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本稿では、小学校の高学年から始まる委員会活動の小集団にスポットを当て、委員会活動を「仕事」として捉え、やるべき

ことはきちんとやるという規範意識を軸に、主体的に行動できる児童の育成とそこから発信する児童同士の学び合いについ

て、I 県内の小学校二校での実践事例および質問紙調査結果に基づき、探索的に検討した。結果として、規範意識と共に自

主性を育てていく手立てとして、創意工夫のもとに楽しい委員会内容を構成していく必要があること、一人一人に役割意識を

持たせ、集団の中で自己有用感を高めていくことの重要性が明らかとなった。養護教諭が直接指導に当たることができる保

健委員会は、教室とは異なる、異学年との関わりが持てる保健室が学びの場となる。児童が生き生きと主体的に活動する保

健委員会活動の実践には、児童に身に付けさせたい力を明確に持ち、評価と改善を繰り返しながら進めていくことが必要で

ある。 

 

 

はじめに 

 

1．今日的な課題 

現代の児童を取り巻く環境は、情報社会と共にめまぐるしく変化し、児童の健康課題は、複雑

化・多様化・若年化の傾向がみられる。大きな社会現象として、少年による凶悪犯罪や低年齢での

犯罪が多発しており、他者と関わろうとする感情や、規範意識の低下が懸念されている。その要因

の一つに、少子化や核家族化に伴う、地域におけるつながりの希薄さが指摘されてきた。 

学校は人と人とがつながる場所である。そして、保健室は、家庭と教室との間に位置する、誰も

が立ち寄れる安全な空間である。その特徴を生かし、様々な思いを抱え来室する児童たちが、それ

ぞれに関わり合いを持ちながら、学びの場となる保健室が必要とされている。学びの場となる保健

室には、児童同士が関わりを持とうとする姿勢が不可欠である。そこには、養護教諭とともに、主 
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体的に人と関わろうとする保健委員会児童の存在が必要と考えられる。 

 

2．学校教育法及び学習指導要領における位置づけ 

学校教育法では、規範意識の育成について、「学校内外における社会活動を促進し、自主、自律

及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき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うこと」と記している。さらに、現行の学習指導要領では、「児

童たちに、（略）社会生活を送る上で人間としてもつべき最低限の規範意識を、発達の段階に応じ

た指導や体験を通じ、確実に身につけさせることが重要である」と示されている 1)。学校において

は、生徒指導、教科指導、道徳教育、特別活動等、教育活動全体の中で、規範意識を高め、自ら考

え行動する児童の育成を目指す取組が必要である。 

これらをふまえ、本稿では、小学校の高学年から始まる委員会活動の小集団にスポットを当て、

委員会活動を「仕事」として捉え、やるべきことはきちんとやるという規範意識を軸に、主体的に

行動できる児童の育成とそこから発信する児童同士の学び合いについて、I県内の2つの小学校に

おける実践事例を取りあげて検討した。さらに、質問紙調査を実施し、探索的に検討した。 

 

 

小学校における実践活動（A小学校・M小学校の事例） 

                   

1．A小学校における教育目標及び児童の実態 

I県内のA小学校の教育目標は、「かしこく、心豊かで、たくましい児童の育成」である。児童

一人一人の居場所を作り、活気ある集団作りを行うことが、具体的な行動指針の一つに示されてい

る。児童の実態としては、明るく素直で活発な児童が多く、外遊びが大好きな児童たちである。そ

の反面、対人関係スキルが未熟で、トラブルを起こす児童も少なくない。我慢や、思いやりの心、

他者と関わろうとする感情が希薄化し、大人の目が届かないところで、問題行動を起こしてしまう

ケースが後を断たない。 

 これらの児童の実態より、やるべきことはやるという規範意識と、自分の意思で行動する主体性

とを関連させた児童保健委員会活動とその実践に向けた保健指導の充実が必要であると考えられ

た。そこで、ピアサポートの意味を含めた児童保健委員会活動に注目し、これまでの活動内容を見

直しながら、養護教諭が軸となる活気ある小集団作りにつながる実践内容について検討した。 

 

