
●取扱店

学習
指導要領
対応

ソーシャルスキルを育てる教材ができました

河村 茂雄 監修　 品田 笑子 著

児童用　　　：各300円
教師用指導書：各300円

早稲田大学 都留文科大学

小学３３・４４・５５・６６年用



2 3

おすすめ
ポイント みんなのやくそくノートとは

集団の教育力で育てる ｢豊かな心 ｣｢ 確かな学力 ｣

はじめに －みんなのやくそくノートが必要とされる理由－

　学級ソーシャルスキル（ＣＳＳ）を育てる教材です。学級活動・特別活動・道徳・国語の一環として実施できます。

また，hyper-QUのソーシャルスキル項目とリンクしており，診断結果を生かした指導が可能です。

①「人とかかわる力」を高めます
相手への思いやりを表す 配慮のスキル と，他者へ働きかけるための かかわりのスキル を，バランスよく育

てます。一人一人のスキルが高まるとともに，学級生活の基本ルールが確立します。

②約15分の活動が充実しています
教師用指導書（→P.6参照）を元に，実施時間から学級状態に応じた展開まで，さまざまなアレンジが可能です。

子どもたちがスキルを使ってみたくなるように，効果や意義を実感させながら学習させます。

③日常生活がトレーニングの場になります
スキルの学習後，日常生活を舞台に，一人一人がスキルの練習に取り組むチャレンジコーナーを設けました。

「知っている」「やればできる」というレベルを超えて，考えなくても自然に行動できる状態まで定着させます。

配慮のスキル 相手への思いやりを表すスキル

　セルフコントロールや自省，対人関係における最低限のマ

ナーやルールの理解が含まれます。「何か失敗したときに，す

ぐにごめんなさいと言う」「友達が話しているときは，その話

を最後まで聞く」などがあります。

●「みんなのやくそくノート」で育てるスキル一覧

●仲間とともに学ぶから，心が育ち，学力が高まる

　教室に行けばたくさんの仲間がいる。みんなと学ぶことは楽しい！

　この学校生活の醍醐味を最大限に生かせるように，学級集団の質を高めるこ

とが「みんなのやくそくノート」のねらいです。

　学級が居心地のよい場所であれば，子どもたちは伸び伸びと自分らしさを発

揮し，学び合いが生じてきます。お互いの刺激を受けてやる気が高まるので，

学習効果も高まるのです。また，教科等横断的な視点に立った資質・能力の育

成にも役立ちます。

●学校生活に欠かせない９スキル

　みんなのやくそくノートでは，数万件のデータの分析からわかった，望ましい集団育成に効果的なソーシャ

ルスキル（学級ソーシャルスキル：Classroom Social Skills）を育てます。

　仲よくしたいのに仲間の輪に加われない，自己中心性が強く周囲の迷惑に気づかない，スキルの未熟さか

ら人から誤解されてしまうなどの子どもが増えています。人や社会とかかわるため知識や技術を，「みんな

のやくそく」として共有し，意識しなくても行動できるところまで定着させていきます。

●「みんなのやくそくノート」の活用場面

　学習指導要領に示された内容「B　主として人とのかかわりに関すること」「C　主として集団や社会との

関わりに関すること」を，行動面から高めます。道徳的行為に関する体験的な学習として活用できます。

