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学級における子どもの自己有用感を高める指導に関する研究 

－子どもの価値観を広げる活動を通して－ 
 

                        周南市立岐山小学校 教諭 池永 亜由美       

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景 

 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果を見ると、近

年、小学生の暴力行為、いじめといった問題行動や不登校は増加傾向にあることが分かる。日

常の教育実践において、そのような課題をもつ子どもの多くは、周りから認められる場面が少

ないことを感じる。生徒指導リーフ（国立教育政策研究所）でも、子どもが他者から認められ

る場や機会をもつことの重要性が述べられている。このことから、どの子どもも活躍できる場

をもち、「自分は認められている」と感じられる学級づくりを行う必要があると考えた。 

  (2) 研究テーマ設定の理由 

 生徒指導上の諸課題に対しては、事後の対応だけでなく、未然防止の視点をもって取り組む

ことが求められている。生徒指導リーフでは、未然防止のために、「他者から認められ、他者

の役に立っている」という自己有用感を獲得することの有効性を挙げている。自己有用感を

もった子どもは、他者の否定や攻撃という行動が減ることや、「人と関わりたい」という意欲

が高まって、人間関係を深めたり集団への参加が促されたりすることが述べられている。そこ

で、子どもの学校生活の基盤となる学級に、互いを承認し合う人間関係が形成されれば、子ど

もの自己有用感は高まり、問題行動や不登校の未然防止となるほか、社会性の育成にもつな

がっていくと考えられる。互いを承認し合う関係づくりにあたって、障壁になると考えられる

ことは、子どもの他者の言動に対する受けとめ方である。子どもは、能力の高さや目立った活

躍、勝負事に勝つなど、表面的なことに価値を感じる傾向がある。しかし、それだけでは、周

りから認められていると感じられず、自己有用感をもつことのできない子どもが出てきてしま

う。そこで、表面的なこと以外にも、新たな視点で価値を見出すことができるよう、子どもの

価値観を広げる必要があると考えた。価値観を広げることで、子どもは表面的なよさだけでな

く、努力や協力など、目に見えにくいよさも見取ることができるようになり、様々な視点から

自分や他者を認めることができるようになると考える。さらに生徒指導リーフでは、子どもが

「認めてほしい」と感じることは、自分なりのこだわりで努力したり工夫したりしたことであ

ると述べられている。そこで、子どものそのような姿が表れるよう、子どもが主体的に取り組

むことのできる活動の場を設定する必要があると考えた。 

  (3) 研究の仮説 

 子どもが学級のために活動できる場を設定し、子どものよさの価値付けを通して価値観を広

げ、自分や他者を認める面を増やせば、子どもの自己有用感を高めることができる。 

 

２ 研究の内容 

(1) ｢学級における子どもの自己有用感の高まり」について 

 栃木県総合教育センターが行った自己有用感に関する研究では、自己有用感を構成する要素

は、「貢献」「承認」「存在感」であり、それぞれが相互に関連し合って自己有用感が高まっ
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図１ 価値観を広げる活動と自己有用感の  

高まりとの関連 

                  

