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沖縄県立総合教育センター 後期長期研修員 第 63 集 研究集録 2018 年 3 月 

〈生徒指導・教育相談〉 

学びに向かう力を育む学級経営の工夫 

―承認（勇気づけ）活動と特別活動、道徳科等の横断的な指導を通して― 

 

南風原町立翔南小学校教諭 玉 城 寿 史 

     

Ⅰ テーマ設定の理由 

近年、我が国では「生産年齢人口の減少」「グローバル化の進展」「人工知能の飛躍的な進化」など

社会が急激に変化し予測困難な時代となっている。子ども達がこのような社会を生き抜くために、中

央教育審議会答申（平成 28 年 12 月）において「多様な他者と協働しながら目的に応じた納得解を見

いだす力」「他者と一緒に生き、課題を解決していくための力」などの育成が社会的な要請であると記

されている。また、小学校において、2020 年に完全実施される新学習指導要領（平成 29 年３月告示）

では、育成すべき資質・能力の三つの柱の一つとして「学びに向かう力・人間性の涵養（どのように

社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか）」の重要性が示されている。さらに、沖縄県教育委員会

「学力向上推進プロジェクト」（平成 28 年 12 月）、沖縄県学力向上推進本部会議からの提言（平成 29

年９月）では、「他者と関わりながら課題の解決に向かい『問い』が生まれる授業」の土台となる「支

持的風土の醸成」に向けた具体的な取組の推進として、互いの違いやよさを認め尊重する態度の育成

が示されている。今後学校教育においては、今まで以上に多くの仲間と協働し、自分への信頼・自信

や課題を解決する資質・能力を高め、児童一人一人の学びに向かう力を育むことが求められる。 

本研究対象である学級（４学年）は、明るく素直な児童が多く全体的に落ち着いているが、集団の

中に入れない児童や対人関係を上手く形成できない児童も見られる。そのため、友達と協力して主体

的に課題解決に向かう学級集団には至っていない。原因としては、他者から認められる経験や自他理

解・自他尊重の育成が不十分であることによる、自分への信頼・自信の低下が考えられる。よって、

児童一人一人の学びに向かう力を育てるためには、様々な教育活動を通して、多くの仲間と協働しな

がら互いのよさを伝え合い、自他理解、自他尊重を深め、自分への信頼・自信を高める学級経営の一

層の充実が必要であると考える。 

本研究では、このような課題を解決するために、承認（勇気づけ）活動と特別活動、道徳科等の横

断的な指導計画を作成し実践する。新小学校学習指導要領解説特別活動編では、特別活動の内容及び

指導の重点として「人間関係形成」が位置付けられている。また、学級活動で育成する資質能力とし

て「学級における集団活動を通して身に付けたことを生かして、人間関係をよりよく形成し他者と協

働して集団や自己の課題を解決するとともに、将来の生き方を描き、その実現に向けて日常生活の向

上を図ろうとする態度を養う」と示されている。また、特別の教科道徳の目標には「自己の生き方を

考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる

道徳性を養う」とある。特に「主として人とのかかわりに関すること」の価値項目である友情、信頼、

相互理解、寛容などは学級活動で育てる資質・能力に共通する点が多い。 

そこで、本研究では、承認（勇気づけ）活動と特別活動、道徳科等を教科等横断的な視点で指導計

画を作成し実践する。そのことにより、自分への信頼・自信や他者と協働して課題を解決する資質・

能力をより効果的に高めるとともに、学びに向かう力を育むことができると考え、本研究テーマを設

定した。 

〈研究仮説〉 

 学級経営において、承認（勇気づけ）活動と特別活動、道徳科等の横断的な指導を行うことにより

自分への信頼・自信や他者と協働して課題を解決する資質・能力が高まり、学びに向かう力が育まれ

るであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

１ 学びに向かう力の育成と学級集団との関係 

(1) 学びに向かう力とは 

新小学校学習指導要領総則編（平成 29 年６月）によると、学びに向かう力とは、主体的に課

題解決に取り組む態度も含めた学びに向かう力（自律的な学び）や、自己の感情や行動を統制

する能力、自らの思考のプロセス等を客観的に捉える力などの「メタ認知」に関するものと記

されている。また、多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協働する力、持続可能な社

会づくりに向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感性、優しさや思いやりなど「人間

性」に関するものと記されている。このような資質・能力は「知識・技能」「思考力・判断力・

表現力等」をどのような方向性で働かせていくかを決定付ける重要な要素でもある。 

(2) 学びに向かう力の育成と学級集団について 

生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力は、多様な他者と協働し、相互に刺激し合

