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「存･共･決を目指した、本気で聴き合い真剣に話し合う授業」の実践と、その検証及び評価

－ 中１ギャップ解消に向けた、小･中一貫した言語活動を中心とする取組 －

小山市立乙女小学校 教頭 中山 観
かん

１ 主題設定の理由・背景

本研究は平成23・24年度、本校児童の大部分が進学する中学校とその学区にある本校を含む３つ

の小学校(以下｢ブロック｣と標記)が、中１ギャップ解消のために、同じ研究主題｢存･共･決を目指

した、本気で聴き合い真剣に話し合う授業｣を学校課題研究に位置づけ、小･中一貫して取り組んだ

ものである。本稿は、本研究の仮説に基づく教育実践と、それによる児童生徒や教員の変容を、ア

ンケートを用いた客観的な分析に基づき、検証及び評価したもののまとめである。教育研究は実践

事例の報告に加え、その結果を検証、評価することが、極めて大切であると考えている。

さて、現代青少年の諸問題の原因の１つに、子どもたちが多様な他者との関わりの中で自己形成

をしてきていないということがある。この自己形成を促進していくことは、学校教育法第21条にあ

るとおり学校の役割でもある。即ち、学校は社会的活動を促進し、自主・自立及び共同の精神、規

範意識等をねらい、主体的に社会の形成に参画しその発展に寄与する態度を養わなければならない。

多様な他者との関わりの中での自己形成を学校で意図的に行うにあたり、特に重要と考えられる

のは、生徒指導のねらいである自己指導能力を育成するための３つの留意点である。３つの留意点

とは、①生徒の自己存在感を高めること、②共感的人間関係を育成すること、③自己決定の場を与

え自己の可能性の開発を援助することの３点である。(以下この３点を｢存･共･決｣と標記。｢存･共･

決｣は昭和63年文部省『生徒指導資料集』、平成22年文部科学省『生徒指導提要』に示されている。)

｢存･共･決｣は、まずは教員と児童との関係の中で成立させるべきものであるが、多様な他者との

関わりの中での自己形成をねらうためには、児童生徒相互の活動の中で、児童生徒が最も長い時間

を過ごし、意図的指導をする授業の中で成立させていくことが重要であると考えた。そこで、｢存･

共･決｣を成立させるための｢社会的活動｣を、「授業の中で本気で聴き合い、真剣に話し合う」とい

う基本的な言語活動と捉えた。なぜなら、意見を聞いてもらえるということは、受け入れられてい

るということであるから、そこで自己存在感が生まれるはずであり、そのような相互活動の中で共

感的な人間関係が構築されれば、友達の意見とは異なったとしても、自己決定をその集団の前で表

明していく態度が育成されるはずだからである。

以上の根拠から、ブロック全ての小･中学校が、｢本気で聴き合い真剣に話し合う授業｣を研究実

践することで、児童生徒に｢存･共･決｣が成立し、児童生徒に｢多様な他者との関わりの中での自己

形成｣を促すことができ、中１ギャップ解消に本質的につながっていくと考えた。

２ 研究仮説

｢本気で聴き合い真剣に話し合う授業」を実践することにより、自己指導能力を育成するため

の３つの留意点｢存･共･決｣が成立するであろう。

３ 研究仮説の統計的検証

この仮説について、ブロック全児童生徒アンケート

(添付資料１)結果を、重回帰分析を用いて分析した。

独立変数(原因)を｢本気で聴き合い真剣に話し合う

授業｣とし、「存･共･決」を従属変数(結果)とした重回

帰分析(図１)では、各学年とも説明率が４割５分を越

えた。したがって「本気で聴き合い真剣に話し合う授

業」は「存･共･決」の主要な原因であり、本研究の仮

説は概ね正しいものと検証できた。
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図１ 本気で聴き合い真剣に話し合う授業が
｢存･共･決｣に与える学年別影響

小3･4年 ．598
原 因 小5･6年 ．452 結 果

本気で聴き合い 影 響 自己存在感
真剣に話し合う 共感的人間関係

授 業 中学1年 ．712 自己決定の場
中学2年 ．780
中学3年 ．786

数字は重回帰分析の説明率Ｒ
２
、有意水準5％

Ｈ23ブロック全児童生徒アンケートより(H23.12)
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４ 研究の実践

