
縦割り班活動に自ら進んで参画しようとする児童の育成

ー 自己評価とキャリアカウンセリングの活用 ー

加藤 伸

最高学年となった第６学年では，縦割り班活動においてリーダーとしての役割が期待さ

れる。しかし中には活動への意欲をもてなかったり，意欲はあってもどう行動してよいか

分からなかったりする児童もいる。そういった児童にＰＤＣＡサイクルを用いた自己評価

と，教師による児童へのキャリアカウンセリングを行い，縦割り班活動への自覚と行動力

をもたせ，活動を成功させた自己有用感を味わわせようと考えた。この取組を通して，児

童は縦割り班活動における目標や活動内容を自ら考え，実践し，その振り返りを生かして

改善することで次の活動の成功につなげることができた。
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Ⅰ 主題設定の理由

１ 社会的要請から

小学校学習指導要領解説特別活動編には，「社会性

の基礎を身に付けるためには，児童が互いの個性を認

め合う中で，与えられた役割を自覚し，責任をもって

仕事を果たす必要があるのであり，このような経験を

積み重ねることが大切である。」と記されている。社

会性の基礎を身に付けるため，我々教員は「互いの個

性を認め合う」「与えられた役割を自覚する」「責任を

もって仕事を果たす」「経験を積み重ねる」ことを念

頭において，児童を育てていかなければならない。

また，「特に，（第６学年の）この時期に自分への自

信が大きく低下する児童が多い傾向があることが指摘

されていることを踏まえ，下学年の児童の面倒を見た 図１ 主題設定の理由

り，より高い目標をもって様々な役割を担う体験を通したりして，困難を超えて目標を達成できるよ

うにしたり，このことについて互いが認め合えるようにしたりして，自分への自信がもてるようにす

ることが大切である。」とも記されている。ここからも，自ら進んで参画しようとする児童の育成の

工夫が必要となっていると言える。

２ 児童の実態から

研究協力校であるＨ小学校の第６学年（検証対象児童31名）には，様々な行事の際にしっかりと自

分の役割を自覚し，最高学年にふさわしく自分の役割を果たそうと頑張る児童がたくさんいる一方，

少数ではあるが，自覚はあってもなかなか行動に移せなかったり，自覚がもてずに行動することがで

きなかったりする児童もいる。

３ 児童を育てるために

このような児童にも最高学年にふさわしい自覚と行動力

や社会性の基礎を身に付けさせたいと考える。行事や縦割

り班活動の際に与えられた役割りを果たすだけでなく，自

分の役割を自ら考えながら参画することができれば，責任

をもってやり遂げた経験を積むことができるであろう。ま

た，これらを通して集団のために貢献することの意義や大

切さを実感し，自己有用感を味わうことができるだろうと

考える。これによって，その後の活動にも自覚をしっかり 図２ 進んで参画する意義
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社会性の基礎を身に付けるためには，与えられ
た役割を自覚し，責任をもって仕事を果たす必要

がある。 (小学校学習指導要領解説特別活動編)

自信が低下する傾向があることを踏まえ，下学
年の児童の面倒を見たり，様々な役割を担う体
験を通したりして，自分への自信がもてるように
すること。
（小学校学習指導要領解説特別活動編）

研究協力校の第６学年の児童の中には，自覚
はあっても行動に移せなかったり，自覚がもてず
に行動することができなかったりする児童もい
る。
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仕事に見通しをもつことができ，責任をもって仕
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己有用感を味わうことができる。
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ともち，積極的に取り組んでいくことができるのではないかと考えている。このため，自分自身の振

