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１ 日   時 ：平成２９年１０月４日（水） 

２ 場   所 ：３年１組 教室 

３ 学年・学級 ：３年１組 ３６名（男子２０名 女子１６名） 

４ 題 材 名 ：「幸せ」ってなんだろう？ 

          内容（２）イ自己及び他者の理解と尊重 

５ 題材について 

（１）題材観 

本校で育成したい資質・能力に人間関係形成能力が設定されている。人間関係形成能力の育成に向け

ては，特別活動を充実させることが効果的であると考え，学級活動で本題材を設定した。本題材は，学

習指導要領第３章（２）のイ自己及び他者の理解と尊重の内容を取り上げている。 

自分の行動と基本的欲求との関係を考えることで，自分自身への理解を深めるとともに，他者の行動

や発言から，その源となっている基本的欲求に思いを馳せることにより，他者を多面的に理解し，より

よい人間関係づくりにつなげていくことがねらいである。 

本題材は３時間構成で設定されている。系統的に学級活動に取り組むことで，本校が目指す人間関係

形成能力を育成したい。 

 

（２）生徒観（調査結果からみる課題） 

本学級の生徒は，１学期に人間関係形成能力の育成をねらいとした３時間の学級活動に取り組んでい

る。学級活動の内容は，「自分を知ろう」「知って得するセルフコントロール」「自分のトリセツ」であ

った。これらの活動と道徳，総合的な学習の時間を関連させて取り組んだことで，６月のアセスでは成

果がでたと考えている。 

人間関係形成能力の指標を見取るために，本校ではアセスを活用している。アセスとは「学校環境適

応感尺度」のことで，６つの項目を数値化することで，生徒の生活満足感を示すものである。 

人間関係形成能力については，「友人サポート」「向社会的スキル」「非侵害的関係」の３つを指標の

目安として取り上げている。この３つの項目を生徒の実態として把握し，指導計画を立てた。アセスの

６項目が示している内容については，次の通りである。 

生活満足感 生活に対して満足や楽しさを感じている程度で，総合的な適応感を示します。 

教師サポート 担任の支援があるとか，認められているなど，担任との関係が良好だと感じている程度を示します。 

友人サポート 友達からの支援があるとか，認められているなど，友人関係が良好だと感じている程度を示します。 

向社会的スキル 友達への援助や友達との関係をつくるスキルを持っていると感じている程度を示します。 

非侵害的関係 無視やいじわるなど，拒否的・否定的な友達関係がないと感じている程度を示します。 

学習的適応 学習の方法もわかり，意欲も高いなど，学習が良好だと感じている程度を示します。 
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３年１組が６月に実施したアセスの結果は，次の通りであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各項目の肯定的評価（左から２色のグラフ）の結果は，生活満足感９４％，教師サポート１００％，

友人サポート９３％，向社会的スキル９４％，非侵害的関係９０％，学習的適応８２％であった。１学

期は肯定的評価８０％を目標に学級活動に取り組み，人間関係形成能力の育成に向けて，特別活動と道

徳，総合的な学習の時間を関連させたカリキュラムマップを作成した。カリキュラムマップについては，

別紙を参照していただきたい。 

これらの取組の結果，６月のアセスでは成果がでたと考えている。６月以降も学級内では，様々な人

間関係に関わる諸問題が発生しているが，その都度，担任の思いや生徒の考えを共有して課題解決に取

り組み，現在に至っている。 

 ２学期は１０月にアセスを実施する予定である。運動会を終えて，学級の絆は以前よりも高まってい

ると感じているが，本題材の学級活動を通して，生徒の人間関係形成能力がより高まり，アセスの結果

にも表れるように取り組みたい。 

 