かかわりのスキル 他者へ能動的にはたらきかけるスキル

　対人関係の積極的な維持，人とかかわるきっかけ作り，集

団活動に携わる姿勢，感情交流の形成などが含まれます。「み

んなと同じくらい話す」「係や当番の仕事は最後までやり遂げ

る」などがあります。

　「みんなのやくそくノート」でルール

やマナーの必要性を感じさせながら，

共通の行動様式を定着させることで，

学級にルールが生まれます。これをベー

スに，エンカウンターなどでリレーショ

ンを深めながら，計画的に集団体験を

積み上げていくことができます。Ｑ-Ｕ，

hyper- ＱＵの事後指導にも最適です。

　学校生活への適応や人間関係の形成を促すための集団の場面で行う指導や援助として最適です。個別に人

とかかわる力だけでなく，多数決や分担といった集団活動の仕組みにもふれることになり，子どもたちの自

主的な活動や話合い活動の活性化にもつながります。

道徳で

特別活動で

学級づくりに

活動 ターゲットスキル スキルの解説

ステージ１ 「おはよう」「さようなら」という
基本的なあいさつをする 対人関係のもっとも基本となる，あいさつのスキル

ステージ２ 何か失敗したときに，すぐに「ご
めんなさい」と言う 相手が受けた負の影響に気づいて，相手を大切にしていることを示すスキル

ステージ３ 何かしてもらったときに，すぐに
「ありがとう」と言う

相手からしてもらったことに気づいて，相手を大切にしていることを示すスキ
ル

ステージ４ 相手に聞こえる声で話す 集団の中で自分の存在が消えてしまわないように発信することで，対人関係を
維持するスキル

ステージ５ 友達が話しているときは，その話
を最後まで聞く

人の話をさえぎったり，勝手に自分の話を始めたりしないという，会話の暗黙
の了解

ステージ６ みんなと同じくらい話す 最低限の発信をすることで，対人関係を維持するとともに，構成員として責任
を果たす，集団参加の初歩的なスキル

ステージ７ みんなで決めたルールは守る 集団活動や決議を行うときの暗黙の了解

ステージ８ 係や当番の仕事は最後までやり遂
げる 役割分担のシステムと，それに伴う個々の責任についての暗黙の了解

ステージ９ うれしいときや楽しいときは，言
葉や身ぶりで表現する 人が喜んでいるときに一緒に喜ぶという，共感的な感情表出のスキル

ステージ10 ＜まとめの活動＞ ステージ１～９の活動を振り返り，認め合い活動で自己肯定感を高めるととも
に，互いのよいところを手本として学びあう。

ルールを育てる
・学級目標
・係活動の遂行
・学級ソーシャルスキル
　の育成

やくそくノート

リレーションを育てる
・授業、係活動、
　日常生活での認め合い　
・本音（意見・気持ち）の交流

構成的グループ
　エンカウンター

集団の教育力

人格の形成･学習意欲

学校内外の集団体験
・授業　　　・学校行事
・学級活動　・体験活動

子ども同士の学び
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活 用 の
ポイント みんなのやくそくノート児童用

①集団生活に必要な，人とかかわる力を高める
　対人関係のもっとも基本的なスキルが，一人一人に
身に付きます。また，スキルが共有されることで，学
級にルールやマナーが生まれます。

