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集団活動と子供文化の創造

宮川八岐

｜社会の変化と「子供の生活」

1「子供の生活」の変質

現在、子供を取り巻く環境が急激に変化している。科学技術の進歩や高度経済成長などに

伴って社会全体が豊かで便利になっている。しかも、高齢化や少子化、国際化や情報化など

が進み、子供たちは様々な形でそれらの影響を受けながら生活している。そのことによって

子供たちの生活も変質していることは、青少年白書をはじめ各種の調査報告などをみても明

らかであり、次のような問題が挙げられる。

第一に、直接体験の減少ということである。

豊かな情報文化と便利な生活の中で子供は家の中に巣ごもりがちであり、そのために、子供

たちの家庭や地域社会での体験が変質している。つまり、映像などによる間接的な体験は増大

しているが、自然とかかわる自然的体験､生活技能を高める身体的体験、子供文化を継承する

文化的体験など、子供が自ら触れてみて試してみるという直接体験が極めて減少している。

第二に、人間関係が希薄になってきているということである。

下校後の遊びが変質している。塾などに通う子供が多くなり、遊びをとってみても、テレ

ピケームなどを中心にした一人遊び、もしくは少人数の遊びが多くなり、子供世界の創造的

な遊びや人間関係を未熟なものにしている。さらには、年々、登校拒否やいじめなどの問題

行動も増加するなどの深刻な状況にもなっている。それらのことから、少年期の学校外での

インフォーマルな集団遊びの減少傾向は、人間形成上問題であるとの指摘が少なくない。

第三に、自己と正対する時間や空間が減少しているということである。

子供の一日の生活にゆとりがなくなっている。下校後の生活が忙しく、空想したり、自分

の言動や友達などとのかかわりについて自分なりに考えをめく、らし反省したり、新たな決意

をしたりするなどといった時間も空間もないのである。自分と正対し、自分のいたらなさや

矛盾などと葛藤するなどの体験は、少年期における重要な心の体験である。

これからの社会は、これまで以上に激しい変化を遂げるであろうことが予想される。科学

技術が一層進歩し、機械化や情報化がこれまでになく発達する一方、地球規模で環境問題な

どが深刻になり、国際交流や協調の重要性も増してくるであろう。このようなことを考える

と、これからの教育においては、特に、心豊かで主体的にたくましく生きる人間、道徳的、

社会的実践力を備えた人間を育成することが課題になる。そういった課題に対応するために

は、子供自ら子供文化を創造する体験を充実することが重要である。

(みやかわ・やき文部省初等中等教育局）
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2「学校週5日制の実施」の意義と課題

