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◇ 学年  第３学年  
◇ 議題  「みんなが嬉しい気持ちで過ごすためには，どのような言葉がけをすればよいかを考えよう。」 

学級活動（２）ウ 望ましい人間関係の形成 
◇ 目標  学級のみんなが嬉しい気持ちで過ごすために，言葉がけについて話し合う活動を通して，望ましい人間関係を築く

ための行動につなげることができる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 本時の目標  みんなが嬉しい気持ちで過ごすために，どんな時に，どんな言葉がけをすればいいかを話し合い，自分の 
行動目標を決める。 

      ◇ 学習の流れ（１時間目/全 1 時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
（◆「努力を要する」状況と判断した児童への指導の手立て） 

評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

１ 課題意識を持つ。 
  学級委員が提案 
理由を説明する。 

 
 
２ 本時のめあてを確認する。 
(1)言われて嬉しい気持ち，嫌な気持ちになる言

葉について，アンケート結果を基に気づいた
ことを発表する。 

(2)アンケート結果を基に，どのような時に，ど
のような言葉がけをされると嬉しい気持ちに
なるのかを考える。 

   
 
３ 嬉しい気持ちになる言葉について考える。 
・どのような時に，どのような言葉がけをされ 
ると嬉しい気持ちになるのかを考える。 

  
４ 友だちが嬉しい気持ちになるためには，どの 
ような時に，どのような言葉がけをするとよい
か考える。（個人→グループ） 
(1)どのような時に，どのような言葉がけをする

と友だちが嬉しい気持ちになるかについて，
理由も含めて考える。 

 
(2)考えたことをグループで交流する。 
５ 話し合ったことを出し合う。（交流） 
 
６ 本時のまとめをする。 
 ・話合いで出された考え等を基に，自分の行動

目標を考える。 
 
 
 
 
７ 本時を振り返り，今後の生活につなげる。 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◇言われて嬉しくなる言葉がけがたくさんあり，その 
言葉がけで人間関係が良くなっていることに気付かせ 
る。 

◇アンケートの結果を基に，嬉しい気持ちになる言葉 
がけをされた経験を振り返らせる。 

 
 
 
◆日常の具体的な場面を提示し，どのような言葉がけ 

をするのか，理由も含めて考えさせる。 
◇嬉しい気持ちになる言葉がけを分類する。 

・褒める言葉  
・感謝の言葉 
・元気づける言葉 など 
 

◇嬉しい気持ちになる言葉がけやその言葉がけを使う 
場面がたくさんあることを理解させる。 

◆アンケートを参考にして，様々な場面を提示し，自分の考え
を持つことができるようにする。 

 
◇多様な考え方があることを理解させるために，同じ言葉がけ
でも違う理由があれば発表させる。 

◇今後，どのような時に，どのような言葉がけをするのかにつ
いて，理由も含めて確認する。 

 
 
 
 
 
◇「ふり返りカード」を利用して，毎日帰りの会で，１日の自
分の行動目標を確認するとともに，嬉しい気持ちになった言
葉がけをされたこと，したことを振り返り，記録する。１週
間後，グループで交流したり，全体で発表したり，カードを
掲示したりすることで，学級内で共有する。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・個人思考や話し合いの
中から，自分に合った
目標を自己決定している。 

〔集団の一員としての思
考・判断・実践〕 

（観察・振り返りカード） 

 

 主な学習活動 

事前の
指導 

【学級日誌や個人の日記などを基に，学級委員会に議題を提案し，議題を決める。】 
・学級委員が，「言葉がけ」についてのアンケートを実施し，学級会の計画を作成し準備する。 

１ 
【みんなが嬉しい気持ちで過ごすための言葉がけを考え，行動目標を決める。】 
・どのような時に，どのような言葉がけをされると，嬉しくなったり嫌になったりするかを考える。 
・それぞれの意見を参考にしながら，今後の行動目標を決定する。 