ていくこと、また、その基盤として「関係性」も必要であることを述べている。このことか

ら、自己有用感に必要なことは、良好な人間関係のもとで他者や集団に「貢献」したり、他者

から「承認」されたりしていることを、子どもが実感することであり、それを通して子どもの

「存在感」が高まると捉えた。本研究では、学級における子どもの自己有用感が高まった状態

を、「『自分の行ったことが、学級の役に立った、友だちから認められた』と感じ、学級での

存在感の高まりを自覚している状態」と定義する。 

(2) ｢価値観を広げる活動」について 

 子どもが価値を感じられることを、能力の高さや目立った活躍、勝負事に勝つといった比較

的見取りやすいことだけでなく、努力や工夫、思いやりなど、見えにくいものにも広げる。そ

うすることで、友だちや自分を評価する視点を増やすようにする。 

 そこで本研究では、子どもの価値観の広がりを「子ども自身がよさを認める新たな視点をも

ち、自分や他者を多面的に評価できるようになること」とする。 

 価値観を広げる活動と自己有用感の高まりとの関

連は、図１のように考えた。自己有用感に必要な

「存在感」は、活動の中で子どもが感じ取っていく

ものである。そこで、子どもが学級に貢献する活動

を設定し、その活動を行う中で価値観を広げる活動

を行い、広がった価値観で友だちの活動のよさを見

出し、それを認め合う活動を行う。これらは、自己

有用感を高めるために行う、価値観を広げる一連の

活動である。子どもは自分が学級のためにしたこと

を友だちから認めてもらうことで、学級の役に立っ

ていることや、自分が友だちから認められているこ

とを実感し、そのことによって学級での自分の存在

感を自覚する。そして、自分は学級で役に立ってい

る、自分は友だちに認められていると思う気持ちを

高めたり深めたりして、その結果、自己有用感を高

めていくと考えた。 

 自己有用感の高まりを狙いとした、価値観を広げ

るための活動のプロセスは、図２の通りである。活

動に際し、教師は次のような子どもの姿を意図した

支援を行う。まず、子どもがそれぞれ役割をもって

学級のための活動を行う。そして、活動の振り返りを行いながら、友だちの活動の様々なよさ

に気付く。さらに、それぞれの活動への思いを表出し、それらに子ども自身が価値を感じられ

る名前を付けて、それぞれの活動を価値付ける。これらのことを通して広がった価値観で、互

いの活動を評価し合う。これらのプロセスを経て、子どもの自己有用感が高まるようにする。 

(3) 検証方法 

   検証については、子どもの価値観の広がりが自己有用感の高まりに影響しているかを見取る

必要がある。そこで、まずは「価値観の広がり」について、その後「自己有用感の高まり」を

検証する。検証は以下の方法で行う。 

自己有用感 

友だちから 

認められた 

学級の役に

立った 

・互いに認め合う活動 

・価値観を広げる活動 

・学級に貢献する活動 

図２ 価値観を広げるための活動のプロセス 

高まり 

 

□部分は、価値観を広げるための主な活動 

 

１．学級で共通の目標を決める。 

２．一人ひとりが役割をもつ。 

３．それぞれの役割の中で、活動の目標を決め 

  る。 

４．目標に向かって活動を行う。 

５．定期的に活動の振り返りを行う。 

６．自分のがんばりを伝え合い、そのがんばりに 

  どのようなよさがあるか考える。 

７．それぞれの活動のよさを見つけて伝え合う。 

 

※意識の変化を自覚できるよう、自己見つめを 

 適宜行う。 

 

自覚 

   

存在感 
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表１ 指導計画 

  ア 「価値観の広がり」の検証 

    価値観を広げることを目的とした授業の振り返りの記述に、今後新たな価値を意識して活

動しようという意欲が表れているもの、自分や友だちの活動に価値を感じていると思われる

ものがあれば、価値観が広がっているとみなす。また、定期的に行う活動の振り返りの中

で、友だちの活動のよさを書いた手紙を渡し合い、その内容の変容からも、価値観の広がり

を見取る。見取るのは、授業で見出した価値について触れている記述や、これまでは見取っ

ていなかったよさに着目した記述とする。 

  イ 「自己有用感の高まり」の検証 

    自己有用感を高めるために行う一連の活動の振り返りの中に、「自分の行ったことが学級

の役に立った、友だちから認められた」という記述、または学級での存在感を自覚している

記述があれば、自己有用感が高まっていると捉える。学級での存在感を自覚している状態と

いうのは、本研究では、自分が学級づくりに関わっていることが認識できている状態である

とする。そこで、「学級のために、自分はこれができた」「自分のしたことで学級がよくなっ

た」など、自分の活動と学級づくりとの関連についての記述があれば、学級での存在感を自

覚しているとみなす。さらに、質問紙「自己有用感尺度（栃木県総合教育センター作成）」

を用いてそれぞれの子どもの自己有用感を測定し、その数値からも見取るようにする。 

 (4) 指導計画 

   自分なりのこだわりをもって努力したり工夫したりする子どもの姿を引き出すためには、子

どもが意欲をもって主体的に取り組むことのできる活動の場の設定が必要である。また、どの

子どもにも、それぞれのもつ力を発揮できる場があることで、様々なよさを見出すことにつな

がると考えた。そこで本研究は、学級のためにという目的をもって、一人ひとりが役割をもっ

て行う係活動を主体として、小学校第４学年の学級で行うこととした。 

   自己有用感を高めるための活動は次のように行う。まずは学級全体で、学級をよりよくする

という目標を共有する時間をもち、その目標達成のために、どのような係活動が必要かを話し

合う。次に役割分担を行い、その役割の中で子どもが目標達成のための活動を考える。そし

て、実際に活動を行う中で、子ども自身が友だちの活動のよさを見つけていくようにする。ま

た、朝の時間や授業で活動の振り返りを行い、自分や友だちの活動に価値を見出していくよう

にする。さらに、広がった価値観で見つけた友だちの活動のよさを、互いに認め合うことで、

子どもの自己有用感を高めていくことができるようにした。指導計画は表１の通りである。 

 