2．これまでの実践事例 

（1）規範意識と歯の健康 

歯の健康は生涯にわたる健康づくりの基盤であり、心身の健康全般や学習面においても影響を及

ぼすことが明らかになってきている。平成 19年度のM小学校調査では、「給食後の歯みがきをきち

んとしている」と答えた児童の約９割が「交通ルールをよく守る」と答えていた。また、「給食後

の歯みがきをしない」児童の全員が「先生の言うことをきかない」と答えていた（図1）。 

決まりを守り、生活全体が安定していれば、歯もそれに伴って健康であり続ける、規範意識は歯

の健康に大いに結びつくと考え、養護教諭として、保健室に提出物を届けに来る児童に期日や内容
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を守らせたり、情報発信の場となる保健室と学びの場となる教室と実践の場である家庭とが相互に

関連して作用したりする指導を継続してきた。特に、保健室へ届ける提出物については、規範意識

の向上をねらいとして、提出率100％を目指し、担任や家庭への協力依頼、そして個別指導に力を

入れている。繰り返しの指導により、現在９割を超えた提出率を維持できている。 

 

 

  

図1 規範意識と歯の健康（平成19年度M小学校調査） 

 

 

(2) 実践内容 

「決まりを守る子はよく歯をみがく」というデータをもとに、規範意識は歯の健康に大いに結び

つくと考えての実践は多岐にわたる（図 2）。その柱としては、学校全体、低学年からの積み重

ね、家庭との連携がベースとなる。また、学び合いをキーワードとして児童保健委員会から全体へ

の拡がりを意識した。ぞれぞれの実践をリンクさせていくためには、児童一人一人の、行動する際

に決まりを守ろうとする気持ちに焦点を当てて指導することがポイントになってくる。そこで、す

くすくファイルを用いて、児童一人一人が自己評価を実施し、その活用を軸としてよりよい効果を

生むための実践を試みた。 
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   図 2 すくすくファイル活用実践の全体計画図 
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1）すくすくファイル 

M小学校では、６年間を通して自分の健康に対する取組がわかるように、「すくすくファイル」を

作成し、活動のベースとした。実践をファイルし積み重ね、学期毎に振り返りを行いながら、主体

的に健康つくりができる児童の育成を目指した。提出物の期限を守るという観点で、ワーク等につ

いてもしっかり取り組むよう担任と連携した。家庭用ワークには、保護者と一緒に取り組める内容

を取り入れ、保健だよりを通して情報を共有してきた。６年間を経たファイルは、とても厚みのあ

るものとなり、最終的に、けんこう手帳と６年間の成長グラフを載せた保健室からのメッセージカ

ードを加え、成長の喜びと一緒に家庭へ返却した。卒業という節目であったため、親子でその成長

を振り返る姿がみられた。現在は、児童の実態に合わせて、短期的な見通しを持って達成感へつな

げられるよう、１年間の取組をファイルし、成長の記録と賞状をつけて返却している。自分の取組

と成長を振り返り、笑顔で保健室に感謝の気持ちを伝えに来る児童が増えている。 

 

2）低学年からの取組 

他律的から自律的な健康つくりへの第一歩として、１年生に対し、第一大臼歯を守る歯みがき指

導を実施するため、「はキングのひみつ」と題したパワーポイント資料を作成した。○×クイズを取

り入れ、視覚的に興味を引く内容構成にした。低学年からの取組は、繰り返しの指導のスタートで

あり、現在も積み重ねを意識しながら、学校歯科医及び市の健康づくり課との連携を深め、各学年

の指導を継続している。また、児童の実態に合わせて、親子学習で取り組むこともあり、日常的な

各学年との連携がとても重要となることを実感している。 

 

3）児童保健委員会の活動（清潔検査について） 

基本的生活習慣の確立を目指し、毎月１回クラス毎に清潔検査を実施している。児童の実態に合

わせて項目を選び、クラス別のシートを作成した。その結果について、保健委員会がグラフ化し掲

示物にしている。ゲームの要素を取り入れながら、担任を巻き込んでの意識の高揚がねらいである。

同時に、けんこう手帳を使った清潔検査も実施し、個別化を図りながら家庭との連携を図っている。

また、給食時の放送で、毎月、保健委員会児童がクラス別の結果発表を行い、活動意欲を高めてい

る。この実践は現在も保健委員会の活動のベースとなっている。 

 