事後の
指導 

【行動目標の実践及び評価を行い，お互いの頑張りを認め励まし合いながら，実践の継続化を図る。】 
・「ふり返りカード」を使って，自分で決めた行動目標の実践，評価，振り返りを行い，交流する。 

特別活動の事例 

「広がり」を意識した発問 「学校の友だ
ちだけでなく，みんなが嬉しい気持ちにな
るためには，どうしていけばいいだろう。」 

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約

を入力してください。テキスト ボック

スは文書のどの位置にも配置できます。

抜粋用テキスト ボックスの書式を変更

するには、[描画ツール] タブを使用しま

す。] 

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約

を入力してください。テキスト ボックス

は文書のどの位置にも配置できます。抜

粋用テキスト ボックスの書式を変更す

るには、[描画ツール] タブを使用しま

す。] 

〈提案理由〉 学級日誌の中に「『うるさい。』とか『だまれ。』とか言われて，嫌な気持ちになった。」というこ
とが書かれていました。また，「言葉がけ」についてのアンケートにも，嫌な気持ちになる言葉がけについて，た
くさん意見をもらいました。どんな時に，どんな言葉がけをすれば，みんなが嬉しい気持ちで過ごせるようにな
るか，みんなで考えたいと思い提案します。 

めあて みんなが嬉しい気持ちで過ごせる言葉がけを考えよう。 

児童のまとめの例 Ａさんの「集団登校の時に，私たちを見守ってくれている６年生にありがとうと言う。」というのを聞いて，自分も
できそうだと思いました。また，みんなの発表を聞いたことで，いろいろな場面で，いろいろな言葉がけをすることで，嬉しい気持ちに
なることがたくさんあることがわかりました。これから，みんなが嬉しい気持ちになれるような言葉がけをたくさんしたいと思います。 

日常の具体的な場面
をイラスト掲示する
など工夫する。 

【考え・基
礎知識】か
ら【つなが
り】に至る
部分 
 
 

話合いの流れ
や話し方など
のルールを掲
示するなどの
工夫をする。 

【考え・基礎知識】 
どのような言葉がけをされる

と，嬉しい気持ちになったり，嫌
な気持ちになったりするかを明
らかにする。 

【つながり】 
みんなが嬉しい気持ちで過ご

すためには，どのような時に，ど
のような言葉がけをすればよい
かを考え，互いの意見を取り入れ
ながら自分の行動目標を決める。 

【広がり・応用】 
互いの行動を確認し合い，

頑張りを認め励ますことがで
きる。学校生活以外でも，自
他共に嬉しい気持ちになる言
葉がけができる。 

１　私がうれしいのは・・・

※どのような言葉がけをされるとうれしい気持ちになりますか。

どのような時に どのような言葉がけを うれしい理由

２　友だちがうれしい気持ちになるために，私は・・・

※どのような言葉がけをすると友だちがうれしい気持ちになると思いますか。

どのような時 どのような言葉がけ うれしくなる理由

●グループの人の意見

どんな時 どんな言葉がけ うれしくなる理由

３　今後，みんながうれしい気持ちになるために，私は・・・

※どのような時に，どのような言葉がけをしますか。

みんながうれしい気持ちになる言葉がけをしよう！

３年　　　組　　　番　　　　　　　　　　　　　　　　
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◇ 学年  第２学年 

◇ 題材 「体育大会を振り返り，これからの学校生活に生かそう」 

学級活動（１）ウ 学校における多様な集団の生活の向上 

◇ 目標  体育大会で学んだことを生かして，これからの学校生活における行動目標を決定し，実践につなげることができる。 

時 主な学習活動 

事前の

指導 

【個々の生徒が体育大会での自他の頑張りを振り返る。】 
・体育大会では，自分が頑張るだけでなく，他者の頑張りにも注目する意識を持つよう，
体育大会前に指導する。 

・体育大会後の最初の朝のＨＲで，「体育大会振り返りカード」を記入する。 

・休憩時間等に学級委員を含めた班長会を開催し，学級委員及び班長が，生徒全員が書いた「体
育大会振り返りカード」で学級の仲間の思いを把握し，学級活動の流れや発言内容等を検討
する。 

