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学習指導要領の改訂を視野に入れて、アクティブ・ラーニングに関する議論が各所で活発に行われている。アクティブ・ラ
ーニングの実現のためには、温かい学級の雰囲気の中で良好な人間関係を構築し、学習を進めることが欠かせない。
本研究の目的は、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向するミドルリーダーが行う人間関係構
築に関する学年初期の取り組みを明らかにすることである。第二筆者である山口を対象に半構造化インタビューを実施し、
得られた定性的データを検討し、分類した。
結果、Ⅰ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム作りの場面、Ⅲ．継続的な取り組み、Ⅳ．単発的な取り組みの 4
つに分類することができた。また、4 分類合わせて 15 事例の人間関係構築のための取り組みが確認できた。ミドルリーダー
である山口は、学年当初特有の取り組みを行う一方で、Ⅲ．継続的な取り組みを最も多く行い、一年間の児童の成長を見通
した取り組みを行っていた。また、人間関係の構築に直接的および間接的に寄与する取り組みを、バランスよく採用している
ことが明らかになった。

はじめに
平成 26 年に下村文部科学大臣（当時）は、初等中等教育における教育課程の基準等の在り方につ
いてとする諮問を中央教育審議会に対して行った（文部科学省,2014）
。中でも『育成すべき資質･
能力を確実に育むための学習･指導方法はどうあるべきか。その際、特に、現行学習指導要領で示さ
れている言語活動や探究的な学習活動、
社会とのつながりをより意識した体験的な活動等の成果や、
――――――――
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ICT を活用した指導の現状等を踏まえつつ、今後の「アクティブ・ラーニング」の具体的な在り方
についてどのように考えるか。また、そうした学びを充実させていくため、学習指導要領等におい
て学習･指導方法をどのように教育内容と関連付けて示していくべきか。
』という点において述べら
れている「アクティブ・ラーニング」に関して、学習指導要領の改訂を視野に入れて、現在、活発
な議論が各所で行われている。
アクティブ・ラーニングに関わる授業改善として、教育課程企画特別部会「論点整理」
（文部科学
省,2015）では、授業改善の 3 つの視点が以下のように示されている。
○習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程
が実現できているかどうか。
○他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程が
実現できているかどうか。
○子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、主
体的な学びの過程が実現できているかどうか。
「対話的な学び」
「主体的な学び」の実現を通して「深い学び」に導くと考えたときに、前者二つ
の学びの実現の重要性が再確認できる。
「対話的な学び」
「主体的な学び」の実現のためには、温か
い学級の雰囲気の中で良好な人間関係を構築し、学習を進めることが欠かせない。
「対話的な学び」
の実現は言うまでもなく、他者と関わり合いながら学ぶことを指している。一方、
「主体的な学び」
の実現には、学習者の興味関心などの学習意欲が重要になる。他者と関わり合いながら協働的に学
ぶことは、それ自身が、学習の動機付けになるといわれており（杉江，2011）
、ここにおいても学級
内において、人間関係構築の必要性が確認できる。
下記のように、現行の学習指導要領において、特別活動の目標の中には「人間関係」という語が
確認できる（文部科学省，2008）
。
望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよ
りよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己の生き方につ
いての考えを深め、自己を生かす能力を養う。
（小学校学習指導要領 第 6 章 第 1「目標」
）
望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員と
してよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間として
の生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。
（中学校学習指導要領 第 5 章 第 1「目標」
）
アクティブ・ラーニングが重視される中で、望ましい人間関係の構築を意図する特別活動の重要
性が今後より一層高まると考えられる。そこで、本研究では、このような学級内における人間関係
づくりに焦点をあて、特別活動の基盤として考えられる学級活動での取り組みを収集し整理する。
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事例の収集に関しては、従来からアクティブ・ラーニングの重要性を感じ、継続して実践してい
る授業力量の高い教師が望ましい。また、人間関係構築のための取り組みが、一年間の中で最も多
く出現すると予想される学年初期に限定して事例を整理し明らかにする。得られた知見は、事例研
究であるとは言え、児童同士の人間関係の構築を含めた学級づくりに多くの課題を抱える教師たち
にとって、授業改善の一助となると考える。