（３） 指 導 観（指導改善のポイント） 

２学期は「つながり合い」を集団づくりの視点として，人間関係形成能力の育成に取り組んでいる。

運動会を終え，合唱コンクールにつなげていくこの期間に，学級内の仲間を理解することや自分をより

理解する学習を仕組み，学級の絆を深めるとともに，生徒の人間関係形成能力を高めたい。 

本題材は，２学期のカリキュラムマップをもとに，３時間の学級活動を計画している。内容は，選択

理論を活用した学習である。選択理論とは，協同学習を通して，基本的欲求を満たすことに重きを置く

考え方で，ウイリアム・グラッサーが提唱している。 

選択理論における「基本的欲求」の知識を理解し，自分の行動と基本的欲求との関係を考えることで，

自分自身への理解が深まり，適切な行動がとれることをねらいとした授業である。また，他者の基本的

友人サポート 

向社会的スキル 

非侵害的関係 

生活満足感 

教師サポート 

学習的適応 
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欲求に配慮しながら自分の基本的欲求を上手に満たしていくことで，よりよい人間関係を築いたり，自

分の幸せをつかむ基礎づくりになったりと，この授業を通して，学級内の仲間との良好な人間関係を築

くための方法を学ばせたい。 

 また，選択理論における基本的欲求は，マズローの欲求５段階説とは異なる表現をしており，基本的

欲求の方が，生徒の生活により身近でわかりやすい表現であると考え，選択理論の基本的欲求を題材に

取り入れている。 

 

学級活動の目標 

○学級活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員として学級や学校におけるよりよい生活

づくりに参画し，諸問題を解決しようとする自主的，実践的な態度や健全な生活態度を育てる。 

【学習指導要領解説特別活動編 学級活動（２）イ】 

学級活動（２）の評価規準 

集団活動や生活への 

関心・意欲・態度 

集団や社会の一員としての 

思考・判断・実践 

集団活動や生活についての 

知識・理解 

自己の生活の充実と向上に関わ

る問題に関心をもち，自主的，自

律的に日常の生活を送ろうとし

ている。 

日常生活における自己の課題を

見いだし，自己を生かしながら，

よりよい解決方法などについて

考え，判断し，実践している。 

集団や社会への適応及び健康で

安全な生活を送ることの大切さ

や実践の仕方，自他の成長などに

ついて理解している。 

 

６ 指導と評価の計画 
全３時間 （本時は３／３） 

次 
学習内容（時数） 

・ポイントになる生徒の思考 

主な学習内容 

資質・能力の評価 
関 思 知 

 
評 価 規 準 

１ ○５つの基本的欲

求を知ろう(1) 

・基本的欲求を知る

とどんな良いこ

とがあるか。 

  ○  自他の関係をよりよくするた

めに大切な基本的欲求の５つ

の内容を理解している。 

基礎学力 

５つの基本的欲求が理解で

きている。 

２ ○「基本的欲求」を

人間関係づくり

に生かそう(1) 

・欲求と行動は深く

つながっている

ことに気付く。 

 ○   行動の裏にある基本的欲求は

何か考えることで，適切な行

動を判断し，実践することが

できる。 

人としての思いやり 

他者の欲求にも，思いを馳せ

ることができている。 

３ ○「幸せ」ってなん

だろう？（１） 

【本時】 

・互いが幸せな状態

とはどのような

状態か気づく。 

○    互いの基本的欲求に関心をも

ち，自主的によりよい人間関

係を築いて生活しようとして

いる。 

人間関係形成能力 

互いの欲求を理解し，よりよ

い人間関係を築こうとして

いる。 
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７ 本単元において育成しようとする資質・能力との係わり 

本校が，重点的に育成しようとする資質・能力は次の６つである。 

知識 ①将来に通用する基礎学力 

スキル ②課題発見・解決力 ③人間関係形成能力 

意欲・態度 ④チャレンジ精神  ⑤忍耐力 

価値観・倫理観 ⑥人としての思いやり 

この中でも，本題材では，次の点に重点を置くものとする。 

【スキル】 

 ③人間関係形成能力 

  基本的欲求の知識を活用して自分を知り，他者を知ることでよりよい人間関係を築くことができる。 

 