平成7年4月から月2回の土曜日が休業日となる学校週5日制が実施されている。このこ

とによって、子供たちの学校外における生活時間が増えたのである。つまり、例えば、上記

に挙げた「直接的体験の減少｣、「人間関係の希薄化｣、「自己と正対する時間・空間の減少」

といった問題点に対して、少なからず改善が図られ、充実する機会が拡大されつつあるので

ある。

学校週5日制にかかわる調査研究協力者会議は、月1回、月2回の学校週5日制の研究協

力校の研究状況を踏まえて、平成6年11月に「審議のまとめ」を発表している。その審議の

まとめの中で、子供たちが自分自身の生き方、ものの見方や考え方などをもち、個性や創造

性を発揮しつつ生きていくことができる資質や能力の育成を図るように努める必要があると

した上で、「遊び」の重要性を次のように強調していることに注目したい。

「子供たちにとって、遊びも重要なものとなる。遊びは、子供たちが興味や関心を持って

様々な対象に、主体的、意欲的にかかわり、持てる力を働かせて活動を作り出していくも

のであり、子供たちは、遊ぶことを通して達成感、挫折感、葛藤、充足感を味わうなど、

様々な体験を重ねながら心身の調和のとれた発達の基礎を身に付けていくことになる｡」

学校週5日制の趣旨を十分に生かし、学校、家庭、地域社会それぞれの様々な今日的教育

課題に応えるためには、今後、特に、子供が主体的、意欲的にかかわる子供の遊びや学校外

での多様で豊かな体験が充実するようにし、子供なりの子供文化創造の体験を重視すること

が大切であることが指摘できよう。

このような問題意識から、以下、特別活動を中心とする学校教育における集団活動におい

て「子供文化」をいかに創造していくことができるかについて、考察することにする。

|｜学校教育における集団活動と「子供文化」

1「子供文化の創造」への視点

子供たちの自然発生的な遊びの中に子供文化の芽がある。子供の創造的な遊びは、まさに

｢主体的な活動」であり、子供たちは他者とのかかわりを通して子供たちなりに「価値の創

造」に取り組んでいるのである。つまり、遊びは、子供の手によって築き上げられる子供の

世界の子供文化である。

学校外における子供たちの遊びの世界から、多くの子供が誘い合って遊ぶことが消えつつ

ある中で、子供たちの学校生活そのものにその機会を見いだすことが必要である。学校生活

の中には、教科、道徳とともに独自の教育的なねらいをもつ領域として特別活動がある。望

ましい集団活動を指導原理とする特別活動は、このような重要な課題に最もよく対応できる

ものである。特に、この望ましい集団活動の指導の中に、遊びの要素を取り込むこと、そし
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て、学校における集団活動を通して子供文化の創造にかかわる豊かな体験を充実することに、

改めて注目してみることが必要である。その場合の重要な視点として、次のようなことが考

えられよう。

F一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

1A様々な学習の場において、子供のよさや可能性を生かす教育を推進することによっ｜

’て、子供自らが主体的、創造的に学習し、自己実現を図ることができるようにする。｜

|B集団活動の種類や指導内容の特質に応じて、子供の「自発的、自治的な活動」が積｜

I極的に展開されるようにする。

IC学校や学級の生活の充実と向上を目指すために、〈今、何が課題か><何のためにすI

’るのか〉〈自分は何をなすべきか〉について、自分の考えをもち、他と協力して課題｜

’解決に努め、思考や活動（実践）がより豊かなものとなるよう、子供たちが常に工夫｜

’できるようにする。

ID子供同士が互いの立場を尊重し合い、生かし合う人間尊重の教育を学級経営の中核｜

’的な理念として位置付け、その徹底に努めるようにする。

－－－．－－‘－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一-一一一一一一－一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－」

2「子供文化の創造」と多様な集団活動

現在の学校教育においては、教育課程上多様な集団活動が用意されている。特別活動とし

て例えば、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事である。学級活動が学級集団によ

る活動であるのに対して、児童会活動やクラブ活動、あるいは学校行事などは異年齢の子供

の集団活動である。

これらの集団活動は、教科等の学習で行う小集団の活動とはねらいを異にするものである。

教科等で行う小集団の活動は、教科等のねらいを効果的に実現するために編成するものであ

るが､特別活動で行う各種の集団活動は、活動自体が目的なのである。上記にあげた各種の

集団活動において、様々な人間関係や目標実現の活動を展開する。学級活動では、所属する

学級集団における人間関係を基盤にして集団活動が行われるが、児童会活動は、主として高

学年の子供が運営する集団活動であり、クラブ活動では、4年生以上の子供の集団活動である。

学校行事の場合は、学年の場合もあるが全校の子供の集団活動の場合が多い。このように、

それぞれの集団活動には、共通するねらいと固有のねらいをもちながら、それぞれ子供集団と

しての主体的な活動を目指しており、いずれも子供文化を創造する可能性をもっているもの

である。

現行の学習指導要領において「望ましい集団活動」という用語は、特別活動の目標にのみ

見いだすことができる。特別活動は、「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発

達と個性の伸長を図るとともに、集団の一員としての自覚を深め、自主的、実践的な態度を

育てる｡」ことを目標としている。

この特別活動の目標を子供文化創造との関連から考察すると、次のような点で重要な意義

をもつ教育活動であるということができる。
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<特別活動は望ましい集団活動として展開されるものであるということ〉

