F9-01

教育相談

自分の思いを主張できる児童を育成するための手だてに関する一考察
－小学校高学年児童の主張性の特徴に焦点を当てて－
真庭市立勝山小学校
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研究の概要
本研究では，小学校高学年児童の主張性の特徴に焦点を当てて，自分の思いを主張できる児童を
育成するための手だてを考察した。その結果，本校高学年児童の主張的行動を高めるためには，教
師が児童の主張性の特徴を把握し，その特徴を踏まえ，主張する必要感，伝える経験，ソーシャル
スキルに対する手だてを講じることが有効であることが分かった。
キーワード 小学校高学年，主張的行動，主張性の特徴，主張する必要感，伝える経験，
ソーシャルスキル
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はじめに

主題設定の理由
本校の高学年児童は，決められたことに対しては素直に従い真面目に取り組むことができる。
強い自己主張をして友達とトラブルになったり，けんかやもめ事が起きたりすることもあまりな
く，集団としては穏やかである。しかし，個々の児童と話をすると，「こうしてみたかった」
「あの子の言ったことは違うと思ったが言えなかった」といった釈然としない思いをもった児童
がおり，自分の思いを伝えられないまま過ごしていることが分かった。本校では２年間，算数科
における言語活動の充実を研究テーマに，教科指導の中で自分の考えを互いに伝え合う取り組み
を行ってきた。教師はその成果を実感しつつも，教科指導以外の場面での児童相互の関わり合い
においては，「友達同士気を遣い合っている」「自分から積極的に関わっていない」「うまく伝
えられない」など，自分の思いを伝える必要感や伝えるためのスキル，安心して伝えられる友達
関係などに物足りなさを感じている。
『生徒指導提要』（2010，文部科学省）では，豊かな人間関係を築くためには，集団において
人と異なる意見であっても，自由に自分の意見を述べ，互いに理解し尊重し合うことは重要なこ
とであると示されている。また河村・品田・藤村（2007）は，他の子どもたちと折り合いを付け
ながら，自分の思いや欲求を満たしていく術を身に付けていくことこそが，将来，社会人として
生きていく力になるとし，本音の感情交流ができる友達と継続的な交友がもてなかった場合，そ
の時期に求められる心理社会的な発達を十分に達成することは難しいと指摘している。
そこで，児童が心理社会的な発達を十分に達成し豊かな人間関係を築いていくためには，自分
の考えや思いを伝える意義を知り，伝え合うことのよさを感じることが大切であると考え，本主
題を設定した。
２ 本研究でいう主張性の定義
私たちが自分の考えや思いを主張しようとするときには，単なる「言いっ放し」ではなく，相
手を意識し傷付けたり侵害したりしないようにすることが大切である。したがって，本研究では，
濱口（1994）が定義しているように，他人の権利を侵害することなく，個人の思考と感情を，敵
対しない方法で表現しようとする行動を主張的行動とし，それを遂行しようとする気持ちを主張
性とする。また濱口は，主張性が「他者に対する援助の要請」「個人的限界の表明」「権利の防
衛」「他者に対する肯定的感情の表明」「異なる意見の表明」「要求の拒絶」の六つから成り立
っているとし，本研究でもそれらを主張性の成分とした。本研究では，児童の主張性の特徴を把
握し，その特徴に教師が意図的に働きかければ主張性が高まり主張的行動が促されるのではない

かと考える。
Ⅱ

研究の目的

児童の主張性の特徴を把握することを通して，児
童の主張的行動を高めるための教師の効果的な手だ
てを考察する。
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研究の内容