(1) ブロックとしての実践・研修

研究仮説に基づいた研修を年間４回開催してきた。そこでは、公開授業と小･中教員混合班によ

る授業研究会を行い、その振り返りの内容を記述、蓄積し、各教員が自分の考えや解釈等の変容を

確認できるようにした。また、研究主任等がこれらに考察を加え、４校の共有化を図り共通認識の

下で指導に当たった。年度末には、全教員が各自のまとめを作成(添付資料５)し、成果を共有した。

(2) 本校独自の実践・研修

○ 全ての校内公開授業の指導案作成で、研究主題に沿った授業デザインを行った。特に言語活動

充実のため、ペアやグループでの話し合いやクラスの前で発表する活動を意図的に設定した。

○ 週案に研究主題に関する記述をすることとし、また、学級経営録の反省に研究主題に関する欄

を設け、それらに対して管理職がコメントした。本質的なものは

研究通信(添付資料６)に掲載し、共有化を図った。

○ 各教科領域等の年間計画に｢本気で聴き合い真剣に話し合う授

業｣に関わる内容を重点項目として記載し、教育課程全体で｢存･

共･決｣を目指した教育活動を実施するようにした。

○ 学級での満足度を測るＱ-Ｕ検査を活用した。検査を実施し、

その結果をその時点での学級の児童の｢存･共･決｣の評価として捉

え、全学級で検査結果の向上を目指して、言語活動を中心に授業

の工夫点を考え、継続実践し、同検査で検証した。Ｑ-Ｕ検査を

このように活用した例が図２である。授業工夫の主な観点は２つ

で、まずは集団全体に注目。５月はクラスの全体的な分布が｢管

理型｣と呼ばれる縦長で、ルールの意識は比較的高いが感情交流

が低い集団であることから、授業において、ペアやグループで話

し合う場をできるだけ確保することにした。２つ目に、図左下の

学級生活不満足群の児童３名(②⑧⑳)に注目。この３名が授業で

の話し合い活動を行いやすいようにグループ編成を配慮した。そ

の結果、７月には、満足群が38％から56％に増加、学級生活不満

足群が23％から9％に減少し、働きかけの有効性が確認できた。
Ｑ-Ｕ検査活用の例

５ 児童生徒の変容

平成23年(以下H23)とH24に同一のブロック全児童生徒アンケート(添付資料１)を実施し、H24の

中学１年生を焦点として、次の２つの分析結果を用い、生徒の変容を評価した。

(1) 因子分析結果の比較から(添付資料３)

H24の中学１年生(以下Ａ)を、H23の小学６年生(以下Ｂ)及び中学１年生(以下Ｃ)と比較した。

① ｢発言｣に関する因子が、Ｂ･Ｃは第５因子だったがＡでは第２因子になった。言語活動を中心

とした本研究推進により、授業の中での｢発言｣｢話し合い｣の影響が大きくなったものと思われる。

② Ａの｢発言｣に関する因子を構成する項目は、Ｂ･Ｃのそれに加え、自己決定の場と自己存在感

及び｢授業での意欲的取組｣の項目が入った。本研究推進により、生徒が授業に意欲的に取り組み

真剣に話し合う中で、自己存在感が高められ、自己決定の場がつくられてきたものと思われる。

③ Ｂ･Ｃの｢クラス｣に関する因子は関係するクラスの項目がひとまとまりに構成されているが、

Ａのそれは第３因子と第５因子の２つに分かれた。Ａの第３因子には｢相互に高めあう｣｢決まり

を守る｣の項目がある。本研究推進により、学業指導が進んできているものと思われる。

④ また、Ａの第５因子には、｢気持ちを大切にされる｣｢悩みを友だちに話す｣の項目がある。本研

究推進により、クラスで｢本気で聴き合う｣ことが共感的人間関係をつくりはじめたものと思われる。
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(2) ｔ-検定結果から