教科や道徳の学習において小集団による学習活動を展開する場合もあると思われるが、す

べての学習において必ず小集団活動を通して進められるとは限らないであろう。しかし、特

別活動においては、いずれの内容においても「望ましい集団活動を通して」という指導原理

によって、自主的、実践的に活動することを特質としているのである。各種の集団活動にお

いて、活動目標を子供がつくり、目標実現のために協力し合い、役割分担が適切に行われる

という条件を有しているという意味において、子供文化の創造を目指しているといえよう。

<特別活動は心身の調和のとれた発達を図るものであるということ〉

教育は人間としての調和のとれた人格形成を目指すものである。徳、知、体の調和や理性

的なものと感情的なもの、論理的なものと情緒的なものなどすべてを含めて調和的な発達を

図るものである。集団活動である特別活動の体験は、子供たちが教科等で学んだことを総合

し、発展的な実践活動を通して調和的に心身を発達させ、個性を高めるものである。子供た

ちの実態に応じ、子供一人一人のよさや可能性を発揮させて、それらのよさを統合し、発展

させる活動は子供文化の創造そのものであると言うことができる。

<特別活動は、個性を発見し伸長するということ〉

特別活動の各内容は多様な集団活動を経験する機会がある。人間関係においても学級集団

や学年集団、あるいは異年齢集団と様々であり、さらに目的や活動によって多様な小集団が

編成される。子供たちは、それらの所属する集団における活動過程で自らのよさを発揮し合

い、互いにそのよさや可能性を認め合うのである。このように多様な集団活動には、個性を

発見し、伸長する場と機会が多いのである。この場合、個々の子供は、他とのかかわりの中

で自らの思考や活動を豊かにし個性を発見していくのであり、子供文化を創造する過程で実

践的に個性を伸長するのである。

<特別活動は社会性を育成するということ＞

現行の学習指導要領の特別活動の目標の中には、「集団の一員としての自覚を深め、協力

してよりよい生活を築こうとする」とあるが、これは、社会性の育成について示しているも

のと解することができる。子供一人一人の社会性を豊かにするためには、各種の集団活動の

実践過程で、子供一人一人が積極的に役割を分担し合い、集団の一員として仕事の責任を自

分なりに果たす事ができるようにすることが大切である。ときには、他者との協力も必要で

ある。そして、他とともによりよい在り方を考え、判断し、実践することが大切である。

｢他とともに」という意識や活動は、子供文化の原点であり、子供の社会性を育てる集団活

動の前提である。

<特別活動は自主的、実践的な態度を育成するということ＞

特別活動は、「集団活動」であり、「自主的活動」であり、「実践活動」である。望ましい

集団活動を通して、自主的な態度を実践的に身に付けるのであり、集団とのかかわりを通し

て為すことによって学ぶのである。子供は、目標を設定し、計画を立て、工夫改善しながら

実践する。人間の価値は、人間の行為によって規定されるのである。豊富な知識も、すぐれ

た技能も宝の持ち腐れであっては何もならない。自主的、実践的な態度の育成は人格形成上

極めて重要であり、子供文化は実践的レベルの問題でなければならない。
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lll「望ましい集団活動」の実際と教育学的考察

