。 

他者に関心を持ち、協 

力して取り組もうとし 

いる。 

【関心・意欲・態度】 

② 力 を 合 わ

せる財 

（20 分） 

２ 11/24 
 

◎  ・GWT を通して、効果
的な聴き方、伝え方 
に気づく    

(2)オ 
ＧＷＴ「星と家」 
ＧＷＴ「カードトーク」 

ＧＷＴを通して、人
それぞれ受け取り
方が違うことに気
づかせる。 

充実した集団生活を築 
くことの意義や、その 
ための意見の伝え方、 
聴き方について理解 
している。 

【知識・理解】 

③ 聴 き 方 を

学ぶ財 

①互いを知 

り合う財 

（30 分） 

３ 12/１ 
 
検証 

◎  ・学級目標達成に向け 
 て具体的行動目標を 

立てよう 
       (1)ア 
ＧＷＴ「先生ばかり
が住むマンション」 

これまで実施した 
ＧＷＴのふりかえ 
りでの気づきを確 
認し、学級の向上に 
向けて話し合う。 

学級の一員として自己 
の役割と責任を自覚し 
他の生徒の意見を伝え 
合いながらよりよい生 
活について真剣に考え 
ている。 
【思考・判断・実践】 

④情報を組 

み立てる

財 

（20 分） 

４ 12/8 ◎  ・学級目標達成のため
の公約を作ろう 

ＧＷＴでの得た気 
づきを活かし話し 

学級の一員として自己 
の役割と責任を自覚し 
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       (1)ウ 合いに参画し、自 
分たちで公約を決 
める。 

他の生徒の意見を伝え 
合いながらよりよい生 
活について真剣に考え 
ている。 
【思考・判断・実践】 

５ 12/11  ◎ ・自他のよいところに
気づく 

       (2)イ 
ＧＷＴ「私の第一印象」 

ＧＷＴを活用し互
いのよさに気づか
せる。 

自他のよさについて理
解を深め、多面的な視点
で見ることの大切さに
気づく。 
【思考・判断・実践】 
【知識・理解】 

⑥ 友 達 か ら

見た自分 

を知る財 

（20 分） 

６ 12/15 
 

◎  ・学級の課題に対して
話し合った改善策が
機能しているか確認
する    (1)ウ 

ＧＷＴ「先生ばかりが 
住むマンション」 

学級課題に対する 
改善策が機能して 
いるか確認し、再 
度一人一人ができ 
る行動を考えさせ 
る。 

よりよい生活づくりに
向けて互いに協力しな
がら実践しようとして
いる。 
【関心・意欲・態度】 
【思考・判断・実践】 

② 力 を 合 わ

せる財 

（25 分） 

７ 12/18 
 

 ◎ ・ふりかえりを共有し、 
気づきを深化させる 

これまでのＧＷＴ
のふりかえりを共
有し、どのように行
動をしたらよいか
を考えさせる。 

 ・ふりかえり

の共有 

(５分) 

８ 1/10 ◎  ・不安や悩みを出し合
い、分類する 

(2)ア 
 
ＧＷＴ「月で遭難？！」 

ＫＪ法を用いて不
安や悩みを出し合
い分類し、共有する 
ＧＷＴを通して、コ
ンセンサスについ
て学ぶ。 

悩みや不安について真 
剣に考えることができ 
る。 
【関心・意欲・態度】 
グループで協力してＧ 
ＷＴに取り組む。 

⑤ コ ン セ ン

サ ス を 学

ぶ財 

（25 分） 

９ 1/12 
検証 

◎  ・不安や悩みの解決法
について話し合う 

(2)ア 

ＧＷＴを通しての 
ふりかえりを生か 
して、不安や悩みを 
共有することで支 
え合おうとする雰 
囲気を育成する。 

互いの思いを伝え合い 
ながらよりよく判断す 
る。 
 

 

10 1/15 ◎  ・ＧＷＴのふりかえり 
で気づいたことを共 
有し、よりよい人間 
関係づくりについて 
考える 

・アンケートの実施 
ＧＷＴ「カードトーク」 
「ジャンケンゲーム」 

ＧＷＴのふりかえ 
りを共有すること 
で、よりよい人間 
関係づくりについ 
て生徒が主体的に 
考える手立てを行 
う。 

充実した集団生活づく 
りの意義を理解し他者 
と協力して取り組もう 
としている。 
【思考・判断・実施】 
【関心・意欲・態度】 

① 互 い を 知

る財 

（15 分） 

 