いながら主体的に問題を発見し納得解を見いだす能動的学習過程によって育まれるといわれ

ている。学校教育において、多様な他者と協働し学び合うことのできる場が学級集団である。

学級集団は、協働しながら互いのよさを伝え合い、自他理解、自他尊重を深め、自分への信頼・

自信を高めることができる。さらに、互いの能力を十分発揮し合いながら課題解決に向かう資

質・能力を高めることができる。このように、児童が安心して過ごすことができ他者との関わ

りの中で自らのよさを発揮できるよりよい学級集団は、児童一人一人に学びに向かう力を育て

ることができると考える。 

２ 承認（勇気づけ）と自分への信頼・自信 

(1) 承認（勇気づけ）について 

学びに向かう力を育成する学級集団とは、支持的風土に支えられた集団といえる。また、支 

持的風土に支えられた集団を構築するためには、児童一人一人の自己肯定感や自分への信頼感

を高める必要がある。そのためには、学校生活を通して被承認感を感じられる場を意図的・計

画的に設定する必要があると考える。特に、I メッセージ、We メッセージを含んだ具体的事実

に基づいた「承認」の言葉かけは、児童の自己肯定感を高める上で有効である。また、承認の

言葉かけの質や量を高めることによって、より効果的に自己肯定感を高めることができる（表

１）。本研究では、承認活動の日常的な取組として、児童同士の承認活動（キラキラカードの実

践）、教師からの承認活動（承認旬間）、保護者へ承認活動の伝達（学級通信の発行）、保護者か

らの承認活動（手紙のプレゼント）に取り組むこととした。 

表１ 承認（勇気づけ）の具体例 

存在承認 
子どもに関心を持ち、存在を認める 

（存在自体を受け入れているというメッセージ） 

・「○○さん、おはよう。」 

・「○○さんが学級にいてくれて、先生うれしいよ。」 

行動承認 
子どもの行動を具体的に価値づけする 

（ありがとう、うれしい、助かる、楽しい等） 

・「○○さん、いつも花に水をかけてくれてありがとう。綺麗な

花がたくさん咲いて、先生方や地域の方も喜んでいるよ。」 

結果承認 
結果だけではなく、プロセスを重視して認める 

（以前からの成長を価値づける） 

・「〇〇さん、結果は３位だったけど一致団結して取り組めたこ

とはすごいことだよ。」 

(2) 自分への信頼・自信について 

久我直人（2015）によると子どもの頑張りと優しさの基礎要因は、自分への信頼・自信であ

り、「私は一人の大切な存在である」「自分にはよいところがある」という自己認識が頑張りを

生み、優しさを発揮させる原動力となる。自分への信頼・自信は「私は周りから認められてい

る」と感じることが大切であり、友達や先生、家族、地域の方々など様々な他者と関わり、認

められる（承認される）経験を重ねることでより効果的に高めることができる。このように、

子どもの中に内在する能力を引き出し活性化させるためには身近な他者からの承認（勇気づけ）

が有効であり、承認することが子ども一人一人の自分への信頼・自信を高める。その信頼・自

信が「自分への期待」となり自己実現（学びに向かう力）へと導くエネルギー源となるととも
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に、いじめや不登校の低減にもつなが 

ると考えられる。さらに、自己の「成 

長目標」を持ち、努力目標を明確にす 

ることによって自律的な学びを生むこ 

とが期待できる。本研究では、検証授 

業７回目（特別活動）「私のよさを生 

かした将来の夢」（キャリア教育の視 

点）において自分のよさを生かした成 

長目標について考える（図１）。 

３  カリキュラム・マネジメントの充実 

新小学校学習指導要領解説総則編第３ 

  章第１節４「カリキュラム・マネジメン 

  トの充実」では、「教育課程の編成に当 

  たっては、教育課程に関する法令や各学 

  校の教育目標が定める教育の目的や目標 図１ 「内在する能力」を引き出し活性化させる２つの力 (久我 2015) 

を目指して、指導のねらいを明確にし、教育内容を選択して組織し、それに必要な授業時数を配

当していくことが必要となる。各学校においては、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容

等を選択し、各教科等の内容相互の関連を図りながら指導計画を作成したり、児童の生活時間を

教育内容との効果的な組み合わせを考えたりしながら、年間や学期、月、週ごとの授業時数を適

切に定めたりすることが求められている。」と記されている。本研究では、児童の実態をＱ－Ｕ等

で把握し、課題解決に向けた指導計画を作成、実践、評価、改善のＰＤＣＡマネジメントサイク

ルの視点で取り組む。また、自分への信頼・自信や他者と協働して課題を解決する資質・能力を

より効果的に育む学習指導の工夫として、児童一人一人のよさや頑張りを伝え合う活動を行う「学

級活動（承認活動）」、互いのよさや個性、多様な考え方を認め合うことの大切さについて学習す

る「特別活動（構成的グループ・エンカウンター）」、友情、信頼、思いやり等の道徳的価値を学

習する「道徳科」、さらに「各教科」を教科等横断的な視点で指導することとした。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 対象学級の実態把握 