８ 本 時 の 展 開 
（１）本時の目標 

他人の欲求充足を邪魔せず，できればその充足を支援して，自分の欲求を充足しようとすると，

幸せに過ごせることを理解する。 

（２）観点別評価規準 

自己の生活をさせるために，互いの基本的欲求に関心をもち，自主的によりよい人間関係を築こ

うとしている。 

（３）学習の展開（３時間目／全３時間） 

 

学習活動 

指導上の留意事項■ 

努力を要する生徒への 

指導の手立て◆ 

観点の評価○ 

資質能力の評価● 

導

入 

本時の目標と活動についての

説明 

 

前回の復習 

・５つの基本的欲求の復習 

■ワークシートに記入しなが

ら，発問をしていく。 

 

■前回の授業を思い出させる

ような支援をする。 

○本時のねらいに意欲を持っ

て取り組もうとしているか。 

○５つの基本的欲求に関心を

もち，交流しようとしている

か。 

展

開 

他者とかかわった経験を思い

出す。 

・そのときの自分の基本的欲求

と相手の基本的欲求がどう

だったか考える。 

 

自分と相手の基本的欲求の充

足度について考える。 

・基本的欲求が満たされていれ

ば◎，満たされていなければ

×で表す。 

■家族や友達とはどんなかか

わりがあったか，日常生活の中

での様子を思い出させる。 

◆最近の様子を思い出させる

ように声をかける。 

 

■自分は◎，相手が×のケース

では，このあと，どうなりそう

かなど，その場だけでなく，そ

の後のことにも思いが至るよ

うに考えさせる。 

○具体例をあげようとしてい

るか。 

●自分，他者の状況について考

えようとしているか。 

 

 

●それぞれのケースを理解し，

その後の状況をイメージしよ

うとしているか。 

 

 



5 

 

・Ａ～Ｄのケースは，結果的に

ハッピーな状態かアンハッ

ピーな状態かを考え，線を結

ぶ。 

 

事例①～⑥をケースにあては

めてみる。 

・ワークシートの６つの事例を

読み，それぞれがどのケース

に当たるかを考え，記号を書

いていく。 

【かかわり合いのピア】 

 

事例①～⑥について，ハッピー

な状態になるための具体的な

手立てを考える。 

・個人思考→集団思考 

【深め合いのピア】 

 

・全体交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自分と相手の基本的欲求が

満たされているかどうかを考

えるように促す。 

◆自分の状況→他人の状況，と

順を追って一緒に考える。 

 

 

 

■Ａのケースはハッピーな状

態であることを確認する。 

Ｂ～Ｄのケースについては，ど

うすればハッピーな状態にな

るか，ピア班で分担を決め，具

体的な手立てを考えるように

する。 

■グループ共有と全体共有を

することで，授業での気づきや

学びを身近な人間関係の中で

活かせるようにする。 

 

 

 

 

 

●それぞれの事例で，基本的欲

求の充足度を考えようとして

いるか。 

 

 

 

 

 

●ハッピーな状態にするため

の具体的な考え方や行動につ

いて考えることができる。 

 

 

 

 

●他者の考えを積極的に聞こ

うとしているか。 

 

 

ま

と

め 

振り返りシートの記入 

・今日の学びが実際の人間関係

にどう活かせるかを考える。 

■この授業を通して気づいた

ことや感じたことを全体で共

有する。 

○本時の学びを日常生活に活

かそうとしているか。 

 

（４）本時で育成したい資質・能力の評価基準 

資質・能力 評価基準 

人間関係形成能力 

Ａ 互いが幸せな状態になるための具体的な考え方や行動に

ついて考え，今後の生活で実践しようとしている。 

Ｂ 互いが幸せな状態になるための具体的な考え方や行動に

ついて考えている。 

Ｃ 互いが幸せな状態になるための具体的な考え方や行動に

ついて考えることができない。 

 


