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学級活動 活動内容（１）指導案 

日 時：平成２３年２月１７日（木） 

対 象：第 ２ 学 年 ○ 組  

指導者：葛飾区立○○小学校 ○○ ○○ 

 

１．議題名 「なわとび集会のことを決めよう」 

 

２．学級の実態 

（１）全体的な実態 

 クラス替えがなく、担任も変わらない学級である。児童は明るく素直で、男女の区別なくよく遊んでいる。

男子は決まったグループが少なく、その時々のやりたい遊びでグループを作っている。女子の一部に決まった

３・４人のグループができつつあるが、ゆるやかなものである。 

友達が困っているときはみんなで助け、話を聞こうとする姿勢が見られる。２年近く一緒に過ごし、お互い

のことをよく知っているため、困ったことが起きると周囲の友達が自然に手助けをしている。反面、友達に対

して自分の思いを強い口調で話す子や、トラブルが起きたときに自分の気持ちを伝えられず、我慢してしまう

子もいる。このようなことが起きた場合には双方に自分の気持ちを話させ、相手がどう感じたかを考えさせる

ようにしてきた。その結果、一方的に思いを伝えたり我慢したりするだけでは解決しないことに気付き、教師

が間に入って話を聞かなくてもお互いに話し合って解決したり、他の友達が仲介役になって話を聞いてあげた

りする姿が見られるようになってきた。また、相手を思いやった行動や言動があった時はその場で学級全体に

紹介し、賞賛してきた。その結果、「自分も同じように友達のことを考えて行動しよう。」と考え、実践する児

童が増えてきている。 

 