 

規範意識と主体性を関連させた保健指導の在り方 

 

1．基本的な考え方 

（1）規範意識と主体性との関係 

評価をしない教員である養護教諭として、学校教育全体に関わっていると、児童たちの規範意識

について考えさせられる場面によく遭遇する。他人の思いに気づかず、自分勝手な判断基準を持つ

自己中心的な児童、ちょっとくらいならいいだろうと集団意識の中で規範意識が薄れ、犯罪行為へ

とつながる危険性のある児童、自分だけじゃないと何でも人のせいにする児童、そんな児童たちが

入り交じる日常が学校である。もちろん中には、当たり前のことを当たり前にできる規範意識の高
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い児童もたくさんいる。そういう児童たちは、正しい規範意識を家庭で育てられている。 

規範意識とは、集団生活や社会生活における決まりやルール、約束などの規範（行動や判断の基

準・手本）に基づいて、主体的に判断し行動しようとする意識である 2)。幼少期からの家庭でのし

つけや、規則正しい睡眠、食事等の基本的生活習慣が基盤となる。その基盤をもとに、学校教育に

おける全ての教育活動の中で、他者との関わりを持ちながら、育まれるものである。本研究の最終

目的である主体的な健康つくりは、この規範意識の向上を軸として考えると、決まりを進んで守ろ

うとする意識や、自己の健康課題を自ら解決しようとする主体性が高まり、行動化へとつながるの

ではないかと考えた。つまり、規範意識と主体性は相補関係にあると言える（図3）。 

 

               

              図3 規範意識と主体性との関連図 

 

（2）規範意識と自己有用感との関係 

近年における規範意識の低下の原因として、滝は他者と関わろうとする感情が乏しいことを指摘

している 3)。そこには、地域のつながりが薄くなり、他者と関わることに対する好意的な思いや、

集団の中で社会的な役割を果たす機会が減少していることが深く影響する。体験不足による感情が

未熟・未発達な児童たちに対して、社会性の基礎となる規範意識を育成していくには、集団から必

要とされている、誰かの役に立っているという、他者が存在して成り立つ自己有用感の獲得が必要

となってくる。 

自己有用感は、主に「貢献」「承認」「存在感」の３つの要素から構成される 4）。「貢献」とは他者

や集団に対して、自分が役に立つ行動をしているという実感のことであり、「承認」とは他者や集団

から、自分の行動や存在が認められているという実感のこと、「存在感」とは他者や集団の中で、自

分は価値のある存在であるという実感のことである。所属する集団の中で存在感が高まれば、貢献

しようという意欲が高まる。そして、貢献したことが承認されると存在感が高まる。こうすること

で自己有用感が高められていく。     

これらより、この3つの要素を児童の実態に合わせて相互に作用させながら、安心感や信頼感の
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中で他者との交流をベースとした活動を行い、自己有用感を獲得していくことが、規範意識の向上、

さらには主体的な健康つくりへつながるのではないかと考えられる（図４）。本研究では、所属する

集団の一つとして児童保健委員会活動を取り上げ、学級とは異なる縦割活動の中で自己有用感を高

めながら、規範意識と児童の主体性に注目した、養護教諭が軸となる実践について検討した。 

  

図４ 自己有用感の獲得図 

 

2．児童のやる気を引き出す保健委員会活動 

（1）組織作りのための掲示物の工夫 

4 月の出会いでは、保健委員会のベクトルを一つにするために、養護教諭としての思いを伝え、

全員で学校をよりよくしていくための目標を考えるところからスタートする。今年度は活動内容を

明確にし、１年間の見通しを持てるような掲示物を作成した(図５)。目標については、それぞれの

顔写真と共に保健室の入口に掲示することで、保健室を訪れる誰もが目に触れやすく、委員会児童

自身も振り返りやすい環境を整えた。次世代保健委員会への勧誘アピールを含め、１年間活動を共

にする保健委員会としての、連帯感や責任感へとつなげていきたい。今後は年間活動計画も掲示し、

全職員へ向けて発信していくことが必要であると考える。 

 

