


日頃より、児童生徒が安心して通え、自己有用感を感じながら安全に過ごし、

明日も行きたいと感じることが出来る学校作りに向けて、奮闘しておられる先

生方に、心から感謝申し上げます。

本市では、令和２年度も、学校教育の取組の柱の１つとして、「子どもたち

に寄り添い心を育てる教育を進めます」というキャッチフレーズのもと、「明

日も行きたくなる学級・学校づくり」に取り組みますが、その中核的な取組と

して、この「つながり支援プロジェクトガイドブックの活用」を掲げています。

各校では、さまざまなつながり支援プロジェクトの取組を行っていると思いま

すが、なぜこの取組が始まったのか、その経緯を知っておられる先生方が少な

くなってきたのではないかと思います。

平成２５年５月８日、本市の中学校３年の女子生徒が自ら命を絶つという、

非常に痛ましい出来事がありました。そして、その後の調査委員会で、自死の

背景にはいじめがあったことが報告されました。本市では、このような事案を

二度と起こしてはならないという強い決意のもと、平成２６年度に学校教育課

にいじめ対策グループ（現在の生徒指導グループ）を新設し、いじめの早期発

見、いじめへの組織的な対応に取り組んできました。そして平成２７年度から

は、いじめの未然防止に軸足を移し、「そもそも子どもがいじめに走らないよ

うにするにはどうしたらよいか」という課題意識のもと、国立教育政策研究所

生徒指導研究センター等の先行研究を踏まえて開発したのが、「つながり支援

プロジェクト」です。

「つながり支援プロジェクト」では、学校生活の中で、児童生徒同士の関わ

りを意図的に設定した活動を通して、「自分は他者のために役に立っている」

という満足感（自己有用感）を感じさせることによりいじめ等の問題行動の未

然防止を図ります。自己有用感の高い子どもは、いじめに走りにくいことは、

国立教育政策研究所生徒指導研究センターの先行研究で明らかになっており、

また本市の子どもたちを対象にした広島修道大学の研究でも、自己有用感の高

い子どもは、いじめに対する傍観行動が少なく、仲裁行動が多くなること、ピ

アプレッシャー（同調圧力）が低くなることが明らかになっています。

「つながり支援プロジェクト」の取組は、普段から学校で当たり前のように

行っている、目新しいものではありませんが、その活動を通して、児童生徒が

「自己有用感」を感じるかどうかという観点で、意図を持って工夫するかどう

かで大きな差が出てきます。今回紹介させて頂いた取組は、学校の明確な意図

の元、様々な工夫がなされています。是非一読していただき、各校の取組の改

善・充実に生かして頂けたら幸いです。

令和２年３月

廿日市市教育委員会
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「つながり支援プロジェクト」について
【自他のよさを認め合う(自己有用感を育む)人間関係づくり】

