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Ⅰ 主題設定の理由 

研究協力校Ｍ中学校(以下，Ｍ中学校)の第３学年生徒に対し実施した平成30年度の県学習状況調査

では，地域貢献の意欲を問う質問について全ての生徒が肯定的に回答した。Ｍ中学校は令和元年度か

らコミュニティ・スクールを導入し，主体的に地域に関わる生徒の育成に一層力を入れている。しか

し，地域貢献の意欲が地域に関わる行動に結び付いていない実態がある。原因として，学校が設定し

た枠組みで生徒の主体性の育成を図ってきたことや，消極的で受動的な生徒が多いことが推察される。 

その原因を学校が解消するためには，「学校生活に合わせて自己実現をめざす」生徒より，「自己

実現につながる学校生活をつくる」主体的な生徒の育成が必要であると考える。 

そこで，生徒の主体性を育む手立てとして，自己実現を支援する活動を組み込んだ「自己を振り返

る活動」「他者と関わり合う活動」「他者に働きかける活動」の循環による「提案サイクル」を取り

入れる。併せて，「提案サイクル」の各活動において，生徒の自発性や意欲を高める手立てを講じ，

生徒が主体的に取り組むことができるように支援する。 

生徒が，自己の「身に付けるべき力」に気付くとともに，それを目標とし，目標達成につながる学

校生活づくりを他者に働きかけ実践することで，主体性の高まりが期待できる。そして，将来的に地

域貢献活動につながる「自らの意志で他者に働きかけていく力」が身に付くと考える。 

 

Ⅱ 研究仮説 

中学校第３学年の学級活動において，生徒がキャリア発達につながる「提案サイクル」に取り組む

ことで，「自らの意志で他者に働きかけていく力」が身に付くであろう。 

 

Ⅲ 研究内容 

１ 本研究における「自らの意志で他者に働きかけていく力」とは 

 本研究における，「自ら 

の意志で他者に働きかけて 

いく力」を三つの要素に分 

類し，それぞれの要素に関 

わる資質・能力について， 

特別活動における「自己実 

現」「人間関係形成」「社 

会参画」の三つの視点から 

捉え直し設定した(資料１)。 資料１ 「自らの意志で他者に働きかけていく力」の内容 

 

 生徒の主体性を育むには，生徒の自己実現を支援する必要がある。支援のための取組と

して「自己を振り返る活動」「他者と関わり合う活動」「他者に働きかける活動」の循環

による「提案サイクル」を実践した。「提案サイクル」の各活動で，生徒の自発性や意欲

を高める手立てを講じることにより，自己理解の深まりによって身に付けるべき力を自覚

し，他者と認め合う中で自己有用感が高まり，自らの働きかけに真剣に向き合う仲間の存

在に気付き勇気付けられた。その結果，自己実現のための働きかけを自発的に実践するよ

うになり，全ての生徒に主体性の向上が見られた。 

キーワード：主体性の育成 提案 自己実現 自己理解 自己有用感 働きかけ  

 

 

 

                                         

                               

                 



 

２ 生徒の実態把握  

「自らの意志で他者に働きかけていく力」 

に関わる資質・能力について生徒の実態を把 

握するために，６月にＭ中学校第３学年19人 

を対象に事前アンケートを実施した。事前ア 

ンケートの結果(資料２)から，自発的な行動 

や，自分が意義を感じることの他者への働き 

かけを苦手とする生徒が多いことが分かった。 

また，集団の中で自他のよさを生かすことができなかったり，学校生活の様々な活動の意義や価値

を理解せず，必要感をもたずに取り組んだりしている生徒が多いことも明らかとなった。 

３ 研究の構想 

本研究では，「自己を振り返る活動」「他者と関わり合う活動」「他者に働きかける活動」をそれ

ぞれ「活動Ａ」「活動Ｂ」「活動Ｃ」とした三つの活動の循環による「提案サイクル」を実践する。

なお，三つの活動には，「自らの意志で他者に働きかけていく力」に関わる資質・能力と，中学校学

習指導要領解説 特別活動編(平成29年７月)で整理された資質・能力が関連しており，「提案サイク

ル」の実践を通して「自らの意志で他者に働きかけていく力」を身に付けることは，特別活動で育成

を目指す三つの資質・能力を，身に付けることにつながるものである(資料３)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 検証と考察 