（２）学級活動 活動内容（１） 

 ①話合い活動 

１年生の時から、自分たちの力で学級会を進め、教師は原則として見守るようにしてきたため、学級会に

対する意欲は高く、「自分たちの力でがんばる」という意識が定着している。 

  ２年生になって、初めての学級活動の時間に、学級活動のオリエンテーションを再度行った。学級活動は、

クラスをもっとよくするための学習であり、目指すのは学級の目標であること、また学級活動には２種類の

学習があることを伝えた。その後、自治的活動の範囲外の確認と、時間配分（話合いの時間３０分、振り返

りカードの記入５分、終末の助言１０分）を伝えた。 

学級会 
みんながやりたいことを、みんなで話し合ってみんなで決めてみ

んなでやる時間 
活動内容（１） 

２の○たいむ 
クラスをもっとよくするために、先生とみんなで話し合って自分

のやることを決める時間 
活動内容（２） 

  半数以上の児童が理由をはっきりさせて自分の考えを発言することができる。友達の意見を受けて、自分

の考えを深めたり修正したりして発言できる児童は、全体の２割である。一方、集中して話合いを聞くこと

ができない児童も４～５人いる。また、自分の考えがあっても、自信をもって発表できない児童も見られる。

意欲的に発表する児童と、発表しない児童の差が大きい。みんなが自分の考えを発表できるように、学級会

カードを事前に配布し、議題を知り、自分なりの考えをもって話合いに参加できるようにしてきた。その結

果、今まで発言しなかった児童が発表するようになってきた。また、発言の少ない児童も話合いをよく聞き、

自分の考えをもてるようになってきたため、人数調べや賛成反対の意思表示などのときに、自信をもって挙

手している。 

  司会グループは、名簿順で４人ずつ行う（司会・副司会・黒板記録・ノート記録）。様々な経験をするこ

とができるように、「まだやったことがない仕事をやろう。」と指導してきている。司会グループの引き継ぎ

や司会グループ内の打ち合わせでは、お互いに「こうするといいよ。」とアドバイスし合う姿が見られる。



2 

司会台本を自主的に作り、何をどんな順番で話すか、こういう話が出たらどのように答えるか、など事前に

考える司会グループもある。打ち合わせの時間が足りないときには、司会グループで集まって給食を食べな

がら相談をしたり、休み時間に自主的に集まって相談したりしている様子も見られる。 

  １年生の時から、「少数の意見も大切にしたい。」という理由で多数決を行っていない。「全員が納得する」

「いやな思いをする人がいない」という条件で集団決定している。初めのうちはお互いに意見を言い合うだ

けだった。話合いを重ねる中で、何がやりたいのかだけでなくどうしてそう思ったのか理由を話したり、相

手の考えを聞いたりすることで、互いの意見のよさに気付き、自分の考えを譲ったり相手の意見を取り入れ

たりすることができるようになってきた。 

②係活動 

１学期は活動内容（２）として、係と当番の違いを説明しながら決めた。２学期・３学期は児童から「違

う係をやりたい。」という声が上がったためどうしたらいいか問い掛け、学級会で話し合うことになった。 

１学期の係を決める際、なるべく男女一緒に活動すること、３人以上で活動すること、という条件を伝え

た。２学期・３学期は、話合いの時に児童がその条件に沿うように気を付けていた。 

木曜の朝学習の時間を係活動の時間としている。それぞれの係で、新しい活動や楽しい工夫を考え、意欲

的に活動している。また、係へのメッセージコーナーを作り、お願いや感謝の気持ちを伝えることができる

ようにしている。まだメッセージカードは少ないが、もらった係がうれしそうに読み合っている姿が見られ

ている。 

＜係活動と当番の違い＞ 

係 

学級生活を豊かにする。（活動するとクラスが楽しくなるよ。） 

処理・結果を任せられる。（みんながやることを決めてやっていいよ。） 

工夫する余地がある。（みんながアイデアを出して、やることを工夫していいよ。） 

なくても不自由しない。（やるのを忘れてしまっても、困らないよ。） 

集団でやる。（友達と相談して、一緒に活動するよ。） 

当番 

学級生活を便利にする。（活動すると、クラスが快適になるよ。） 

学級内の様々な仕事を、クラス全員で分担して行う。 

（いろんな仕事があるから、みんなで手分けしてやるよ。） 

決められた手順で行う。（やることが決まっているから、その通りにやるんだよ。） 

きちんとやりとげる必要がある。（活動を忘れると、困ることがあるよ。） 

＜決まった係＞ 

おもしろカレンダー 

（男１女５） 
カレンダーを作って行事を書く。 

おり紙 

（男１女３） 
折り紙を作って教室に飾る。 

サプライズバースデー 

（女５） 

２の○のみんなと先生の誕生日を祝う。 

（給食時に牛乳で乾杯・歌を歌う・プレゼント贈呈） 

アニメまんが（男６） まんがを作って読み聞かせでみんなに見せる。 

お知らせ新聞 

（男１女４） 
新聞を作ってみんなに配る。 

大はっ見 

（男１女５） 
図鑑で調べた植物を、見て、書いて、みんなに渡す。 

虫そだてアンドかんさつ 

（男７） 
虫を観察したり、育てたりする。 

 ③集会活動 

今までに５回の集会活動を行った。回数を重ねるごとに、見通しをもって準備することができるようにな

ってきた。リレー集会では、児童が自主的に前回と違う台本を準備して２回目の集会に臨んだ。特に、ルー
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ル説明の児童は、１回目に質問が出たことやトラブルになったことなどについて新しく説明を付け加え、さ