○ 子ども同士の「つながり」が、希薄になっ

てきていることが指摘されています。

○ いじめや暴力行為、不登校などの生徒指導

上の課題に関係している子どもは、友だち

との「つながり」が弱いことが多いと言われ

ています。

○ 友だちとの「つながり」が不十分だと、勉

強が分からなくても友だちに聞けなかった

り、努力しようという気持ちが起きなかっ

たりするため、学力が十分に身につかない

ケースも多く報告されています。

現 状

○ 子どもたちが「いじめをしない」「いじめ

を許さない」「いじめを自ら解決しよう」と

する風土が学校、学級内で醸成されている。

○ 子どもたちが、安心して学校に登校でき、

自信と意欲を持って主体的に教育活動に参

加しているので、いじめや暴力行為、不登校

などが起きにくい。

○ 勉強が分からなくても、友だちに「教えて」

と聞くことができる。また、困っている友だ

ちを見ると、自分から声をかけたり、分かる

ように一緒に頑張ったりできる。

めざす姿

「つながり支援プロジェクト」とは？

子ども同士のかかわりを意図的に設定し、認め合える集

団づくりを通して、子どもの自己有用感を高めることによ
って、いじめ等の問題行動の未然防止を図り、学ぶ意欲を

高める取組です。

自己有用感とは？
「他者」から認められて生まれてくる感情です。一方自己肯定感は、

「自分」から自分への評価を中心とした感情であり、「他者からの視点」が前提とな

るかどうかが、両者の大きな違いです。

「存在感」・・・子どもに主体的に取り組む場を与え、居場所をつくる
（安心できる！）

「承 認」・・・役割を果たしている、頑張っていることが認められる
（認められた！） 機会を持つ

「貢 献」・・・自分が誰かの役に立っているという実感を持たせる
（役立った！）

自己有用感を育成するためのキーワード

－１－



・子どもそれぞれに役割を持たせることや、相互のよさを見つけ評価

し合う場を設定する

一人一人の子どもが、学級集団の中で他者の役に立っているこ

とや、自らがかけがえのない存在であることを意識させること

ができます。

自己有用感を高める取組を進めましょう！

学級では・・

・ペアや小グループを積極的に活用し、話し合うこと

や教え合うこと、説明し合う活動を設定する

人とかかわることの楽しさや、協力することの喜びを実感させ

ることができます。

授業では・・

・異年齢の子ども同士や地域等の方々とのかかわり
を設定する

他者から頼りにされていることや、他者に認められていること

を実感させるとができます。

行事や部活動では・・

・子どもたちの主体的な活動を仕組む
達成感や充実感を味わわせ、自分のよさに気付いたり他者の

役に立っていることを実感させることができます。

児童会活動や生徒会活動では・・

出典「楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動」

文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター

－２－
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他

「生命尊重～いじ

め撲滅に向けて」

大野東中学校

「小中連携を生かそう！おそうじ編」

宮内小学校

チャレンジ

クラスマッチ

「ＮＯＳＡＫＡ運動」！

野坂中学校

「つながろう！レインボーツリープロジェクト」

廿日市小学校

Ｄ

Ｈ

「掃除や遊びで異年齢集団を生かそう！」

大野東小学校

Ｇ

「児童が主役！運動会」

阿品台東小学校

「委員会活動で学校生活ＰＯＷＥＲＵＰ！」

平良小学校

Ｅ

Ａ

体験活動は「かかわり」「つながり」を大切に！

阿品台中学校

Ｂ

Ｆ

Ｃ

－３－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

学級会の進め方を確認し、運動会のスローガン決め（学年→全体）

学年目標をもとに目指す姿・個人目標を設定し、教室に掲示

キーワード「存在感（安心できる）」「承認（認められた）」「貢献（役立った）」

・学校行事において児童の主体性があまり感じられず、やらされている感を持っている

児童が多いように感じる。

・学校行事に対するクラスの取組に差があり、学校全体のものとなり得ていない。

・児童が主役・児童が主体の運動会にする。

・児童の自己肯定感・自己有用感を育む運動会にする。

Ａ

・今年度の学級会のスタート（2年生以上）として、

「運動会のスローガンを考えよう」を議題に各クラ

スで学級会を行う。ここで、司会グループの仕事や

学級会の進め方等について確認する。

・代表委員会で「あきらめない 心を一つに 全力 きら

り」とスローガンが決まった後、運営委員会児童が

「あきらめない」とはどんな姿か、「心を一つに」と

はどんな姿か・・・を考え、最初の全体練習の時に、

児童全体に発表した。また学年の目標をそれぞれ児

童が発表し、拍手をしてエールを送った。（存在感）

・クラスでは、学年目標や目指す姿をもとに、自分の目標を決め、（存

在感）カードに書いて掲示するとともに、みんなに発表し、エール

を送り合う。また、練習期間中のお互いのがんばりを認め、（承認）

カードに記入して貼っていく。

・児童玄関前に掲示したスローガン・学年目標の周りに、児童を認め

励ますメッセージや児童相互のメッセージを、日々貼っていく。

（承認）

「児童が主役」になる運動会にしよう！

司会グループ・学級会の進め方等の確認

めざす姿・個人目標を掲示

メッセージを日々貼っていく

－４－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・運動会に向け、一人ひとりが目標をもって取り組むことができた。また、お互いのよ