研究の目的
本研究の目的は、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向するミドルリ
ーダーが行う人間関係構築のための学年初期の取り組みを整理し、明らかにすることである。

研究方法
調査対象の選定
本研究では調査対象をミドルリーダーの教師とした。
ミドルリーダーの定義は広いが、
小柳
（2006）
によれば、
「ミドルリーダーの幅は広く、経験年数や年齢から中間にいる中堅教師のリーダーを単に
意味しているのではない。①管理職に準じて、教務関係や研究関係のリードをする人、②管理職な
ど経営リーダーとしての方向性よりも、授業実践において実績のある教員のリーダーである人、③
年齢的にも若く、また経験年数もそれほど多くはないが、経営面においても授業実践においても積
極的に学び、実際に力量を発揮し、目に見える成果を上げている、将来のミドルリーダ(経営あるい
は実践力)となる人も含んでいる。
」としている。
第二筆者である山口は、①～③のどの面にも当てはまる教師である。①前任校では研究主任を務
めている。また、②2014 年には日本教育メディア学会第 21 回年次大会において、タブレット端末
を活用した公開授業を行ったり、教育実践が書籍（D-project 編集委員会，2014）や教育雑誌（山
口，2013、山口，2016）に掲載されたりしている。③教員歴は 15 年である。石川県教育工学研究会
において 2014 年度より研究副部長を担当し、研究会などの講師を務めている。2016 年には教育工
学研究協議会（IMETS）フォーラムに登壇し実践発表を行っている。以上のような点を考慮し、調査
対象を山口に決定した。
また、調査対象の時期を学年初期（4 月、5 月）とした。特別活動における人間関係構築に関する
取り組みが、他の時期よりも多く出現すると予想したためである。
調査方法
本研究の目的を達成するためには、特別活動における学年初期の取り組みをすべて参与観察する
ことが望ましいが現実的には難しい。また、山口に対して、取り組みのすべてを記録するように指
示することは負担が大きい。
そこで、約 60 分間を目安に半構造化インタビューを実施することにした。半構造化インタビュー
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は調査面接の方法の一つである。大まかな質問項目だけをはじめに設定し（今回の場合は、
「学年初
期に人間関係構築のためにどんな取り組みを行っているか」
）
、面接者の必要に応じて、シナリオを
変更したり、追加の質問を加えたりするなど、相手の受け答えの内容に応じて柔軟に質問内容を修
正・補足していく点が特徴的である（柴山，2006）
。
分析手順
半構造化インタビューによって得られた記録を整理した後、第一筆者が大まかに類型化する。次
に、確認できた 15 事例の人間関係構築のための取り組みについて、インタビュー記録から取り組み
の意図を明らかにする。すべての結果について、最終的に第二筆者の山口に確認し、回答者による
妥当性の確認（respondent validation）を行う。

結果と考察
児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとするミドルリーダーの山口への半構造化
インタビューを実施し、内容を検討した結果、Ⅰ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム
作りの場面、Ⅲ．継続的な取り組み、Ⅳ．単発的な取り組みの 4 つに分類することができた。
また、4 分類合わせて 15 事例の取り組みが確認できた。これら 15 事例の取り組みについて、山
口と検討した結果、15 事例すべてにおいて、人間関係の構築に該当すると考えられた。最終的に、
結果から得られた考察を山口が確認した結果、自身の取り組みやその意図に相違がないことを確認
している。結果の一覧を以下に示す（表 1）
。
表１ 山口の人間関係構築のための学年初期の取り組み
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山口が人間関係構築のために、学年当初に行っている取り組みの 15 事例について、インタビュー
記録をもとに次節から論じる。
Ⅰ．児童との初めての出会いの場面
Ⅰ-(1)児童向けのメッセージを黒板に書く
児童との初めての出会いとなる始業式前日に、山口は毎年、黒板にメッセージを書くことにして
いる（図 1）
。例えば、図 1 左は第 5 学年を担当した際のメッセージである。教師として 5 年生に求
める姿、その意味、先生の決意などといった一年間の指針となるようなメッセージを残している。
「仲間を支える柱」
「一本の柱も 31 本集まれば、強くてじょうぶな支えになる」
「31 人＋先生、支
え合って良い一年にしよう」という言葉にあるように、人間関係を意識した言葉が読み取れる。黒
板に書かれたメッセージについては、始業式後の初めての学級活動の時間に説明が行われる。
始業式の前日に黒板にメッセージを書くという取り組み自体は、広く一般に行われている。しか
し、山口のように、教師の思いを明確に記すような取り組みは一般的ではない。
山口は出会いの日のために黒板にメッセージを書くという取り組みの意図について、誰もが一年
の初めの日は緊張感をもって学校にやってくる。これからの一年間がんばるぞという気持ちでやっ
てくる。そのタイミングで、教師の思い、進むべき方向性をきちんと明確に示すことはとても意味
のあることだという内容をインタビューの中で回答している。