一子供の課題意識を高め、実践的思考を豊かにする指導の可能性を求めて－

特別活動の目指す望ましい集団活動を以上のように捉えると、それは子供文化そのもので

あり、また、子供文化をつくる過程で、かかる望ましい集団活動が充実発展していくもので

あるといえる。そのような集団活動を展開していくための指導上の課題と指導の在り方につ

いて、次の2事例から考察することとする。

1「価値」追求の感性を高める

－「集団目標の設定の方法と課題」を中心に－

子供たちは学級という社会の中で集団生活をする。子供たちは、自らも主体的に生活す

るとともに、他の主体性も尊重して他と協力しながら豊かな学級生活を送ることができる

ようにしなければならない。そのためには、子供が所属する集団の、子供にとっての「理

想の学級生活」のイメージを全員で設定し、問題が生じれば、その時点で工夫改善しなが

ら生活しようとする態度を身に付けることが必要である。子供文化創造のためには、子供

たちがよりよい学級社会を築こうとする価値追求の感性を高めることが大切である。

(1)「集団目標」と「個人目標」

子供たちは、学校生活の中で様々な集団に所属して生活する。学級集団がその中心的なも

のである。子供たちが子供文化をつくるためには、一年間の学校生活のスタートに当たって、

まず何といっても「理想の学級生活」のイメージを子供たち全員で話し合うことが重要であ

る。一般的には、それが「学級目標」と称する集団目標であるが、ここで重要なことは、こ

の学級目標を設定する方法において、子供文化をつくるポイントがあるのであり、おおまか

にみて次の三通りが考えられるであろう。

A方式は、子供たちの話合いで決める。

B方式は、教師の方針で決める。

C方式は、子供たち一人一人の考えを出し合い、教師の方針も示しながら話し合って、

すべての考えを総合して決める。

いずれの方法も、それぞれによさや問題点がある。Aは、あたかも子供たちの自治のよう

であるが教師の意図が反映きれない。Bは、教師のリーダーシップ°が明確であるが子供たち

の思いや願いが生かされない。Cは、AとBを統合したものであり民主的であるが決定まで

に時間がかかる。ここで考えておかなければならないのは、学校文化の象徴である学校教育

目標との関連である。学年の発達段階に合わせて設定する学年教育目標を、学級の実態に応

じて学級化したものが学級目標であり、学校教育目標を学級レベルでその具現化を図ろうと

する教育目標なのである。そのように考えると、安易にAやBで決めるものではないという

ことになろう。したがって、時間がかかっても子供たち一人一人の考えを生かし、教師（学

校）の考えも反映させながら「みんなでつくった目標」ということを強く意識できるように
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することが大切である。

しかし、それだけでは十分であるとは言えない。子供一人一人を生かし、豊かな子供文化

の創造を目指すのであれば、学級の集団目標がつくられただけでは十分ではない。つまり、

集団目標に迫るための子供一人一人の迫り方があるのであり、そのことに着目し「個人目標」

なるものを設定させることが重要だということである。集団目標の設定で終わっていては、

豊かな子供文化創造の基盤である子供一人一人の課題意識の高まりや、主体的な実践は期待

できない。個々の子供が自己の活動目標（課題）を設定し、自分のよさや可能性を自ら生か

そうと努力し、ときには協力して実現しようとしたとき個人目標が達成され、結果として学

級の集団目標が実現されるのである。このことが、個を生かす集団活動であり、子供文化を

創造する望ましい集団活動の方法である。

（2）「日常の生活上の問題解決体験」

子供たちと教師が話し合って、学級目標や個人目標を設定し、励まし合って学習し生活し

ていても問題は発生するものである。それが人間であり学級社会である。しかし、学級によ

っては、年度はじめに設定した目標について日々の生活の中でほとんど問題にされず、いわ

ゆる「挨りをかぶったままの目標」になってしまっている場合が少なくない。未完成の人間

が集まって生活するのであるから、問題が生ずるのがあたりまえである。

したがって、重要なことは、みんなで話し合った目標である「理想の学級生活」について

実践状況はどうであるか、日常の生活の中で適宜に取り上げて話題にすることが重要である。

自分たちの学級生活では、「今、何が課題か」「今、自分やみんなが何をしなければならない

か」について考えることである。また、様々な活動を行うに当たっては、「何のためにする

のか」ということを十分考えることが大切である。教師にも子供にもこのような「課題意識」

が高ければ、次のような展開も生まれる。

「わたしたちの学級には、「男女なかよく協力する子」という目標があるが、今の学級生活

を考えると、あまりよくできていないと思います。それは、学習や当番などは、協力して

やっているし、喧嘩もないんですけど、休み時間など男子はドッジボールなどで遊んでい

て、女子は女子で鉄棒のまわりや教室などでおしゃべりしているなど、あまり一緒に遊ん

でいません。だから、本当のなかよしということにはならないと思います｡」

ということが、ある日の帰りの話合いの際、一人の女子から発言された。そのことを受けて、

どうしたらもっと男女がなかよく生活できるか考えようということになり、学級会が行われ

た。その中で、次のような話合いが行われた。

「毎日第2校時終了後に20分休みの時間があるが、週の何回かは男女が一緒に遊ぶ日を

決めたらどうか｡」

「何日もじゃ困る。いろいろ都合もあるし、自由に遊びたいことも大事にしてほしい｡」

「特に決めないで、その場その場で誘い合って遊ぶ方がいいのではないか｡」

「どうしたらいいかということになったんだから、一応、みんなの工夫として約束を決め

て実行してみて問題が出たら考え直すようにしたらどうか｡」

など、様々な意見交換があり、結論的には、「しばらくのあいだ、毎週水曜日を「グルー
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プ遊びの日」にして、特に、20分休みの時間には、男女がなかよく遊ぶようにしよう。」