本研究における工夫
本研究では，児童の主張性を高めるために，児
童の主張性をその成分で分類し，主張性の特徴を
把握することにした。また，先に述べた児童の主
張 性に 対 する 教師 の印象から，主 張す る必要感
（以下「必要感」という。），伝える経験（以下
「 経験 」 とい う。 ），ソーシャル スキ ル（以下
「スキル」という。），友達関係の四つのいずれ
かが児童の主張性に影響を与えているのではない
図１ 研究の流れ図
かと考えた。これら四つは，先行研究でも主張性
表１ 児童の主張性の特徴を把握するための調査
と関係が深いと指摘されている。そこで，児童の主
児童調査（対象：勝山小学校第５・６学年児童99名）
張性の特徴と「必要感」「経験」「スキル」「友達 児童の主張性と主張性の特徴を調査する
関係」との関係を探り，これらの中から主張性の特 教師調査（対象：勝山小学校教職員23名）
徴と関係が見られたものに対して働きかける効果的 児童の主張性を教師がどのように捉えているのかを調査
する
な手だてを考察することにした（図１）。
２ 分析方法
表２ 児童の主張性を高めるための手だてを探る調査
児童調査（対象：勝山小学校第５・６学年児童99名）
本研究における工夫が有効であったかどうかにつ
(ｱ) 主張する必要感：主張することを必要と感じている
いては，次の４点から検討する。
かを調査する
(ｲ) 自分の考えや思いを伝えた経験：自分の考えや思い
(1) 「児童の主張性の特徴を把握するための調査」
を伝える経験をしてきたか，伝えてどうだったかを
（事前事後）結果
調査する
(ｳ) ソーシャルスキルの実態：児童のソーシャルスキル
(2) ワークシートの記述
の程度を調査する
(3) 「学級活動アンケート」（事前事後）結果
(ｴ) 友達関係の実態：児童の友達関係に特徴的な関係が
見られるかを調査する
(4) 教師による観察
教師調査（対象：勝山小学校教職員23名）
３ 調査
(ｵ) 主張性を高めるための手だて：児童の主張性を高め
るためには，どのような手だてが効果的であると考
(1) 期間 平成23年６月中旬
えているかを調査する
(2) 対象 真庭市立勝山小学校 第５・６学年児童99
名，真庭市立勝山小学校 教職員23名
(3) 調査の概要
「児童の主張性の特徴を把握するための調査」（表１）と，「児童の主張性を高めるための手
だてを探る調査」（表２）を行った。調査の一部には，先行研究で使用されている尺度を用いた。
(4) 調査結果と考察
まず，本校高学年児童の主張性の特徴について述べる。表１の児童調査の結果から，児童の主
張性を総合的に見ると，濱口が示した平均値52.8に対し児童の平均値は55.9であり，主張性は低
くないことが分かった。質問項目の合計得点を主張性の成分ごとに平均値で表したところ，「異
なる意見の表明」と「要求の拒絶」の二つの主張性の成分が，他の成分よりも低いという特徴が