さやがんばりに気づくことができた。（存在感・承認）

・応援団や準備体操を前に出て行う体育委員会児童、あいさつを行う運営委員会児童な

ど、役割を与えられた児童が主体的に動き、立派な姿を見せた。（貢献）

・全体練習の時点から、高学年がよいお手本を示し、高学年の良さをしっかり認めるこ

とができた。また、それが、それぞれの自信につながり、運動会当日も、児童の主体

性が見られる「児童が主役の運動会」となった。（承認・貢献）

・これまで、学級会の進め方について、児童主体となるよう全校で取り組んでき

たことの積み重ねが、取組の根底に流れていると思います。学校行事に関わっ

て、学級で討議することが、形式で終わらず、1人 1人の意識につながるよう

になっています。

・自己有用感が「他者からの評価」を中心とした感情であることから、児童の相

互評価をうまく取り入れています。特に、取り組み後の評価ではなく、そのプ

ロセスについて評価したり、リアルタイムで評価を加えていく点が効果的だと

思います。

－５－



++

こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

キーワード「存在感（安心できる）」「承認（認められた）」

・コミュニケーションがうまくとれないため互いの気持ちや感情がくみ取れず、人とのや

りとりが上手くいかないことからトラブルにつながることがある。

・体験活動を通じて、自己の生き方を見つめる機会とする。また、これまでの自分を振り返

り自己評価能力を高め、これからの生き方を考える。他者の個性を尊重し、自己の個性を

発揮しながら仲間とのコミュニケーションを図り、協力・協働して様々なことに取り組む

体験を積み、相互理解を深める。

Ｂ

１ 先を考えて行動し、自分の役割（係活動）をしっかり果たす。

２ 「かかわり合い・つながり合い」を大切にした体験活動にしよう！

①「自分はどんな人になりたいか、なれるといいか。」

『最後までやり切れる人。人の意見を積極的に取り入れる人』

『相手の気持ちを考えて行動できる人』等

②「こうなりたい」自分になるために、必要なことは何か。

『勉強をしっかりやる・資格を取る・何事も前向きに頑張る』

『すぐに大人に頼らず、自分で考えてから行動する。』等

③宿泊研修の探究テーマの質をどんどん上げていくために

は、自分はどのようなことをしていくよいと思うか。

『冷静に判断する。』『空気を読んでから話す。みんなの意見

を聞いてから自分の意見を言う。』等

④合宿では具体的にどんな行動をしていくとよいか。

『時間を守る。（遅刻しない。）先を考えて行動する。友達と協

力して動く。』『班長の言うことをよく聞く（協力する）。自分

の役割（係り活動）をしっかり果たす。』等

探究テーマ決め ～すべての発問について個人で考えさせ，班やクラスで交流させる

「テーマ決め」ワークシート

－６－



徳地アドベンチャー教育プログラム（ＴＡＰ）

子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・生徒が自らの探究課題を設定し、取り組んだことで個々に自らの変容を具体的に捉えさ