２ ＧＷＴの実施（内容・ねらい・気づき） 

 (1) 検証授業で実施したＧＷＴの内容とねらいと生徒のふりかえりシートの抜粋を次にまとめた。 

これまで行った
GWT 

内容 ねらい 

「星と家」 〇先生が指示する通りの絵を
描く。 

☆情報を正しく聴くこと 
☆受け取り方が違うことを体験しよう 

生徒の 
ふりかえりより 

・正しく聴いても人によって受け取り方、感じ方は違うと実感した。 
・人によって受け取り方がちがうので日常生活でも気をつけたい。  
・お互い意見を尊重していくことが大切だと知った。  

「カードトーク」 〇カードを引いてそれに書か
れている題について話す。 

☆伝え方、聴き方の工夫 
☆互いを知ることの楽しさに気づく 

生徒の 
ふりかえりより 

・しゃべりやすかった ・楽しかった ・ちゃんと聞けなかった  
・意外な一面を知れて良かった ・みんなが聴いてくれてうれしかった。 
・工夫して伝えることって結構大変だと思いました。  

「先生ばかりが 
住むマンション」 

〇情報カードをもとに先生ば
かりが住むマンション図を
完成させる。 

☆情報の伝え方を工夫する 
☆情報の聞き方について考える 
☆協力するよさに気づく 
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写真２ GWT の様子 

生徒の 
ふりかえりより 

・チームワークが生かされた。 ・協力しながら取り組めた。  
・楽しくできた。 
・みんながいろいろ案を出しくれて盛り上がった。  
・話を聴いてくれて嬉しかった。  
・一つ一つの情報を合わせるとすべてに繋がっていると気づいた。  

「私の第一印象」 
「リフレーミング」 

〇自分の第一印象について、血
液型や好きな季節など予想
してもらう。 

☆人それぞれ感じ方、受け取り方がちがうことに気
づく 

☆色々な視点を持つ事の大切さについて知る 

生徒の 
ふりかえりより 

 

・いろんな見方があるなと思った。  
・いろんな視点で見ることは大切だと思う。 
・短所だと思っていたところをよく言ってもらい勇気がわいてきた。  
・人の良いところを見つけられるようになろうと思った。  

「月で遭難？！」 〇不時着した宇宙船から生き
残るために必要なリストの
優先順位を決める。 

☆理由を根拠に伝え合い、多数決ではない決定、合
意形成の大切さや難しさを学ぶ 

☆自己決定、自己選択の方法について学ぶ 

生徒の 
ふりかえりより 

・自分の意見を人に伝え納得させるのは難しいと思った。  
・いろんな人の意見がでれば出るほど、いい解決が出来る事を知った。  
・時間はかかるけど質のいい意見がでたと思う。 
・多数決だと少数派の意見がわからないけど、合意でやったら自分と違う意見に決ま
っても納得できる。 

・すばらしい意見を私たちがつぶしてしまうのはダメだから、しっかりみんなの話を
聞いて少数意見も大事にする。 

・みんなの意見がいっぱい聞けた。 
・しっかり話し合いをしたほうが相手の考えを聞いたりしてみんなが納得して決めら
れるので、話し合いは大切だと思った。 

 (2) ＧＷＴ実施のタイミングと成長までの過程 

   日本グループワークトレーニング協会によると、「ＧＷ

Ｔの実施から成長を得るまでに、実施→ふりかえり→気

付き→意識化・日常化→変容・成長がある」と記されて

いる。今回の検証では、生徒は気づき→意識化まで変容

が見られた。しかしながら日常化から変容・成長までは

年間を通しての取り組みが必要である。生徒のふりかえ

りにも、「席替えしたときなどにやるといいと思う。」や

「学級の雰囲気が悪いなと思うときに実施したらよいと

思う。」などの意見があった。学級開きや席替え時に新しい仲間との「①互いを知る財」や当番

活動などの役割分担時や行事前など、「②協力し合う財」、「⑤コンセンサスを学ぶ財」のＧＷＴ

を行い、生徒による気づきを生活の中で共有することで、意識化を日常化に高め変容・成長が

期待できる。 

３ 検証の実施 

  (1) 検証授業８（実施日 2018 年１月 10 日） 

① 題材名「悩み解決のヒントを見つけ出そう」  

内容 (2)適応と成長及び健康安全 ア思春期の悩みとその解決 

   ② 本時のねらい 

    〇不安や悩みはだれにでもあり、共有することでともに解決に向かおうとする意欲を高める。 

    〇ＧＷＴ「月で遭難」（コンセンサスを学ぶ）を通して、多様な意見を理解し、自己選択の大

切さについて学ぶ。 

   ③ 授業の概要 

不安や悩みについて思い当たることを自由に書き出し（付箋紙）、グループで共有しながら

分類していく。分類したことを学級全体で確認し共有する。次回、それらの悩みについての

解決法を話し合うことを予告する。その話し合いで大事にしたいことの気づきを得るために、

ＧＷＴ「月で遭難」を実施する。月で遭難から生存するために必要なリスト重要度ランキン

グを話し合うことで、多様な考えにふれる機会とする。また、根拠をもって話し合いをする
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ことで、納得してもらえように話す工夫や、聴く態度の育成を図る。 