らに分かりやすくなるように工夫していた。ドッジボール集会では、準備の時間が短くなり、全員が役割を

もって活動に参加できた。実践した中で課題を見付け、それを確実に次の回に生かすことができている。欠

席の児童がいた場合、どのようにしていったらいいかは今後の課題である。 

10/15 

「きもだめし」 

準備は、おばけごとに休み時間などを使って行った。教室の準備などに時間がかかったが、初めての

集会活動ということで、楽しそうに生き生きと活動していた。時間を気にしたり、大変そうな仕事を

すすんで手伝ったりする姿が見られた。 

11/12 

「フルーツバスケット」 

仕事分担はなく、何も準備しないまま当日を迎えた。その場で細かいルールを話し合い、すぐに活動

することができたが、振り返りでは「ルール説明の人がいる。」「果物の名札を作っておけばよかった。」

と次に生かせる意見が出ていた。 

12/10 

「リレー集会①」 

前回の反省を生かし、役割分担をしていたが、役割のない子供もいることが次への課題となった。し

かし、振り返りにおいて、欠席者がいたことで「みんなで」が達成できていないということに気付き、

全員でもう一度リレー集会をやることになった。 

12/24 

「リレー集会をしよう②」 

欠席した児童が出席でき、「みんなで」リレー集会をすることになった。それぞれの役割で、前回の

反省を生かしてスムーズに進められた。 

2/1 

「ドッジボール集会」 

全員で、ライン引き、司会、はじめの言葉、終わりの言葉、ルール説明などの役割分担をした。素早

く準備を進め、協力して活動できた。２試合ずつやる予定だったが時間を明確に区切っていなかった

ため、途中で複数の児童が「もう２試合目やった方がいいんじゃない。」と言いだし、２試合目を始

めた。はじめの言葉で「勝ち負けにこだわらず、楽しくやりましょう。」とあったため、負けても気

持ちよく終われた、という感想をもつ児童もいた。 

欠席の児童がいたが気付かず始める子、もう１回ドッジボール集会をやればいいと考えている子、本

当は今日は集会をやらない方がよかったと考えている子、と様々だった。 

 

（３）学級活動 活動内容（２） 

  活動内容（２）を、「２の○タイム」という名前を付け、「クラスをもっとよくするために、先生とみんな

で話し合って自分のやることを決める時間」と話した。 

１ 4/9 学級の目標を決めよう（１） 

２ 4/14 係活動を決めよう（１） 

３ 5/26 楽しい遠足（０．５） 

４ 7/16 楽しい夏休み（１） 

５ 
9/13 

9/15 
がんばるぞ、運動会！（１） 

６ 12/22 冬休みの生活（０．５） （ ）内は時数 

３．「みんなが輝く学級活動」について 

「みんなが輝く」ということを、以下のように考えた。 

 ・自分の考えをもつことができたとき 

 ・自分の考えを発言できたとき 

・友達の意見を真剣に聞けたとき 

・友達の意見のよさに気付けたとき 

 ・みんなが納得して決められたとき 



4 

 ・進んで自分の役割や仕事をしたとき 

 ・みんなできめたことを、みんなで仲良くできたとき 

 ・安心して発言や活動ができるとき 

 学級は、一人一人が安心して生活し、伸び伸びと活動できる場所であってほしいと考える。児童は一人一人

が様々な考えをもち、思いや欲求は時にぶつかり合い、相容れないこともある。しかし、友達は自分の意見を

聞いてくれる、思いを認めてくれる、と感じることができれば、相手を同じように大切にし、助け合うことが

できる。そのためには、友達と進んで関わることが必要である。関わり合いの中で自分と友達の違いや共通点

に気付き、それを認め尊重し合うことで温かな人間関係が育まれる。また、温かい人間関係が育まれることで、

「ありのままの自分でいい」「自分はみんなの役に立っている」といった自己肯定感が生まれ、さらに意欲的

に自己を表現し、活動することができるようになるであろう。 

 これらのことを踏まえ、本学級の目指す児童像を以下のように設定した。 

 

目指す児童像 

みんなと関わろうとする子 

自分の考えをもち、伝えようとする子 

友達の思いを温かい気持ちで受け止める子 

 よりよい方法を追求する子 

協力して、仲良く活動できる子 

 みんながいてよかったと思える子 

 

