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クラス担任のための

特別編集
コラム1 話し合いの進め方
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生徒が安心して自分の考えを発言できる雰囲気を作れると︑
クラスが活性化するもの︒
そこで今回は︑
自由に発言できる話し合いの場作りについて考えてみたいと思います︒
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苦手意識を抱く最大の理由は︑それ
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受験サプリのサービスを高校で一括導入していただくことが可能です。
ご利用人数に応じた高校導入特別価格
をご用意しております。受験指導の強化、指導体制の構築、
自主学習環境の改善にぜひご活用ください。

合いの質が向上するでしょう﹂
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までの学生生活の中でディスカッショ
いの場があったとしてもあまり積極的

合っていない﹂
ことになりがち︒そのた

新しい学習指導要領では言語活動
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福島先生オススメ
話し合いの場を作るための参考図書

このようなフラットな関係での話し

23年間、高校教諭として、生徒の
モチベーションアップや自主的な活
動を促す授業・クラス運営で活躍。
現在はさまざまなワークショップのフ
ァシリテーターや大学でのキャリア
デザイン講義など幅広く活動中。

そして︑最 後には必 ず﹁ 振り返り﹂

っていくことが大切です﹂

話しやすくなります︒日 頃から活 発

調べておいて︑というだけでも生 徒は

んです︒明日こんなこと話し合うから

﹁例えば︑
大学の入試がなくなるとし

クラス全体で、各班でどの
ような話が出たかをシェア
する。

合いのためには︑前 提となるグランド

介入にとどめることも大事です﹂

し物の候補を３つは出しておこう ！と
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ルール
︵コラム２︶
も不可欠だ︒

コラム3 振り返りのためのシート

に話をするのが普 通という状 況を作

か︒自分たちでゴールに向かうための

などで日頃から生徒に身

換する習慣を身につけていくことは︑

100大学の過去問、やり放題!

たが︑学 校 生 活の中で他 人と意 見 交

受験勉強に役立つツールが盛りだくさん。
「大学入試過去問」や「センター問題集」
などのツールを無料で利用できます。
さらに、
月額980円で学年別・レベル別の講義動画も見放題。

モチベーションも高まる︒

全体ワーク

参考書1冊分の価格で高品質な動画による授業が受けられます。
パソコンやスマホ、
タブレットでいつでもどこでもなんどでも受講できます。

「日本ファシリテーション協会初代会長でもある堀公俊
氏の本は、
ファシリテーションを非常にわかりやすく解説し
ています。
『よくわかる学級ファシリテーション』
は、小学校
の現場向けに書かれていますが、
クラス担任にとってはと
ても参考になる内容で、同書の著者でもある、
ちょんせい
こ氏の『元気になる会議』
は、
ファシリテーションの即実
践に役立ちます」
（福島先生）
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考する必要があります︒話し合いの進

ペアになって、書いたこと
を基に、お互いの考えを伝
え合う。

月額980円で、
プロ講師の授業が受け放題！

『元気になる会議−ホワイトボード・ミーティングのすすめ方』
ちょんせいこ著 解放出版社
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も︑この場合 ︑話し合いの場作りを再

ペアワーク

丁寧な解答・解説がついたセンター試験の最新5年分・15科目の過去問題集。
一問一答形式なので、一つひとつ着実に進めていくことができます。

『よくわかる学級ファシリテーション』
岩瀬直樹・ちょんせいこ著 解放出版社

す企業が増えている︒民間企業だけで

コラム2 話し合いのためのグランドルール

ディスカッションやグループワークを課
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要な経験だといってもいい︒

step2

め方を変えていくと︑生徒の意見は出

話し合いで出た内容は、
その場だけでのこと。ほかの時間
や日常で、
ここでの話をもち出し引きずらない。

てくるものです﹂

4人くらいの班になって、
ペ
アで話をしたことをシェアし
合う。

人対

「話した内容はこの場限り」

話し合いの内容ではなく
態度や状態を振り返る
これらの話し合いを︑学校行事の際

元千葉県・東葛飾高校教諭

﹁グランドルールは︑
３つくらいでシン

聴く姿勢が大事。相手を尊重し、
もしも反対意見がある
場合は、批判だけではなく対案を出すように心がける。

人 といった図 式 だった

小集団ワーク
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﹁ 例えば高校で文化祭などの行事に

テーマについて、個人で考
えを簡単にまとめる（ノート
や用紙に記す）
。

センター問題集、最新5年分やり放題!

『教育研修ファシリテーター』
堀公俊・加留部貴行著 日本経済新聞出版社
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福島毅先生

目立つところに板書するなどして︑常

「他人を尊重する」
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関して話し合う場合 ︑司会者
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大学の過去問がPDF形式で無料ダウンロードできます。
国公立・私立、学部・学科ごとに掲載されているので、志望校の受験対策に最適。

『ファシリテーション入門』
堀公俊著 日経文庫
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プルなものがいいと思います︒それを

自分の考えを大切にして、言いたいことを言う
（言いたくな
いことは言わなくてもよい）
。

に意識できるようにしたいですね﹂

「自分を尊重する」

その 他 大 勢

個人ワーク