図 1 黒板に書かれた山口から児童に向けたメッセージ（左：5 年担任時、右：6 年担任時）
Ⅰ-(2)記名したノートを一人一人の机に置く
児童との初めての出会いとなる始業式前日には、黒板へのメッセージの他に、丁寧に記名したノ
ートを一人一人の机に置く取り組みを行っている。山口は「以前、ある教育雑誌だったか本だった
かで読んでやってみようと思った」と語っている。この取り組みの意図については、
「一年の一番初
めの日は教師も不安。子どもはなおさらだと思う。だからこそ、丁寧に名前の書かれたノートがお
いてあれば、安心感が生まれる。
」と答えている。また、
「児童の中に、今日からここが自分の居場
所なのだという所属感が生まれるはずだ。
」とも答えている。
児童同士が良好な人間関係を構築するためには、児童一人一人が安心感を持って学校生活を送る
ことが欠かせない。この取り組みは、人間関係構築のための土台となる学級への所属感や安心感を
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生み出す取り組みだといえる。
Ⅰ-(3)教師の初めての語り
児童との初めての出会いとなる一日目の学級活動の時間には、黒板に書かれたメッセージについ
て語る以外にも、山口自身が一年間の学級づくりや授業づくりの上で、大切にしたいこと、児童に
大切にして欲しいことが語られる。山口は、この取り組みを教師の所信表明演説と呼んでいる。
「自
分から、知恵と工夫、思いやりの心」というキーワードをもとにその意味するところを語る。これ
ら 3 つのキーワードについて、山口は、先輩教師から大きい影響を受けたと語っている。
「自分から」は、主体的に行動することの大切さを説くキーワードである。
「知恵と工夫」は、一
生懸命考えること、他者と助け合いながら、ときに切磋琢磨しながら新たなもの（こと）を考え出
したり、創り出したりすることの大切さを説くキーワードである。
「思いやりの心」は、温かい心で
仲間と接したり、仲間の良さを認め合ったりすることの大切さを説くキーワードである。
黒板に書くメッセージは、受け持つ学年によって内容が変わる。しかし、
「自分から、知恵と工夫、
思いやりの心」は受け持つ学年には関係なく、語られる内容である。教師の信念に近いものだとい
える。後に、この「自分から、知恵と工夫、思いやりの心」というキーワードは、教室内の目立つ
ところに掲示される。
Ⅱ．システム作りの場面
Ⅱ-(1)係一人一役
学年当初の学級活動では、児童が担当する当番活動を決
める（図 2）
。当番活動とは、
「黒板を消す」
「配布物を配る」
など、ほぼ毎日活動があり、実行されないと学級全員が困
る内容のものを指す。山口は、この当番活動は一人一役を
原則にしている（向山，1991）
。その理由について、全員の
参加を促したいからだと述べている。つまり、学級での出
来事に、全員が参画することを強く望んでいることが伺え
る。
また、
「生活班やグループで当番活動を担当する場合もあ
るけれど、どうしても仕事をしない子が出てくる。私は不
公平やずるは絶対に認めたくない。小さなほころびはすぐ
に大きくなってしまって取り返しのつかないことになるか
ら。
」と述べている。