４．ねらいに迫るための手だて 

（１）終末の助言を、育ってきている傾向と本時で期待することに沿って工夫する。 

 ①温かな人間関係を育むために、終末の助言の観点を明確にする。 

  ・学級の目標や提案理由に沿った発言 ・友達の思いを大切にした発言  

 ・話合いの進行を助ける発言 ・司会グループのがんばり ・一人一人の成長  

・経験を生かした発言 ・次回への課題 

 ②できるだけ肯定的な言葉かけをすることで、話合いに対する意欲を高める。 

 ③教師が繰り返し称賛することで、児童同士も認め合う雰囲気を作る。 

（２）活動記録を取り、児童の成長を記録する。 

 ①自主的・実践的な態度を育てるために、自治的活動を超えない限りは活動を児童に任せ、見守る。 

 ②終末の助言で児童の活動を適切に価値付けるために、児童の発言、つぶやき、表情、態度や行動などを記

録する。 

（３）学級会の「ピカッとカード」を掲示する。 

 ①温かな人間関係を育むために、友達の気持ちに寄り添った発言・行動を取り上げ、掲示する。 

 ②自治的に話合いを進めることができるように、話合いを進めることにつながる発言・行動を取り上げ、掲

示する。 

 ③それぞれの項目が定着するように、要素カードの項目が達成できたときは、終末の助言で繰り返し称賛す

る。 

（４）学級会カードを活用する。 

 ①見通しをもって話合いに参加できるように、議題や提案理由、話合いのめあてを知らせる。 

②自分の考えをもち、発言できるように、自分の考えを書く欄を設ける。 

（５）振り返りカードを活用する。 

 ①友達のよさに気付かせるために、「よかった友達とそのわけ」を書かせる。 

 ②自己を振り返るために、「自分ががんばったことや今日の感想」を書かせる。 

③相互に認め合うことができるよう、児童に発表させたり終末の助言で紹介したりする。また、教室内に掲

示し、児童がお互いに読み合うことができるようにする。 
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（６）計画委員会を活用する。 

 ・先を見通した話合いができるように、計画委員会（司会グループの打ち合わせ）を行う。 

金曜朝学習の時間 
司会グループの引き継ぎ 次回へのアドバイス 

（前回と次回の司会グループ） 

休み時間や給食時間 
必要に応じて司会グループの打ち合わせ 

（次回の司会グループ） 

火曜朝の会 
学級会カードの配布 

議題・提案理由・話し合うわけの確認、決定 

木曜５時間目 学級会 

（７）話合い１０の約束、聞くめあてなどを掲示する。 

 ・よりよい人間関係を築くために、全教育活動を通して話し方、聞き方の基本的心構えを繰り返し指導する。 

（８）学級の目標に目を向け、互いを認め合う場を作る。 

 ・学級の目標を意識して生活できるよう、帰りの会で学級の目標に迫る友達や学級全体の行動を発表させ 

る。また、学級の日記（模造紙に書いて常時掲示）にも同じ視点で今日の出来事を書かせる。 

 

５．評価規準 

 学級活動（１）「学級や学校の生活作りに関すること」の評価規準 

観

点 

集団生活や生活への 

関心・意欲・態度 

集団の一員としての 

思考・判断・実践 

集団生活や生活についての 

知識・理解 

趣
旨 

学級の身の回りの問題に関心

をもち、他の児童と協力して進

んで集団活動に取り組もうと

している。 

学級生活を楽しくするために

話し合い、自己の役割や集団と

してのよりよい方法などにつ

いて考え、判断し、仲良く助け

合って実践している。 

みんなで学級生活を楽しくす

ることの大切さや、学級集団と

しての意見をまとめる話合い

活動の基本的な進め方などに

ついて理解している。 

具
体
的
な
子
ど
も
の
姿 

・議題に関心をもつ。 

・よりよい方法を考えようとす

る。 

・決定したことをみんなで協力

して実行しようとする。 

・自分の考えをみんなに話す。 

・話している人の方を見ながら

聞く。 

・分からないことに対して、質

問する。 

・話合いの流れを考え、進める

意見を言う。 

・司会グループの役割がわか

る。 

・話合いの決まりを理解してい

る。 
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６．本時で期待すること 

定
着
し
て
い
る

こ
と 

 