１ 「提案サイクル」の実際 

(1) 「提案サイクル」の実践のプロセス 

 「提案サイクル」は，以下の①から⑥のプロセスで実践した。 

 

 

 

 

 

 

 生徒が必要感をもって，自主的に「提案サイクル」に取り組むことができるようにするためには，

生徒の主体性を高める必要があると考えた。そこで，プロセスの②，③，⑥において，生徒の自発性

や意欲を高める活動を取り入れた学級活動を実施した。資料４にあるように，11月下旬までには，全

ての生徒が「提案サイクル」を実践した。 

資料２ 事前アンケートの結果(一部) 

資料３ 研究の構想 
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特別活動で整理された資質・能力 

資料４ ｢提案サイクル｣実践回数 

(11月まで) 



 

(2) 「提案サイクル」の実践の具体 

生徒の提案機会は授業，学級， 

係，集会，委員会，生活班，学 

校行事等多岐で，提案機会に応 

じて，被提案者も後輩，委員会 

生徒，全校生徒，同町内生徒， 

生徒会執行部，教師，地域住民 

等と様々だった。 

資料５は，ある生徒が自己実 

現を図るために「提案サイクル」 

において具体的に行った活動である。１回目のサイクル終了後に 

「活動Ａ」に戻り自己を振り返った。「身に付けるべき力」は身 

に付いたのか，どうすれば身に付くのか，新たに身に付いた力は 

ないか，更に向上するにはどのような提案が必要かなどについて 

考えた。２回目のサイクル以降については，生徒個々が１回目の 

経験を生かし，全教育活動の中で自発的に提案し実践した(資料６)。 

２ 「提案サイクル」に関わる授業の実際 

(1) 「提案サイクル」の「活動Ａ」に関わる学習(６月) 

 「活動Ａ」に関わる学習では学校生活の意義や価値，つまり，学校と学校外の活動との比較で際立

つ学校固有の重要性を示す「意義」や，学校の多様な活動の有用性を示す「価値」を理解することが，

自発性や意欲の向上になると考えた。 

手立てとして，学校生活や自己を振り返る活動，自己の「身に付いた力」や「身に付けたい力」

(以下，自己の現状)と社会が求める資質・能力とを比べる活動を行った。これらの手立てによって，

自己の現状が将来につながる生徒の実感を促し，「身に付けるべき力」の設定につなげた。 

(2) 「提案サイクル」の「活動Ｂ」に関わる学習(７月)-検証授業Ⅰ- 

 「活動Ｂ」に関わる検証授業Ⅰでは，他者との関わり合いの中で自己 

理解を深めることが自発性や意欲の向上につながると考えた。手立てと 

して，「認め合う言葉がけの例」(資料７)をヒントに，「身に付けるべ 

き力」が育まれる場面(例１)，「身に付いた力」を活用する場面(例２) 