  (2) 検証授業９（実施日 2018 年１月 12 日） 

① 題材名「悩み解決のヒントを見つけ出そう」  

内容 (2)適応と成長及び健康安全 ア思春期の悩みとその解決 

   ② 本時のねらい 

     〇よりよく生きるために悩みの解決について関心を持ち、主体的に他者と意見交流に取り

組むことができる。 

     〇悩みや不安の解決に向けて真剣に考え、主体的に判断できる。 

     〇よりよい人間関係を築くことが不安や悩みの解決の一つになることを理解する。 

   ③ 指導過程 

       活動の内容 指導上の留意点 〇目指す生徒の姿 
【評価の観点】〈方法〉 

導 

入 

10 

分 

１ 数あてクイズ 
（東江中卒業生数、進路状況 等） 
２ 生徒から出てきた悩みの紹介  
  
３ 今日の役割確認 
 （テーマ別悩み） 

〇アイスブレーキング的に行う。  
 
 
〇リフレーミングの手法を思い出さ
せ、悩みを持つことは悪いことで
はないことに気づかせる。  

〇前時の気づきを共有する。 
〇全員に役割を持たせる。 
〇お題カードで話し合う題を決める  

〇興味をもって考える  
 
 
 
 
 
 
〇グループで対話する  

 

展 

開 

25

分 

４ 悩みをグループに振り分け、解
決策を考える。 

（BS KJ 法） 
    【個人】（５分） 
 
  
 
 
 
 
 
 
５  解決方法をグルーピングし見

出しを書く。 
    【グループ】（10 分） 
６ 発表の打合せ 
    【グループ】（２分） 
 
７ 発表  

【グループ】（８分） 
 

〇BS（KJ 法）の約束事を確認する。 
 ①批判しない ②自由な意見 
 ③質より量  ④連想と結合 
 
〇話し合いの約束 
 時間を守ることの確認  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇発表の仕方、聴き方について、こ
れまでの GWT のふりかえりから
確認する。 

〇グルーピングし見出しをつけた内
容を、ホワイトボードにまとめる  

〇ホワイトボードは黒板に貼り、視
覚化する。 

〇進んで解決方法を考え 
 る 
【関・意・態】〈観察〉  
 
 
〇グループで協力して解
決策をまとめる 

【思・判・実】〈観察〉  
 
 

 

深 

め

る 

15 

分 

８ 教師の話 （７分） 
  ・５つの対処法について話す  
   ①問題解決的対処法  
   ②サポート希求対処  
   ③気分転換対処 
   ④逃避・回避的対処  
   ⑤前向き思考対処 
９ ねらいの再確認 （１分） 
10 ふりかえり （７分） 

〇５つに対処法について触れなが
ら、生徒が出した解決法がどの対
処法になるか確認する。  

 （対処法カードを貼る）  
〇卒業生からのメッセージを読みな
がら、サポート希求できる学級集
団作りに触れる。  

 

〇自身が考えた解決法と
照らし合わせて聞く 

 
 
 
〇これまでと今後につい
てふりかえりを書く 

【知識・理解】 
〈ふりかえりシート〉 

４ 仮説の検証 

研究仮説に基づいて、ＧＷＴを学級活動に取り入れることに学級活動の話し合いの場において

生徒の参画協働意識が高まり、よりよい人間関係を築こうとする自主的・実践的な態度が育成さ

れたかについて、生徒のふりかえりシートへの記述、授業観察、検証前後のアンケート調査の結

果を基に考察し、検証を行う。 

  (1) ＧＷＴが参画協働意識を高める手立てとして有効であったかについて 
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〇「意見を言うとき理由を大事に話したい。」  