時 教科等 主な活動 目的 主な手立て・方法 

１ 学級活動 学級で共通の目標を決める。 

活動への意欲を高める。 
・学級全体で話し合う時間をもち、目標を学級全

体で共有できるようにする。 
２ 学級活動 

学級目標達成のために学級に必要な係

について話し合う。 

３ 学級活動 役割分担をし、係のめあてを決める。 

常

時 

目標に向かって活動を行う。 
学級に貢献しているという

気持ちをもつ。 

・自主的に活動している様子を教師が価値付け

る。 

活動の振り返りを定期的に行う。 
友だちの活動の様々なよさ

に気付く。 

・同じ係に所属する友だちのよさを見取る期間を

設ける。 

・見つけた友だちのよさを書いた手紙で、より詳

しく具体的に見取っている子どもの記述を教師

が価値付ける。 

４ 道徳 

自分の長所について、教材を通して考

える。 

（教材「うめのき村の４人兄弟」） 

自分の特徴に気付き、よさ 

を伸ばそうとする。 

・自分のよさを自覚するための自己見つめを行

う。 

５ 学級活動 

自分のがんばりを伝え合い、そのがん

ばりにどのようなよさがあるか考え

る。 

それぞれの活動に価値を感

じる。 

・係活動で自分ががんばったことを伝え合う。 

・それぞれのがんばりをグループ分けし、それら

に名前をつけて価値付ける。 

６ 学級活動 
それぞれの活動のよさを見つけて伝え

合う。 

自分も学級の役に立ってい

ることを感じ取る。 

・友だちの活動の成果や感じた思いを、手紙に書

いて渡す。 
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図３ 学級目標を具体的にした掲示 

図５ 振り返りカード 

・同じ係に所属する友だちのよさを見取る期間を設ける。 

・より詳しく具体的に見取っている子どもの記述を教師が価値付ける。 

図４ 学級目標達成への軌跡を残した   

掲示 

 (5) 活動の実際 

  ア 活動への意欲を高める場の設定 

    子どもの活動への意欲を高めるため、「学級目標の達成」という学級で共通の目的をもつ

場を設定した。学級目標の達成に、自分も関わっていると感じ取ることができれば、自己有

用感の高まりに有効に働くと考えたからである。そのために、まず学級活動で、１学期に考

えた学級目標をより具体的にする活動を行った。次に、学級目標の達成のために、学級に必

要な係活動を話し合った。その際、係活動は何のためにあるのかを子どもに問い、係活動は

学級のためにあることや、それぞれの係活動をがんばることが学級目標の達成に近づく、と

いった意見を子どもから引き出すようにした。このようにして、子どもが「係活動をがん

ばって学級目標を達成しよう」という活動の目的をもつようにした。その後、それぞれの所

属する係を決定し、係ごとの目標を立てる時間を設けた。 

  イ 常時活動 

    「学級目標の達成」を常に意識して活動できるようにするために、掲示物を工夫した。学

級目標を具体的にした際の、それぞれの子どもの考えを掲示したり(図３)、係の目標が達成

できたときや、自分たちの係活動によって

学級がよりよくなったと感じたときにシー

ルを貼り、学級目標達成への軌跡を残した

りした(図４)。これらの掲示物によって、

子ども一人ひとりが学級目標の達成を意識

しながら活動を行うことができるようにし

た。 

    また、係活動の振り返りを毎週行い、自分の活動に

ついて振り返ったり、友だちの活動のよさを付箋に書

き、手紙として渡し合ったりする活動を行った。自分

の活動の振り返りについては、自己を見つめる時間を

もつことで、自分のよさへの気付きにつながると考え

た。手紙の渡し合いについては、友だちから自分の活

動を褒められることにより、友だちに認められたとい

う気持ちをもつことが、自己有用感の高まりにつなが

ると考えた。その際、友だちがどのような場面で何を

がんばっていたかなど、活動のよさを具体的に伝え合

うことが、自己有用感の高まりに有効に働くと考えら

れる。さらにそれは、友だちの新たなよさに気付き、

子どもの価値観が広がるきっかけにもなる。そこで、

次の２点の手立てを講じて、具体的なよさを見取り、

記述できるようにした。 

    これらの活動を、図５のような振り返りカードを用いて、継続して行った。 

学級目標を具体的に

した記述  

学級目標 

自分の活動の振り返り  

 

友だちからもらった手紙  

※例 自分のことだけではなく、

他の人のことも考える。  
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図６ 価値観を広げるための手立て 