本研究では、４年３組男子 12 名、女子 12 名、計 24 名を対象に検証を行う。学級の状態や児童 

一人一人の学級における状況を客観的に把握することと実践の事前と事後における変容を検証す

るために、「Ｑ－Ｕ」と「自尊感情測定尺度（東京都版）」を実施することとした。 

(1) Ｑ－Ｕ楽しい学校生活をおくるためのアンケート（10 月 26 日実施）の結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３ 学級満足度尺度結果（プロット表） 
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図２ 学級満足度尺度結果 

 

 侵害行為認知群 

学級＝8.3％(２名) 

全国＝17％   

非承認知群 

学級＝20.8％(5名) 

全国＝19％   

学級生活不満足群 

学級＝8.3％(２名) 

全国＝23％   

要支援群 

学級＝0 人   

学級生活満足群 

学級＝62.5％(15名) 

全国＝41％   
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表２ 自尊感情測定尺度「自己評価・自己受容」の質問項目別結果（１回目） 

質問項目 あてはまる 
どちらかという

とあてはまる 

どちらかというと

あてはまらない 
あてはまらない 

私は今の自分に満足している ６名 ９名 ８名 ２名 

私は自分のことが好きである ９名 ５名 ６名 ５名 

自分はダメな人間だと思うことがある ５名 10 名 ６名 ４名 

私は人と同じくらい大切な人間である 11 名 ７名 ３名 ４名 

私にはよい所がある ８名 12 名 ３名 ２名 
※事前調査時、在籍児童 25 名（11 月より１名転出） 

 

学級満足度尺度結果の分布から、学級生活満足群の割合が 62.5％となっており全国平均に比

べ高い結果となっている。しかし、学級生活不満足群に２名、非承認群に５名、侵害行為認知

群に２名が位置している。また、学級生活不満足群、非承認群に位置する７名には共通して「ク

ラスの人から認められることがある」「あなたの考えや発表をしっかり聞いてくれる」「あなた

の考えや発表をしっかり聞いてくれる」等の質問に対するポイントが低いことが分かった（図

２、図３）。この結果から、これら児童の自分への信頼・自信が低下していると考えられる。 

(2) 自尊感情測定尺度（10 月 26 日実施）の結果 

「自尊感情測定尺度（東京都版）」では、自尊感情を「自己評価・自己受容」「関係の中の自

分」「自己主張・自己決定」の３つの観点でとらえている。集計結果を基に、気になる児童等の

個々の理解や、学級、学年など集団の傾向も把握できるアンケートである。 

１回目の自尊感情測定尺度の結果から、本学級は「自己評価・自己受容」が最も低く、質問

項目別では特に「今の自分に満足している」「自分のことが好きである」「私は人と同じくらい

大切な人間である」でポイントが低く、「自分はダメな人間だと思うことがある」でポイントが

高かった（表２）。この結果から本学級の児童は、自分自身に否定的で自分への信頼・自信が低

いと考えられる。以上、Ｑ－Ｕと自尊感情測定尺度の調査結果から、児童の自己評価・自己受

容を高めるためには、様々な他者からの「承認（勇気づけ）活動」や児童相互の気持ちを本音

で伝え認め合う「特別活動（構成的グループ・エンカウンター）」、友情、信頼、思いやり等の

価値項目について考える「道徳科」等を教科等横断的に指導する必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえた指導計画         

表３は、カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえた具体的な指導計画である。検証授業で

は、特別活動、道徳科それぞれの学習過程において他者との関わり、対話を通して「聞く態度」

「自他理解、自他尊重」「思いやり」「友情、信頼」「希望、目標」等を関連的に指導することとし

た（表４）。また、他教科においても、協働して問題解決する場面や承認（勇気づけ）活動を意識

した指導を行うことによって、より効果的に学びに向かう力を育むことができると考える（表５）。            

表３ カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえた指導計画 
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表４ 検証授業計画 