②楽しく活動しながら学ぶ
　子どもたちがスキルを使ってみたくなるように，効
果や意義を実感させながら学習できます。

③日常生活とつなげる
　学級全体でスキルを学習したあと，日常生活を練習
の舞台に見立てて，一人一人がスキルに取り組む展開
を重視しています。

★なぜ日常へつなげることが大切なのですか？

　スキルを学んでも，「できるけどやらない」では意味

がありません。基本的な対人関係のスキルは，考えなく

ても自然にできることが望ましいからです。また，日々

の生活の中で，自分のとった行動を思い返したり，うま

くできたかを評価したりすることは，セルフコントロー

ルの力を育て，自己効力感を高めます。

★ノートは家に持ち帰らせるのですか？

　活動後は，毎回集めて教師が保管しておくと，忘れ物をする子の

防止になります。集めたノートはでるだけ点検して，自己評価が厳

しすぎる子どもや，甘すぎる子どもには，個別に目標を調整してあ

げるとよいでしょう。児童用の最後のページは「認定書」になって

います。教師の一言コメントをそえて，授与式のように返却できま

す。その後，家庭へ持ち帰らせるとよいでしょう。

★チャレンジ期間終了後は？

　各ステージのタイトルを，学級の合い言葉としてずっと掲示して

おくとよいでしょう。子どもに思い出して欲しいときには，教師が

合い言葉の前半を言い，子どもが後半を答えるようにします。

　また，「すぐにありがとうって言えたね」「よく○○さんの気持ち

に気づけたね」など，小さなことでもスキルと関連づけてていねい

にほめると，子どもの意識が続きます。

★チャレンジが終わらない子はいませんか？

　チャレンジコーナーは，数日の差で全員がゴールでき

るように，無理のない目標設定になっています。ただし，

学級の実態によっては，差が開いてしまったり，なかな

かゴールできない子がいる場合も考えられます。その場

合は，全員で一斉に取り組むチャレンジタイムを設けて，

そこでの活動を評価するようにします。

やくそくノート 児童用の特色

※誌面は３年生用です（実物とは異なる場合があります）。

親しみやすいキャラクター
が行動のコツを解説します。
頭で理解するだけでなく，
「どうするか」がわかります。

行動を教える

自分の行動をふり
返らせる展開で，
身近な生活場面か
らスキルの必要性
を感じさせます。

気づかせる

　チャレンジコーナーは，日常生活でスキルを使ってみよ
うとする意欲を促すとともに，行動の振り返りと定着の場
として設けられています。

日常へ定着させる

　また，チャレンジ期間と並行して，係活動や当番活動で
の認め合い活動を行ったり，構成的グループエンカウンター
のエクササイズなどを行ったりすると，ふれあいのなかで温
かい人間関係（リレーション）を育てていくことができます。

全体での学習（15分～40分）

チャレンジ期間（１～２週間）

・スキルを意識しながら日常生活を送る

・帰りの会でその日１日を振り返る

・目標に照らして，うまくスキルを使えたら，チャレンジ
　コーナーに色を塗る
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「ありがとう」と，お礼をすぐに表現することの大切さに気づかせ、
日頃の自分の行動を見直すことで、日常生活での行動化につなげていく。

進め方
①だれでも「ありがとう」を忘れる場合があることを確認する。
②一人一人にふだんの自分の行動を思い出させる。　③どちらかに○をさせる。

進め方
①例を参考に，ささいなことでも，
　お礼を言われるとうれしい場面を説明する。
②自分がこれから言ってみたい場面を，
「ありがとうチャンス」に書かせる。
③チャレンジ開始を宣言し，スタートに
　今日の日付を書かせる。

その他の例
・給食をよそってもらったとき　・プリントを回してくれたとき
・「一緒に帰ろう」と言われたとき　・朝，家に向かえに来てくれたとき
・貸してもらったとき　・そうじが終わったとき　・係が仕事をしてくれたとき

チャレンジ期間のすごし方
①みんなで「ありがとう」を意識しながらすごす。
②「ありがとうチャンス」でお礼が言えた日は，帰りの会でゾウに色を塗る。
③全部のゾウに色が塗れたらゴールに日付を書く。
④Ｐ１のばっちリスに色を塗り，先生に報告したらチャレンジ完了

進め方
①１と関連させながら，左側の吹き出しを読んで説明する
②右側の巻物をみんなで読む
③「ありがとう」以外の感謝の言葉を押さえる
　例）サンキュー，助かった，ご苦労様
　　　ありがとうございました

ポイント
男の子の気持ちを考えることを押さえる。
表情にも注目させる

ポイント
言葉にして言うことの大切さを確認する

ポイント
・相手に聞こえないと，言ったことになりません
・こわい顔で言ったのでは，気持ちは伝わりません

このステージのねらい

例）せっかく言ってあげたのに
　　お節介だったかな

例）見せてあげてよかった
　　今度もみせてあげよう

進め方
①　　の場面と，２つのコースを説明する。
②各自で　　　に記入する時間をとる
③２つの場面を比べる

②「ありがとうチャンス」でお礼が言えた日は，帰りの会でゾウに色を塗る。 ステージ③　友じょうをつなぐ「ありがとう」

やくそくノート・小３教

育てたいスキル 　何かしてもらったときに「ありがとう」と言う

　人から何かしてもらったとき，心の中で「ありがたい」と思っても，表現しないと伝わりません。黙って
いると，「せっかくしてあげたのに」「何とも思っていないんだ」「迷惑だったのかな」と受け取られてしま
います。すぐに感謝を表すことは，対人関係を維持し，自分の所属する集団に居場所をつくるための大切な
スキルです。小さなことに対しても，いつでも自然にお礼の言葉が出ることを目指します。

