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よりよい人間関係や生活をつくり
自己のよさを生かす特別活動

～今こそ特別活動の充実を！～

令和４年度 東京都小学校特別活動研究会
創立６０周年記念 研究発表大会



VUCAな時代を生きる子供たち

不安定
「Volatility」

不確実
「Uncertainty」

複雑
「Complexity」

不明確
「Ambiguity」



(前略）これからの学校には，こうした教育の目的
及び目標の達成を目指しつつ，一人一人の児童
（生徒）が，自分のよさや可能性を認識するとと
もに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重
し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化
を乗り越え，豊かな人生を切り拓き，持続可能な
社会の創り手となることができるようにすること
が求められる。このために必要な教育の在り方を
具体化するのが，各学校において教育の内容等を
組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
(後略）

学習指導要領 前文



（前略）教育課程を通して、これからの時代に求
められる教育を実現していくためには、よりよい
学校教育を通してよりよい社会を創るという理念
を学校と社会とが共有し、それぞれの学校におい
て、必要な学習内容をどのように学び、どのよう
な資質・能力を身に付けられるようにするのかを
教育課程において明確にしながら、社会との連携
及び協働によりその実現を図っていくという、社
会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

学習指導要領とは、こうした理念の実現に向け
て必要となる教育課程の基準を大綱的に定めるも
のである。（後略）



子供たちが多様な他者と協働し、自分

のよさや可能性を生かしてよりよく生

きていくことができるようにする

育成を目指す資質・
能力の明確化

具体的な目指す児童
生徒の姿の明確化

地域・社会との連携

指導と評価の一体化PDCAを生かす

カリキュラム・
マネジメント



集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，様々な
集団活動に自主的，実践的に取り組み，互いのよさや可能性を
発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通し
て，次のとおり資質・能力を育成することを目指す。

(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う
上で必要となることについて理解し，行動の仕方を身に付ける
ようにする。 【知識及び技能】

特別活動の目標

(2) 集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するた
めに話し合い，合意形成を図ったり，意思決定したりすることが
できるようにする。 【思考力，判断力，表現力等】

(3) 自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かし
て，集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成すると
ともに，自己の（人間としての）生き方についての考えを深め，
自己実現を図ろうとする態度を養う。

（※（ ）は中学校） 【学びに向かう力，人間性等】

特別活動で育成を目指す資質・能力の視点：「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」

集団や社会の形成者としての見方・考え方



特別活動と各教科との往還について

特別活動 各教科等

【特別活動を通じた学校生活全体の基盤づくり】
・学校、学級づくり（学校文化、学級文化の形成）
・人間関係形成能力の育成（コミュニケーションや合意形成など）
・社会参画や自己実現のために必要な力

【各教科等の学びを生かした特別活動の実践】
・各教科等で身に付けた資質・能力を特別活動の各活動の中で生かす
・自己の生活や進路、キャリアに学校での学びをどう生かすのかという振り返りを行う