あることが分かった（図２）。次に，この二つの主 4
3.61
3.30
張性の成分と，「必要感」「経験」「スキル」「友
3.21
3.11
達関係」との関係を探った結果について述べる。表 3
2.71
2.71
２(ｱ)の調査から「必要感」については，他の主張性
の成分よりも二つの主張性の成分に「必要感」を感 2
じていない児童が多かった。表２(ｲ)の調査から「経
験」については，成功経験の中にも失敗経験の中に 1
も，二つの主張性の成分に関わる記述内容はほとん
得点は「当てはまる（４点）
」
「大体当てはまる（３点）
」
「あ
まり当てはまらない（２点）」「当てはまらない（１点）」
どなかった。表２(ｳ)の調査から「スキル」 につい
の４段階である。
ては，主張性に関わる質問項目を抽出したところ，
図２ 児童の主張性の成分別平均値（単位：点）
二つの主張性の成分に関わる質問項目の得点が他の成
分に関わる質問項目よりも低いことが分かった。表２
(ｴ)には，特徴的な関係は見られなかった。なお，表２(ｱ)(ｲ)(ｳ)の調査のいずれかにおいて低い
数値を示している児童43名を抽出したところ，それぞれの児童に相関関係はなく，表２(ｱ)(ｲ)
(ｳ)の三つの調査結果には特定の児童が関係していないことも分かった。表１の教師調査では，
教師が児童の主張性をどのように捉えているのかを探った。すると，教師には児童のような主張
性の成分による差は見られず，六つ全ての主張性の成分を児童より低く捉えていることが分かっ
た（平均値2.39～2.46）。主張性を高めるための手だて（表２(ｵ)） については，「必要感」
「経験」「スキル」に関する手だて以外にも，人権教育の充実，語彙力の伸長，異学年交流や人
間関係づくりなど様々な回答があった。これらのことから，児童がどの成分で主張しやすく，ど
の成分で主張しにくいかという主張性の特徴を教師がつかめていないことがうかがえた。そして
教師が主張性の特徴をつかめていないために，どのような手だてが効果的であるのかを絞ること
が難しく，手だてについての教師の回答が様々になったのではないかと考える。
以上の結果から，児童の主張性を高めるためには，「異なる意見の表明」と「要求の拒絶」の
二つの主張性の成分が他の成分よりも低いという主張性の特徴を教師が把握し，主張性に影響を
与えていると考えられる「必要感」「経験」「スキル」に対して手だてを講じていく必要がある
と考えた。
４ 実践
主張性に影響を与えていると考えられる
表３ 主張性を高めるための活動と手だてを講じるもの
手だてを講じるもの
「必要感」「経験」「スキル」に対して手だ
活 動 内 容
「必要感」 「経験」 「スキル」
てを講じるため，表３の活動を計画した。
「自分の自己主張の特徴を知
第１時
○
○
ろう」
(1) 期間 平成23年10月
学級
「友達から頼まれたときの上
第２時
○
○
手な断り方を考えよう」
(2) 対象 真庭市立勝山小学校 第５・６学年 活動
「友達と違う意見のとき，上
第３時
○
○
手に言う言い方を考えよう」
児童100名
「自分の思いを伝えようチャレンジ
課外
○
○
(3) 活動の様子
活動 カード」
ア 「必要感」を高めるための手だて
表３のとおり，「必要感」を高めるための手だては，主張性を高めるための活動全般において
講じた。学級活動の第１時では，友達との関わりにおける自分の主張の特徴に気付くとともに，
主張性に対する必要感をもつことをねらいとした。この授業では，まず，日常場面のＶＴＲを視
聴することで普段の友達への言い方をワークシートに記入した。そのことにより，児童は，自分
がどのような場面で主張しにくいのか，なぜ主張しにくいのかということに気付くことができて
いた。また６月に実施した児童調査（表１）の結果を伝えると，自分と同じように多くの児童が
主張する難しさを感じる場面があることを知り，周囲の友達と「一緒だね」「言うの，難しいよ
な」など，互いの気持ちを共感し合い，どうして主張しにくいのかその理由を打ち明け合ってい
た。その後の活動で，児童に二つの主張性の成分を高めようとする様子がうかがえたことから，
他者に対する
援助の要請