せることができた。また、次への新たな課題を設定することもできた。

・仲間に対して、自然な形で素直に応援や拍手が起こるようになり、プログラムを達成し

た本人も「承認」の意識を高めることできた。

【生徒の振り返り】より

・今までより諦めずにやり遂げようという気持ちが強くなった。率先して周りの雰囲気を

見ながやるべき事と、今はやるべきではない事が判断できた。（存在感）

・色々な立場の目線から自分は何をすればいいか、考えることができた。（存在感）

【責任を持って役割を果たそうとする気持ちを高めるために、事前の係会で具体的な目標

を設定する】（存在感）

班長会 広い視野を持ち一歩先を考え、一人一人が個性を出せるような雰囲気をつくり、常

に一歩先を考えて行動する。

副班長会 班長・班員のサポートをし、みんなをまとめていく。

生活係 聞く・切りかえる・守る・自分から動く。保健係 仕事を忘れず、全力で頑張る。

・自然の中で、体験学習サイクルを生かした個人と集団の成長を促すプログラムを実施する。

・活動プログラムを通して、協力することの大切さと望ましい人間関係を築くことをめあてとする。

・ファシリテーターと教員が共同で集団の高まりについて、表に記して分析を行う。

体験学習サイクルを生かした個人と集団の成長を促すプログラムを実施

各係会の目標を立てる ～活動の質の向上

・体験活動を通して生徒に自己有用感が育まれるために、1人 1人が自分に明確

なテーマを設定しています。テーマが明確であるから、振り返ったときに、自分

の変容が自覚できているのだと思います。

・係会が、単なる仕事の分担で終わらずに、その係のミッションを明確にして、そ

の達成のためにどうすべきかを考えさせています。班長会だけでなく、すべての

係で達成感を感じられる工夫になっていると思います。

－７－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

「命の大切さについて考える日」の取組

「平和」について考える」生徒集会

「いじめ防止」について考える集会～いじめ防止対策月間～

キーワード「存在感（安心できる）「承認（認め合える）」

・年間を通して、生命尊重を意図した集会が連鎖したものであるという意識が低い。

・取組が単発的にならないよう、「つながり」を大切にした集会になるように取り組む。

C

・広島の中学生として被爆地「ヒロシマ」の歴史から、

命の尊さ、「生きる」ということ、お互いの違いや異

なる意見を認め合うことについて考える機会とし

た。（承認）

・生徒会による「平和メッセージ」や被爆体験伝承者の

講話を行った。

・集会を通して、考え、気づき、決意し

たことを日常生活の中で活かすこと

ができるよう取り組んだ。また、生徒

全員が「一歩踏み出す勇気」を持って

行動していくための機会とした。

・教師によるロールプレイから、どのよ

うな考えや言動が望ましいかをグル

ープで考え、発表した。（存在感）

「つなげる」を意識した集会

教師によるロールプレイ グループによる話し合い

・命の大切さについて学び、「嫌な思いや辛い思いをす

る生徒がいない学校、いじめのない学校、落ち着い

て生活のできる学校」にするための意識を高める機

会とした。

・生徒会による「いじめ撲滅宣言」や助産師を招き、

「いのちの話」の講演を行った。

・単発的な取組にならないよう，

集会の前後に道徳の時間（内容

項目D-(19)「生命の尊さ」を取

り扱った内容）や学活（クラスス

ローガンに対する自分の振り返

り）を組み込むことで，より内容

を深化させるとともに，生徒が

日常生活へつなげられるよう工

夫した。

・自らの行動を振り返るだけでな

く，グループで望ましい考えや

言動を話し合うことで，価値の

補充・深化・統合を図った。

・企画・運営は生徒会が主体とな

って行い，より効果的な内容に

なるよう取り組んだ。

「つなげる」

助産師による講演 いじめ撲滅宣言

－８－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・生命尊重を意図した集会に対して、「つながり」を大切にしたことで、年間を通して