・帰りの会で本時の予告をするとともに，学級のＭＶＰを紹介するなど，意欲付けを行う。 

１ 

【話合い活動を通して個人の行動目標を決定する。】→本時 
・話し合い活動を通して集団及び個人の思考を深める。 
・個人の行動目標を決定する。 
・学級全体で課題を共有する。 

事後の

指導 

【行動目標の実践・評価・振り返りを行う。】 
・決定した行動目標を教室に掲示する。 
・決定した行動目標を実践するとともに，定期的に評価・振り返りを行う。 

◇ 本時の目標 体育大会を通して学んだことを生かし，今後の生活における行動目標を決定することができる。  

◇ 学習の流れ（１時間目/全１時間） 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て） 

評価規準〔観点〕 

（評価方法） 

１ 課題意識を持つ。 
体育大会を振り返り，自他の頑張りを認

め合う。 
２ 本時のめあてを確認する。 
 
 
 
 
 
３ 体育大会で学んだことを班で話し合う。 

体育大会で学んだことを，班で話し合い，
これまでの個人の課題を振り返る。 
 
 

 
 
 
４ 個人の行動目標を決定する。 

体育大会で学んだことを生かし，個人の
課題を解決するための具体的な行動目標
を決定する。 

 
 

 
５ 本時のまとめをする。 
 
 
 
６ 本時を振り返り，今後の生活につなげる。 
 

◇事前に記入した「体育大会振り返りカード」を読み返し，体育大会を振り
返らせる。 

 
 
 
 
◇体育大会の写真を提示する。 
◇「体育大会振り返りカード」で互選されたＭＶＰの生徒や他学年へのメッ
セージを紹介する。 

◇事前の指導において確認した「体育大会振り返りカード」の内容など
を踏まえ，体育大会で学んだことについて班内で班長を中心に話し
合わせる。 

◇頑張れたことや，もっと頑張れたことなど等に分類させる。 
◇自分だけでなく，学級の仲間の頑張りや他学年の変容にも目を向け
させる。 

◆話合いに参加しにくい生徒には，自分の書いた「体育大会振り返りカード」を
班員に提示させる。 

◇班での話し合いを踏まえ，個人の行動目標を決定させる。 
◆決定が難しい生徒については，体育大会までの自分の姿，体育大会
での自分の姿，ＭＶＰとして選んだ仲間の姿，先輩後輩の姿など，
様々な人の姿を思い出させる。 

 
 
 
【発問】「個人の行動目標を実践していくためには，どのようなことを
心掛けて生活しなければならないだろうか？」 

 
 
◇お互いの行動目標や本時の活動を通して気付いたこと等を班ごとで
交流させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・日常生活における自
己の課題を見出し，
よりよい解決方法に
ついて考えている。 

〔集団や社会の一員と
しての思考・判断・実
践〕 

（観察・ワークシート）  

 

特別活動の事例 

生徒のまとめ例  仲間を大切にするためには，仲間をしっかりと見なければいけないと思う。頑張っているところは認めて，できていないところは注意し合える
学級にしたい。体育大会では，みんなが役割を果たし，気持ちの切り替えをしながら取り組めたので，日常の生活でもできるようにする。 