個人的限界の
表明

権利の防衛

他者に対する
肯定的感情の表明

異なる意見の
表明

要求の拒絶

友達と共感できたことが主張しようとする意欲につな
表４ 児童のワークシート記述内容（第１時）
・友達を大切にして，自分の思いを伝えることを自己
がったのではないかと考える（表４）。第２時と第
主張ということが分かった。言えなかったことを言
３時では，授業の導入で日常生活で起こり得る「異 えるようにしたいと思ったし，このことを使ってみ
たいと思った。
なる意見の表明」と「要求の拒絶」の二つの場面の ・自己主張の勉強をして友達を大切にしないといけな
いことや，自分の意見を言う力が必要だと思った。
ＶＴＲを視聴し，どのような主張の仕方がよいのか
・５場面（異なる意見の表明）と６場面（要求の拒絶）
は，みんなと同じように難しいと思った。でもこれ
を友達と話し合った。話し合いの場面では，「（相
から２週間，そこをがんばりたい。
手に自分の思いを）言わないといけないな」などの
つぶやきが聞かれた。また，授業後の感想でも「友達
のお願いを断ることも，とても必要なことと思いま
どんなことにチャレンジしたかチェックしてみよう!!
した」という記述があり，児童が「必要感」をもつ
・友達も自分も大切にしながら思いを伝えられた･･･◎
・友達を大切にできたかどうかわからないが伝えられた･･･○
様子がうかがえた。「自分の思いを伝えようチャレ
・伝えられたがうまくいかなかった･･･△
・今日はその場面がなかった･･･／（ななめ線）
ンジカード」（図３）は，児童が主張する必要感を
自己主張した場面
意識しながら生活することや，主張する経験を積む
１ 友達に助けてほしい場面（えん助のようせい）
２ 自分の限界を伝える場面（限界の表明）
ことをね らいとして行った。活動 後の感想からも
３ いやなことをされたときにそれを伝える場面（権利の防えい）
４ 友達をほめたり感謝したりする場面（こう定感情の表明）
「断ろうとする気持ちが出てきた。断ることは大事
５ 友達とちがう意見を言う場面（ことなる意見の表明）
６ 友達のたのみを断る場面（要求のきょぜつ）
なことだと思いました」「上手な言い方をしたら相
手も納得してくれたので上手な断り方をしないとい
けないなあと思った」など，主張することの必要を
１ ２ ３ ４ ５ ６
感じた記述が見られた。
イ 「経験」を積む機会をつくるための手だて
「自分の思いを伝えようチャレンジカード」の活
動は，学級活動第１時の後，２週間（９日間）継続
して実施した。児童は，第１時で明らかになった自
分の主張性の特徴から，自己の目標をカードに記入
し，毎日，友達との関わりを振り返りながら，主張
図３ 自分の思いを伝えようチャレンジカード
した場面の番号を選びその結果と感想を記した。教
師が朝の会で，児童の頑張っている様子や感想など
を読み上げる支援を行ったところ，児童は，「６場面に初めて挑戦したので緊張したけど，でき
たので良かった」「３場面がちゃんとできた。３場面は前よりよく言えるようになって，段々と
自己主張ができるようになってきた」など，自分の経験していない場面を意識し「経験」を増や
したり広げたりした。また，チャレンジカードの活動期間中に第２時と第３時を実施したところ，
「今日は上手な断り方が分かりました。ソーラン踊りで着るはっぴの相談のとき，意見が言えま
した」「授業で友達と違う意見を言うことを習ったので，もっと上手に友達に思いを伝えたい」
という児童の感想があり，ソーシャルスキル学習を同時に行ったことも児童の経験を増やすこと
につながったのではないかと考える。
表５ 児童のワークシート記述内容（第２時）
ウ 「スキル」を高めるための手だて
・上手な断り方がよく分かった。自分の意見を述べる
学級活動の第２時と第３時では，「異なる意見の表
ことも大切だけど，表情やしぐさも必要だと感じた。
明」と「要求の拒絶」の二つの主張性の成分につい ・今日学習して，上手な言い方がすごくよく分かった
し，こんなふうに断ると相手にいやな思いをさせな
い言い方なんだと分かった。
て，ソーシャルスキル学習を実施した。これらは，相
・これから友達に断るときには「ごめんと言う」「真剣
に言う」「優しく言う」「わけを話す」などに気を付
手も自分も大切にした言い方を実践するスキルの育成
けたい。
をねらいとして行った。スキルのポイントをグループ
で考え話し合ったところ，「相手の意見も認めてから
自分の意見を言うのがいい」と主張する側の立場で述べる児童が多かったが，「（私は）ごめん
ね，と言ってもらえると気持ちが落ち着きそう」と主張される側の立場の気持ちになって述べて
いる児童もいた。その中で互いに気付きを共有し，上手な言い方のポイントをワークシートに書
場面