存在感を高めることができた。

・集会後の感想からも、一人一人が認め合いことを通していじめを撲滅しようという機

運が年間を通して高まった。

・集会の運営を執行部の生徒に任せ、教師が支援することで責任を持って集会をやり遂

げようという姿が様々な場面で見られた。

・様々な取組を行っていても、それぞれが単発で終わってしまえば、生徒の心に

残りません。取組同士につながりを持たせることで、一つ一つの取組の意味や

価値を明確にして生徒に伝えていることが、生徒の振り返りに満足感を生み

出す秘訣になっていると思います。

－９－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

めざす生徒像を生徒に意識させる手立て

具体的な取組内容

キーワード「存在感（安心できる）」

・クラスの一体感・所属感を高める取組をしても、その場だけで持続したものにならな

いところがある。

・「チャレンジクラスマッチ」と題し、委員会の取組をクラスマッチ形式で行い、お互

いを高め合いながら評価していく。（存在感）

Ｄ

チャレンジクラスマッチ「ＮＯＳＡＫＡ運動」！

めざす生徒像「学習や体験を通して互いに学びあう生徒」を意識させるスローガン

「N」…仲間を「O」…思いやろう「S」…支えあおう「A」…相手に言おう「K」…感謝の気持ちを

「A」…ありがとう というスローガンの下，各委員会で様々な取組を行った。

「チャレンジクラスマッチ」と題し、委員会の取組をクラスマッチ形式で行い、お互いを高

め合いながら評価していく

学級委員会…「グリーティングカード（あいさつ）」

保健体育委員会…「ハンカチ・水筒チェック」

美化委員会…「教室整備」

文化委員会…「給食中の放送による学校クイズ」

図書委員会…「朝読書チェック」

給食委員会…「配膳チェック」
生徒玄関正面の掲示

－１０－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・今年で「NOSAKA運動」も４年目になるが、「学習や体験を通して互いに学びあう