学級目標と係活動の関連を

再認識する場面 

がんばったことを友だち

と紹介し合う様子 

表２ 授業実践の内容と学習の流れ（指導計画 第５時、第４学年の学級で実施） 

  ウ 価値観を広げることを目的とした授業実践       

    授業では、友だちや自分が行ったことから、子ども自身が様々な価値を見出すという活動

を行い、子どもの価値観を広げていくようにした。子どもが学級のために行う活動には、自

分なりのがんばりやこだわり、「みんなが楽しくなるように」などといった、それぞれの思

いがある。友だちの活動に価値を感じるためには、友だちの活動への思いを理解したり、共

感したりすることが必要である。そこで、子どもがそれぞれ何をがんばったのか、どのよう

な思いをもって活動しているかということを言葉にして表す「言語化」と、それぞれの活動

や思いを、子どもにとって価値を感じられる名前を付けてまとめる「価値の表出」を主な手

立てとして行った（図６）。子どもにとって価値を感じられる言葉とは、学級目標を具体化

する際に子どもから挙げられるような、「協力」「思いやり」などの言葉である。このよう

な、子どもが共通して価値を感じられる言葉と、自分たちの活動が結びつくことによって、

それぞれの活動に価値を見出し、子どもの価値観が広がっていくと考えた。また、これらの

言葉を子どもから引き出していくことによって、協力することや思いやりをもつとはどうい

うことかを、実感を伴って理解でき

るようにした。そうすることで、自

分や友だちのしたことの価値を感じ

取ることができ、さらに今後も、友

だちのしていることを見て、適切に

評価できるようになるなど、子ども

の評価の幅が広がると考えた。 

   (ｱ) 授業の実際 

     授業実践の内容と学習の流れを、表２にまとめた。 

 

学習活動・学習内容 Ｔ：発問 Ｃ：子どもの反応 ○：教師の働きかけ 

１ 係活動について振り

返り、本時の課題を捉

える。 

 ・学級目標達成に近づ

いている理由 

 

 

 

 

２ 自分のがんばりを紹

介し合い、どのような

よさがあるのか話し合

う。 

 ・自分や友だちの活動

の価値（協力、責任

感、工夫、行動力、

思いやり、見通しな

ど） 

Ｔ：学級の目標達成に近づいているのは、なぜか。 

Ｃ：みんなが係をがんばったから。 

Ｃ：係のめあてが達成できたから。 

○これまでの係活動のがんばりを想起で

きるよう、学級目標達成の軌跡を表し

た掲示物を用意し、それがどのように

積み重なっていったのかをたずねる。 

 

 

Ｔ：自分は係活動でどんなことをがんばってきただろうか。 

（子どもの記述例） 

 

 

 

 

 

 

 

①言語化 

・係活動の中で、自分が最もがんばったと思うこと

を紙に書き出す。 

・なぜそれをがんばったのかを発表する。 

②価値の表出 

・がんばったことを内容ごとにグループ分けする。 

・分けられたグループごとに、価値を感じられる 

名前を付ける。 

学級目標を達成するために、自分や友だちはどのようにがんばったのだろう。 

。。 

 

・準備運動の時、大きい声を出すこと（体育係） 

・宿題のチェックをするために、朝早く来ること

（学習係） 

・ポスターを作ること（保健係） 

・みんなが楽しめる遊びができるように、アンケー

トをとったこと（お楽しみ係） 

・給食の台ふきのとき、ふいていないところがない

ようにすること（給食係） 
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思いを発表する様子 

がんばったことに名前を付けて価値付けられた様子 

発表しながらグループ分け

する様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ これまでの自分の活

動を振り返り、これか

ら取り入れたい価値に

ついて考える。 

 ・価値観の広がり 

・新たな価値の自覚 

 

 

 