 日程 授業 小単元・題材名 ねらいとする価値、育てたい意識 

１ 11 月 ９日 特活 【検証①】「二者択一」 ・自他理解、聞く態度 

２ 11 月 16 日 特活 【検証②】「無人島 SOS」 ・自他理解、自他尊重、聞く態度 

３ 11 月 28 日 道徳 【検証③】「ないた赤おに」   ・友情、信頼、自他尊重 

４ 12 月 ５日 特活 【検証④】「無言共同絵画」   ・友情、信頼、自他尊重 

５ 12 月 19 日 道徳 【検証⑤】「絵はがきと切手」 ・友情、信頼、自他尊重 

６  1 月 11 日 特活 【検証⑥】「私のよさを知って伝えて」 ・自他理解、自他尊重 

７  1 月 11 日 特活 【検証⑦】「私のよさを生かした将来の夢」 ・自他理解、自他尊重、希望、目標 

表５ 他者との協働・承認場面を意識した他教科との関連 

 10 月 11 月 12 月 

 

国語 

『クラスで話し合おう』 

・それぞれの役割を意識して協力し議題に沿 

って話し合う。【話聞】 

『くらしの中にある和と洋を調べる』 

・「くらしの中の和と洋ブック」を読み 

合う。【読】 

『読書会を開こう』 

・それぞれが読んだ本を紹介し合い質 

問や感想を述べる。【話聞】 

 

社会 

『儀間真常』 

・産業の発展に尽くした人の工夫や努力を調

べる。 

『宮良長包・玉城朝薫』 

・沖縄の音楽・組踊の発展に尽くした

人の工夫や努力を調べる。 

『今後の地域や沖縄の発展』 

・今後の地域・沖縄について考え、話

し合う。 

 

算数 

『面積のはかり方と表し方』 

・長方形を組み合わせた図形の面積の求め方

を考え、話し合う。 

『小数のしくみ』 

・小数の足し算や引算について既習事

項を基に考え、互いに説明する。 

『変わり方調べ』 

・伴って変わる２つの数量の関係につ

いて話し合い、表や式に表す。 

 

理科 

『秋と生き物』 

・秋に見られる動物の活動や植物の成長を気

温の変化と関連づけて考え観察、記録し結

果をまとめ表現する。 

『もののあたたまり方』 

・金属、水、空気のあたたまり方につ

いて考え、実験、記録し結果をまと

め表現する。 

『ものの温度と体積』 

・水、空気、金属について温度変化と

体積変化を関係づけて考え実験、記

録し結果をまとめ表現する。 

３ 日常の承認（勇気づけ）活動 

(1) キラキラカード（児童同士の承認活動）の取組内容について    

「キラキラカード（図４、５）」（沖縄市立宮里小学校、安本博英教諭考案）とは、その日に

指定された友達の頑張っている所やよい所をカードに書き、その友達にカードをプレゼントす

る承認活動である。自分の知らなかったよさを友達から認められることによって、自他理解を

深めるとともに自己肯定感を育むことが期待される（表６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ キラキラカードの進め方 