り返りを生かしていく自己評価と，自覚や行動力をもつことができるようにするためのキャリアカウ

ンセリングを行うことにより，自分を見つめ，自分自身を知ることができ，将来の自分への展望をも

ちやすくなるのではないかと考える。

ではキャリアカウンセリングとは何かとい

うことだが，宮城（2002）によると児童の進

路や生き方に関わる相談活動であり，児童自

身の自己決定を促し，児童が主体的に自分の

進路や生き方，行動を決めていくように導く

活動である。つまり，教師の側から指示を出

したり行動を決めたりするのではなく，あく

まで児童自身の自己決定を引き出すことがで

きるように対話をしながら導いていくものな

のである。

次にキャリアカウンセリングの進め方には，

次の６つのステップがある。順に①信頼関係

の構築，②キャリア情報の収集，③自己分析，

図３ ６つのステップ 正しい自己理解，④目標の設定，⑤課題の特

定，⑥目標へ向けた行動計画の決定となって

いて，これらの活動を通して自分の行動や生き方，進路が決定できるように進めていく。

Ⅱ 研究仮説

ＰＤＣＡサイクルを用いた児童の自己評価と，教師による児

童へのキャリアカウンセリングを取り入れることによって，その

相乗効果で児童の自覚と行動力を引き出すことができるのではな

いかと考える。これらが有効に作用すれば，今後児童に自覚と行

動力をもたせる方法として，１つの方向性となり得るであろう。

図４ 研究の仮説

Ⅲ 研究内容・方法

研究の方法としては，縦割り班活動の事前と

事後に，ＰＤＣＡサイクルを用いた児童の自己

評価カードへの記入と，教師による児童へのキ

ャリアカウンセリングを交互に行っていく。自

己評価カードは１つの活動だけではなく，いく

つかの活動を積み重ねながら書いていくことに

する。Plan の段階で，自己評価カードを基に児

童とキャリアカウンセリングを実施し，今の自

分にふさわしい目標や役割，行動内容について

共に考える。さらに Do が終わった時点で Check

として自己評価カードへの記入とキャリアカウ

ンセリングを行い，次の Action への目標や行動

図５ 活動の流れ 内容を共に考えるようにする。これらの活動の

事前・事後に児童にアンケートを行い，児童自

身の評価や自己有用感などがどのように変容したかを見ていく。自己評価カードによる自分自身の振

り返りや，キャリアカウンセリングが有効に機能していれば，事前より事後の方が，児童自身の評価

や自己有用感などが高まっているであろうと考えられる。更に，研究協力校の教師にも聞き取り調査

を行い，その変容を自己評価以外の面からも捉えていく。これにより，本研究が有効かどうか検証し
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たいと考えている。