      

                      図５ 保健委員会の掲示物 

 

（2）構成的グループエンカウンターから入る組織作り 

エンカウンターとは、本音を話し合い、それを互いに認め合う体験のことである。構成的グルー

プエンカウンターとは、自己理解・他者理解・自己受容・感受性の促進・自己主張・信頼体験とい
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う６つのねらいのもとに構成された課題（演習）をグループで行い、人間関係づくりの行動を学び、

エンカウンター体験を深めていくものである 5)。 

委員会という異学年交流の場で、養護教諭として、組織作りを行っていくために、今年度の１学

期に、ふれあいの楽しさを感じることができるサイコロトーキングを実施した（図６）。サイコロト

ーキングは、短時間で実施できる活動的なエクササイズである。内容は児童の実態に合わせて、話

しやすい項目を選択した。ここでは他者との関わりを軸に、一人一人異なるという考え方を理解し、

互いの差異を認め合うスキルを身につけさせることが必要である。実施後、小さなもめ事はなくな

り、次回の交流を心待ちにする様子がうかがえた。構成的グループエンカウンターは、「エクササイ

ズ」、「シェアリング」、「振り返り」の３点で効果をあげるものである。また、ねらいの自覚を明確

にすることがポイントとなる。実践を重ねて、その成果を検証することが今後の課題である。 

 

            

図６ エクササイズ例 

 

（3）関わり方検定（保健委員会・ピアサポート認定証） 

休み時間における保健委員会の常時活動（当番活動）の中で、委員会児童が、来室児童に対して、

ピアサポート的な関わりをしている場面を見かけることがある。来室記録をとりながら、体の様子

について対話をしている時、低学年の児童に優しく声をかけている時、保健室登校の児童と自然に

コミュニケーションを図っている時などである。保健室という空間で、ピアサポート活動の有効性

を感じさせる場面であった。ピアサポート活動とは、児童同士が自主的に支援（サポート）し合う

ことによって、問題解決や自己実現への歩みを促す活動である 6)。そこで、保健委員会児童に対し

て、委員会活動の中で、簡単なピアサポートトレーニングとしての「関わり方検定」を行い、認定

証を発行し、自己有用感へつなげるようにする。「関わり方検定」では、「他のことをしながら聞く」
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「うつむいたまま聞く」「無反応で聞く」などの「消極的な聞き方」ではなく、「話の聞き方・あい

うえお」「相手を見るときは体を向ける」「うなずきは極端すぎない」などの「積極的な聞き方」を

身に付けられるような指導を行う。 

このピアサポートトレーニングの目標は、「話をきくことの大切さを理解し、話をきいてもらう心

地よさを体験すること」と「上手なきき方を体験的に学び、身に付けること」の２つとした。実践

の際は身近なストーリーを提示し、スキル定着化への意欲を高めるようにする。また、後日の検定

試験では、個別の評価シートを用いて点数化し、学校長とも連携し、認定証の発行を実施する。さ

らに、年間活動計画に組み込み、 

その取組や児童の様子について、保健だより等を通して学校全体へ発信する。 

 

（4）ブレインストーミングを使った話合い活動 

ブレインストーミングとは、チーム内で１つのテーマについて、お互いに意見を出し合うことで、

たくさんのアイディアを生産し、問題解決に結びつける学習方法のことである。お互いの意見を批

判するものではなく、そこには自由がある。また、児童の意見が尊重されるため、主体的な活動と

なる。 

そこで、学校内で起きた諸問題に対して、ブレインストーミングを活用して、委員会としてでき

ることを話し合う時間を設定したいと考えた。実際に本校で起きている 「トイレのいたずら事件」

について、１学期に、A 小学校保健委員会児童６名を対象に実践した結果、身近な問題であったた

め、たくさんの意見が出された。最終的には、自分たちが無理なくできることは何かという視点か

ら「自分たちが当番の日にトイレを見回る」という意見でまとまった。短い時間ではあったが、児

童たちの主体的な学びへとつながる取組となった。自分たちで出した結論に対する思いを、今後も

持続していけるよう、養護教諭として共に考え悩みながら、こどもたちの問題解決能力及び表現力

の形成につなげていきたい。 

 