等，学校生活における互いの活躍場面を伝え合い，認め合う活動を取り 

入れた。また，過去の提案にふれる活動を取り入れることで「活動Ｃ」 

に向けて見通しをもつようにした。 

(3) 「提案サイクル」の「活動Ｃ」に関わる学習(11月)-検証授業Ⅱ- 

 検証授業Ⅱの直前まで，生徒は「提案サイクル」の各活動を 

自分のペースで自主的に実践してきた。 

全ての生徒が「提案サイクル」に１回以上取り組んだ中で， 

「自分の考えが伝わらない」「他者との共有が難しい」「話し 

合う時間がほしい」など，「活動Ｃ」に関わる困り感が明らか 

となった。そのため，「活動Ｃ」に関わる検証授業Ⅱを実施し， 

提案者と被提案者(以下，フォロワー)の困り感を解消すること 

が，自発性や意欲の向上につながると考えた。 

手立てとして，ＰＲＥＰ法(資料８)による自分の考えを適切 

に伝える活動，バズ学習による提案を多面的・多角的に練り合 

う活動，提案者やフォロワーが立場に応じて意思決定する活動 

を取り入れ，授業を行った(資料９)。 
資料９ バズ学習を取り入れた授業の様子 

資料７ 認め合う言葉がけの例 

資料８ ＰＲＥＰ法 

資料６ 生徒の提案(一部) 

資料５ ｢提案サイクル｣における生徒の具体的な活動(一部) 



 

３ 「提案サイクル」に関わる教師の支援の実際 

 個で実践することの不安解消や，生徒が自発的・意欲的に取り組んでいくための支援を行った。 

手立てとして，「提案サイクル」の三つの活動それぞれの状況を見取るシートや，三つの活動終了

後にサイクル全体を見取るシートの合計４種類を作成し，校内に掲示して互いの活動の見える化を図

ることを生徒に確認した。さらに，些細な提案でも実践を積み重ねることができるように「誰が，誰

に，どこで，何を提案するのか」など，提案に必要なポイントをまとめた資料を配付し，共有した。 

４ 分析と考察 

「生徒の自発性や意欲を高める手立て」が機能していたか，「学校生活をつくる生徒の主体性」が

うかがえるかの二つの規準を設定し，生徒アンケートの数値，４種類のシートの生徒記述を分析した。

二つの規準を満たした場合，「自らの意志で他者に働きかけていく力」を身に付けるために，生徒が

「提案サイクル」に取り組むことが有効であると判断した。 

(1) 生徒の自発性や意欲を高める手立て 

①「活動Ａ」に関わる生徒の変容 

  「活動Ａ」に関しては，全ての質問に対して， 

回を重ねるごとに肯定的な回答の人数が増加し， 

最終的に事後アンケートでは，19人全員が肯定 

的な回答となった(資料10)。 

要因として，「活動Ａ」において，「提案サ 

イクル」の目標を自分の言葉で設定することが 

できたことの影響があげられる。生徒は，自己 

の現状が将来につながる実感により「身に付け 

るべき力」を自覚し目標を設定した。 

また，「身に付けるべき力」を育む場面が学 

校生活にあることに気付き，学校生活の意義や 

価値を高めることができた(資料11)。つまり， 

自己の成長や課題克服につながる学校生活づく 

りの提案に向けての動機付けになったと考える。 

これは，「自らの意志で他者に働きかけてい 

く力」の「自らの意志」に大きく関わる部分で 

あり，「活動Ａ」が，自発性や意欲の高まりに 

効果があったことを示している。 

②「活動Ｂ」に関わる生徒の変容 

「活動Ｂ」に関しては，全ての質問に対して， 

回を重ねるごとに肯定的な回答の人数が増加し 

ている(資料12)。 

要因として，「活動Ｂ」において，自分だけ 

 では気付くことができない自他のよさや可能性 

を理解することができたことの影響があげられ 

る。生徒は，他者との関わり合いの中で，個々 

の活躍が想定される場面を伝え合い，認め合う 

ことで，自分とは異なる考えや立場にある他者 

を尊重することができた。また，自己の現状に 

ついて他者から認められたことにより，自分の 

力をどのようにして発揮していくのか意思決定 

することができたと考えられる(資料13)。 

資料 10 生徒アンケートの結果(活動Ａとの関連) 

資料 12 生徒アンケートの結果(活動Ｂとの関連) 

資料 13 「活動Ｂ」の効果に関する生徒記述(一部) 

・他者からの助言が自分の力になり自信に変わる 

・他者の良いところを見付けることで自分に不足している

ところを見付けることができた 

・自分にはまだ成長の可能性があることに気付いた 

 

 

資料 11 「活動Ａ」の効果に関する生徒記述(一部) 