活動の流れ 内　　　容

導　　入
①スキルの意義に気付く

②自分の行動を振り返る

こうしてみよう
③�具体的なスキル（コツ）

を知る

チャレンジコーナー
④チャレンジの仕方を知る

１．感謝はすぐに表現すると気持ちよいことに気付く（５分）
　1は，教科書を忘れた女の子に，隣の男の子が見せてくれた場面です。「だ
まったままコース」では，心の中では感謝していても，口に出して言って
いません。「すぐにありがとうコース」では，すぐに笑顔で言っています。
二つのコースの男の子の気持ちを考えさせ，すぐに「ありがとう」と言っ
てもらうと気持ちよいことに気付かせます。吹き出しに書き込んだ言葉を
発表し合い，交流させましょう（時間の余裕に合わせて，全体，隣同士，班）。

２．自分のふだんの行動パターンに気付く（２分）
　2では，ふだんの自分の行動を思い出させます。善悪の判断の場ではな
く，自分のスキルの状態を確認させることが目的です。だれでも言えると
きと言えないときがあることを説明し，どちらかを選んで○を付けさせま
す。挙手などで結果を確認し，自分のめあてに結び付けさせてください。

３．友達に何かしてもらったときのコツを知る（３分）
　感謝の気持ちはすぐにその場で表したほうが伝わることを強調してくだ
さい。次に声の大きさと表情について説明します。「言った」「言わない」
という問題が生じるのがここです。相手に聞こえる声でないと言ったこと
にはならないこと，そして，無表情だと仕方なく言っているように思われ
る場合があることを，例を挙げて解説してください。

４．ありがとうチャンスに「ありがとう」を言う（５分）
　「ありがとう」を言う場面を「ありがとうチャンス」というポジティブ
な言い方でとらえ，例を参考にいろいろなチャンスを書き込みます。全員，
または二人組や班で考えてから代表者が発表してもよいでしょう。チャン
スに敏感になり，タイミングを逃さないようにさせるのがねらいです。そ
の際にコツを使って言えたら，「がんばったゾウ」一つに色を塗ることを
説明します。

チャレンジ期間中 　一定期間，日常生活でスキルの実践にチャレンジし，帰りの会で自己評価する。
　スキルを実践する体験を通して，使うことに慣れ，その意義を再確認し，意識しなくても自然に「あ
りがとう」が言えるようにするのがねらいです。右ページの定着のポイントを参考に「やり直したらク
リアとする」などの基準を設けて，子どもが達成感を得られるように配慮しましょう。

定着させるためのポイント

やくそくノート・小３教

◆一日中「ありがとうを言うチャンスがなかった」
では，取り組みが盛り上がりません。ささいなこと
でもお礼を言われるとうれしいことを理解させ，練
習なので，１日１回はチャンスを見付けて言うこと
を確認しましょう。また，「ありがとうチャンス」
の例を教室に掲示したり，みんなが言い合うために
は，お互いを思いやって生活し，「ありがとうチャ
ンス」を作り合ったりすると効果的であることに気
付かせましょう。
◆「友情をつなぐ」「ありがとう」を学級の合言葉
とします。チャレンジ期間中，合言葉を忘れている
人に気付いたら，当人は忘れている人に言いづらい
ので，代わりに周りの人が「友情をつなぐ」と声を
かけます。声をかけられた人は「ありがとう」と答
え，その後相手に改めてお礼を言う，という約束を

決めておくと，行動修正への切り換えがスムーズで
す。
◆１日の振り返りの時間に，忘れていた「ありがとう
チャンス」を思い出した場合は，すぐにその場で相
手のところへ行って「ありがとう」を言うことにし
ます。教師は，お礼を言えたことをほめ，次回は忘
れないように声をかけて行動を強化します。ほかの
子にも，この機会にお礼を言うように促しましょう。
◆ほかにも，「ありがとうチャンス」でタイミング
よくお礼を言えたときの気持ちを発表させます。言
うと自分もスッキリすることに気が付くことで，す
ぐにお礼を言うことの効果を実感できます。お礼を
言われた人にも，そのときの気持ちを発表させると，
さらに行動を強化できます。