（5）学期毎の活動評価票 

学習指導要領における特別活動の中心的な目標である、「望ましい人間関係の育成」及び「自主的、

実践的態度の育成」について、小集団としての振り返りを行うため、年間を通して活用できる活動

評価票を作成した(図７)。評価の視点については、活動評価の視点として「自主性・個性の伸長」

「人間関係」「規範意識」「集団の中の役割意識」「自己有用感」の５項目を設定した。目標へ向けて、

自分自身の活動や態度が今の状態で達成できているかを見つめ直す機会として活用する。また、３

学期のまとめとして、児童から児童への委員会文化を引き継ぐプロセスを取り入れた。「このような

委員会活動にしていこう」という願いを下学年に継承していくことは、次年度の委員会活動への、

意欲の高まりと連帯感を生むことにつながっていく。さらに自主的な活動へとつなげたい。 
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図７ 委員会活動・ふり返りカード        

 

（6）（1）から（5）の活動を取り入れた保健委員会年間活動計画案の提案（図８） 

年間活動計画は、学校の実態に合わせて変わるものであり、児童の自主的・自発的な活動がメイ

ンとなる。そして、そこから達成感や満足感を得られるような内容にしていく必要がある。また、

活動内容は、保健だよりや職員会議等で発信し、その取組を周囲が認めていく過程が重要である。 

 

   
                 図８ 保健委員会年間活動計画案（A小学校モデル） 

委員会活動・ふり返りカード
年 組 番 名前

委員会の目標

自分の目標

よくできた だいたいできた もう少し◎ ○ △

◎ ○ △自分から進んで活動しようとしましたか。
１

◎ ○ △学 友達と協力して活動できましたか。
期

◎ ○ △自分の役割（仕事）に責任をもって取り組むことができましたか。
／７

◎ ○ △（ ） 自分の考えを活動に生かせましたか。

◎ ○ △学校の役に立てていると感じることができましたか。

◎ ○ △自分から進んで活動しようとしましたか。
２

◎ ○ △学 友達と協力して活動できましたか。
期

◎ ○ △自分の役割（仕事）に責任をもって取り組むことができましたか。
／12

◎ ○ △（ ） 自分の考えを活動に生かせましたか。

◎ ○ △学校の役に立てていると感じることができましたか。

◎ ○ △自分から進んで活動しようとしましたか。
３

◎ ○ △学 友達と協力して活動できましたか。
期

◎ ○ △自分の役割（仕事）に責任をもって取り組むことができましたか。
／３

◎ ○ △（ ） 自分の考えを活動に生かせましたか。

◎ ○ △学校の役に立てていると感じることができましたか。

次の学年へ引き継ぎたいこと（来年度はこうしてほしいという願い）
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 3．児童の心を動かす保健室コーチング 

保健室に来室する児童の多くは、「感覚的」で「言語化することが苦手」であり、「感情が身体症

状に表れる」という特徴がある。その感情を理解し、整理する言葉をかけるだけで、児童が自ら気

づき、身体症状を和らげていくケースが多々ある。 

コーチングとは、人間性の可能性を信じ、個性を尊重する、人を育てるためのコミュニケーンョ

ンスキルである 8)。養護教諭として、このスキルを活用し、児童の主体的な行動を引き出し、保健

室を教育の場としていくことが必要ではないかと考える。 

人は、過去の失敗やマイナス面について、「なぜ？」「何で？」と問い詰められると、責められて

いる感覚を持ってしまう。図９のように、コーチングは、未来に視点を当て、自分で考え判断する

という主体的な学びが軸となるため、多くの効果が期待できる。 

桑原 9)は、子どもたちの心身の健康課題が多様化する社会状況においては、「過去と問題点」にフ

ォーカスした関わりから、自らの現状を受け入れ、そこからどうするのか、具体的に行動するとい

う「未来」に焦点を当てた思考を育てる関わり方が求められていると述べている。そこに、「カウン

セリング力」と「コーチング力」を束ねる「保健室コーチング」を提唱している(図10)。その中で

桑原 9)は、養護教諭は児童たちが持ち込んだ「悩みや問題」を「学びのチャンス」として捉え、生

きる力を引き出すサポートをしていく役割があると指摘する。 

 