往 還



学校行事 児童会活動

クラブ活動

特別活動における各活動の整理（小学校）

【特別活動の基盤】
・学級・学校生活における基本的な集団における活動。
・「学級や学校の生活づくり」、「日常の生活や学習への適応及び健康安全」に

ついて学習する中で、基盤となる資質・能力を育成。

学級活動

※学級活動を基盤としつつ、多様な
集団において様々な活動を行うこ
とにより、特別活動の本質に根差
した見方・考え方が成長。

育成すべき
資質・能力

※人間関係形成、社会参画、自己実現の
３つの視点を踏まえた資質・能力



自発的、自治的な活動

教師の適切な指導の下

学級活動⑴

集団としてよりよく合意形成
を図り、協力して実践する

適切な議題選定・話し合うことの設定

自治的能力を育む



「話し合うこと」の適切な設定

•45(50)分かけて話し合う価値のある内容に絞る

•基本的に「何をするか」「どのようにするか」
「係分担はどうするか」が３つの大きな課題。

•発達の段階を踏まえ「どのようにするか」に重点

「議題」の適切な選定→学級全員で決定

•学級や学校の生活をよりよいものにする

•学級の全員に関係することで、みんなが早急に解決する
ことを望んでいる

•自分たちの力で解決できる

•創意工夫の余地がある（一人一人が気を付ければ済む問
題ではない）



安易な多数決で結論を出さない。

多数意見でまとめていくことが基本だが，少数
意見も尊重し，生かす工夫はないか考える。

それぞれの意見をくらべ合いながら，「折り合
い」をつけて合意形成を図る。

よりよい合意形成

互いの意見を理解し合う
相手の立場に立って共感的

に理解する

何が違うのかを明確にする
理由を明確にして話し合う

見方を変える
視点を変えて比較する



学級活動⑵，⑶

年間指導計画に基づいて指導

一人一人が意思決定して
実践する

学級での話合いを生かして

適切な題材設定・めあての明確化

自己指導能力や自己実現に
つながる力を育む



・特別活動は、全ての活動の中心に話合い活動をお
いており、基盤となる活動は学級活動である

話合い活動の質を深める

・単に「合意形成」を図ったり、「意思決定」した
りするだけでなく、話合い活動の質を深め、「よりよ
い合意形成」や「適切な意思決定」になるように、指
導方法の工夫・改善を図る

⇨学級活動の特質の違いを踏まえて指導する

⇨（１）：提案理由をもとに、意見の違いを大切にし、多様な
意見のよさを生かして、学級としての考えをまとめたり決め
たりする。
（２）（３）：「学級での話合い」を生かして、自分の考えを
広げたり、課題について多面的・多角的に考えたりして自分
に合った具体的な解決方法を意思決定し、ねばり強く努力す
ることができるようにする



・基本的な学習過程を繰り返す中で、各教科等で学んだ知識・
技能などを集団及び自己の課題解決のために活用していく

学校全体で共通理解を図り、共通指導を行う

・「なすことによって学ぶ」という方法原理を生かし、多様な
集団活動を積み重ねる中で育む

⇨特別活動で育成を目指す資質・能力は、１回の活動で育成
することができるようなものではなく、繰り返し行うことに
より育まれる

・全体計画・年間指導計画等に基づいて、各活動・学校行事
の特質や、事前から事後までの一連の学習過程について共通
理解を図り、共通指導を行う

⇨子供の学びが積み重なるようにするためには、教師が共通
の指導を行うことが欠かせない



学級活動「(1)学級や学校における生活づくりへの参画」の学習過程（例）

決定したことについて，自己
の役割を果たしたり，互いのよ
さを生かして協働したりして実
践する。

意見の違いや多様性を認め合
い，折り合いを付けるなど集団
としての考えをまとめたり決め
たりして「合意形成」を図る。

一連の実践の成果や課題を振
り返り，結果を分析し成長を実
感したり，次の課題解決に生か
したりするなど，実践の継続や
新たな課題の発見につなげる。

よりよい生活づくりのために，取
り組む内容や方法，役割分担などに
ついて意見を出し合ったり，くらべ
合ったりしながら話し合う。

次
の
課
題
解
決
へ

②解決方法等の話合い

③解決方法の決定④決めたことの実践

学級や学校における生活上の諸問題から課題を見いだ
し，議題を学級全員で決定する。課題解決の必要性を共
有するとともに，話合いの計画を立て，解決に向けて自
分の考えをもつ。

⑤振り返り

活
動
内
容

①問題の発見・確認

学級活動(1)

資質・能力の育成につながる学習過程の明確化

事前から事後までを見通し、
振り返りを次の課題解決に生かす！



(1) 学習や生活の基盤として，教師と児童との信頼
関係及び児童相互のよりよい人間関係を育てるため，
日頃から学級経営の充実を図ること。

小学校学習指導要領 第１章 総則
第４ 児童の発達の支援 １ 児童の発達を支える指導の充実

小学校学習指導要領 第６章 特別活動

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

(3) 学級活動における児童の自発的，自治的な活動
を中心として，各活動と学校行事を相互に関連付け
ながら，個々の児童についての理解を深め，教師と
児童，児童相互の信頼関係を育み，学級経営の充実
を図ること。その際，特に，いじめの未然防止等を
含めた生徒指導との関連を図るようにすること。