●活発な子と，おとなしい子の差が大きな学級

　全体的にチャレンジが盛り上がらない可能性があ
ります。ビンゴの要領などで，「ありがとうチャンス」
をグループで発表し合い，お互いの感情の共通点に
気付かせたり，ゲームの中で「ありがとう」を言う
練習をしてからチャレンジに移行したりすると，ス
ムーズにいくでしょう。
●小グループの対立が見られる学級

　この場合も，上記の展開が効果的です。

●何かしてもらっても気付かない子には

　お礼を言うべき場面で，周囲に指摘されてもその
ことがよく理解できない子には，教師がていねいに
状況を解説します。必要なら，お礼の言い方も教え
たり練習させたりしてから，教師が付き添って相手
に言わせるなどの配慮をします。
●声を出して伝えることが苦手な子には

　教師が説明して，身振りや行動で伝えることを相
手に了解してもらいます。その後，お礼を言うチャ
ンスをつくって教師が付き添います。

発展的に行いたい人へ
「ありがとうビンゴ」
　それぞれの考えた「ありがとうチャンス」を，ビンゴのマスに書いて発表します。どんな「ありがとうチャ
ンス」があるか，ゲーム形式で楽しく理解できます。 →『学級ソーシャルスキル中学年版』（図書文化社）ｐ82〜ｐ85

コラム 　身近な人への感謝は忘れがち

　よその人にはお礼を言えるのに，親子や夫婦ではなかなかお礼の言葉が言えません。してもらう
のが当たり前になり，感謝に鈍感になっているからでしょうか。お礼の言葉を期待しているわけで
はなくても，ずっと何も言われないのは寂しいものです。「ありがとう」を言われると，言われた
ほうもうれしくなり，もっと何かをしてあげたくなります。

学級経営のヒント

※本教材には，教師用指導
書（別売り）が用意され
ています。
①②の内容が１冊にまと
められています。

①教師用朱書き

活 用 の
ポイント みんなのやくそくノート教師用

②教師用指導書

★いつ実施すればいいですか？

　どれも学級生活の基礎となるものなので，

１学期の実施をおすすめします。とくに短時

間でできるステージ１～４は，早めの実施が

望ましいでしょう。ステージ７～９は，ＣＳ

Ｓに特徴的な高度なステージです。子どもた

ちと学級の実態によっては，２学期に実施し

てもよいでしょう。

★スキルの順番は？

　スキルのねらいを考慮し，基本的に１から順

に指導する形になっています。ただし，子ども

たちの実態にあわせて順序は入れ替えてもかま

いません。ステージ１であいさつを指導したあ

と，ステージ５とステージ６を実施して，聞く・

話す態度をしっかりと学習させてから，ステー

ジ２に戻る展開も考えられます。

★なんの時間に行うのですか？

先生のご裁量により，特別活動や道徳とね

らいをリンクさせて行ったり，朝の会や帰り

の会などの，学級活動で実施することをおす

すめします。まとまった時間が確保できない

場合は，１つのステージを２回に分けて実施

することも可能です。道徳の内容項目や国語

の単元との関連は，教師用指導書をご参照く

ださい。

★特別支援教育への効果は？

　チャレンジ期間のなかで，一人一人の努力や

小さな進歩にしっかり着目し，毎日の振り返り

の中で取り上げていきましょう。このような教

師の姿勢がモデルとなって，友達が頑張ってい

る姿に敏感に気づいたり，友達の特性を理解し

てさりげなくフォローできるようになってきま

す。集団に受容的な雰囲気が生まれると，ソー

シャルスキルが低い子どもも，対人関係が楽に

なります。問題行動が減少し，個別支援の学習

効果も高まることが期待できます。

児童用と同じ誌面に，進め方やポイントがコンパクトに書き込まれたものです。授業でお使いいただけます。
　・学習のねらい，各手順の進め方，指導のポイント，チャレンジ期間の手順