Ⅳ 実践と検証・分析

１ 事前アンケート

６月に，研究協力校のＨ小学校第６学年２組の男

子19名，女子12名，計31名の児童に対し，行事につ

いての意欲や経験等を問う事前アンケートを行っ

た。「これまで学校や全校みんなのために頑張った

ことはあるか」「自分が学校のために役立っている

と思うか」「これから，全校みんなのために役に立

ちたいと思うか」という３つの設問に対し，「とて

もそう思う」「思う」「あまり思わない」「思わない」

の４段階で回答を得た。 図６ 事前アンケートの結果

(1) 「これまで学校や全校みんなのために頑張ったことはあるか」

この設問は，これまで児童がどの程度頑張ってきたかということを明らかにするために設けた。こ

の設問に対し，「とてもそう思う」，「思う」と答えた児童が約77％，「あまり思わない」と答えた児童

が約23％という結果となった。「とてもそう思う」「思う」が合わせて約77％と，比較的多くの児童が

学校のために頑張ったことがあると答えているが，約23％と４人に１人弱が「あまり思わない」とな

っていて，無視できない人数である。

(2) 「自分が学校のために役立っていると思うか」

この設問は，児童が自己有用感をどの程度感じているかを問うために設けた。この設問に対し，「と

てもそう思う」，「思う」と答えた児童が約80％，「あまりそう思わない」と答えた児童が約20％とい

う結果となった。「とてもそう思う」「思う」が合わせて約80％と，大部分の児童が自分は学校のため

に役立っていると考えていることが分かったが，ここでも約20％と５人に１人が「あまり思わない」

となっていて，決して少ない人数ではない。

(3) 「これから，全校みんなのために役に立ちたいと思うか」

この設問は，これから頑張っていく意志があるのかどうかを明らかにするために設けた。この設問

に対し，「とてもそう思う」と答えた児童が約42％，「思う」と答えた児童が約58％という結果となっ

た。「思う」「とてもそう思う」が合わせて100％と，児童全員が全校みんなのために役立ちたいと考

えていることが分かった。

事前アンケートの結果からは，児童の学校行事への意欲は高いということが分かる。しかし，設問

(1)と(3)の結果からも分かるように，全体の23％ほどの児童は，役に立ちたいという意欲はあるもの

の，具体的にはどのように行動したらいいのかが分からないのではないかということが考えられる。

この23％の児童をいかに少なくしていくかということが，本研究の中心部分となっていく。ここで活

用するのがキャリアカウンセリングである。

２ キャリアカウンセリングの実施

(1) １回目のキャリアカウンセリング

このキャリアカウンセリン 表１ キャリアカウンセリングの６つのステップと教師の働きかけ

グの目的は，全校での行事で ステップ 教師の働きかけ

ある縦割り班活動で，最高学 ① 信頼関係の構築 普段の授業などで構築しておく

年として中で自分はどんな役 ② キャリア情報の収集 予めどんな係があり，その内容はどうか

割を果たせばよいのか，具体 確認しておく

的にどんな行動を取ればよい ③ 自己分析・自己理解 児童の性格や行動の様子を想起しておく

のか，ということを自分自身 ④ 目標の設定 どんな係が向いているのか，話合いなが

で気付くことができるように ら導く

することである。カウンセリ ⑤ 課題の設定 係をやり遂げるため，解決しなければい

ングは放課後，１日５，６人 けない課題に気付くようにさせる

ずつ，５日間にわたって行っ ⑥ 行動計画の決定 課題を解決するための自分なりの方法は

た。31人に対するカウンセリ 何か共に探る
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ングであるので，放課後だけでは時間に限りがあり，１人あたり10分程度しか時間を確保することが