・学校生活で足りない力の獲得方法を考えるようになった 

・自分に必要な力を理解して活動に取り組むことができた 

・今見付けた力は，きっと将来につながると思う 

・以前よりも学校生活を多方面から考えるようになった 

 

 

 

 

 

 



 

これは，「自らの意志で他者に働きかけてい 

 く力」の「他者に」に大きく関わる部分であり， 

「活動Ｂ」が，自発性や意欲の高まりに効果が 

 あったことを示している。さらに，19人中17人 

が，「自分は誰かの役に立っている」と答えて 

いる(資料14)。このことから，「活動Ｂ」により，自己の成長と変容，つまり，自己実現に近付く 

実感である「成長」や，「提案サイクル」実践前の自分との比較で気付く自己の変化である「変容」 

を把握することができ自己理解が深まったことで，自己有用感が高まったと考えられる。 

③「活動Ｃ」に関わる生徒の変容 

  「活動Ｃ」に関しては，全ての質問に対して， 

 回を重ねるごとに肯定的な回答の人数が増加し 

ている(資料15)。 

要因として，「活動Ｃ」において，ＰＲＥＰ 

法の活用により自分の考えを相手に適切に伝え 

る方法を共有できたこと，バズ学習による多面 

的・多角的な視点を生かした練り合いの時間を 

通して，自分の提案がより充実していく過程を 

体感することができたことの影響があげられる。 

  さらに，生徒は検証授業Ⅱの活動を通して， 

フォロワーシップの重要性に気付くことができ 

た。単に提案するだけでなく，提案について他 

者が自分事のように考え，より充実した提案と 

なるように練り合う活動により，これまで消極 

的だった生徒は勇気付けられ，自分がやってみ 

たいことや意義を感じることについて周囲を巻 

き込み動かすための内発的動機付けにつながっ 

たと考える(資料16)。 

  これは，「自らの意志で他者に働きかけていく力」の「働きかけていく」に大きく関わる部分で

あり，「活動Ｃ」が，自発性や意欲の高まりに効果があったことを示している。 

(2) 学校生活をつくる生徒の主体性 

①生徒記述より 

以前の自分と，「提案サイクル」実践以後の 

 自分とを比較し，生徒が自らの意志で学校生活 

づくりに意欲的に参画していると判断できる記 

述が，全ての生徒に見られた(資料17)。 

また，「自らの意志で他者に働きかけていく 

力」を身に付けるために，「提案サイクル」の 

実践は効果があったか質問したところ，全ての 

生徒が「ある」と回答した。理由を見ると「提 

案サイクル」がきっかけとなり，以前よりも前 

向きな活動ができるようになった様子がうかが 

える(資料 18)。このことから，「提案サイクル」 

の実践が，消極的で受動的だった生徒にとって 

主体性の高まりにつながり，自発的な学校生活 

づくりに効果があったといえる。 

資料 14 生徒アンケートの結果 

資料 18 ｢提案サイクル｣の効果を示す生徒記述(一部) 

資料 15 生徒アンケートの結果(活動Ｃとの関連) 

資料 16 「活動Ｃ」の効果に関する生徒記述(一部) 

資料 17 意欲的な学校生活づくりを示す生徒記述(一部) 

・相手に理解してもらうために，伝えるべきことを簡潔に

言えるようになった 

・自分の意見を他者と共有し助言をもらうことで，さらに

深めることができ，自分が見えていなかった視点から物

事を捉えることができるようになった 

・人に協力を促す力が身に付いた 

・皆が自分の意見を集中して聞いてくれたから，自分も協

力しようと思った 

 

 

 

 

 

 

・意見をあまり言わない私が，皆の前で失敗してもいいか

らしっかり相手に伝えようと思い，提案できた 

・身の回りの事をよく見るようになり，役立つ事はない

か，やった方が良い事がないかを考えるようになった 

・学校から与えられた事を単にこなしていくのではなく，

日常にある不便な事や足りない事を探すようになった 

 