(2) 承認旬間（教師からの承認活動）の取組内容について 

承認旬間（沖縄県立総合教育センター、本山陽一朗研究主事考案）とは、一定の期間（２週

間程度）教師が児童一人一人の承認情報を発見し伝え、記録、ファイリングしていく活動であ

る。承認旬間は、子ども達の自己肯定感を高めるとともに、教師との信頼関係を築く土台とな

る。また、伝えた承認情報をファイリングすることで、言葉かけの多い児童、少ない児童や日

①朝の会に、学級の児童の名前が書かれたカードを裏返しにして１人に１枚配る。 

②子どもはカードをめくり、今日の相手を知る。 

③カードに書かれた友達を１日よく観察し、その子の頑張りやよさを探す。 

④帰りの会の前にキラキラタイム（５分間）を設け、カードに書かれた友達を観察して、発見したその友達の頑

張り、よさをカードに書く。ルールとして、キラキラタイムの５分間は絶対に喋らず静かな時間を大切にする

こと、肯定的な言葉やＩメッセージを使って丁寧に書くことを徹底する。 

⑤書いたカードは担任に提出する。担任は放課後にカードに書かれた文章（言葉や内容）をチェックする。また、

カードのコピーを取り学級通信等で保護者に紹介する。 

⑥翌日の朝の会に、前日のカードをその子に配る。書かれた内容を読んだ後、カードをリングに綴り貯めていく。 

⑦新しいカードを裏返しにして１人に１枚配る。 

 
図４ キラキラカード① 

 
図５ キラキラカード② 
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図７ 学級通信 

 
写真１ 友達の話を大切に聞く様子 

頃の言葉かけの質と量を把握することができる（図６）。 

本研究では、11 月に４学年（３学級）で１回目を実施 

した。実施後、学年会（ミニ研修会）を開き情報交換や 

課題への対応策を話し合った。学年会では、承認のポイ 

ントを共有化するとともに、互いの指導法や言葉かけを 

学び合うことによって、教師自身の意欲向上に繋がった 

（ＯＪＴの効果）。１回目の結果「おとなしい子」「当た 

り前の事を当たり前にできる子」といった、比較的手の     図６ 承認情報ファイル 

かからない学力中位層の児童に対して言葉かけが少ないことが分かった。さらに、Ｑ－Ｕの学

級生活不満足群、非承認群に位置している児童７名のうち５名が学力中位層の児童であり教師

からの言葉かけが少ない傾向にあることも分かった。この結果から、教師は学力中位層の児童

や支援の必要な児童を意識して２回目の承認旬間（12 月）を実施し、さらに学年会で情報交換

を行い承認の質と量の向上を図ることとした。 

(3) 保護者への学級通信発行について 

子どもの「自分への信頼・自信」の支えとなるものが、「保護者 

   への信頼」である。保護者から自分のよさや価値を認めてもらう経 

験を重ねることによって、子ども達の自己価値意識が高まる。そこ 

で本研究では、キラキラカードに書かれた児童一人一人のよさや頑 

張りについて学級通信を通して保護者に伝え子どものよさに関する 

会話を増やすきっかけを作り、保護者からの承認の質と量の向上を 

期待した取組を行う（図７）。また、１月にはキラキラカードに対 

する保護者からの意見・感想や保護者から子どもへの承認メッセー 

ジ（手紙）を送る取組を行うこととした。 

４ 検証授業の実施（全７回）  

(1) 第１回検証授業（特別活動）             

① 題材名：「二者択一」（構成的グループ・エンカウンター） 

      ② ねらい：相手の話を大切に聞くことができる。【聞く態度】 

自分とは違う考え方があることに気づくことができる。【自他理解】 

   ③ 授業の検証 

     他者意識を育てる土台として、「人のことを大切 

にして聞く」指導を行った。相手の考えを否定せず 

最後までしっかり聞く経験を通して、「大切に聞く」 

ことの価値を学ぶことができた（表７）（写真１）。 

表７ 児童の感想（第１回検証授業） 

 

 

(2) 第２回検証授業（特別活動）         

   ① 題材名：「無人島ＳＯＳ」（構成的グループ・エンカウンター） 

      ② ねらい：友達の考えを大切にして聞くことができる。【聞く態度】 

         多様な考え方を知り、互いを認め合うことができる。【自他理解、自他尊重】 

   ③ 授業の検証 

第１回の検証授業で学習した「人のことを大切にして聞く」意識をもとに、互いの考えを

認め合いながら良好な雰囲気で意見交換する児童の姿が多くみられた。友達の考え方を大切

に聞き、多様な考え方を知ることによって互いを認め合うことの大切さを学ぶことができた

（表８）（写真２）。 

・友達が選んだ理由が、自分とちがっていて面白かったです。（男児） 

・友達がお話を最後まで聞いてくれたので楽しくできました。（女児） 
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・グループの人と仲良くできた。友達の持っていく物などがちがっていたし理由

が面白かったので楽しかった。（学級生活不満足群女児） 

・１番目にえらんだものはみんな同じだったけど、理由がちがっていたので面白

いなと思いました。（学級生活不満足群女児） 

・自分の意見ばかり優先して最後に自分かってにやっていたことに気づいた。次

は他の人の意見もちゃんと聞いてみんなが楽しくできるようにしたいと思いま

す。（非承認群女児） 

 

・これからは人をおもう気持ちを持ちたいと思います。（学級生活不満足群女児） 

・今までは、自分かってな行動をしていました。次からは、友達の気持ちになりな

がら、友達を大切な宝物にします。（学級生活不満足群女児） 

・私は今まで助け合ったりしていなかったけど、この学習を通して助け合い支え

たり、できることをやっていきたいと思います。（非承認群女児） 

・今までは、遊ぶときだけが友達と思っていたけど、本当の友達は助け合い、両方

を支え合わないとだめと思いました。（非承認群男児） 

 
写真３ 全員の考えを視覚化する様子 

 

・さいしょは、自分が描いた絵をわらうかもしれないと思っていた。だけど、勇気

をもって描いたら、私の絵にグループの友達が付けくわえたりしたので、とても

楽しかったです。（学級生活不満足群女児） 

 

 
写真４ 言葉を使わず交代で絵を描く様子 

 

 

 

 

 

 

 
写真５ 考えを積極的に発表する様子 

 