できない。したがって，６つあるステップを全て実施するのではなく，④の目標の設定，⑤の課題の

特定，⑥の行動計画の決定という，児童自身が自己決定できる後半３段階に絞って実施することにし

た。具体的には目標の設定として児童がどんな係をやりたいか，どんな係が向いていそうかを対話の

中から引き出し，次に課題の特定としてその係をやり遂げるに当たって解決しないといけない課題は

何かを児童の考えを聞きながら焦点化する。最後に行動計画の決定として課題を解決するための自分

なりの方法を引き出すようにした。誰かに決められた役割・行動ではなく，これを自己決定すること

により，意欲が増すと共に児童自らが何をすればよいのか見通しがつけやすくなり，自分の役割に対

して責任をもって取り組むことができるようになるのではないかと考えた。この結果，多くの児童が

キャリアカウンセリングを通して，自分の役割を決め，課題を考え，具体的な行動計画を立てること

ができた。

実施するに当たり，その児童の性格や行動の様子を想

起し，縦割り班活動で児童にはどんな係が合いそうか，

その際に課題となることは何か，課題を解決するための

行動は何かを，予め考えてから臨むことにした。例とし

てＨ児とのキャリアカウンセリングについて紹介する。

教師の「どんな係をやってみたい？」という問いに対し

て，「１年生の送り迎えをやってみたい。」と答えた。さ

らに「どうしてそれをやりたいの？」という問いに対し

て，「小さい子が好きだから。」という答えであった。こ

れらがステップ③の自己分析とステップ④の目標の設定

にあたる。Ｈ児は，登校の際にもよく下学年の面倒を見 図７ キャリアカウンセリングの一例

ていて，適任であると思われた。次に「その係をすると

きにどんなことに気を付けたい？」という問いに対して，少し考えた後，「手をつないであげる」「優

しくする」「ゆっくり歩く」「一緒に行く」などと答えた。これがステップ⑤の課題の特定とステップ

⑥の行動計画の決定にあたる。

教師の考えが一致すれば，キャリアカウンセリングは終了となる。一致しない場合は，教師から課

題として考えられるケースを提示して，その際はどうするか考えさせた。現学級担任や元学級担任な

ど，児童と信頼関係が築かれ，児童についてある程度の情報を得られている場合はキャリアカウンセ

リングの６つのステップの中のいずれかを割愛することもできると考える。キャリアカウンセリング

を実施した後に，児童は自己評価カードに自分の役割と行動計画を記入し，準備や練習に取り組んだ。

(2) ２回目のキャリアカウンセリング

２回目のキャリアカウンセリングも，１回目と同じねらい，同じ流れで２回目の縦割り班活動の前

の放課後に行った。２回目とあって，児童はカウンセリングにも慣れ，１回目よりもスムーズに自分

の役割や行動計画を立てることができた。この後，児童は縦割り班活動への準備に取り組むことにな

るが，縦割り班活動までの期間が短い中で，自分たちで時間を作りながら準備に取り組む姿が見られ

たという学級担任の話であった。

３ 自己評価カードの記入

児童はキャリアカウンセリングの後に，縦割り班活

動に臨んだ。１回目の縦割り班活動の終了後，自分で

決めた役割と具体的な行動ができたかについて振り返

り自己評価カードに記入した。児童の自己評価による

と27人が具体的な行動を取ることができたと振り返っ

ていた。これは31人の約87％にあたり，事前アンケー

トの設問(1)，「これまで学校や全校みんなのために頑

張ったことがあるか」の約77％に比べ，10ポイントほ

ど向上していて，この段階でもキャリアカウンセリン

グは機能していると考えることができた。２回目の縦 図８ 自己評価カード
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割り班活動終了後にも自己評価カードに記入したが，こちらでは全員にあたる100％が頑張ることが