○全員が自分のがんばりを友だちに伝えることができるよう、振

り返りカードの自分のがんばりについての記述や、友だちから

もらった手紙を参考にして、事前に自分のがんばりを紙に書き

出しておくようにする。→言語化 

○自分と友だちの類似点や相違点を見つけることができるよう

に、自分のがんばりをペアやグループなどで紹介し合う時間を

もつ。 

Ｔ：友だちのがんばったことと似ている人はいるか。 

○「作ることをがんばった人？」など

と教師が投げかけ、それに該当する

と思った子どもが、自分の活動を発

表した。教師はそれを黒板にグルー

プ分けしながら板書する。→価値の

表出 

Ｔ：どのような気持ちで、その活動を

がんばったのか。 

○子どもの思いを言語化できるよう、

どのような気持ちで活動を行った

か、なぜそれを行ったのかをたずね

る。→言語化 

Ｔ：それぞれのグループは、どんな言葉でまとめられるか。この

ことをがんばれるのはどんな人か。 

Ｃ：「みんなが見えやすいように」という気持ちは、「思いやり」 

だと思う。 

Ｃ：自分の仕事を忘れずにできるのは、「責任感」のある人。 

○自分や友だちのがんばりに価値を見出せるよう、子どもの意見

を分類して掲示し、それぞれにどのような価値があるか考える

ように促す。→価値の表出 

Ｔ：自分の係活動に取り入れたいのはどのようなことか。 

Ｃ：積極的に、責任感をもってがんばりたい。 

Ｃ：全部大事だと思う。 

○それぞれが自分の活動によさを感じられるように、自分が気付

いていなかったことや、大切にしたいと思ったこと、よいと

思ったことを伝え合うように促す。 

○どの活動にも同じように価値があることに気付くよう、それぞ

れの活動や思いを、学級のために必要なこととして価値付ける

ようにする。 

黒板の高い所を消

すのをがんばった

のは、みんなが見

えやすいようにす

るためです。  

 

明るさ

思いやり

工夫

工夫

アイディア

努力

一生懸命

ていねい

見通し責任感

がんばりや
さん

アドバイス

協力

アイディア積極的
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図７ 友だちの思いに気付いた記述 

図８ 価値観の広がりと自己有用感の高まり 

図８ 価値観の広がりと自己有用感の高まり 

        （下線は筆者による） 

 

  

Ｔ：学級目標の達成のために、生かしたいと思ったがんばりや、 

大事にしたいと思ったことは、どのようなことか。 

Ｃ：いろいろなアイディアを出しながら工夫したり、みんなの力

を生かし、協力して活動したりすることが、学級目標の達成

につながると分かった。 

Ｃ：今日学んだことを取り入れて活動すれば、もっとよい学級に

なると思った。 

○価値観が広がったことを自覚できるようにするために、学級目

標達成のためにどのようながんばりが大事だと思ったか、振り

返りに記述する時間を設ける。 

   (ｲ) 授業の考察 

     子どもの活動への思いや意図を言語化できるように、教師がその動機や目的を尋ね、子

どもが発表するようにした。そうすることで、周りの子どもが、発表した子どもの気持ち

を理解し、よさを感じることができて

いた（図７）。そして、分けられたグ

ループに、子ども自身が価値を感じら

れる名前を付けていく中で、子どもか

ら「あー」「そうなんだ」などという

声が上がっていた。これは、子どもが

言葉の意味を、実感を伴って理解でき

たためと考えられる。 

    また、価値観が広がって自分の活動

に価値を感じられるようになったこと

で、図８下線部のように、「自分の活

動はみんなのためになっている」とい

う記述が見られた。このように、自分

の活動が価値付けられることによっ

て、自己有用感の高まりにもつながっ

ていたことも分かった。 

    授業の振り返りの記述を分析した結

果、今後新たな価値を意識して活動し

ようという意欲が表れている記述、自分や友だちの活動に価値を感じていると思われる

記述のいずれかが、全員の子どもに見られた（表３）。そのため、この授業を通して、子

どもの価値観は広がったと考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

今後新たな価値を意識して活動しようとする意欲が表れている記述 自分や友だちの活動に価値を感じている記述 

・積極的、責任感、協力、努力、工夫の言葉を大

事にして最強クラスにしたい。 

・自分がイベントをするときには、責任感をもっ

て、積極的にがんばってみたい。 

・みんなのことを考えることは、係の活動以外で

も最強４の２に近づくことなので覚えておく。 

・これからも進んで活動に取り組みたいし、その

取組をがんばりたい。 

・もっと盛り上げて、最強のクラスにしたい。 

・みんなが早く帰れるように、すぐに配り物を

配ったり、進んで配り物を配ったりして、責任

をもって活動したい。 

表３ 価値観の広がりが見られる記述例 
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手紙を渡し合う様子 

表４ 授業実践の内容と学習の流れ（指導計画 第６時、第４学年の学級で実施） 

図９ 教師が示した観点 

 エ 自己有用感を高めることを目的とした授業実践 

   子どもが自己有用感を感じ取るためには、自分が学級のためにしたことの効果を知る必要

がある。それを自分自身で認識することは難しいため、相互評価を行うことにした。相互評

価は、子どもがこれまでの活動を通して広がった価値観をもって、改めて友だち同士で活動

のよさを見出し、それを手紙に書いて渡し合うという方法で行った。その際、子どもが「役

に立っている、認められている」ことを実感できるよう、子

どもが手紙を書く際に、教師が示した観点を図９に表した。 

   授業内容と学習の流れは次の通りである。 

    (ｱ) 授業の実際 

    授業実践の内容と学習の流れを表４にまとめた。 

 

学習活動・学習内容 Ｔ：発問 Ｃ：子どもの反応 ○：教師の働きかけ 

１ それぞれの係活動の

よさを伝え合うという

本時のめあてをつかむ。 

 ・課題の把握 

 