ということに決まったのである。

子供たちは、生活グループで遊ぶ方法を決めたのは、掃除や給食の当番などをするときに、

いつも話し合ったり活動しているから、例えば、グループ遊びの日の遊びを相談したり、問

題が生じても話し合いがしやすいこと、グループ自体がもともと男女混合になっていること

などの理由からであり、ときには、〈グループとグループが合体して楽しむこと＞、〈その日

は、必ず<んやさんを付けて名前を呼び合うこと>、〈その日の、帰りの話合いの中でグルー

プ遊びの内容や感想を紹介し合うこと〉なども取り決めている。

子供たちの生活上の問題への気付きから、生活改善を図る目的で自分たちの手で生活の知

恵を生み出したのである。学級生活の充実と向上を目指して子供一人一人の思いや願いを出

し合って相談し、みんなの納得する工夫改善を図ったのであり、これは、まさしく子供文化

の創造である。

（3）学校生活の充実と「学校外の活動への発展」

グループ遊びの日が決まり、実践可能な約束事も決まった｡前日の給食の時間の各グループ

の話題は、当日どんな遊びをするかでもちきりとなる。「大縄で遊ぼうか」「だるまさんがころ

んだにしようか｣「ドッジボールで遊ぼう」など､各グループごとに様々な遊びが提案される。

当日の20分休みの時間には、それぞれ話し合った遊びを実践し、約束通りに帰りの話合い

の中で、各グループの遊びの状況について報告し合い、その後に、何人かから次のような感

想が述べられた。

「案外おもしろかったです。特に、男子がいろいろ気をつかってくれていたようでちょっ

と申し訳なかったです｡」

「名前に〈んやさんを付けて呼び合うことも大体できたように思います｡」

「1週間に2回ぐらいならグループ遊びの日でもいいと思います｡」

そして、翌週のグループ遊びの日の翌日のことである。ある女子から提出された「自由勉

強ノート」の中に、「楽しかったグループ遊び」という短作文があった。その内容は、次

のようなことであった。

「一一－一一－－－－－－一一一一一－一一一・一‐一一一－一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一ー一‐一一-ー‐一一ーー一一一一一一-一一ーーー一一一‐ー-一一-一一-一一-一一ー一-ーーーー－ー

，きのう、グループ遊びで「じんとりグー ﾑ」をしました｡みんな汗をかきながら夢中｜

’でやりました。チャイムが鳴って教室に入る途中、○○君が、「きょう、下校してから｜

｜もどこかに集まって遊びたいな｡」と言いました。それで、私が、「そうだ、私の家にみ’

｜んな来ない？」と言うと、みんな賛成してくれました。

｜私の家でトランプをしたり、合奏をしたり大騒ぎでしたが、お母さんが喜んでくれま｜

｜した。でも、○○君は習い事を休んで来たので「いいのかな、大丈夫だったのかな」と、｜

｜少し心配しました。

L--－－－－－-－－－－，－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一,－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一J

担任は、さっそく帰りの話合いの際、この作文を取り上げて話題にし、短作文を書いてき

た女子に読んでもらった。そうすると、それ以後、他のグループ°にも「下校後のグループ遊
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ぴ」が広がったのである。