図 2 一人一役の当番活動を示す掲示

これは、学級内で良好な人間関係を構築していくためには、全員が学級に参画することが重要だ
という指摘であり、その典型的な事例として、係一人一役というシステムを学年初期に導入し、一
年間継続して運用していると考えられる。
Ⅱ-(2)ファシリテーターの立候補制および輪番制
山口は、学年開始後 2 週間で席替えを実施する。また、さまざまな場面において、話し合い活動
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を頻繁に取り入れている。そのため、どのような児童が集まるのか分からないくじ引きのような偶
然性が高い方法ではなく、自身の授業スタイル（小集団による話し合い活動の多用）を重視した方
法を用いている。
それは、話し合い活動を進める上で欠くことのできないファシリテーターを立候補で募るという
方法である。ファシリテーターとは議論を促進する役割を担う人物である（岩瀬・ちょん，2011）
。
ファシリテーターは輪番制としている。そのため、次回の席替えでは今回立候補した児童以外の児
童がその役目を担うことになる。このように、一年間に何度もファシリテーションの技術を経験し
高めていくことを意図しているシステムだといえる。
人間関係づくりのためには、他者理解が重要であるという指摘は多い（例えば、菊地，2015）
。他
者理解のため話し合い活動を支えるファシリテーターを育成するシステムを、山口は学年当初に導
入している。
Ⅲ．継続的な取り組み
Ⅲ-(1)宝の日・Ⅲ-(2)学級年表
山口は、学級みんなで決めたこと達成したり、学級み
んなで協力できたりした日を宝の日として大事にしてい
る。山本（2011）は、友達の良さを認め合い、子どもら
しい元気と活力に満ちた学級を築く鍵は、肯定的な見
方・考え方を培うことにあるとし、肯定の歴史を積み上
げることは、プラスパワーに満ちあふれた学級を築くと
述べている。
山口も同様に、透明な箱や花瓶を用意し、宝の日と認
定されたときには、きれいなガラス玉をいれていく。そ
れがいっぱいに貯まったら、みんなで楽しむレクリエー

図 3 ガラス玉が貯まってきた宝箱

ションを行うことにしている（図 3）
。
また同時に、どのような出来事が、宝の日に認定されたのか一目で分かるように、短冊形の画用
紙に記し、目に見える形で掲示していく（図 4）
。したがって、宝の日と学級年表は一体化した取り
組みだといえる。

図 4 教室の背面上に掲示されている学級年表
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掲示される内容のキーワードは初めての出会いの時に語られた「自分から、知恵と工夫、思いや
りの心」と「みんな」である。水落・阿部（2014）は、この「みんな」という言葉は、児童同士が
学び合って学習や学校生活を送る上で、とても大切な基準になると述べている。山口の考える「み
んな」は、だいたい全員ではなく、水落らが指摘するように一人残らず全員という意味である。
このような取り組みを通じて、児童は達成感を共有すると山口は述べている。掲示されることで
視覚化される。また、継続して取り組むことで短冊が多く、長くなっていく。
「子どもたちが宝の日
や学級年表によって、仲間のがんばりに気づけるようになる」と山口が述べていることからも、良
好な人間関係の構築につながる取り組みといえる。
Ⅲ-(3)自学帳を積み上げて残す
山口は毎年、自学帳という児童が自主的に家庭学習を行うため
のノートを用意している。そして、1 冊すべてやり終えた児童の
自学帳は、同じ場所に積み重ねて保管している（図 5）
。学級年表
の取り組みと同様に、達成状況が視覚化されることで、達成感を
共有できると考えている。
また、自分もがんばろうという動機づけだけではなく、みんな
で頑張ることの良さを感じたり、仲間のがんばりに気づけるよう
になったりすると述べている。

