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１．研究テーマ

子どもとともに認め合い高め合える学級づくりをめざして
〜 Ｑ−Ｕを活用しながら 〜
２．はじめに
今、学校では、仲間づくりが苦手で周りの友達とうまくつきあっていけない子どもや自分の不
安や悩みをうまく解消しきれず、それがいじめ、暴力行為、万引きなどさまざまな問題行動とし
て現れている子どもが増えてきている。しかし、新学期１日目の児童にアンケート調査を実施し
てみると子ども達の心の中は「自分のよさを知りたい」「友達をもっと増やしたい」「こんなことが
できるようになりたい」と新学期へのわくわく感でいっぱいであることがわかった。そこで、そのわ
くわく感を大事にしながら、子ども達同士、子ども達と担任がぬくもりのある雰囲気の中で「認め
合い高め合える」人間関係を育てていける学級経営のあり方を探りたいと考えた。
３．研究の概要
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個人・学級集団の実態把握（ Ｑ−Ｕ ・担任の観察）

＜目的＞
○学級の実態把握の方法を探る。
○分析に対して効果的な対応策（手法）を探る。
○「子どもとともに認め合い高め合う学級づくり」
のためのカレンダーを作る。
＜仮説＞
子ども達のわくわく感を大事にしながら、学級の
実態や教師のかかわり方を分析し、対応策を考
え、意図的計画的に学級経営を実践していけ
ば、お互いに認め合い高め合える人間関係を向
上させることができる。

４．本研究の内容
＜Ｑ−Ｕ＞
教師の日常観察や面接法による児童理解の限界を補い、児童個々の状態および学級の状態を
理解するための診断尺度
○学校生活意欲尺度 友達関係・学習意欲・学級の雰囲気の把握
○学級満足度尺度 児童や学級集団の状態、児童と学級集団の関係の把握
＜構成的グループエンカウンター（ＳＧＥ）＞
＜学級満足度尺度分析表＞
集団のメンバー同士が本音で語り合う人間関係の体験を
通して自己理解や他者理解、相互の人間関係を深め、
承認得点
侵害行為
自己の成長や対人関係能力の育成をめざす。
認知群
＜Ｋ−１３法＞
学級生活
グループになって学級の問題となる点の対応策を
満足群
１３ステップで討議する。
被侵害得点
大切なこと
学級生活
★教師に原因を求めない ★普通にできることを！
被承認群
不満足群
★教師間のチームワーク ★互いに力をつけ合う

５．検証授業の展開
第１回Ｑ−Ｕ（ ５．２４．）

友達関係
９．８
学習意欲
９．５
学級の雰囲気 ８．８

第Ⅰ期
音楽学習を参観し学級全
体の雰囲気や「Ｑ−Ｕアン
ケート結果」より配慮を要
する児童の様子を把握す
る。（ ６月１１日 ）

みんな大好きバスケット
みんな大好きバスケット
学級全体で遊ぶことの楽しさに気づく。
シェアリングではお互いの気持ちを伝え合
（ ７月９日 ）
い楽しさを共有する。

スタート！

第Ⅱ期
名探偵コナンゲーム
緊張感をとりのぞきながら
お互いのよさを理解し合う
ことによって、２学期の生
活に意欲を持たせる。
（ ９月２４日 ）

挑戦！読書１００万ページ
スタート！ ６月２８日

４つのまど
４つのまど
いろいろな理由や考え方、とらえ方があること
を知り、同じものを選んでも違うものを選んで
も「みんな違ってみんないい」ことに気づかせ
（ ６月２５日 ）
る。

７月〜１１月
学習係
表彰状づくり
表彰式

他の係への刺激に

掲示係
学級に活気が生まれる

ちょボラ活動開始！
ちょボラ活動開始！
１０月４日
道徳
「すれちがい」
１１月１９日

（１０月 １日７日２１日２８日 ）

２５万ページ達成記念
パーティー１０月２５日

友達関係
１０．５↑
学習意欲
１０．３↑
学級の雰囲気 ９．５↑

先生ばかりが住んでいる
マンション
「自分の意見をきちんと伝える
こと」「友だちの意見をしっかり
聞くこと」「解決に向けてみんな
で協力し合うこと」の大切さに気
（ ７月２日 ）
かせる。

作品貼り

無言チームワークゲーム
言葉を使わない作業を通
して、友だちの思いを察し、
自分の気持ちがどう伝わ
るか感じることにより、学
級集団として一歩進んだ
深いかかわりを持たせる。