 

 

・教えたらちょっといやな思いになるかもしれないけど、最後にいい言葉を書け

ばだいじょうぶだと思います。これからは友達がまちがえたら教えたいと思い

ます。（学級生活不満足群女児） 

・私はまちがっていることは言っても、言わなくてもいいと思います。なぜなら、

お礼だけを言ったら、書いた相手がうれしくなるからです。また、正直に言った

ら他の人に送る前だったらはじをかかなくて、ありがとうという気持ちになる

と思うからです。（女児） 

 

 

 

 

 

表８ 児童の感想（第２回検証授業）        

 

 

 

 

 

(3) 第３回検証授業（道徳科） 

    ①  題材名：「ないた赤おに」 

②  ねらい：赤おにと青おには本当に友達と言えるのかについての話し合いを通して、友達の

ことを互いに理解し合い、助け合おうとする心情を育てる。【友情、信頼】 

③ 授業の検証 

赤おにと青おには本当に友だちと言えるのかについて、二人の気持ちや想いを想像して真

剣に話し合うことができた。また、黒板に名前カードを貼ることで全員の考えを視覚化し多

様な考えを聞くことを通して、友達とは互いに理解し合い、信頼し、助け合うことのできる

大切な存在であることを学ぶことができた（表９）（写真３）。 

表９ 児童の感想（第３回検証授業） 

 

 

 

 

 

(4) 第４回検証授業（特別活動） 

    ①  題材名：「無言共同絵画」（構成的グループ・エンカウンター） 

    ② ねらい：言葉を使わない協働作業を通して、友だちの考えや思いを察したり、自分の気持

ちがどう伝わるかを感じることができる。【友情、信頼、自他尊重】 

      ③ 授業の検証 

子どもたちは、お互いに目を合わせながら少しずつ絵を描き上げていった。どのグループ 

も言葉を使わない協働作業を通して、相手の考えを察することや友達の個性を認め合うこと

の大切さを学ぶことができた。（表 10）（写真４）。 

表 10 児童の感想（第４回検証授業） 

 

 

 

(5) 第５回検証授業（道徳科） 

   ①  題材名：「絵はがきと切手」 

   ② ねらい：友達と互いに信頼し、助け合い、忠告し合って友情を深めていこうとする心情を

育てる。【友情、信頼】 

      ③ 授業の検証 

      友達のことを１番に考えた上で、あえて黙っておく、注意する等自分なりの答えを出して

行動に移すことが大切であることを学ぶことができた（表 11）（写真５）。 

表 11 児童の感想（第５回検証授業） 

 

 

 

 

 
写真２ 互いの考えを認め合い話す様子 
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写真７ 将来の夢を発表する様子 

 
図９ 研究授業通信 

・「私のよい所は、がんばり屋で優しいところです。将来は、みんなに優しくできる、学校

の先生になりたいです。」（非承認群女児） 

・「ぼくよい所は、一つのことに集中できるところです。将来は、料理を食べたたくさんの

人を笑顔にする、洋食のコックになりたいです。」（非承認群男児） 

・私の将来の夢は外科医です。みんな真剣でひやかす人はだれもいなかったので安心して自

分の夢を発表できました。（女児） 

・未来はまだ先ですがこれからが楽しみです。医者になって人々を救いたいです。（男児） 

 

 

 

 

 

 

 
写真６ 親からの手紙を読む様子 

 

(6) 第６回検証授業（特別活動） 

   ①  題材名：「自分のよさを知って伝えて」 

    ② ねらい：自分のよさを知り、友達に伝えることができる。【自他理解、自他尊重】 

      ③ 授業の検証 

      キラキラカードを振り返るとともに、教師からの承認カード 

    や親からの手紙を読むことによって児童一人一人が自分のよい 

所を深く知ることができた（図８、写真６）。また、自分のよさ 

を発表することによって自分のよさを内面化することができた。 

 

 

 

 

 

 

(7) 第７回検証授業（特別活動） 

   ①  題材名：「私のよさを生かした将来の夢」 

   ② ねらい：自分のよさを生かした将来の夢を考え、伝え合うことができる。【希望、目標】 

     ③ 授業の検証 

       「自分のよさを生かす」という視点を与えることによって、自分のなりたい職業や大人像

など、はっきりとした将来の夢へ結び付け考えることができた。また、これまでの教科等横

断的な指導を通して養われてきた「自他理解・自他尊重」を意識し、グループで協力し合い、

友達の考えを認め合いながら未来予想図の絵を描き上げることができた。さらに、自分のよ

さを生かした将来の夢を堂々と発表することができた（表 12）（写真７）。 

表 12 児童の感想（第７回検証授業） 

 