①やくそくノート 教師用朱書きの内容

指導展開の解説と，学級経営と効果的に関連させるアドバイスで，さまざまな状況に対応できるようにします。
　・ターゲットスキルの説明と，指導展開の解説と留意点
　・スキル定着のポイントとなる，チャレンジ期間の展開方法
　・学級状態に応じたアレンジ方法
　・個別支援の必要な子どもへの配慮など
　・発展的な活動の紹介や，スキルの理解に役立つコラム

②やくそくノート 教師用指導書の内容

※誌面は３年生用です（実物とは異なる場合があります）。



学習
指導要領
対応

監修の言葉 ソーシャルスキルを教室で教える時代に

河村 茂雄

対象学年････ 小学校３年・４年・５年・６年

児童用･･････ 変形Ａ４判　32ページ
教師用･･････ 変形Ａ４判　64ページ（朱書き＋指導案）

定価････････ 児童用：各 300円　／　教師用指導書：各 300円

いま子どもたちに育てたい

学級ソーシャルスキル
小学校：低学年　中学年　高学年

河村茂雄・品田笑子・藤村一夫 編著

　思いやりのない言葉で相手を傷つけてしまう，当たり

前だと思われていた価値観が通用しないなど，最近多く

見られる子どもたちの問題の背景には，幼少期に，対人

関係の持ち方，集団生活の参加の仕方を，家庭や地域の

生活の中で身につける機会が減少してしまったことが原

因としてあげられます。

　人とかかわったり，社会や集団に参加して協同生活

するための知識と技術を総称して「ソーシャルスキル

(social skills)」といいます。

　「学級」を活動の基本単位とする日本の学校では，子

どもたちに協力的な人間関係があり，前向きで，互いに

学び合おうとする集団を形成できるかどうかが，授業や

活動をうまく展開できるかどうかの分かれ道となりま

す。そして学級集団の状態は，子どもの性格形成や規範

意識の確立，学習意欲にも影響してきます。

　私はこの10年間，学級の状態がよい場合，子どもた

ちの学級生活の満足度が高い場合に，その集団の中で子

どもたちが使用しているソーシャルスキルはどのような

ものかを調べてきました。そして，「学級生活で必要と

されるソーシャルスキル (Classroom Social Skills：

ＣＳＳ )」を体系化しました。

　CSSを一人一人の子どもが無理なく身につけ，気が

ついたらＣＳＳが学級の中に自然に定着していたという

状態に至れば，あたたかい中にも規律があり，子どもた

ち同士が活発にかかわり学び合う学級集団がつくられる

ことでしょう。このようにして確実に身についたCSS

は，子どもたちが将来社会に生きていく力の基礎になる

はずです。

　本教材では，ＣＳＳの基本スキルを取り上げています。

これらは，昔だったらあたりまえのマナーだったかもし

れません。しかし，いまでは「みんなのやくそく」とし

て掲げながら，意図的に系統的に学習させていくことが

求められています。

　「みんなのやくそくノート」が，すべての教室の子ど

もたちの笑顔につながることを願っています。

みんなのやくそくノート

関
連
商
品

よりよい学校生活と
友達づくりのためのアンケート

楽しい学校生活を
送るためのアンケート

対象　小学校１～３年・４～６年／中学校／高校
定価　小・中：330円（用紙115円　コンピュータ診断料215円）
　　　高　校：340円（用紙120円　コンピュータ診断料220円）

対象　小学校１～３年・４～６年／中学校／高校
定価　小・中学用：460円（コンピュータ診断料込）
　　　高校用　　：550円（コンピュータ診断料込）

監修　田上不二夫
著者　河村茂雄

著者　河村茂雄

早稲田大学 教育・総合科学学術院教授
博士（心理学）

※定価は全て税込み価格です。

B５判　208頁
定価（本体各2,400円＋税）
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