図 5 積み上げられた自学帳
Ⅲ-(4)学校行事に向けて気持ちをそろえる
学校行事の前後には、ファシリテーターを中心に話し合いが行われる。学級内にはファシリテー
ターの心得や他のメンバーの心得が掲示され（図 6）
、どのような意識で話し合いに臨めばよいのか
分かるようになっている。
ホワイトボートや模造紙を使って学校生活をふり返るという方法
（小林，
2016）もあり、山口の場合も話し合いだけで行われる場合もあれば、ホワイトボードや模造紙を活
用する場合もある。

図 6 ファシリテーターの心得の掲示
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山口は、話し合うことで、たくさんのアイデアが出されるとし、みんなで考える良さを体験を通
して理解したり、他者理解が進んだりすることを意図している。また、特に学校行事に向けての話
し合いの場合は、全員の気持ちをそろえることを意図していると述べている。
例えば、運動会（山口の勤務校では 5 月に実施）の前には「運動会で活躍する人になるには？」
というテーマで話し合いの場を設定している（図 7）
。この話し合いでは、活躍する人について、話
し合いの始めは、
「一等賞をとる人が活躍する人。
」といった競技の順位や内容に関する意見が多か
ったが、話し合いが進むにつれて、
「組体操で目立たないけれど、最後まで良い姿勢を保てる人が活
躍する人。だから、真剣に取り組むことが大切。
」という意見や「高学年として委員会の仕事をきち
んと行う人も活躍する人。だから、絶対にその気持ちを忘れてはダメだ。
」という幅広い意見が出さ
れるようになり、学級全員で意識を高めることができたという。

図 7 学校行事（運動会）前に行われた話し合い活動
Ⅲ-(5)話し合う場を数多く設定する
山口は、日常的に小集団の児童（通常 4 名で班を構成）で話し合う場を、学年当初から数多く設
定している。学校行事の前後では、児童全員の気持ちをそろえることを意図していた。一方で、日
常的に数多く設定される話し合いの場合は、他者理解を促すことに加えて、安心感を生む効果があ
ると考えている。
安心感とは、児童にとって当該学級に自分の居場所があると感じ、自己を受け入れてくれる仲間
がいると感じられることである。安心感の重要性に関しては、
「支え合える学級づくりには、一見、
無気力に見えたり、問題行動に見えたりする子どもの言動の背景にある要因を多面的に考えてみる
こと（ルールが理解できていない、相手の立場や気持ちを考えることが苦手、一緒に遊びたいなど
の気持ちをうまく表現できない）が大切です。また、支援を必要としている子だけでなく、どの子
も「困っていることが教師や友達に伝えられる」といった安心感が持てるようにしたり「一緒に考
えていこう」といった学級の雰囲気を作ったりすることが大切です。
」
（岡山県教育センター，2009）
という指摘があるように、
良好な人間関係のもとで築かれる支え合える学級づくりを構築する上で、
安心感は基礎となると考えられる。
Ⅲ-(6)朝のスピーチ
山口の学級では、学年開始 4 日目から一日一人ずつのペースで、毎朝スピーチを行っている。
「本
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来であれば、毎日 2、3 人ずつ行いたいが限られた時間では一人が限界。けれど、毎日必ず行うこと
にしている」と述べていることからも、重要視している取り組みだといえる。
朝のスピーチでは、タブレット端末で撮影した写真を大型テレビに接続して行うために、タブレ
ット端末の活用スキルの向上を意図している面もある。しかし、それ以上に「この人はこんなこと
に関心があるのか、初めて知った。
」という他者理解の促進を重視していると答えている。
また、他者理解を重視しているからこそ山口は、発表方法、声の大きさなどの発表技術、発表内
容について、ほとんど助言や改善の指示はしないとし、それら以上にスピーチの内容について、賞
賛することが多いと答えている。このことから、朝のスピーチは表現力の向上を意図しておらず、
人間関係構築に寄与する取り組みといえる。
Ⅲ-(7)会社活動
会社活動とは、創造的活動のことであり、内容があらかじめ決められた当番活動とは異なり、子
どもたちが協働的に、そして創造的に行う活動のことをいう（図 8）
。山口は、学年当初から会社活
動を実践している。その際には、
「ひと・もの・こと」がうまく繋がるように学習環境を整えること
を重視していると答えている。