 

 

 

 

・「提案サイクル」のＡＢＣがあることで，自分の身に付

けるべき力を付けるには何をすればいいか分かる 

・行動を起こすために助言がほしいと思っていた自分を助

けてくれたのが提案サイクルだった 

・自分の意見を周囲に伝える第一歩を踏み出すきっかけと

なり，「これをやろう！」という決心につながる 

・足りない力が分かり，周りを巻き込むきっかけになる 



 

②「提案サイクル」の実践状況より 

Ⅳ１(１)で示した「提案サイクル」の実践回 

数を分析した。「提案サイクル」の各活動の特 

性上，１回目は，検証授業等で教師の支援が働 

き，１回目の「活動Ｃ」や２回目以降からは， 

生徒個々の自発的な活動によるものであること 

から，教師に依存することなく，主体的に学校 

生活をつくっている生徒の様子がうかがえる。 

また，Ⅳ１(２)で示した「提案サイクル」の実践の具体を分析した。日常生活の向上を目指した

校内の取組だけではなく，小中連携を意識した取組や地域を巻き込んだ取組等，校外に働きかけて

実現させている提案があることが分かる。このことから，「提案サイクル」の各活動において身に

付いた資質・能力の実感や，自分の提案が採用された成功体験に基づく自信が，更に次の活動に向

かうための意欲につながり，自発的に学校生活をつくろうとする生徒の主体性を高めていると判断

できる(資料19)。 

このように，「提案サイクル」は，自己実現のために自らの意志で自分の力を発揮し，学校生活

をつくろうとする生徒を支える手立てであり，「提案サイクル」の継続的な実践は，学校生活をつ

くる生徒の主体性の育成に効果があったといえる。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 成果 

(1) 「自らの意志で他者に働きかけていく力」の向上と効果 

 「提案サイクル」の各活動で，自発性や意欲を高める手立てを講じた結果，「自らの意志で他者に

働きかけていく力」の向上が見られた。「提案サイクル」の継続的な実践により，「自らの意志で他

者に働きかけていく力」が高まっていくにつれ，生徒は自己実現につながる学校生活づくりに主体的

に取り組むようになった。 

 また，自己の提案が採用される成功体験を重ねて自信を得たことで，自己実現につながる学校生活

づくりの提案にとどまらず，地域貢献活動を意識した取組の提案が見られるようになった。 

(2) 「他者と関わり合う活動」の効果 

 「提案サイクル」の各活動における他者との関わり合いによって，自己の成長や変容を把握するこ

とができ，自己理解が深まった。また，他者から自己の現状を認められることで自己有用感が高まっ

た。さらに，自分の提案に対し，より充実した提案となるように他者が自分事のように関わる活動を

体感することで，フォロワーシップの重要性に気付いた。 

(3) 「提案サイクル」の実践に向けての体制づくり 

 「提案サイクル」を全教育活動で実践するため，生徒の見取りの協力を全教師に依頼するとともに，

「提案サイクル」に関わる掲示物を校内に設置し，生徒が提案しやすい環境を整備した。そうするこ

とにより，生徒の取組を見取る学校の体制を整備することにつながった。 

２ 課題 

 「提案サイクル」をより有効な取組とするためには，教育課程における位置付けの明確化が必要で

ある。そのためには，「提案サイクル」の各活動の特長を考慮し，各教科等や学校行事のように，予

めキャリア教育の全体計画や年間指導計画に組み込むなどの工夫が求められる。それにより，より生

徒の活躍を学校全体で見取ることにつながるのではないかと考える。 
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資料 19 主体性の高まりを示す生徒記述(一部) 

・自分がやったかいがあったと心の底から達成感を感じる 

・自らの意見が採用されたという満足感を得た 

・自分がやりたいことを理解されたのを感じて嬉しく思い

また提案しようと思った 

・自分が考えたことに，皆がついてきてくれるという嬉し

さや，またやってみようという思いがある 

 

 

 

 

 

 

 

 