H23とH24の中学１年生のアンケート結果をｔ-検定し、有

意な違いがあった項目(図３)から次のことが確認できる。

① 質問項目１と８の結果については、本研究推進により、

生徒の発言の重要性の意識が高まり、生徒自身の評価基

準が厳しくなったためではないかと推察している。

② 質問項目29と31の結果から、本研究推進により、教員

の働きかけが生徒の視線に近づいた、あるいは、生徒が

教員を信頼する傾向が強くなったことが確認できる。

③ 質問項目33と34の結果から、本研究推進により、教員

の｢発言｣｢話し合い｣の働きかけの機会が増えた、あるい

は生徒が教員の｢発言｣｢話し合い｣の働きかけに正の評価をしていることが確認できる。

(1)(2)から、「存･共･決」を目指した言語活動を中心とする本研究推進により、中１ギャップの｢人

間関係上のつまずき｣について解消に向けて着実に動きはじめたと考えている。

６ 教員の変容

研究成果確認のためブロック全教員アンケート(添付資料２)を実施した。４件法30項目(４が望

ましい回答)の全平均は3.39、最低の項目は3.07であり(添付資料９)、全項目で概ね満足できる結

果を得た。このことから全ての項目で因子分析(添付資料８)を行い、成果を因子数６点に整理した。

ここでは、主な成果の関係及び特に重要と思われる｢教育観の深化･拡大｣について絞って述べる。

(1) 本研究における教員の資質能力向上の構造

教員アンケートの因子分析から得られた因子を重回

帰分析し、因子相互の因果関係を調べた(図４)。その

結果から次のことが確認できた。

① 研究主題の理解と実践は、教員による教材研究と

授業実践、教育観の深化･拡大に強い影響を与えてお

り、教員の資質能力向上牽引の役割を果たした。

② 児童生徒の人間関係など、隠れたカリキュラムま

で意識した教材研究とその授業実践は、教員の教育

観の深化･拡大に強く影響している。

③ 教員の教育観の深化･拡大は、校内教育活動での言語

活動の充実に影響を与えている。

④ 教員の教育観の深化･拡大は、子どもを教育している

という教員の自信や確信を与えている。

(2) 教育に関する考えを深化・拡大させるもの

教員の教育観の深化･拡大に影響を与えたものを具体的

に知るために、教員アンケートの４件法30項目について、

有意な相関の係数を出し、その中で相関係数0.5より大き

く関係する項目が多い質問をまとめた(図５)。

近年、学習指導要領の内容だけをねらいとした授業が多

いが、このようなねらいだけでなく、子どもの人間関係や、

｢存･共･決｣等を含めた児童生徒の人格全体の実態を向上さ

せることもねらいとした授業が、教員の教育観を深化･拡

大させ、資質能力を向上させることが確認できた。

図３ H23とH24の中学１年生についてのt-
検定で、有意な違いが認められた質問項目

質問項目(簡易表現) 区分 平均
1 私は授業で自分の考えを進 H23 3.55
んで発言している H24 3.10
8 私は授業に意欲的に取り組 H23 4.23
んでいる H24 3.70
29 先生に注意されるとき私は H23 3.92
納得している H24 4.30
31 先生は私と意見が違っても H23 3.46
話しを聞いてくれる H24 4.22
33 先生は授業で友達の発言を H23 3.57
聞くことの大切さを話してくれる H24 3.95
34 先生は授業で話合いの機会 H23 3.78
を多くつくってくれる H24 4.40
5件法、望ましい回答5 有意水準5％

Ｈ23･24ブロック全児童生徒アンケートより

図４ 本研究の教員の資質能力向上の構造図

有意水準５％ 研究主題の
数字は重回帰分析 ① 理解と実践 ①
の説明率Ｒ

２ .476 .498

校内教育活 .414 教育観の 実態を
動での言語 ③ 深化 .508 意識した
活動の充実 拡大 教材研究と

.394
②

授業実践
教育に ④
ついての

自信･確信 説明率0.39以上の関係のみ記載
ﾌﾞﾛｯｸ全教員ｱﾝｹｰﾄより作成(H24.10)
①～④は本文に対応

図５ 有意に相関する項目が多い質問
質問項目(簡易表現) 相関する

項目数
２⑥ 授業で子どもの人間関係を考

２３える機会が増えた
２② 発表させたり話し合わせたり

２０する授業が増えた
３④ 研究は児童生徒指導の充実に

１８つながった
２⑩ 授業で､児童生徒が自己存在

１５感を高める場を設けた
２⑨ 授業で､児童生徒が自己存在

１４感を高めるイメージをもてた
２⑦ 教材研究で、子どもの人間関 １２

係を考える機会が増えた
２③ 教材研究で話し合い活動を位 １１

置づけることを心がけた
２⑧ 教材研究で、Ｑ-Ｕ検査は役 １１

立つ
２④ 教材研究では、児童生徒理解 ９

が重要であることが分かった
相関係数>0.5 有意水準5％
ブロック全教員アンケートより(H24.10)
質問項目の数字はアンケートの番号
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