 

 

 

 

２ 友だちの係活動のよ

さを伝え合う。 

 ・がんばりの価値付け 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３ 自分の活動のよさを

振り返る。 

 ・価値観の広がり 

 ・自己有用感の高まり 

  

Ｔ：係活動で、自分はどのようなことを大事にしてがんばってき

たか。 

Ｃ：小さい声だと、みんなが聞き逃してしまうこともあるからと

思って、大きい声を出すことをがんばった。 

○自分や友だちが何を大事にして係活動をがんばってきたか確認

できるよう、前時の学習で子どもが見つけた様々な価値を、掲

示しながら紹介する。 

 

 

Ｔ：それぞれの活動によって、学級や自分にとってどのようなよ 

さがあったか。（子どもは手紙に書く） 

（子どもの記述例） 

 

 

 

 

 

○様々なよさを伝えることができるよう、楽しかったことだけで

なく、学級にとってよかったことや、うれしかったことなど自

分の気持ちについても記述するように促す。 

○手紙を渡すときには、相手を認める気持ちがきちんと伝わるよ

う、記述してあることを言いながら渡すように伝える。 

Ｔ：がんばったことを友だちにほめてもらって、どのような気

持ちか。 

・「ここがよかった」ということを伝えてもらってうれしい。 

・いいところを見つけてくれた人は人のいいところを見つけるこ

とができるから「最強」だと思った。 

・みんなが喜んでくれているのが分かってうれしい。学級のため

にがんばってきてよかったな。 

・自分では分からなかったけれど、こんなにすごいことをしたん

だなと思った。 

・これからもみんなのために係の仕事をずっと続けていきたいと

思った。 

それぞれのがんばりによって、学級が変化したことや自分が感じたことを伝え合おう。 

・いつもチェックしてくれるおかげで、整とん

を心がけるようになったよ。ありがとう。 
・いつもすばやく配り物をしてくれるから、み

んなが早く帰れるよ。 

・読書イベントを開いてくれたので、みんなが
本をたくさん読むようになったよ。 

○友だちの活動で、学級に

どのような変化があった

か。 

○自分はどう感じたか。 
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図９ 自分のよさを認識した記述 

表５ 自己有用感の高まりが見られる記述例 

図 10 自分のよさを認識した記述 

             （下線は筆者による） 

○自分の活動に満足感や充実感を感じ取ることができるよう、こ

れまで学級のためにがんばったことを認めてもらえて、どのよ

うな気持ちになったかをたずねる。 

Ｔ：自分の係活動をがんばったり、友だちの係活動を支えたりし

ている自分のことをどう思うか。 

Ｃ：すごい！ 

○係活動を支える自分や友だちの行動にも価値を見出すことがで

きるよう、係の呼びかけに反応している様子が分かる写真を掲

示する。 

  (ｲ) 授業の考察 

     子どもたちが友だちに渡す手紙には、友だちのどのような活動によって自分はどう感じ

たか、学級はどう変化したかということを書くように指示した。手紙がどの子にも渡るよ

うにするために、始めに渡す相手を教師が指

定したが、どの子も迷うことなく、すぐに書

き始めることができていた。これは、今まで

手紙を渡し合う活動を継続して行ったこと

や、価値観を広げる活動によって、様々な視

点をもって、友だちの活動のよさを見取るこ

とができるようになったためと考える。 

     手紙をもらうことによって、自分の活動

が、友だちや学級にどのような影響を与えた

かを改めて知ることができ、それが図10下線

部のように、自分のよさを認識することにもつながっていた。自分の活動を他者から肯

定的に評価されることは、自分のよさを認識するためにも有効であったといえる。 

      活動の振り返りの記述を分析した結果、「自分の行ったことが学級の役に立った、友だ

ちから認められた」という思いが表れた記述、学級での存在感を自覚していると思われ

る記述が、学級全員の子どもに見られた(表５)。活動のよさを友だちから認めてもらっ

たことで、子どもの自己有用感はおおむね高まったことが分かる。 

  