図 8 会社活動の記録が残る掲示板
特に、人間関係の構築の面から考えると、
「ひと」に関する取り組みとして、一人で会社を設立す
ることは認めずに、二人以上という条件設定をしていることや会社間の連携を促すことを行ってい
る。このような活動を通して、児童同士に新たな人間関係が生まれたり、他者理解が進んだりする。
そして、自分の得意なことや好きなことを通して、学級に参画する意識が生まれると山口は答え
ている。
Ⅲ-(8)朝の関所
朝の関所は、学級の仲間が登校したときに実行して欲しいことを、担当児童がミニホワイトボー
ドにメッセージ（指示）を前日に書いておき、教室の入り口に掲示するという取り組みである。指
示の内容に特に制限はないが、登校してきた他の児童が一日を楽しく始められるようなメッセージ
が書かれる（図 9）
。例えば、
「あなたの一番大切なものを思いうかべましょう！」と書かれている。
登校してきた児童は、それぞれが思う一番大切なものを思い浮かべて教室に入る。他にも、なぞな
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ぞが出されることもある。

図 9 教室前に置かれた朝の関所（ミニホワイトボード）
朝の関所は、プラスパワーのあふれる学級づくりに向けた取り組みといえる（山本，2006）
。また、
菊池（2014）は、眠そうな顔つきでだらだらとした態度で教室に入ってくる子どもたちが増えてき
たとし、子どもたちが自分から学ぶ体と頭になるような「しかけ」を用意すると述べた上で、学び
合う仲間とその絆を強くする活動の一つにミニホワイトボードへメッセージを書く取り組みを行っ
ている。
山口自身も、教室に和やかな雰囲気を作り出すために行っていると答えている。この取り組みか
ら、人間関係を構築していくための素地づくりの重要性が指摘できる。
Ⅳ．単発的な取り組み
Ⅳ-(1)なくしたい言葉、あふれさせたい言葉
学年当初の学級活動の時間に、山口は児童たちに「な
くしたい言葉、あふれさせたい言葉」を考えさせる取
り組みを行っている。児童同士の良好な人間関係構築
のために、
同様の取り組みを実践している中雄
（2014）
は、この取り組みについて、根本にある「言葉」を整
えていくことで、子どもたちの考えも行動も変わると
し、結果的に、子ども同士の関係は温かくなり、学級
の雰囲気も調和した集団的なものになると述べている。
山口も同じように、他者を思いやる気持ちを持たせ
ること、そして思いやりの気持ちを意識づけることを

図 10 模造紙に書かれた言葉の掲示

意図した取り組みであると答えている。また、あふれさせたい言葉はあたたかい雰囲気のする赤の
題字、なくしたい言葉は冷たいイメージのある青の題字で、模造紙に書き児童がいつも見られる場
所に掲示している（図 10）
。
Ⅳ-(2)ホワイトボードを活用した学習ゲーム
山口は、学年当初の授業開きとしてホワイトボードを活用している。4 人から構成される学習班
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に 1 枚のホワイトボードとペンを１本だけ用意する。よく用いる教材は、漢字探しゲームである。
漢字探しゲームとは、縦横斜めに直線が入った四角形の中に、いくつの漢字が隠されているかを見
つけるゲームのことである。
山口は、授業を開始する際に「1 本のペンは思いやりを持って仲間に回すこと」
「どんなことがあ
っても仲間を責めない」ことを話す。実際の漢字探しゲームの場面では、困っている友達にヒント
を出す児童の姿や、他の班のがんばりをたたえる児童の姿が見られるという。そのような場面を、
見逃すことなく、価値づけると答えている。
また、
「子どもたちは、その行動の価値に気づかない。だからこそ教師は価値づけていく必要があ
ると思う。
」と述べていることから、この学習ゲームを通して、人間関係の構築を意識した取り組み
を行っているといえる。
山口の行っている児童の姿を価値づけるという教育行為に関して、三崎（2010）は「子どもたち
の学びや学びの集団を自然に発生させるためには、授業中に分からないことが出てきたら、周りの
子どもたちに聞いて教えてもらったり自分の分かったことを教えてあげたりすることが良いことな
のだということを子どもたちに伝え、共有することである。
」と述べている。価値づけ、共有するこ
とで望ましい人間関係のあるべき姿が方向付けられる。