【考え・基礎知識】 

体育大会の取組を振り返り，
自他の頑張りに気づき，説明す
ることができる。 

【つながり】 
体育大会で学んだことを生か

し，学級や個人の課題を解決す
るための行動目標を決定し，課
題の解決につなげようとするこ
とができる。 

【応用・ひろがり】 
行動目標を実践し，学校生活

を改善する中で，新たな課題を
発見し，解決しようとすること
ができる。 

＜予想される生徒の反応＞「仲間を大切にする」，「仲間のいいところに目を向ける」，「仲間に迷惑を
かけない」，「学級での役割をやりきる」，「時と場に応じた行動をする」，「他の行事でも全力を尽くす」，
「１年生の見本となる行動をして，頼られる２年生になる」 等 

ブレーンストー
ミング等の技法
を用いることを
通して，生徒か
らより多くの意
見を出させるよ
うにする。 

[考え・基礎知識]から
[つながり]に至る部分 
 

めあて 体育大会における自他の頑張りに気づき，今後の生活における行動目標を決定することができる。 

[応用・広がり]を意識した発問 
みんなの心掛けや協力で，学級や学校において，

もっと改善していけることはないだろうか。 
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◇ 学年 第１学年 
◇ 題材 望ましい人間関係の在り方について考えよう。 
    ホームルーム活動（２）オ コミュニケーション能力の育成と人間関係の確立 
◇ 目標 相手の言葉を傾聴する等の活動を通して，望ましい人間関係を築くための行動目標を決定し，実践することができる。 

◇ 本時の目標  相手の言葉を傾聴する等の活動を通して，望ましい人間関係を築くための個人の行動目標を決定しよう。 
◇ 学習の流れ（１時間目/全１時間） 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

１ 課題意識を持つ。 
アンケートの結果を提示し，話を聞
く態度についての課題を発見する。 
 
 

 
２ 本時のめあてを確認する。 
 

 
３ ロールプレイを通して，相手と接
するときの適切な態度を考える。 

①各自の話す内容をワークシート等
に記入する。 

②グループでロールプレイを行う。 
・グループで「話し役」，「聞き役」，
「観察役」を交代で行う。 

・「話し役」からの話に対し，「聞き
役」は「予想される回答例」等を
もとに「傾聴していない態度」，「傾
聴する態度」の２通りで聞く。 

③ロールプレイ後，グループ協議を行
い，互いの気付きを発表する。 

４ 各グループからの発表を行う。 
各グループがまとめた意見を発表
し，クラス全体で共有する。 

５ 個人の行動目標を決定する。 
望ましい人間関係を築くための行動目
標を決定し，相互に目標とその目標
を決定した理由を発表し合う。 

６ 本時のまとめを行う。 
 
 
 
 
 
 
７ 本時を振り返り，今後の生活につ
なげる。 
 

◇相手の話を聞く態度で嫌な思いをした経験等のアンケート結
果を提示し，「傾聴していない態度」の例を全体で共有する。 

◆指導者自身の経験等を具体例として示すことで理解を促す。 
 
 
 
 
 
 
◇話合いで役割の順番を決めさせる。 
◇話す内容は，各自が話せる範囲で，自分の将来の夢や目標の
実現に向けての悩みや不安，努力していること等とする。 

◇「話し役」はアンケートで記載した「自分の考えを伝える際
に心掛けていること」等を参考にして伝えるよう指導する。 

◇「観察役」に対しては，「話し役」や「聞き役」の言葉だけで
なく，表情や声のトーン等についても観察するよう指導する。 

◇生徒指導資料 No. 39 等に示されている「傾聴」や「受容」，
「繰り返し」等のカウンセリングの技法を紹介する。 

 
 
◇「聞き役」に「傾聴する態度」があったかどうかだけでなく，
「話し役」の言葉づかい等，気付きについて意見交換を行う。 

◇望ましい人間関係を築くためのポイントを整理する。 
◇傾聴があった場合となかった場合とに分けて，「話し役」の感
想を発表させる。 

◇個人の行動目標とその目標を決定した理由及び本時の気付き
等をワークシート等に記入させる。 

◆考えをまとめるのが困難な生徒には，行動目標の具体例を個
別に示して考えさせる。 

【応用・広がりを意識した発問】 
今後，日常生活において，身近な人と望ましい人間関係を築
くときに心掛けることをまとめよう。 

 
 