第２回Ｑ−Ｕ（ ７．１４．）

５月〜７月

アイスブレーキング
ルールとリレーションのバ
ランスのとれた出会いをす
エネルギー送り
（ ６月１１日 ）
る。

自己紹介
友だちをふやそう
自分を知ってもらう気持ち
のよさと相手を知ることで
わいてくる親近感を味わ
わせる （ ６月１８日 ）

＜学級集団の特徴＞
○学級の５０％が満足群にいる。
○ななめ楕円になっていて、みんなから認められていなかったり友達
関係がうまくいかなかったりする児童もいて満足度に差がある。
＜分析＞
１．前学級の人間関係を引きずったままで新しい友だちのことを知ろう
としていないのではないか。
２．みんな「５年２組の仲間」という意識がまだ薄いのではないか。
３．自分が５年２組になくてはならない存在であることが実感できないで
いるのではないか。
＜対応策＞
１．自己理解・他者理解をねらいとしたＳＧＥ
２．みんなで解決できた喜びが味わえるＳＧＥ
３．ひとり一人のがんばりが学級の力になることを実証できる活動

（ １１月５日 ）
すごろくトーキング
楽しく会話をしながらお互いを理解し合う。
「人前で自分のことを話す力」「友だちの話を最
後まで聞く態度」を養う。

３．＜学級集団の特徴＞
○学級の５０％が満足群にいる。
○まだルールが定着していない。
○不満足群児童の承認得点がアップしている。
＜分析＞
１．子ども同士が馴れ合いになってきているので
はないか。
２．高め合おうとする意識が弱いのではないか。
３．自分はみんなから大事にされているという実
感が持てない児童がいるのではないか。
＜対応策＞
１．ＳＧＥのルールをしっかり守れるように進めて
いく。
２．同じＳＧＥ「無言チームワークゲーム」を少しず
つレベルアップした条件」で実施
３．多くの友達とかかわれるような活動 「ちょボ
ラ活動」の実施

第３回Ｑ−Ｕ（ １２．３．）

友達関係
１０．９
学習意欲
９．８
学級の雰囲気 ９．９

＜学級集団の特徴＞
○学級の７３％の児童が満足群にいる。
○その他の児童も満足群に近いところに位置するようになった。
○２名の児童が 学級の勢いに取り残されている。
＜分析＞
１．２名の児童と学級のペースとが合わないのではないか。
２．お互いのよさにまだ十分に気づき合えていないのではないか。
３．２名の児童は休憩時間や放課後に友だちと思いきり遊べてい
ないのではないか。
＜対応策＞
１．ＳＧＥを取り入れたカウンセリングの実施
２．自己肯定感を高め、和やかな人間関係をつくるＳＧＥの実施
３．「Ｋ−１３法」で話し合った「週１回「みんなで遊ぼうの日」」を子
ども達に提案

６．研究のまとめ
○ 「子ども達のわくわく感を大事にすること」
背中合わせ会話ゲーム
楽しみながら
不満足群にい
「学級の実態や教師のかかわり方を分析し
知ってるつもりビンゴゲーム
自己開示し合う
る原因が見え
おしゃべりチークワークゲーム
ておくこと」を前提に対応策を考え、 意図
てくる
学級生活不満足群に位置してい
→アドバイス
た児童とＳＧＥのエクササイズを
「Ｋー１３法」
的計画的に実践を積み上げていくことが大
を伝える
通して児童理解を図る。
１月５日
（１２月１４日１５日）
事である。
週１回
○ 「Ｑ−Ｕ」調査と学級担任の観察をもとに
気になる自画像
「みんなで遊ぶ日」設定
友達からの支持により、自己肯
実態を把握し対応策を考え、 意図的計画
５年生
定感を高め、和やかな人間関係
体験の
両クラス
をつくる。
共有
的に構成的グループエンカウンター(SGE)
で実施
（１月１２日１４日）
を実践していけば、 認め合い高め合える
われわれ意識
自分への手紙
人間関係を向上させることができる。
自己の成長に気づき、肯定的に
評価することによって、学校生
○ 「Ｋ−１３法」を実施することにより、参加者
活への意欲を高める。
全員が 「学級は一人で育てるのではない。
（３月２２日）
みんなで育てていくのだ。」と気づくことがで
き、その気持ちが学級経営に反映される。
○ 学級は常に変化している。だから、常に「実態把握」
「対応策」「実践」の繰り返しが必要である。
第４回Ｑ−Ｕ（３．２２）
７．今後の課題
○ SＧＥを学活だけではなく他教科他領域にも広げていき、
年間指導計画に位置づける。
○ 「開かれた学級経営」を推進する。
○ 別冊「学級経営」のＳＧＥオリジナルカレンダーをよりよ
いものにする。
８．おわりに
今後は「Ｑ−Ｕ」「ＳＧＥ」「Ｋ−１３法」を積極的に活用し、
「認め合い高め合える」学級をめざしてさらに実践を積み
上げていきたい。 また、子どもを育てていくことに責任を
持ち、自分も共に育ててもらっているのだということを忘れ
友達関係
１１．０
ないで、その先にある喜びを共有できる日を楽しみにしな
学習意欲
９．９
がら子ども達との時間を大事に過ごしていきたい。
学級の雰囲気 １１．０