・話合いの座席の形に並べる。    

・教師に頼らないで自分たちで学級会を進める。 

・学級会の議題が分かる。        

・終了時刻を守る。 

・司会グループの役割が分かる。 

育
っ
て
き
て 

い
る
傾
向 

・自分の意見を進んで言う。        

・自分や友達のよさを見付け、振り返りカードに書く。 

・納得できない人がいないか確認をする。  

・質問されたことに対して答える。 

・賛成反対の意思表示をする。 

新
し
く 

見
ら
れ
る
芽 

・提案理由に沿った意見を言う。      

・分からないことを質問する。     

・友達の意見と自分の意見を比べながら聞く。 

・話合いの流れに沿って意見を言う。 

・過去の経験を生かして、意見を言う。 

本
時
で 

期
待
す
る
こ
と 

・決まったことを確認しながら進める。 

・みんなの意見を生かせるように工夫する意見を言う。 

・少数の意見でも発表する。 

・友達の考えのよさに気付き、自分の考えを修正して譲る。 

 

７．本時までの経過 

１／２８ 朝学習の時間 司会グループの引き継ぎ  

     前回休んだ児童にドッジボール集会の仕事分担を確認し、決定した。次週はドッジボール集会をや

ることになったため、その次の「なわとび集会」について話し合った。司会グループの仕事分担、

議題・提案理由の確認、話合いのめあて決めを行った。話合いのめあては、前回の話合いで友達の

意見をきちんと聞かない児童が多かったのを受け、「人の話をしっかり聞く」となった。 

     初め、司会グループは、柱①大なわと短なわのどちらをやるか 柱②場所をどうするか、と決めた。

「短なわに決まったら、何をやるの？」と問いかけたところ、司会グループの中でも意見が分かれ

た。そこで、なわの長さが決まったらどんな遊び方をするか決めた方がいいことに気付いた。場所

については学級会カードに書かず、柱②まで決まって、時間が余ったら考えることになった。 

１／２８ 帰りの会 

     議題、提案理由、話合いのめあて、柱①、②を全体で確認した。 

１／２８～休み時間、給食時間など 

     司会グループが司会台本を書いた。 

２／１  朝の会 

     学級会カードを配布、自分の意見を記入した。 
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８．本時の活動 

（１）ねらい ○なわとび集会でどんな遊び方をするか決める。 

       ○友達の話をよく聞き、自分の考えを発表する。 

 

（２）展開 

第２８回  学級会 

議題 

提案理由 

「なわとび集会のことを決めよう」 

みんなともっと仲良くなりたいから 

児童の活動 教師の指導（・）と評価（◎） 

１．始めの挨拶 

 

２．話合い 

柱①「大なわか短なわかを決める」 

 

 

 

柱②「柱①で決めた遊びのことを決め

る」 

 

 

 

 

 

３．振り返り 

 

 

４．先生の話 

 

 

 

 

 

 

 

５．終わりの挨拶 

 

 

・自分達で解決できるように見守り、話合いの記録をとる。

原則として児童の発言全てを記録する。 

・児童の話合いが自治的活動の範囲を超えた場合（個人情

報やプライバシー、相手を傷付けるような結果が予想さ

れる、教育課程の変更に関わる、校内の決まりや施設・

設備の利用の変更に関わる、金銭の徴収に関わる、健康・

安全に関わる）は、話合いを止めてその場で指導する。 

◎友達の話を聞くことができたか。 

◎自分の考えを発表することができたか。 

◎自分の考えと友達の考えの共通点や違いに気付けたか。 

・振り返りカードに自己評価、相互評価を書かせる。 

・「よかった人とそのわけ」を発表させる。 

 

・以下の点について、記録や児童の発表の中から具体的な

態度や言動を挙げて賞賛する。 

 学級の目標や提案理由に沿った発言  

友達の思いを大切にした発言  

話合いの進行を助ける発言  

司会グループのがんばり  一人一人の成長  

経験を生かした発言  次回への課題 

 

 

（３）評価  ○なわとび集会でどんな遊び方をするか決められたか。 

       ○友達の話をよく聞き、自分の考えを発表できたか。 

 

 

 

 

 

 

 