 

 

 

 

(8) 研究授業通信の発行について 

検証授業（全７回）の児童の様子や感想を記載した「研究授業通 

信」を発行した（図９）。研究授業通信には、研究授業のねらいや、 

学級、児童の成長を感じた場面等を載せて児童、保護者に伝えるよ 

うにした。保護者からの承認の質や量、児童の学習意欲の向上、自 

己肯定感の向上等を期待した取組みである。 

 

５ 仮説の検証                     

(1) 自分への信頼・自信の高まり 

 ① Ｑ－Ｕ（１月 11 日実施）の結果 

     図 10 より、検証前と検証後のＱ－Ｕの結果を分析すると学級生活満足群が 62.5％から

75％（24 名中 18 名）に改善された。また、学級生活不満足群、侵害行為認知群ともに 8.3％

から０％へ改善されたことから学級に対する「安心感」と「所属感」が高まったと考えられ

る。さらに、承認得点の変容では 12 名の児童の承認得点が改善した。特に支援が必要な児童

のうち４名が上昇した（表 13）。質問別では、「認められることがある」「クラスの人は協力、

応援してくれる」「発表をしっかり聞いてくれる」に対し、「そう思う」の回答が改善された

 
図８ ワークシート 
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表 18 学習意欲の変容（Ｑ－Ｕ） 

 検証前 検証後 差 

学級生活不満足群Ａ児 ９ 11 ２↑ 

 非承認群Ｃ児 ７ ９ ２↑ 

 非承認群Ｄ児 ８ ９ １↑ 

 非承認群Ｅ児 ５ ９ ４↑ 

 

    表 17 学校生活意欲の変容（Ｑ－Ｕ） 

領域 検証前 検証後 差 

友人関係 10 10.3 0.3↑ 

学習意欲 9.4 9.4 ０ 

学級の雰囲気 10.4 10.5 0.1↑ 

総合得点 29.8 30.2 0.4↑ 

 

表 16 自尊感情測定尺度「自己評価・自己受容」の質問項目別の変容 

質問項目 あてはまる 
どちらかというと 

あてはまる 

どちらかというと 

あてはまらない 
あてはまらない 

私は今の自分に満足している ６名→11 名 ９名→７名 ８名→４名 ２名→２名 

私は自分のことが好きである ９名→11 名 ５名→６名 ６名→４名 ５名→３名 

自分はダメな人間だと思うことがある ５名→４名 10 名→５名 ６名→11 名 ４名→４名 

私は人と同じくらい大切な人間である 11 名→13 名 ７名→４名 ３名→７名 ４名→０名 

私にはよい所がある ８名→16 名 12 名→５名 ３名→２名 ２名→１名 

※児童１名転出（11 月）の為、事後調査は 24 名 

表 15 自尊感情想定尺度の変容(学級平均) 

自尊感情３つの観点 検証前 検証後 差 

Ａ 自己評価・自己受容 2.90 3.13 0.23↑ 

Ｂ 関係の中での自己 3.27 3.34 0.07↑ 

Ｃ 自己主張・自己決定 3.01 3.10 0.09↑ 

 

（表 14）。これらの結果から児童の「自分への信頼・自信」が高まったといえる。 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

② 自尊感情測定尺度（１月 11 日実施）の結果 

  自尊感情測定尺度の結果、各観点とも改善が見られた（表 15）。「自己評価・自己受容」の

変容では、５つの質問に対して肯定的な回答が増えた（表 16）。特に、あてはまるの回答で

は「今の自分に満足している」が 11 名（５人増）、「自分のことが好きである」が 11 名（２

名増）、「私にはよい所がある」が 16 名（８人増）と改善された。また、「自分はダメな人間

だと思うことがある」の質問に対し、どちらかというとあてはまらないが 11 名（５人増）、

「私は人と同じくらい大切な人間である」 

の質問に対して、あてはまらないが０人 

（４人減）と改善された。これらの結果か 

ら、承認（勇気づけ）活動を通して児童の 

自己肯定感が高まったといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 協働して主体的に課題解決に向かう資質・能力の高まり 

学校生活に対する意欲（Ｑ－Ｕ）の変容では、 

「友人関係」「学級の雰囲気」の２領域が改善し 

た（表 17）。「友人関係」では 11 名の児童、「学 

級の雰囲気」では 10 名の児童に改善が見られた。 

「学習意欲」については学級平均に変容はなか 

ったが８名の児童に改善が見られた。また、個 

別の変容を見ると支援が必要な児童のうち４名 

の児童に学習意欲の向上が見られた（表 18）。 

この結果から、本学級児童は協働して課題解 

   決に向かう資質・能力が高まったといえる。学 

 
図 10 学級満足度尺度結果（プロット表） 

(■は複数を表す) 