自分たちの学級生活を、充実向上させるために、どんな工夫ができるか知恵を出し合って

考え、それぞれの願いや発想を生かして実践目標を決めた。その実践目標を実現する過程で

楽しさを発見したのである。しかも、その充実感が下校後にも遊ぼうという意欲を喚起し、

実践を拡大したのである。望ましい集団活動が子供一人一人の価値追求の感性を高め、子供

文化を創造したのである。当然、教師は、子供たちの取り組みのすばらしさについて共感す

るとともに、適切に評価し、授業参観懇談会においても話題にしたのである。（本事例は、

筆者の実践をもとにまとめたものであり、拙著「主体的に生きる力を育てる学級活動と学級

経営」49頁に関連論文を掲載｡）

2「よさや可能性を生かす」指導の原理と方法

一「係集団編成の方法と課題」を中心に－

子供たちは､学校生活において各種の集団に所属して様々な体験をする。その際の集団の編

成方法は多様である。教育的なねらいによって編成される集団は､その多くは意図的集団（フ

ォーマルグループ)である。それは､遊び場面における自然発生的な無意図的集団（インフォ

ーマルグループ）と、成り立ちや個々の子供の活動性などの程度において自ずと違いが出る。

子供文化を子供自身がつくり上げるためには、子供たちの主体的な活動の充実を目指し、

実践的で創造的な態度を育成する観点から、無意図的集団のよさの要素を意図的集団の組織

編成や運営にどれだけ生かすことが可能か考えることが重要である。その場合、「一人一人

を生かす」ことや「一人一人のよさや可能性を生かす」指導を、どのように具体化するかと

いうことが問題になる。子供文化をつくる学級の係集団の編成について、その課題と望まし

い方法について、事例を通して分析的に考察してみよう。

(1)学級の「係組織の編成」の手順

学級社会の中においては、集団維持の観点から当番活動が行われる。それとは主旨を異に

して係の活動も展開される。後者は、子供たち自身の発意・発想によって組織され、子供た

ちの自発的、自治的な集団活動として展開される特質をもっている。

しかし、後者の編成方法において、必ずしもその特質が十分生かされ、子供一人一人が生

かされているとは言えない実践が少なくない。子供一人一人を生かし個々のよさや可能性を

生かす係組織の編成の手順は、次のような方法で進められるのが一般的であろう。

第一段階一「理想の学級生活」について話合い、イメージや目標を共有する。

第二段階一理想の学級生活実現のために、「必要な係」を話し合って決める。

第三段階一「係への所属」を話し合って決める。

第四段階一係集団ごとに「活動計画」を立案する

第五段階一活動計画に基づいて「創意工夫しながら実践」をする。

係を編成するには、大まかに第一段階から第五段階のような手順で進められることになる

が、それぞれの段階の具体的な方法は様々であり、一人一人を生かす観点から考えた場合、

検討すべき課題も多い。上記の第二段階から第四段階についての話合いを一時間の話合いで
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行うか二時間必要かは、学級集団の実態によるが、その話合いの方法と問題点などについて