  

図９ コーチングの会話の視点（注8）より作図)  

                                  

   
                    

図10 保健室コーチング（注9）より作図) 
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以上を考慮しつつ、児童の思いを引き出し、行動化を促す言葉かけを発展させながら（表１）、養

護教諭だからこそできる健康相談活動や組織活動を活用して、しなやかな心を育てていくことが必

要である。 

 

表１ 相手を尊重し、内面で言葉にならなかったものを引き出す言葉かけ例（注9）より改変） 

     

    

4．児童から発信する健康教育の実践 

（1）話合い活動の工夫 

A小学校の保健委員会活動では、児童の実態に合わせて、1学期はピアサポートトレーニング、２

学期は目に関する保健指導、３学期はかぜ予防キャンペーンをメインの活動と設定し、年間活動計

画を作成した。それぞれ１ケ月前の定例活動の時間から準備を開始し、ブレインストーミングの手

法で話合い活動を取り入れていく。内容は、それぞれのテーマの中で、組織目標に向かってどんな

取組ができるかを考え、児童たちがまとめていく。養護教諭も話合いに参加して意見交換を行う。

３学期に実施予定のかぜ予防キャンペーンについて、養護教諭としての提案例を表２に示した。そ

れぞれの活動へ結びつけるための時間の確保が必要である。 

 

表２ 養護教諭からの提案内容（例） 

   

 

（2）発信する場の工夫 

児童たちの学び合いを意識した発信の場の工夫について、以下の４点を提案する。 

１）掲示物で発信 

 常時活動の時間を使い、養護教諭から個別にアドバイスを受けながら、それぞれにまとめていく。 

２）校内放送で発信 
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 お昼の校内放送の時間に、ラジオ番組のような形で伝える。クイズ形式や物語形式にして、児童

参加型の楽しい内容になるよう工夫する。 

３）学校保健安全委員会での発信 

 学校保健安全委員会は、学校における健康に関する課題を研究協議し、健康づくりを推進するた

めの組織である。学校長をはじめとする教職員、学校三師、PTA 役員で構成される。児童たちの考

えが、直接地域まで拡がる外部発信の場となる。また、テーマによっては、給食委員会や体育委員

会とのコラボレーションや、全校児童を巻き込んだ拡大学校保健委員会への発展も期待できる。 

４）直接個人に向けて発信 

休み時間の保健室や朝の時間の教室、水道、トイレ、人気遊具の前など、児童に関わることがで

きる場を設定し、直接発信する。 

 

 

質問紙調査（大学生対象） 

 

1．調査対象 

規範意識と主体性とを関連させた保健指導の内容について探索的に検討するため、質問紙調査を

実施した。 

I県内のI大学教育学部養護教諭養成課程 1年次29名、2年次31名、3年次25名、4年次33名、

合計118名（回収率83.1%）を調査対象とした。 

本調査は無記名で行い、依頼した際に回答は強制ではないことや途中で止めることができること、

得られた結果は研究目的以外には使用せず、回答した個人が特定されることはないことを口頭にて

説明した。調査票の提出をもって本調査への同意を得たものと判断した。 

 

2．調査項目 

（1）【全学年対象】小学5・6年時に所属していた委員会および委員会活動に対する規範意識・自主

性（学校内の役割(仕事)としての意識、やる気、その理由）、学校生活に関する規範意識 5項

目（給食後の歯みがき、先生の言うこと、交通ルール、提出物、清掃活動） 

（2）【3・4 年次対象】養護実習校での養護教諭の委員会活動への関わり方 6 項目           

(個性の伸長、自主性2項目、自己有用感、人間関係、多忙感) 

 