児童（生徒）が、自己の存在感を実感し
ながら、よりよい人間関係を形成し、有意
義で充実した学校生活を送る中で、現在及
び将来における自己実現を図っていくこと
ができるよう、児童（生徒）理解を深め、
学習指導と関連付けながら、生徒指導の充
実を図ること

【小（中）学校学習指導要領第1章総則
第４の１（２）児童（生徒）の発達の支援】

【高等学校学習指導要領第1章総則 第５款１（２）】

生徒指導の充実



生徒指導提要の改訂（令和４年１２月 文部科学省HPに公開）

生徒指導の実践に際し、教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導の取組を進めることができるよ

う、生徒指導に関する基本書として、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導
方法、個別課題への対応（いじめ、不登校、暴力行為…）等について網羅的にまとめたもの。（平成22年3月作成）

生徒指導提要

第 I 部 生徒指導の基本的な進め方
第１章 生徒指導の基礎
第２章 生徒指導と教育課程
第３章 チーム学校による生徒指導体制

第Ⅱ部 個別の課題に対する生徒指導
第４章 いじめ
第５章 暴力行為
第６章 少年非行
第７章 児童虐待
第８章 自殺
第９章 中途退学
第10章 不登校
第11章 インターネット・携帯電話に関わる問題
第12章 性に関する課題
第13章 多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導

目次

2.1.3 学級経営・ホームルーム
経営と生徒指導

2.5 特別活動における生徒指導



生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることがで
きる存在へと、 自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育
活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要
に応じて指導や援助を行う。

生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と
社会的資質・ 能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受
け入れられる自己実現を支えることを目的とする。

生徒指導の目的を達成するためには、児童生徒一人一人が
自己指導能力を身に付けることが重要

生徒指導の定義

生徒指導の目的



特別活動の基本的な性格と生徒指導との関わり

（１）所属する集団を、自分たちの力によって円滑に
運営することを学ぶ

（２） 集団生活の中でよりよい人間関係を築き、
それぞれが個性や自己の能力を生かし、互いの人格
を尊重し合って生きることの大切さを学ぶ

（３）集団としての連帯意識を高め、集団や社会の
形成者としての望ましい態度や行動の在り方を学ぶ



特別活動では，特に学級活動（1）を中心と
した自発的，自治的な活動を通して，児童生徒
が互いに協力し合い認め合う中で，自分が他者
の役に立つ存在であることを実感し，自分のよ
さや可能性を発揮して自信をもつようになる。

自己有用感を高める

児童生徒の「自発的，自治的な活動」は特別
活動固有の活動。自分たちでよりよい生活をつ
くっていく「自治的能力」は、特別活動におい
て高めることができる力の一つ



多様な集団活動の経験の中で、集団活動
の運営や役割を果たす活動を通して

自分なりの考えを深め、集団の一員と
しての役割貢献、リーダーシップの発
揮などのあり方やめあてをもって取り
組むことができるようにする。

場や機会の充実



参画意識を高め、自治的能力を育む

特別活動の実践を通して「自分たちの学級・学校である」

「楽しく豊かな学級・学校生活を自分たちでつくる 」という
意識を高める

「何のために話し合うのか」「何のための活動か」を
明確にする ⇔ 「やらされる活動」にしない！

自己有用感、自己効力感を高める

「役割を果たす」（児童会・生徒会活動、学校行事など）
⇒「自分もやればできる」



将来に向け、「自分らしい生き方の実現」
「自分のよさや可能性を発揮する」

「なりたい自分に向けて努力する」⇒学級活動（３）の充実、
「キャリア・パスポート」の活用

学校行事の充実
「特色ある学校づくり」「学校文化をつくる」

振り返りの充実

「互いのよさやがんばりに気付く」
「次の課題解決に生かす」ことができるようにする

よりよい学級・学校生活に向け、自分たちの生活上の課
題に気付き、創意工夫して自ら解決する力や、なりたい
自分に向かって前向きにがんばる力を育む！
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