〇「時間はかかるが質のいい意見がでると思う。」 

〇「自分と違う意見に決まっても納得できる。」 

〇「意見がでればでるほど、いい解決ができると  

  知りました。」 

〇「すばらしい意見を私たちがつぶしてしまうの  

  はダメだからみんなの話を聞いて、少数意見 

を大事にする！」 

〇「自分や他のグループからいろんな意見が聞け

たのでそれをみんなでやりたいと思った。」 

表６ 生徒のふりかえりより 

図２ 協働意識の変容 

〇 「今までは人とのコミュニケーションなどうまくいかない時がけっこ 
うあったけど、GWT をしてから伝え方がよくなったりするときがあ  
りました。」 

〇 「GWT は自分の意見を伝える練習となる。」 

〇 「あんまり関わってなかった人とも一緒に協力できると思う。」 
〇 「普段は人間関係をよくするためにこんなに真剣に考える機会がない  

から GWT はそのよいきっかけとなる。」 
〇 「グループで話すといろんな意見が聞けたりするので楽しかったで  

す。」 
〇 「今まで学級の皆に対して思っていたのが、全く違う人に見えてきた。 

この人はこの所を直さないといけないと思っていたけど、自分には持  
っていない力を持っているということに気付くことができた。」 

〇 「GWT は今の自分に必要。」 

表５ 生徒のふりかえり 

表４ GWT の効果について 

    ＧＷＴが、集団の一員として参画し課題達成を図る意識やスキルの向上に役立ったかという

ことと実際に参画協働意識が高まったかということについて、アンケート調査の結果と生徒の

ふりかえりからその効果を検証する。    

① ＧＷＴについてアンケート調査より 

「ＧＷＴは学級の課題につ

いて考え解決に向かうのに役

立ったと思う」という問いに

22 人（92%）が肯定的に捉え

ている（表４）。否定的に答え

た２人は、「みんなで話し合う

ことはできたが、まだ学級の

約束を守れていない人がい

る。」という理由であった。「み

んなで決めたからにはみんな

で守るべき」と集団決定の重

みを意識している結果だと受

け取れる。また「ＧＷＴはよ

りよい人間関係を築くための

自分の態度について考えるの

に役立ったと思う」「今後もＧ

ＷＴを学級活動に取り入れたほうがよ

い」については共に全員(24 人)が肯定

的な回答をしている（表４）。 

   ② ＧＷＴ後の生徒のふりかえりより 

生徒のふりかえりには、課題達成を

図るうえで大切な話し合いでの伝え方

のスキルについての記述（表５）が多

く見られた。また、集団の一員として

他者と関わることに関する記述が多か

った。これまで無意識に行っていた他

者と関わる態度について意識するようになったと捉えることができる。 

③ アンケート調査から参画協働意識が高まったかについて 

  「学級やグループで決まったことは、協力して取り組んでいる。」という問いに対する検

証前後のアンケート結果から生徒の変容を比較した（図２）。否定的な回答をしている生徒

が３人から１人に減り、肯定的な回答も 88%から 96%に増加している。特に、「あてはまる」

と最も肯定的な回答は 38%(10 人)から 67%(16 人)に増えており、納得して決定する合意形成

のスキルがＧＷＴを通しての得られた結果と言え

る。 

④ 参画協働意識に関する生徒のふりかえりより 

話し合いにおいて重要である点について述べて

いる生徒のふりかえりを表６に示す。意思表示を

する大切さや相手の意見を聴く態度など話し合い

において自身の態度について見つめたり、合意形

成を図る大切さについて気づきが多くあった。Ｇ

ＷＴで聴き方や伝え方の工夫について学ぶエクサ
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図３ よりよい人間関係についての変容 