3．結果および考察 

（1）小学5・6年時の役割（仕事）意識とやる気 

「あなたは、委員会活動に、学校内の自分たちの役割(仕事)として取り組んでいましたか」と「あ

なたは、委員会活動にやる気を感じて取り組んでいましたか」という２つの問いについて、     

小学5年生時と6年生時に分けて回答を得た（図11）。 

役割(仕事)としての意識を「規範意識」、仕事に対するやる気を「自主性」と置き換えると、委員

会の役割や仕事に対し、きちんと取り組もうとする規範意識は高かった。一方、やる気に関しては、    

責任感の下でやらされていた感覚を持つ者が多かった。「責任感」というキーワードは、自由記述の
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中でも多く使われていた。所属する委員会や学年による差はみられなかった。 

 

 

        図11 小学5・6年時の役割(仕事)意識とやる気 

 

（2）役割（仕事）意識とやる気を持てた理由 

「学校内の自分たちの役割(仕事)として、またはやる気を感じて取り組めた理由」については、

「仕事内容が楽しかったから」が最も多く、次いで「学校の役に立てていると感じることができた

から」「特別感を感じられる、得意な役割(仕事)内容だったから」が多かった（図 12）。これらの結

果から、委員会活動に対して規範意識や自主性を持たせるためには、創意工夫を凝らした楽しい仕

事内容とし、一人一人に役割意識を持たせ自己有用感を高めていくことが重要であることが示唆さ

れた。 

 

 

図12 役割(仕事)意識とやる気を持てた理由 

 

（3）小学校高学年時の規範意識 

小学校高学年時における規範意識 5項目について、段階評定法での質問を行ったところ、どの項

目においても約半数近い学生が「非常に当てはまる」と答えていた（図 13）。特に、「学校への提出

物」については、75.4%（89人）が「非常に当てはまる」と答えており、A小学校で現在も継続して

いる提出物の徹底という実践が、規範意識の向上に向けて、取り組みやすい有効な手立てであるこ

とを示唆する結果が得られた。なお、給食後の歯みがきの項目では、14.4％(17人)が「当てはまら

ない」と答えており、小学生の頃に歯みがきタイムが設定されていなかった現状が推察された。 
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               図13 小学校高学年時の規範意識 

 

（4）養護実習校の保健委員会活動 

養護実習校の保健委員会活動(常時・定期)における養護教諭の関わりについて、段階評定法での

質問を行った（図14）。結果から、実習校の養護教諭は、毎日忙しい現実もうかがえるが、委員会活

動の時間は、しっかりと児童に向き合う姿がみられた。また、話合い活動を取り入れている学校が

多く、アクティブラーニングの視点が拡がりを見せていることが示された。 

 

 

                  図14 養護実習校における委員会活動 

 

4．本調査のまとめ 

本調査結果より、小学校での委員会活動に対して、やるべきことはやるという規範意識は高いが、

必ずしも自主的な活動であったわけではない実態を捉えることができた。その回答理由から、規範

意識と共に自主性を育てていく手立てとして、創意工夫のもとに楽しい仕事内容を構成していく必

要があることを確認した。また、一人一人に役割意識を持たせ、集団の中で自己有用感を高めてい
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くことの重要性についても確認できた。さらに、規範意識の向上のために、現在も実践している「学

校への提出物を守る」という手立てについて、その有効性の裏付けとなる結果を得ることができた。 

 

 

まとめ 

 

本研究は、規範意識をベースとした歯科保健指導から発展し、学校全体に無理なく関わっていけ

る、養護教諭が軸となる活気ある小集団作りを実践したいという思いからスタートしている。養護

教諭が直接指導に当たることができる保健委員会は、教室とは異なる、異学年との関わりが持てる

保健室が学びの場となる。その活動内容はどの学校もほぼ同じであっても、養護教諭の力量で、児

童の意欲は大きく変わる。児童が生き生きと主体的に活動する保健委員会活動の実践には、児童に

つけたい力を明確に持ち、評価、改善を繰り返しながら進めていくことが必要である。 

今後の課題は、保健委員会年間活動計画と学校保健年間計画および保健室経営計画との整合性を

図ること、保健委員会と各委員会や各学級活動とに有機的な関連をもたせ、学校全体を意識した組

織活動を展開することである。 

 

付記 

 

本研究は、第一筆者がI県内の公立小学校（二校）での活動実践を一部まとめたものである。 

 

 

注 

 

1）東京都教育委員会『小・中学校用指導資料 子供たちの規範意識を育むために』（東京都教育庁
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