場面

場面

場面

場面

場面

表６ 学級活動アンケート調査の結果（単位：点）
き込むことができていた。話し合いの後，ロールプ
時間
質問項目
事前 事後
レイングを行ったところ，上手な言い方のポイント
自分の考えや思いを伝えること
第１時
2.91 3.93
は必要だと思う
を使いながら言おうとする姿が見られ，それを聞い 必
友達からの無理なお願いを断る
要
3.78 3.93
た児童も「ちゃんと正直な思いを言えていたし，優 感 第２時 ことは必要だと思う
友達と違う意見を言うことは必
第３時
3.81 3.93
しく言えていたので良かったよ」などと感想を述べ
要だと思う
友達からの無理なお願いを断る
ていた。また，ポイントを使った言い方だけでな ス 第２時 ときの上手な断り方が分かる 2.88 3.78
キ
く，表情や態度など非言語の部分にも気を付けよう ル 第３時 友達と違う意見を言うときの上 2.90 3.76
手な言い方が分かる
とする様子（表５）も見られた。
得点は「そう思う（４点）
」「大体そう思う（３点）
」「あまりそう
思わない（２点）
」「そう思わない（１点）」の４段階である。
(4) 結果と考察
この活動の実施前である第１時の事前アンケート
結果では，「必要感」における得点は2.91であった 異なる意見の
88
12
表明
が，第１時の授業後からは常に最高点の４に近い数
値を示した（表６）。このことから，学級活動の様 要求の拒絶
85
15
子と照らし合わせても，児童が第１時以降，「必要
0%
20%
40%
60%
80%
100%
感」をもち続けて活動できていたと考えられる。
取り組んだ
取り組めなかった
「経験」については，「自分の思いを伝えようチャ 図４ 二つの主張性の成分に関わる場面での主張経験
レンジカード」の活動で全ての児童が，いずれかの
主張性の成分に関わる場面での主張を経験したこと 表７ 二つの主張性の成分についての児童の感想内容
・友達の頼みを断るのは結構勇気がいったけど言えた。
が分かった。また，「異なる意見の表明」と「要求 ・５場面（異なる意見の表明）と６場面（要求の拒絶）
が３日間も言えなかったので，そういう場面こそ大切
の拒絶」の二つの主張性の成分に着目すると，全体
にしたい。
の85％以上の児童がこの二つに関わる場面での主張 ・５場面（異なる意見の表明）を△から○にしたいけど
できなかった。でも明日もがんばりたい。
を経験したことが分かった（図４）。児童の自由記 ・５場面（異なる意見の表明）をなかなか言えなかった
けど，今日勉強して言えたから良かった。
述からも，主張してうまくいった感想だけでなく， ・友達と違う意見を言うことで相手の考えも良く分かり
ました。
うまくいかなかったという感想も多く書かれてお
り，自分の主張の仕方がうまくいかなかったとして
も，この二つの主張性の成分を意識し，積極的に主張する経験を積もうとする姿がうかがえた
（表７）。「スキル」については，第２時と第３時のアンケート結果の得点は，どちらも事前よ
り事後の方が高くなっていた（表６）。このことから児童は，二つの主張性の成分に関わるスキ
ルの知識を身に付けることができたと思われる。また，「自分の思いを伝えようチャレンジカー
ド」の活動を行い，授業で身に付けた知識を生かした言い方を繰り返し実践したことも，児童が
スキルを高めることにつながったのではないかと考える。このことは，「先週と比べて相手に気
持ちよく思いを伝えることができた」「難しかったこともあったけど，段々と言い方が分かって
きた」などの児童の感想からもうかがえる。
これらの活動後，表１の児童調査の事前事後を比
較してみると，図５のように「異なる意見の表明」
と「要求の拒絶」の二つの主張性の成分における得
点の平均値が上がっていることが分かった。このこ
とから，「必要感」「経験」「スキル」の三つに対
する手だてが，児童の主張性を特徴付けていた二つ
の成分に効果的に働いたのではないかと考える。さ
らに，主張性全体を見ると，得点の平均値は58.5で
事前調査の55.9より伸びており，主張性全体の得点 得点は「当てはまる（４点）」「大体当てはまる（３点）」「あ
」「当てはまらない（１点）」の４
も上がっていることが分かった。活動後の児童の感 まり当てはまらない（２点）
段階である。
想の中には，「チャレンジカードで六つの主張性を
図５ 児童の主張性の成分別平均値（事前事後）
友達に伝える練習をしました。それに，その勉強も
（単位：点）