 (6) 研究の結果と考察 

   価値観を広げる活動の前に行った質問紙から、自己有用感の数値が学級の平均値より特に低

い子ども（Ａさん）を抽出した。価値観を広げる活動を行う前後の、Ａさん及び学級の子ども

の変容を記述や行動、質問紙から見取り、価値観の広がりと自己有用感の高まりを検証した。 

自分の活動が学級の役に立った、友だちから認められたと感じて

いる記述 
学級での存在感を自覚していると思われる記述 

・自分は少ししか役に立っていないと思っていたけれど、

やってきたことでクラスがよくなったと気付かされて、

とてもよかった。 

・自分はみんながしてほしいことを自然にできていること

が分かった。 

・みんなががんばりに気付いてくれて、感動した。 

・自分のやっていることはまちがいではなかったなと思っ

た。 

・自分は当たり前にやっているけれど、みんなはうれしい

気持ちになっていることがわかった。 

・これからも人のためになることをいっぱいして、最強ク

ラスの上を目指したい。 

・係活動を協力してがんばって、みんなが整とんをすきに

なってもらうためにがんばりたい。 

・最強クラスに近づけているので、係活動を大事に続けて

いきたい。 

・これからも最強クラスに近づけるように、工夫してやっ

ていきたい。 

・みんなが勉強になっていると知って、これまでよりもっ

とクイズを出そうと思った。 
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        図 11 Ａさんの振り返り                 

（下線は筆者による） 

表６ Ａさんの取組の変化 

表７ Ａさんの手紙の内容の変化 

    図 12 Ａさんの授業の振り返り 

        （下線は筆者による） 

  ア 価値観の広がりについて  

    まず、Ａさんの保健係としての取組について、授業後の振り返りの記述と手紙の内容の変

化から価値観の広がりを見取る。 

    Ａさんの振り返りには、図11の下線部のよう

に、新しく知った価値を意識して、様々な活動

に取り組もうとする意欲が見られる。日常にお

ける係活動の内容も増加し（表６）、積極的に

係活動に取り組む様子から、自分の活動に価値

を感じ、自信をもって活動していることが分か

る。また、友だちの活動のよさを記述した手紙

の内容を見ると、価値観を広げる活動を行う前

は、事実のみに着目していた

のが、価値観を広げる活動を

行った後は、新しい視点が加

わり、自分の思いを書いた

り、具体的なよさを書いたり

した（表７）。これらのこと

から、Ａさんの価値観は広

がったといえる。 

    学級全体の子どもにも手紙

の内容の変化は表れており、

価値観を広げる活動を行った

後の記述には、授業の中で見

出した「明るさ」や「一生懸

命」などの価値に触れたも

の、新たなよさを見出してい

るものを全員の記述から見取

ることができた。このことか

らも、価値観を広げる活動を通して、学級全体の子どもの価値観は広がったと考えられ

る。  

  イ 自己有用感の高まりについて 

   図12は、友だちと活動のよさを認め合う活動

を行った後のＡさんの振り返りである。実線部

分のように、自分の活動を「すごい」と感じた

り、点線部分のように、今後の係活動への意欲

が高まったりしている記述が見られる。このこ

とからＡさんは、自分の活動を友だちから認め

られたことで、自分の活動が学級のためになっ

ていることを認識しており、Ａさんの自己有用

感が高まっていることがうかがえる。 

価値観を広げる活動を行う前（９月） 価値観を広げる活動を行った後(11月、12月) 

・健康観察カードを保健室に

持っていく 

・健康観察カードを保健室に

持っていく 

・衛生チェック（ハンカチ、

ティッシュ、爪切り） 

・朝と帰りの会での呼びかけ 

・めあて達成者への賞状作成 

・手洗いチェック 

・手洗いポスター作成 

・保健クイズ作成 

価値観を広げる活動を行う前（９月） 価値観を広げる活動を行った後(11月、12月) 

・毎日自分ですぐにチェック 

できてすごいね。 

・図書では、毎日帰りの会で、

たくさんのいい企画を考えて

くれたので、前よりももっと

本が好きになりました。 

・毎日チェックをしてくれてあ

りがとう。ちゃんとできてい

るかが分かって自分はとても

いいです。 
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表８ 係活動の振り返りの作文から見取ることができる自己有用感の高まりと価値観の広がり 

表９ 質問紙「自己有用感尺度」（一部抜粋したもの） 

    さらに、係活動を振り返って書いた作文からは、学級全体の子どもの自己有用感が高

まっていることを見取ることができた。表８に示したように、自分の活動に価値を感じて

いる記述、新たな価値を意識し、より係活動を充実させようという意欲が見られる記述、

友だちのよさについての記述、いずれかの記述が全員の子どもに見られた。これらの記述

から、子どもが自分の活動にやりがいや価値を感じ、今後も学級のために自分の活動を続

けようとする意欲を高めていることが分かる。これは、「自分の活動が学級のためになっ

ている」と思う気持ちの表れであり、子どもの自己有用感が高まっていると捉えられる。 

   また、友だちのよさについての記述からは、友だちの様々な活動や行動に価値を感じてい

ることが分かり、子どもの価値観の広がりも見取ることができた。 

 

 

 

 

 

        

      