次に考えてみたい。

（2）係編成の話合いと「所属の決定」

年度当初に「理想の学級生活」の話合いが行われる。その際に、自分たちの手で係をつく

り学級生活の充実と向上を図ろうという話合いも行われる。そのことを具体的にするために、

学級会を行って係を決めることになる。

係の組織編成の手順の第二段階は「どのような係が必要か話し合う」である。その話合い

は具体的には、「どのような仕事があるか」「いくつかの仕事をまとめて係の種類を決める」

という話合いが必要である。子供が、自分たちでできる仕事や活動にはどのようなものがあ

るか、個々の子供が自分がやってみたい仕事を念頭に置きながら、あるいは、自分なりの理

想の学級のイメージを描きながら話し合うのである。そして、次には学級の実態を考えて、

自分たちの学級にはいくつぐらいの係が望ましいか、いくつの係にまとめることが可能か、

まとめない方がいいのかなどについて様々な観点から話し合う。これらの一連の活動を子供

たちなりに創意工夫することが大切である。このときに、教師が学級の生活小集団を基本に、

係の数を決めさせるという方針を打ち出すことがある。それでは子供一人一人の思いや願い

が生かされないことになる。それは、いわば教師が「生活班ｷ日当型」を意図しているもので

あり、便利さや効率化をねらってのことであろうが、これは望ましい指導とは言い難い。

次に、第三段階の「係への所属を話し合って決める」について考えてみよう。係の種類が

決定した段階で、「各係にはどの程度の人数が必要か」「一人一人がどのように係に所属する

か」ということが問題になる。前者については、あまり限定的に決めるのではなく、活動内

容のイメージを考えながら大まかな人数を想定して話し合うのである。ところが、教師によ

っては敢えてこの段階をとらない場合がある。また、人数の違いは不公平だときめつける教

師もいるが、教師が一方的にきめつけること自体、子供たちの自発的、自治的な活動の機会

を奪ってしまうものである。一人一人がどの係に所属するかは、子供にとっては重要な関心

事である。子供たちは、どんな係が必要か考えている時点ですでに自分が所属して活動した

い係があるはずである。そのことをめぐってどのような所属の仕方がいいか話し合うのであ

る。ところが、教師が「生活班担当型」を強調して、どの班がどの係を分担するかという方

法を強く指導するという例が少なくない。しかし、班単位で担当することが前提であるとい

うことになれば、子供一人一人の、「希望する係に所属して、自分のよさを発揮して活動し

たい」という思いや願いが生かされず、せっかくの意欲が消えてしまうことになる。

「一人一人を生かし合う学級」の理念が徹底されていて、人権にかかわる感性が育ってい

る学級であれば、可能な限りにおいて子供は互いのよさや可能性を生かし合う方法を選択し

ようとする。所属を決める話合いで、「一人一人が希望する係に所属して活動した方が、一

人一人が楽しく活動できるし、創意工夫も活発になるのではないか」という考えが認められ、

自由に所属し合うことになる。しかし、係の種類などの話合いにおいて、必要だと全員が認

めたにもかかわらず、だれも所属しない係が出てしまうこともある。その時点で、どうした

ら良いか話し合うことが重要である。そのような話合いになると、「今回はわたしが○○係
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に変わってもいいです｡」という子供が出てくる。このような話合いは時間をかけていいの

である。その際、進んで学級全体のことを考えて所属を変更した子供の考えのよさを全員で

認め合うことが重要である。

このように考えると、教師の指導性は、本来の自発的、自治的な活動がより充実するよう

にすることであり、それは子供文化を創造する上できわめて重要である。そして、活動の特

質を歪めることがないようにしなければならないことは勿論のこと、子供一人一人を生かし、

よさや可能性を生かす適切な評価と指導の在り方を子供文化創造という観点に立って、今あ

らためて捉えなおしてみることが重要である。

（3）思考や実践の広がり

学級の係の組織編成が子供たちの手によって、学級に所属する子供たち一人一人の思いや

願いを尊重し合って行われたということは、どのような意味があるのかということについて

十分に考える必要がある。

教師の適切な配慮を得ながらも、子供たちが自分たちで係を編成することができたことに

よって、一つは、その後の係の活動が主体的、意欲的に展開される可能性が高まるというこ

とである。もう一つは、その後の学級生活において生じる様々な問題に対しても、できるか

ぎり子供たちが自分たちで解決したいという意志や態度となって表れる可能性も高まるとい

うことが多くの事例で報告されているのである。つまり、子供たちの自発的、自治的な活動

体験が自己実現を豊かにし、子供の自己実現の体験は、自発的、自治的な活動を一層充実さ

せ、子供の思考や実践を豊かに広げるのである。

具体的には、係の組織が編成されたあと、さっそく「活動計画の作成」という段階になる。

自分たちの係は、どのような仕事を、いつ、どのように行うのかということを話し合って決

めることになる。その話し合ったことについては、学級全体に発表し、要望などを出し合っ

た後、子供たちは積極的に活動を開始するのである。「生活班担当型」で係の活動を展開し

た場合と「希望尊重型」で係の活動を展開した場合の活動状況の違いについて、筆者が代表

していた「草加特別活動研究会」の研究者の所属する各学校の実践研究がある。それを筆者

なりに整理してまとめたものが、次の表である。

｢生活班担当型」

1全体的にリーダーが活躍するという印象が強

い○

2．話合いなどの時間はあまりかからない。

3．決まったことは、一定の期間淡々と進められ

る、

4．活動が当番的なことだけになりがちで、停滞

気味になりやすい。

｢個々の希望尊重型」

lリーダーが活躍するというよりメンバー全員

が活動的である。

2．話合いなどにおいては比較的時間がかかる。

3．活動に対して個々の関心が高く互いに注文し

合ったり、手伝い合ったりして、一見ぎくしゃ

くしながら進められる。

4．活動が当番的なことだけでなく新たな工夫が

生まれやすい。
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上記の話合いの結果では、生活班単位で係を担当することになった場合は、リーダーは主