 
 
◇今後のＳＨＲ等で，定期的に評価・振り返りを行わせる。 
◇日常生活において，生徒同士だけでなく教職員や家族，地域
の方等と接する場面での適切な態度についても考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・日常生活における
自己の課題を確認
し，より良い解決
方法を見出すこと
ができる。 

〔集団の中の一員と
しての実践・思考・
判断〕 
（行動観察，ワーク
シート） 

 

時 主な学習活動 

事前の
指導 

【コミュニケーションについてのアンケートを実施し，解決すべき課題を設定する】 
・ＳＨＲでアンケートを実施し，「自分の考えを伝える際に心掛けていること」，「相手の話を聞く際に心掛けてい
ること」，「相手の聞く態度で嫌な思いをしたこと」等，生徒同士のコミュニケーションについての実態を把握する。  

１ 
【ロールプレイや話合い活動を通して，個人の行動目標を決定する】 
・「話を聞く際の適切な態度とは，どのような態度だろうか。」という課題を共有し，相手の言葉を傾聴する等のロ
ールプレイや話合い活動を通して，望ましい人間関係を築くための個人の行動目標を決定することができる。 

事後の
指導 

【行動目標の実践・評価・振り返りを行う】 
・決定した行動目標を実践するとともに，定期的に評価・振り返りを行う。 

・教職員や家族，地域の方等と接する場面での適切な態度についても考えさせる。 

特別活動の事例 

生徒が体験した内容を
取り扱うことで，課題意
識を持ちやすくする。 

【つながり】 
相手の言葉を傾聴する等の適切

な態度を身に付け，望ましい人間関
係を築くための行動目標を決定し，
実践することができる。 

演技者の演技等を否定
せず，演技後は皆で拍
手をする等，安心して
演技できるようなロー
ルプレイのルールを確
認し，スキルの獲得が
目的にならないように
注意する。 

＜生徒のまとめ例＞ 友人との会話等では，これまで傾聴を意識していませんでしたが，傾聴によって，相手が話
しやすくなったり，相手の気持ちを理解しやすくなったりすることに改めて気付きました。常に傾聴するのは難しいけ
れど，今後は，友人だけでなく先生や家族との会話でも可能な限り傾聴を心掛けていきます。そのことを皆が意識すれ
ば，悩みを抱え込まずに話し合えるクラスになったり，身近な大人にも相談できたりするようになると思います。 

めあて 相手の言葉を傾聴する等の活動を通して，日常生活において，望ましい人間関係を築くための
個人の行動目標を決定しよう。 

課題 話を聞く際の適切な態度とは，
どのような態度だろうか。 

生徒同士で考えを出し
合ったり，教師から例を
示したり，発問をしたり
しながら，多様な視点を
踏まえて個人の行動目
標を決定させる。 

「応用・広がり」を意識した発問 
教職員や家族，地域の方等と接する場面では，どのよう
なことに気を付けて接すればよいだろうか。 

司会，記録，発表者等
を決め，意見交換の際
は，発表者の話を否定
せずに傾聴すること
や，発表後は皆で拍手
をする等，安心して発
表できるような話合
い活動のルールを確
認する。 

＜「傾聴していない態度」の予想される回答例＞  
話している相手を見ない，つまらなそうにあくびをする， 
相づちやうなずきをしない，手遊びをしながら話を聞く， 
こちらの話が終わっていないのに自分の考えを話しだす，等 

教職員や家族，地域の方
等と関わる場面にも通
じることに気付かせる。 

【応用・広がり】 
教職員や家族，地域の方等と

接する場面での適切な態度につ
いて考えることができる。 

【考え・基礎知識】 
話を聞く際の適切な態度につ

いて考え，体験を通して理解し，
表現することができる。 