   さらに、栃木県総合教育センターが作成した「自己有用感尺度」（表９）という質問紙を

用いて、学級の子どもの自己有用感を測定した。これは、それぞれ質問項目の回答の数値

を総合的に分析し、子どもの自己有用感を１から５までの数値で表すものである。この質

問紙を、価値観を広げる活動を行う前の１学期と、活動後の２学期に行い、学級の自己有

用感の変化を見取った。 

   図13は、Ａさんの自己有用感の数値変化を表したものである。価値観を広げる活動を行う

前の１学期と行った後の２学期では、２学期の方が、数値が高くなっていることが分かる。

図14は、学級全員の子どもの自己有用感を、低いものから順に並び替え、学級の人数の４分

の１ずつで区切り、その分布を表した図（箱ひげ図）である。この図を見ると、価値観を広

げる活動を行う前の１学期に見られた低い数値が、２学期には見られなくなり、全員の子ど

もが３以上の数値に分布していることが分かる。つまり、１学期に自己有用感が低かった子

どもの自己有用感は、価値観を広げる活動によって高くなったといえる。また、学級全体の

平均値も上昇している。これらのことから、価値観を広げる活動を通して、子どもの自己有

用感が高まったと考えられる。 

自分の活動に価値を感じている記述 新たな価値を意識している記述 友だちのよさに関する記述 

・一番がんばっているのは、みんな

が勉強をどうしたら好きになるか

を考えること。 

・とてもやりがいを感じている。 

・みんなが上手になっているのをみ

るとうれしいので、音楽係になっ

てよかった。 

・みんなの仲が深まって、みんなが

楽しそうにしていたので大成功。 

・これからも一生懸命に係活動に取

り組んでボランティアもたくさん

していきたい。 

・みんなにアンケートをとったりし

て、いろいろ工夫をしてみんなが

楽しめるようにがんばりたい。 

・次は積極的に考えてみたい。 

・いつもみんなが自分の提案にのっ

てくれるのがすごい。 

・係のみんなみたいに、折り紙を作

るのは私にはできないからすごい

と思う。 

・みんながすぐに自分が作った掲示

を見てくれたからうれしかった。 

・友だちが手伝ってくれたので、と

ても感謝している。 

質問項目 とてもあ
てはまる 

ややあて
はまる 

どちらと
もいえな
い 

あまりあ
てはまら
ない 

まったく
あてはま
らない 

わたしは、クラスの人の役に立っていると思う。 ５ ４ ３ ２ １ 

わたしは、クラスの重要な一員だと思う。 ５ ４ ３ ２ １ 

わたしは、クラスの人から信頼されていると思う。 ５ ４ ３ ２ １ 

わたしは、クラスの人の手伝いをすることがある。 ５ ４ ３ ２ １ 

わたしは、クラスの人が納得するような意見を言うことがある。 ５ ４ ３ ２ １ 

わたしは、クラスの人から「ありがとう」と言われることがある。 ５ ４ ３ ２ １ 

わたしは、クラスの人からほめられることがある。 ５ ４ ３ ２ １ 
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    図 13 学級での自己有用感の変化             

（Ａさん） 

図 14 学級での自己有用感の分布の変化（学級全体） 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

   価値観を広げる活動を行うことにより、子どもがより多くの面で友だちのよさを見取ったり、

自分のよさを認めたりすることにつながった。さらに、見取ったよさを友だち同士で伝え合った

ことで、「自分は友だちに認められた、学級や友だちの役に立った」と感じたり、学級での存在

感を感じたりして、自己有用感が高まっていた。このことから、子どもの価値観を広げること

は、自己有用感を高めることに有効であったといえる。 

   一方で、自分の活動を友だちに認められ、自己有用感の数値は高くなったという結果が出てい

るものの、質問紙の「わたしはクラスの人の役に立っていると思う」という項目に低い評価をす

る、自己否定の気持ちが強い子どももいた。そのため、自分のよさを自覚するための自己見つめ

や、それぞれの子どものよさが生かされる活動を行うなどの取組を、日常で継続的に行う必要が

ある。 

   自己有用感を高めるための活動を行う中で、子ども自らが、学級をよりよくするための活動を

次々に考え出したり、係が決めためあてを達成したときには、学級全員で喜び合ったりするよう

な姿が多く見られるようになった。このように、子どもの自己有用感の高まりは、よりよい学級

づくりとの関連が深いことが分かった。そこで、自己有用感を高めるための取組が学級づくりに

有効に働くよう、子どもの状況や集団の成長に合わせ、柔軟に取組を改善しながら行う必要があ

る。さらに、発達の段階に合わせた活動内容を計画し、どの学年においても子どもが自己有用感

を高めたり、獲得した自己有用感を持続したりできるようにしたい。 
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