体的な活動を見せるが、必ずしも自分の思いや願いが叶っていない子供はなかなか積極的に

活動できない。それに対して、時間はかかっても、互いの希望を尊重し合って係に所属した

場合は、一人一人が活動計画づくりに積極的にかかわり、活動は一見ぎくしゃくしているよ

うではあるが、一人一人は生き生き活動し、ときには創造的に活動もするのである。

このように実践研究を通して分かることは、「生活班担当型」より、「個々の希望尊重型」の

係編成の方法が、子供の主体的で創造的な子供文化活動を可能にする望ましい集団活動であ

るということである。

しかし、個々の希望尊重型の係編成の場合でも、活動が停滞したり、人間関係などのトラ

ブルがないわけではない。それでも、子供が、自分たち自身で互いの思いや願いを生かし合

って時間をかけて話し合って決めたことによって、子供一人一人は活動に対して意欲をもっ

て主体的に活動するのである。したがって、係の活動をめく．って発生する諸問題に対して学

級全体で工夫改善に取り組み、子供たちなりに積極的に解決していくのである。

IVまとめ

これまで、子供文化を創造する学校教育における集団活動の重要性について、特別活動の

実践を通して見てきた。しかし、特別活動は教育課程として多くの内容を有しているため、

それらすべての内容に触れて実証的に考察し、まとめることは不可能であるため、第1に、

｢価値」追求の感性を高める集団目標（と個人目標）の設定の方法と課題を中心に、また、

第2に、「子供のよさや可能性を生かす」指導の原理と方法について「係集団編成の方法と

課題」を中心に、それぞれ事例を通して考察しながら述べてきたが、それぞれについて、要

約的にまとめると次のようになる。

第1の、「価値」追求の感性を高める－「集団目標の設定の方法と課題」を中心に－につ

いては、次の4点である。

①子供の所属する集団において、子供たちが全員で話合い、子供一人一人の思いや願い

を出し合って、子供なりの「理想の生活」を集団目標として設定できるようにする。

（集団の特質に応じて、教師のかかわりについて留意する）

②子供一人一人を生かし尊重する観点から、子供の活動目標を「個人目標」として設定

させ、その子なりの創意工夫と努力によって個人目標を実現できるようにするとともに、

結果として集団目標の達成を目指すことができるようにする。

③目標については、日常生活の中で適宜に取り上げ、話題にしてよさを認め合い、問題

が生じたら、協力して創意工夫するなどして、子供なりに充実改善に取り組むことがで

きるようにする。

④上記①から③について効果的に展開し、子供一人一人の課題意識を高めることが、思

考や活動を豊かにし、子供の手による子供文化をつくることの重要さについて、子供一

人一人が実践を通して理解できるようにする。
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第2の、「よさや可能性を生かす」指導の原理と方法一「係集団編成の方法と課題」を中

心に－については、次の4点である。

①年度はじめに話し合って設定した「理想の学級生活」（学級目標）をもとに、子供た

ち自身で必要とする活動を考え、子供たちなりに「係の種類を決める」ことができるよう

にする。

②係の活動を予想し、必要と思われる「おおよその人数」について、話し合って決める

ことができるようにし、「所属の決定」については、子供一人一人を生かし、それぞれの

よさや可能性を発揮できるようにする観点から、子供が互いに希望を優先し合って所属で

きるようにする。

③したがって、教師が効率化を目指したり、リーダー育成などにおける教師の強い学級

づくり観から、例えば、生活班担当方式などを行わせるといったことのないように留意し、

子供文化を豊かに体験する望ましい集団活動の展開について十分に配盧する。

④子供たちなりに「活動計画の作成」を工夫し、計画や問題点などについて係と学級全

体との話合いを継続して、子供たちの手で活動を充実することができるようにする。

なお、ここで、これらの2点を取り上げたのは、第1に、これからの社会が激しく変化す

ることが予想される中で、子供が、学校（学級）社会の生活を通して「人間らしく生きよう

とする意志と態度」を育てることの重要性を強く感じるからであり、第2に、これからの社

会で、子供が真に主体的で創造的にたくましく生きていくためには、学校（学級）社会の中

で、子供たち自身が創意工夫し合うとともに、協力し合って、子供なりの「子供文化を創造

する体験」を豊かにすることの重要性を強く感じるからである。

現在の子供たちの環境について考えてみると、社会が便利になって子供たちは豊かな社会

(大人）の文化に依存して生活している。この「豊かさ」の状況は、さらに高まることが考

えられが、子供なりに「豊かさ」のもつすばらしさや課題について問題意識をもつことが必

要である。また、これからの社会の変化を考えると、学校生活において、社会生活を営む上

で必要な人間らしい生き方の自覚、つまり、「他とともに」という社会連帯の心や態度、自

主的、実践的な態度について、「遊び」のもつよさを生かしつつ、「望ましい集団活動による

子供文化創造の体験」を通して充実することが、今後、一層重要になるものと考えられるの

である。

そういった意味で、子供たちがよりよい学級社会を築こうとする価値追求の感性を高める

指導実践や個を生かす集団の経営の理論と方法の実践的考察事例は、これからの集団活動の

在り方を考える上でも、今後の教育を考える上でも参考になるものと思われる。
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