生徒像」が取組を進めていくことで生徒の間でも定着してきた。

・運動期間中、生徒は素直に目標に向かって取り組み、意欲的に頑張る姿が多く見ら

れた。（存在感）

この「NOSAKA運動」をさらに進化させていく必要があると感じる。そのために

は教員が「めざす生徒像」を意識した取組を意図的・計画的に実行していく必要が

ある。

・生徒会活動の活性化には、どの学校も工夫をされていますが、同じ目標の下に、

各委員会が独自の取組を企画し、学級で高め合いながらめざす生徒像に迫る

というアプローチは、委員会の構成メンバーの自己有用感も高めることにも

つながっています。

・一方で、「クラスで競う」という方法論を採る場合は、「お互いを高め合う」こ

とを目指していても、達成が十分でない子どもを非難する風潮を生み出すリ

スクもはらんでいます。目指している内容は頑張ったら出来ることなのか、周

囲に支援を求めることも認めているのか、結果だけに拘らずプロセスを認め

ようとしているのかなど、リスクを回避する配慮もされていると思います。

－１１－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

生活委員会「学校全体がピカピカになる取組」

児童運営委員会「あいさつがんばり週間」「あいさつライン」の取組

保健委員会「ゲームと睡眠の時間に気を付けた生活をしよう！→チャレンジアウトメディア」の取組

・これまでの委員会活動は、決まった内容の常時活動を行うことが中心となっていた。そのため、児

童が主体となってアイデアを出し合い、課題を解決するための活動経験が少なかった。

・各委員会の児童が、学校生活をよりよくするために、それぞれの役割において課題を見つけ、それ

を改善するためのアイデアを出し合い、取組を進める。

児童が考え，実践する委員会活動を通してよりよい学校にする！

「挨拶がんばり週間」のようす

キーワード「存在感（安心できる）」「貢献（役に立った）」「承認（認められた）」
Ｅ

動画を全校児童へ紹介

・きれいに掃除ができるように「コの字ぶ

き」や掃除ロッカーの整頓の仕方など、

ポイントを押さえた動画を撮影した。

・撮影した動画を各学年に見せながら呼び

かけた。生活委員会の児童が掃除の様子

を見て回り、評価も行った。良かった学

級を表彰し、意欲につなげた。（承認）

・「挨拶がんばり週間」の取組では、委員会の児童が、事前に各学年

に挨拶の意義やポイントを伝えた。

・２週間の期間を設け、登校時に校門に立ち、挨拶の手本を見せた。

・挨拶が素晴らしい児童を見つけ、全校朝会でその児童を表彰した。

・「あいさつライン」の取組では、仲間づくりのきっかけとなるよう

に教室の入口にテープでラインを作り、そこをまたぐ時には、仲

間に向けて必ず挨拶をしようと全校に呼びかけ、意識させた。あ

る学級の取組に児童運営委員会の児童が賛同し、全校の取組へと

広がった。（存在感）

・児童にゲーム時間などのアンケート調査を行い、実態を把握した。

・アンケートの結果を踏まえ、長時間ゲームをすることが，成長し

ている自分の脳や体に良くないという科学的根拠を図書資料から

調べ，分かりやすく全校朝会で発表した。

・校内に児童がつくった啓発ポスターを掲示した。

・これらの取組により、児童や保護者のテレビやゲームへの意識が

変わった。（貢献）ゲームと睡眠時間について発表

毎日の掃除に生かす

－１２－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・児童アンケート「みんなの生活をよりよくするため、進んで行動しています。」の肯

定的評価が昨年度８５％だったのに対し、今年度８９％であり、積極的に生活をより

よくしようと考え、行動する児童が増えた。（貢献）

・積極的にアイデアを出したり、工夫しようとしたりする児童の様子を見ていると、「自

分の力が学校のために役立っている」という満足感を味わえている様子が見られた。

（承認）

・委員会によっては、取り組みたいことがあると、校長室へ行ってその取組を説明し、

校長先生を説得するなど、実現に向けて主体的に取り組む姿が見られた。（貢献）

・各委員会の活動に対する感謝の思いやメッセージを各学年からもらい、掲示した。温

かい言葉のメッセージをもらい、児童の委員会活動へのモチベーションがさらに高ま

った。（承認）

・生活委員会の取組により、平良小の掃除の仕方が以前よりも児童に定着してきた。

（貢献）

・挨拶の取組によって、学級の中で児童同士がつながり合うきっかけになり、新しい友

達が増えたり、学級の雰囲気も良くなったりした。（存在感）

・チャレンジアウトメディア週間でレベル3（テレビ・ゲームの時間を1日 1時間以

内にする）に3日以上取り組む児童が昨年度４６．８％から今年度７９．３％に上が

った。家庭での読書の時間が増えたり、親子の会話が増えたりしたという声が聞かれ

た。（貢献）

・委員会活動や係活動が、「当番」や「チェック」に終わらずに、自分たちで考

えたことが採用され、それを実行することで何かが変わるという実感を持た

せていることは、何物にも代えがたい「有用感」につながっています。

・他者からの評価を、児童の相互評価に止めず、保護者や、地域からも評価され

るようにしていることも、児童の満足感に与える効果につながり、それが保護

者の意識の変容にもつながっていると思います。

－１３－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

「つながろう！レインボーツリープロジェクト」

キーワード「存在感（安心できる）」「承認（認められた）」

・学校生活を自分たちの力でよりよくしようという気運が見えにくい。

・教師主導の委員会活動になっていて、児童が受け身になっているところがある。

・学校をよくするためにどんなことができるか、各委員会で考えた。

・保健委員会主催の取組では、全校児童による共同制作にすることで気運を盛り上げ

た。

Ｆ

・委員会で、「廿日市小学校のみ

んながつながって、笑顔いっ

ぱいの学校をつくっていこ

う！」を合い言葉に活動を進

めることを確認し、委員の意

欲を高める。

・１人１人が折った折り紙の

こびと（低学年も折りやす

い）をつなげて、全校でビ

ッグツリーを作成するプ

ロジェクトに取り組むこ

とに決定する。

・このプロジェクトについて、

放送で全校児童にＰＲする。

・委員会の児童が朝の会に各

クラスに出向き、折り紙の折

り方を教える。顔と名前も書

いてもらう。

・担任以外の先生や学校に

関わり、応援してくださる

方々にも主旨を説明し、折

り紙づくりを依頼する。

・できた折り紙を委員会の

児童を中心に台紙に貼っ

ていく。

・終業式後に体育館で、レ

インボーツリーの披露

を行い、全校児童に完成

を報告する。

レインボーツリー

廿日市小学校のみんながつながって、笑顔いっぱいの学校をつくっていこう！

一人一人が

折った「こびと」

終業式後みんなに披露

折り紙を台紙に貼る

折り紙の折り方を説明

－１４－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・委員会等で児童が積極的に意見を出し合ったり、各学級での説明の仕方を各自で何度