総合考察
山口は、Ⅰ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム作りの場面、Ⅲ．継続的な取り組み、
Ⅳ．単発的な取り組みの 4 分類の中でも、Ⅲ．継続的な取り組みを最も多く行っていた。また、Ⅱ．
システム作りの場面での取り組みは、同様のシステムがメンバーを変更しつつ、年間を通じて継続
されるものである。これらのことから、学年初期であったとしても、一年間を見通して計画的に良
好な人間関係の構築を目指した取り組みを行っているといえる。
学年当初には、教師の思いを力強く記したり、語ったり（Ⅰ-(1)児童向けのメッセージを黒板に
書く、Ⅰ-(3)教師の初めての語り）していた。それだけではなく、児童の行動を賞賛し、価値づけ
るための取り組み（Ⅳ-(2)ホワイトボードを活用した学習ゲーム、Ⅲ-(2)学級年表）を行っていた。
学年当初という時期だからこそ、当該教室における望ましい児童の行動を方向付ける取り組みが見
られたと考えられる。
また、学年当初特有の児童の不安な心情に対応するために、Ⅰ-(2)記名したノートを一人一人の
机に置く、Ⅲ-(5)話し合う場を数多く設定する、Ⅲ-(8)朝の関所といった、学年当初というタイミ
ングを考慮した取り組みを行っているといえる。
さらに、15 事例には、直接的に、他者とのコミュニケーションを通して人間関係の構築に寄与す
るⅡ-(2)ファシリテーターの立候補制および輪番制、Ⅲ-(6)朝のスピーチ、Ⅳ-(2)ホワイトボード
を活用した学習ゲームなどの取り組みと、間接的に、他者とコミュニケーションしやすくなるよう
な雰囲気を作り出すⅢ-(1)宝の日、Ⅲ-(2)学級年表、Ⅳ-(1)なくしたい言葉、あふれさせたい言葉
などの取り組みが意図的に実施されていた。このことは、授業力量の高い教師は、明確な戦略（ス
トラテジー）と多様な戦術（タクティクス）を駆使し、理想の児童像を実現するという中川・小林
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（2007）の知見に合致している。
特別活動の学習と教科の学習を関連させることの重要性は水落・阿部（既出）が指摘しているこ
とからも、山口の場合、教科学習においても人間関係構築のための取り組みが多く行われていると
予想できる。

結論
本研究では、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向するミドルリーダ
ーの山口を対象に、特別活動における人間関係構築のための学年初期の取り組みについて半構造化
インタビューを実施し内容を検討した。
その結果、取り組みをⅠ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム作りの場面、Ⅲ．継続
的な取り組み、Ⅳ．単発的な取り組みの 4 つに分類することができた。また、4 分類合わせて 15 事
例の取り組みが確認できた。これら 15 事例の取り組みについて、山口の意図を検討した結果、15
事例すべてにおいて、人間関係の構築に該当することが認められた。
山口は、学年当初特有の取り組みを行う一方で、Ⅲ．継続的な取り組みを最も多く行い、一年間
の児童の成長を見通した取り組みを行っていた。また、人間関係の構築に直接的および間接的に寄
与する取り組みを、バランスよく採用していることが明らかになった。

今後の展望
本研究における調査対象は、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向す
るミドルリーダーの教師であった。今後は、教員歴 5 年未満の若手教師を調査対象にし、山口との
共通点や差異点を明らかにするような比較の観点から研究を進めていくことが考えられる。
また、本研究では取り組みの時期を学年初期に限った。それは特別活動における人間関係構築に
関する取り組みが、他の時期よりも多く出現すると予想したからである。今後は、年間を通して行
われる取り組みとその効果についても対象としていくことを目指したい。
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