して，自分の思いを伝えることができました」と書かれたものもあり，主張性に影響を与えてい
ると考えた「必要感」「経験」「スキル」に対する手だてを，学級活動と課外活動を連動させて
同時期に講じたことにより，主張性全体の高まりを促進させることができたのではないかと考え
る。
表８ 活動後の児童の感想内容
５ まとめ
・友達を褒めたりするのがよくできるようになった。
活動後の児童の感想を見ると，低かった二つの主張 ・ちょっとでも「ごめんね」「ありがとう」が言える
ようになった。
性の成分に関わる場面において，主張できるようにな ・やってみて，自分の意見を大分言えるようになりま
した。
ったという記述が多くあった。また，二つの主張性の
・男子から嫌なことをされたとき，ちゃんと言えてや
成分だけでなく，他の主張性の成分に関わる場面につ
めてくれたし，それ以来してこなくなった。
いても主張できるようになったという記述（表８）が
あり，主張的行動の広がりもうかがえた。そして，活動全体を通しての児童の感想からは，主張
性の高まりが主張的行動に結び付いたこともうかがえた。教師への事後アンケートでは，今回対
象となった高学年担任全員が，児童の主張性に「変容が見られた」と回答した。具体的には，
「表現しにくいことを友達に伝える際に，相手の気持ちを考えた言い方をしようとする児童が増
えたように感じる」「友達にいやなことを言われたときに，今までは我慢する子や面倒臭がって
言い返さない子が多かったが，少しずつ伝えられていると思う」などの意見があり，「異なる意
見の表明」と「要求の拒絶」の二つの主張性の成分だけでなく，主張的行動の全体的な高まりを
教師も感じていることが分かった。以上のことから，教師が児童の主張性の特徴を把握し，その
特徴に影響を与えていると考えた「必要感」「経験」「スキル」の三つに対して手だてを講じた
ことは，児童の主張性を高め，主張的行動を促すことに有効であったと考える。
第２時や第３時のロールプレイングでは，児童が友達を大切にしながら自分の考えや思いを主
張しようとしていた。「自分の思いを伝えようチャレンジカード」の活動の中でも「（異なる意
見の表明では）優しく言おう」「（要求の拒絶では）『ごめんね』と先に言ってあげるのがよ
い」など，相手の思いを大切にしながら主張しようとする様子が見られた。また，教師が「互い
に練習し合っているのだから，友達の主張を聞くときにも『練習しているんだな』という気持ち
で聞こう」と具体的に聞き方を確認したことにより，児童が安心して活動することができていた
と感じる。活動後の児童の感想から，「友達関係が深まったり，自己主張してより楽しくなった
りすることが多くなりました」「いろんなことが言えるようになって，友達との関係が前よりも
よくなったからうれしい」など，友達とのやり取りの中で，自分の思いを伝えることの意義を知
ったり，伝え合うことのよさを感じたりする様子がうかがえた。
Ⅳ

おわりに

本研究は，児童の主張性を高めるための手だてを考察することを目的として行った。どのような
手だてが有効なのかを判断するためには，児童の実態を把握し，それを分析する過程を踏むことが
重要であることを実感した。そして，児童の実態の把握と分析の過程を丁寧に行うことによって，
教師が共通理解をしながら，同じ目的に向けて効果的な手だてを考察していくことが可能になると
いう手応えも感じることができた。今後は，本研究で明らかになった成果を生かし，本校の先生方
と共に，この主張性を高める活動を高学年から中学年児童へと広げていきたい。
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