も練習したり、全校で披露するときの報告文を自主的に書いてきたりするなど、児童

が主体的に活動する場面が多く見られた。（貢献）

・台紙の装飾作りでは、委員会以外の児童も次々手伝うなど、学年を超えて取組の輪が

広がった。（人と人がつながった。）

・体育館で作品を披露した時、児童から思わず「わぁ！！」と歓声があがり、みんなの

笑顔があふれ、達成感を味わうことができた。（存在感）（承認）

・委員会の事後のふり返りでは、多くの児童が力を合わせて完成できたことに対する達

成感や感謝の気持ちを書いていた。（貢献）

・他の取組とも合わせ、児童の自己有用感が高まった。

Ｈ２８年度７９％→Ｈ２９年度８４％→Ｈ３０年度９１％

・何かを作りあげる時に、一部の子どもだけで行うのではなく、すべての子ども

が関わることで、「貢献している」という満足感を持たせることが出来ていま

す。「顔や名前を書かせる」ことも、完成した作品が、「自分のもの」であり「み

んなのもの」でもあると感じさせ、披露したときの感動や、自己有用感の向上

につながっています。

・児童だけでなく学校に関わる大人にも、児童が協力を依頼し、それに応えても

らうような仕掛けも、委員会の児童の自己有用感を高めるポイントになって

いると思います。

－１５－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

日常の清掃活動を縦割り班で行う

5・６年生が遊びの企画・運営の中心となった「縦割り集会」を行う

キーワード「存在感（安心できる）」「承認（認められた）」

・自分の思いや考えを言葉でうまく伝えられず、人間関係をうまく構築できないことに

起因するトラブルがある。

・「積極的に自分の考えを伝えている」の数値が、少しずつではあるが肯定的に回答す

る児童が増えてきている。しかし未だ７割に届かず、受身的な姿勢は変わっていない。

・掃除や遊びを中心とした活動を異年齢集団で行い、日常的に関わりの場をもつこと

で，

Ｇ

異年齢集団の繋がり～掃除や遊びを中心とした活動

・１～６年生で１０人ずつの班を作り、校内の清掃を分担して

行う。（存在感）

・６年生の班長を中心に役割分担し、お互いに教え合ったり、

助け合ったりしながら掃除を行う。（存在感）

・掃除の後に、各班で振り返りを行い、頑張った児童をＭＶＰ

として週ごとに選出し、讃えあう。（承認）

・児童数約８００人で８０班という

多くの班が同時に活動できるよう

に、「縦班集会」の場所を組集団別

に運動場・体育館・教室の３箇所に

分けてローテーションさせる。

・天候も考慮し、屋外・室内と２通り

の計画を立て、準備物も用意する。

・立案の時間は、代表委員会と重複

させ、全ての班の５・６年生が班長、

副班長として集まり、班の実態を考

慮しながら話し合いを進める。

（存在感）

外での活動の様子

教室での活動の様子

活動後にお互いの
思いを表した「あり
がとうの木」

日頃の清掃活動

－１６－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・班の中で自分の役割をやりきろうとする姿が多く見られた。（存在感）