サイズやコンセンサス（合意）について学ぶエクササイズを行うことは、話し合うことの意

義や具体的なスキルについて気づく事に効果があることがわかる。 

以上①～④のことから、ＧＷＴは参画協働意識を高める手立てとして有効だったと言える。 

(2) よりよい人間関係を築こうとする自主的・実践的な態度の育成が図られたか 

     本研究では、「よりよい人間関係を築こうとする自主的・実践的な態度の育成」がテーマで

ある。そこで、身につけたい力として挙げた「他者や集団と関わろうとする意欲」「伝える力・

きく力・受容する力」「自身をふりかえり、よりよい行動を選択し実践しようとする意欲」が

育成されたかを検証する。また、自主的・実践的な態度に関してもアンケート結果と生徒のふ

りかえり、授業観察から検証する。 

① 「よりよい人間関係」についてアンケートによる検証 

      4 つの力の育成を検証するためにアンケートを実施した。それぞれの力が育成されたかに

ついて数問の質問を与え、あてはまるを４、あて

はまらないを１と回答する方法で行い、最高値を

４として検証前後の平均を比較しそれを図３に

示した。 

ア 他者や集団と関わろうとする意欲について 

他者や集団と関わろうとする意欲については、

3.13 から 3.3 に向上が見られた。また生徒のふ

りかえりによると、「相手のことがよく分かっ

た。」「あまり関わったことがない人とも協力で

きて楽しかった。」など、他者や集団と関わるこ

とへの意欲が高まったと考えられる。 

    イ 伝える力について 

      伝える力については、3.35 から 3.27 へ数値が減少した。しかし、生徒のふりかえりか

ら考察すると、「伝える工夫をした」「聴いてくれてうれしかった。」などの感想がある中、

「正しく伝えるのは難しいので工夫して伝えるようにしたい。」「同じことを聴いても人そ

れぞれ感じ方が違うので気をつけたい。」など無意識に伝えていることに対して、「伝える

こと」を意識し工夫が必要であることを理解した結果だと言える。 

      ウ 聴く・受容する力について 

       聴く・受容する力について、結果が 3.23 から 3.31 へ変化が見られた。生徒のふりかえ

りでも、「しっかり聞いてくれて話しやすかった。（うれしかった。）」「短所も見方を変え

れば長所になるとわかった。」「いろいろな視点で見ることはとても大切だと感じた。」「ほ

かの人の意見を大切にしたい。」など、聴く・受容する力の向上につながったと捉えられ

る。 

    エ 振り返り、実践しようとする意欲について 

         自己をふりかえり、実践しようとする意欲については、3.26 から 3.39 へ向上が見られ

た。生徒のふりかえりからも、「自分の悪いところやＯＫなところを見つけられた」「中学

校に入学するときに立てた目標を忘れていたので、もう一度守れるようにしたいです。」

「皆で決めたからにはきちんと守っていきたい。」など自身を振り返る記述が多く、同時

にこれから実践したい意欲が感じられる記述も多かった。よって、振り返ることができ実

践しようという意欲も高まったと捉えられる。 

     ② 「自主的・実践的な態度」についての検証 

       自主的・実践的な態度について４つの質問のアンケートと生徒のふりかえり、授業観察か

ら検証する。 
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図４ 自主的・実践的な態度の変容 

ア アンケート結果からの検証 

検証授業前後のアンケート結果を平均値

で比較し検証した（図４）。「学級の課題は、

みんなで協力したら解決に向かうと思う」

「自分と違う意見でも冷静に判断できる」

という質問に対して向上が見られ、「自分が

いかに行動すればよいか自ら深く考え、感

情や衝動を自ら制御する」ことに関しての

成果と捉えることができる。また、「自分は、

何かで学級の役に立っていると思う」「グル

ープや学級で決めたことは、協力して取り

組んでいる」という質問に対しても向上が

見られ、「自ら決定した行動を状況に応じて

着実に遂行したり、現実に即して実行可能

な方法をとったりする」ことへの向上につ

ながったと考えられる。 

イ 検証授業の生徒のふりかえりと観察からの検証 

生徒のふりかえりには、話し合うことの意義について肯定的な記述（表６）や「少数意

見も大事にしたい」「話し合うと納得できる」など冷静に判断し、納得している記述が多

くあった。それに伴って「グループや学級で決まったことは協力して取り組んでいる」と

いう質問に対して向上が見られたと思われる。また、例として、初期のＧＷＴではグルー

プで協力できない生徒がいたがグループの仲間に支えられ次第に自らの責任を果たせる

ような姿が見られた。「自分がいかに行動すればよいかを考え、感情や衝動を自ら制御」

している場面であった。また、話し合った内容について進んで発表する様子からは、みん

なで合意した結果に自信をもつことができたと考えられる。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 主体的に他者と関わろうとする生徒が増えた。 

  (2) 他者と関わるうえで大切な態度（聴き方・伝え方など）について意識する生徒が増えた。 

  (3) 決定したことに対し実践しようとする意欲が高まった。 

  (4) 場に応じた行動を選択できる場面が増えた。 

 ２ 課題 

  (1) 話し合いの様子や決定事項について保護者や担任以外とも共有を図り、よりよい人間関係を

築こうとする意欲の高まりを実践につなげる連携が必要である。 

  (2) 学級活動内で見られた変容を掲示物の工夫（ふりかえり・決まったことの掲示）で再確認し、

自主的・実践的な態度の向上を促す。 

(3) 議題の精選とその意義についての共通理解を図るうえで、生徒自ら提案させる工夫が必要で

ある。 

  (4) 学級の様子に応じたＧＷＴとそれに要する時間の確保が必要である。 
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