できたと記入していて，キャリアカウンセリングの効果は十分にあったのではないかと考えられる。

また，自己評価カードでの振り返りの内容も，「前回待っている人がつまらなそうだったけど，今回

は待っている人も楽しませることができた」や「前回のゲームはちょっと難しかったので，今回は下

学年でも分かるように説明して，スムーズにゲームができた。」などと，１回目の縦割り班活動後の

振り返りでうまくいかなかったことがあったと記入していた７人のうち，２回目の活動後の振り返り

で６人が前回の失敗を生かして改善できたと記入していて，自己評価による Check が効果を上げた

と考えられる。

４ 気になる児童との再キャリアカウンセリング

自己評価カード記入後，それに目を通して，気になる児童との再キャリアカウンセリングを行った。

最初は１回目の縦割り班活動で計画どおり行動できなかったという４人を含め，うまくいかなかった

点があったという７人とカウンセリングを行った。計画どおりできなかった４人中３人は，自分の役

割を何度か練習してから縦割り班活動に臨んだのだが，焦ったり，緊張したりして間違えてしまった，

ということであった。焦りや緊張のもとは何だったのか共に考えたが，練習が足りなかったかもしれ

ない，という判断を自分で下し，次回はもっと練習するという目標を立てていた。もう１人は立てた

計画をどうしても実行することができなかった，ということであった。キャリアカウンセリングの中

では，自分で行動計画を立てることができたことを賞揚し，次回は行動に移すよう励ましたが，自己

分析が甘かった可能性もあり，キャリアカウンセリングの時間が短かったことにも原因があったので

はないかと考えられる。やはり，時間の確保がキャリアカウンセリングの課題の１つと言えるのでは

ないかと思う。

５ 事後アンケート

２回目の縦割り班活動の後，事後アンケートを行った。行事についての意欲や経験等を問う内容で，

「これまで学校や全校みんなのために頑張ったことはあるか」「これから，学校や全校みんなのため

に頑張ってみたいと思うか」「自分が学校や全校みんなのために役立っていると思うか」「キャリアカ

ウンセリングは役に立ったか」という４つの設問に対し，「とてもそう思う」「思う」「あまり思わな

い」「思わない」の４段階で回答を得た。

(1) 「これまで学校や全校みんなのために頑張ったことはあるか」

事後アンケートでは「とてもそう思う」と答えた

児童が約57％，「思う」と答えた児童が約43％，「あ

まり思わない」「思わない」が０％となった。図９

のように「とてもそう思う」「思う」が約77％から

100％に向上しており，児童の意識としては「自分

は頑張っている」ということが言えるのではないだ

ろうか。特筆すべき点は，「とてもそう思う」と答

えた児童が約５倍に増えたことである。自分の目標 図９ 事前アンケートとの比較（１）

を意識して取り組んだ現れと思われる。

(2) 「自分が縦割り班活動を通して学校のために役立っていると思うか」

自己有用感を問うための設問である。事後アン

ケートでは「とてもそう思う」が60％，「思う」が

40％で，「とてもそう思う」と「思う」が合わせて

100％と，事前アンケートに比べ約20ポイント向上

した。ここでも「とてもそう思う」と答えた児童

が５倍になっている。その理由として児童は，「み

んなが楽しんでくれているから」や「担当の先生

に『６年生頑張っているね』と声をかけられたから」 図10 事前アンケートとの比較（２）

などと，縦割り班活動での成功経験を挙げている。

ここから児童は，縦割り班活動を通じて自己有用感を得ることができていると考えられる。
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(3) 「これから，全校みんなのために役に立ちたいと思うか」

児童の意欲を問うための設問である。「とてもそう思う」が約63％，「思う」が約37％，合わせて10

0％という結果になった。事前アンケートと比べると，「とてもそう思う」が約21ポイントアップした

ことになる。これは，縦割り班活動での成功経験などが児童の意欲を向上させていると見ることがで

きる。

(4) 「キャリアカウンセリングは役に立ったか」

キャリアカウンセリングの有効性を問う設問である。「とてもそう思う」が30％，「思う」が70％と

いう結果になった。合わせると100％の児童がキャリアカウンセリングは役に立ったと答えていて，

キャリアカウンセリングは，全ての児童にとって自分の活動の方向性を決めたり確認したりする上で

役立ったということが言える。

６ 教師への聞き取り調査

児童への事後アンケートと同時に，検証対象学級の児童を担当したグループの教師６人にも聞き取

りによる調査を行った。その結果，「１回目はルールが分かりづらいゲームをしていたが，２回目は

１年生にも分かりやすいゲームをしていた。」「１回目は教師が出て行かないといけない場面もあった

が，２回目は６年生だけで上手に進めていた。」「うまくいかない点を修正しながら，とてもよく頑張

っていた。」「準備時間がない中で，自分たちで時間を作りながら取り組んでいた。」「１回目よりも２

回目の方が進め方が上手になった。」「慣れてきたということもあるだろうが，２回目の方が上手に進

めていた。」などと，児童らの頑張りが認められる回答ばかりであった。ここから児童が自分たちの

役割を自覚し，活動に取り組んでいることが分かる。また，「１回目よりも２回目の方がよくなった。」

という回答もあったことから，自己評価のチェックが機能していたことも分かる。

Ⅴ 成果と課題

１ 成果

・ＰＤＣＡサイクルの流れを用いた自己評価カードを使用したが，１回目の縦割り班活動で反省点が

あった児童は振り返りの中でその点について触れ，次回への対応策を考えている様子が見られた。

自分の活動の流れが分かる自己評価カードは，児童が自らの行動を考え，自主的な活動につなげて

いく一助になったと考えられる。

・キャリアカウンセリングが有効かについて，児童の30％が「とてもそう思う」，70％が「思う」と

答えていて，意欲はあってもどう行動してよいか分からなかった児童だけでなく，自分で行動を考

えることができた児童にとっても，自分の行動を確認するという意味で有効だったと考えられる。

・100％の児童が縦割り班活動で自分は役に立ったと考えており，自己評価とキャリアカウンセリン

グをリンクさせた支援は，自己有用感を醸成するのに有効だと考えられる。

以上の点は，もちろん現学級担任の児童への指導や励ましがあったということも考慮しなければな

らない。

２ 課題

・時間の確保が難しいが，学級全員にカウンセリングを行うのではなく，対象を絞って行っていくの

も１つの方法と思われる。

・教師はキャリアカウンセリングのプロではないため，児童自身による自己分析と，教師による児童

理解が違っている場合，その後の進め方に迷いが出てしまうこともあり，キャリアカウンセリング

についての理解を十分に深めないと，曖昧な結論が出てしまうことがあることが分かった。
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