・上級生が掃除の仕方を教えたり、助け合ったりする中で、下級生は上級生に対して尊

敬の気持ちを持ち、上級生は下級生に対して思いやりを持つことにより、つながりが

より深くなった。（承認）

・上級生が立案の段階で低学年でも楽しめるように、遊びの内容を考えたり、新しいル

ールを作ったりする姿が多く見られた。

・また、下級生も活動の後に、感謝のメッセージを送るなどして、お互いを思いやり、

認め合う気持ちが育ってきた。

・これまで、学校全体で、特別活動を中心に「東小ナビ」を使って取り組んでき

たことの積み重ねが、取組の根底に流れていると思います。大規模校であって

も、班編制や、班長への指導、活動場所等の工夫を行えば、異年齢交流が効果

的に実施できるモデルとなっています。異年齢交流では、低学年には高学年へ

のあこがれを、高学年には低学年への優しさを持たせることで、高学年に自己

有用感を感じさせています。

－１７－



こんな子どもの姿・実態がありました・・・

こんな活動を行いました

みんなで「やろう！」と決めたこと

小中合同清掃（中学生が６年生へ掃除の仕方を教える）

６年リーダー清掃（６年生から在校生へ掃除の仕方を教える）

キーワード「存在感（安心できる）」「承認（認められた）」

・掃除時間におしゃべりが多く、集中できていない。

・丁寧に掃除をしようという意識が低く、すみずみまできれいになっていない。

・野坂中学校の２年生が６年生に指導しながら一緒に掃除を行い、掃除の仕方を学ぶ。

・６年生は学んだことを生かして在校生と一緒に掃除を行い、掃除の仕方を指導する。

Ｈ

・６年生にリーダーとしての自覚をもたせ、具体的に指導で

きるように、事前に学級指導する。（心構え、掃除時間前

に準備し待機する、集まって号令をかけてから始める、ど

のあたりを隅々まで掃除すると効果的か考えさせる等）

（存在感）

・６年生が下級生からお礼の手紙を受け取る。（承認）

・６年生全員一人一人に個人名で手紙を渡せるように

する。（存在感）

・中学校と掃除の仕方が違うところについては、事前に中学

生へその掃除のやり方を知らせ、指導をお願いする。（中学

生に指導者としての自覚をもたせる。）（存在感）

・中学校に入って使用する「掃除のマイスターカード」を中

学生より一人一人もらい、カードについての説明を聞くこ

とで、中学校での掃除を意識させる。

・中学生が６年生からお礼の手紙を受け取る。（承認）

・手紙は個人名で、中学生全員に渡せるようにする。

小中連携の取組を通して上級生の「自己有用感」を育てる

中学生が６年生へ掃除指導

６年生が下級生へ掃除指導

－１８－



子ども達・集団はこう変わりました

ここがポイント！

・職員アンケートの「児童は黙って掃除をしているか」について、2学期末は、４１％

であったが、1月末は７５％であった。実際に、掃除時間に話し声が聞こえなくなっ

てきている。

・中学生への手紙の中に、具体的に教えてもらったこと、中学生の姿を見て学んだこと、

自分たちも見習いたいと実感したことが書かれてあり、掃除が上手になるとともに中

学生への尊敬の気持ちを感じた様子がうかがえた。

・手紙の中で、中学生にやさしく教えてもらったことで中学校入学への不安が減り、入

学して中学3年と1年の関係になっても色々と教えてほしいというように先輩に憧

れる児童も見られた。

・6年生がリーダーとなって掃除をする時、やさしくていねいに教え、自らもいつも以

上に気を付けて、上手に掃除をする様子が見られた。また、下級生も静かに素直に見

習う様子が見られた。（存在感）

・「掃除に取り組む姿勢を変えたい」という具体的な課題意識から、焦点化した

取組を行うことが、変容につながり、「やって良かった」という実感につなが

っています。

・「異年齢交流を通じて高学年に自己有用感を持たせる」という明確な意図があ

り、６年生へ丁寧で具体的な指導を行っていることが、交流を成功させ、下級

生が６年生に感謝の思いを持ち、６年生が自己有用感を感じることにつなが

っています。

－１９－