4

9

14

19

24

49141924

要支援

群

学級生活不満足群

侵害行為認知群 学級生活満足群

非承認群

表 13 承認得点の変容（Ｑ－Ｕ） 

対象者 検証前(10 月) 検証後(1 月) 差 

学級平均 18.3 19.2 0.9↑ 

学級生活不満足群Ａ児 13 20 ７↑ 

非承認群Ｂ児  17  21 ４↑ 

非承認群Ｃ児  15 24 ９↑ 

非承認群Ｄ児 12 16 ４↑ 

 
Ａ児 

D 児 C 児 

Ｅ児 

承認得点  

非
侵
害
得
点 

表 14 承認得点の変容（Ｑ－Ｕ質問項目別） 

質問項目 検証前(10 月) 検証後(1 月) 差 

クラスの人から認められ

ることがある 
54.2%(13 人) 66.7%(16 人) 12.5%↑ 

クラスの人は協力、応援

してくれる 
70.8%(17 人) 83.3%(20 人) 12.5%↑ 

発表するとき冷やかさず

にしっかり聞いてくれる 
75%(18 人) 87.5%(21 人) 12.5%↑ 

 

B 児 
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・子ども達一人一人のよい所、頑張っている所を知ることのできるキラキラカードは楽しみでした。友達のことやクラスの事を

子どもと話すよいきっかけになりました。 

・「お父さん、お母さん読んで！」と積極的に見せてくれました。自分が誰かに認められるというのは本当に嬉しいことなんだ

と思います。そして、家族の中で「すごいね！」と話す機会もできました。 

・友達のよい所を見つける習慣、スキルを子どもの頃から身に付けていくと、人との関わりが楽しく、円滑になると思います。 

・家では注意されることが多いのですが、キラキラカードの内容を見て褒めることができました。 

習意欲の学級平均に変容がなかった理由として、Ｑ－Ｕの評価（承認得点）が極端に下がった

児童が１名いることがあげられる。今後、本児童や非承認群に位置する児童に関して、学年で

の情報交換や個別の面談、承認活動等の充実を図る。 

(3) 保護者アンケートより 

      承認活動（キラキラカード、学級通信）に対する保護者の意見・感想等を得るため「保護者

アンケート」を実施した（図 11、12）（表 19）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 承認の言葉かけが増えたと思うか       図 12 親子の会話が増えたと思うか 

表 19 保護者の意見・感想 

 

 

 
 
 

保護者アンケートより、学級通信を通して承認の言葉かけや親子の会話が増えたという回答 

が 90％以上であった。この結果から、学校生活の様子など、保護者の子どもに対する関心が高

まり家庭内でも承認メッセージを含んだ対話が増え、言葉かけの意識が高まったといえる。 

(4) カリキュラム・マネジメントの効果  

承認（勇気づけ）活動と特別活動、道徳科等の横断的な指導によって、児童一人一人の自他

理解・自他尊重の意識が高まり、自分への信頼・自信や協働して課題解決する資質・能力も高

まってきた。さらに「安心感」や「所属感」の感じられる支持的風土に支えられた学級集団へ

と成長し、学習意欲の向上にもつながった。これらのことから、カリキュラム・マネジメント

の視点を踏まえた計画的な指導は、学びに向かう力を育てるうえで効果的であるといえる。 

今後、教科等横断的な指導により育った、他者との協働や自他尊重等の力を日常的に活用す

るためにも、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が必要である。そのことを

通して、児童一人一人に「生涯に渡って能動的に学び続ける力」が定着するものと考える。 

 

Ⅳ 成果と課題 

１ 成果 

  (1) 承認活動と特別活動、道徳科等の横断的な指導により、自分への信頼・自信や他者と協働し

て課題を解決する資質・能力が高まり、学びに向かう力を育むことができた。 

  (2) 家庭との連携を通して、保護者に承認活動の効果を意識付けすることができた。 

２ 課題 

 (1) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善  

(2) 他教科との関連とＰＤＣＡサイクルを踏まえた学年、学校全体での組織的な指導計画の作成 

  (3) 支援群に位置する児童への支援方法の工夫・改善 

 

29%

67%

4%

0%

38%

54%

8%

0%

とてもそう思う とてもそう思う 

そう思う そう思う 

あまり思わない あまり思わない 

思わない 思わない 

ｎ＝24 ｎ＝24 
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