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プロジェクト研究Ⅲ

不登校児童生徒への援助の在り方

第１章 総説

第１節 はじめに

文部科学省の調査によると、平成21年度全国で年間30日以上欠席した小・中学生は、前年度

比３.５%減の12万2,432人であり、小学生は325人減の２万2,327人、中学生も約４千人減の10

万105人と小・中学校ともに減少した。

一方、本県の状況をみると小・中学校の合計数では少し減少したものの、1，000人あたりの

不登校児童生徒数が13.０人であり、全国平均（11．５人）と比較しても依然高い数値を示し

ている。

不登校対策としては、スクールカウンセラーの配置や適応指導教室の整備、問題を抱える子

ども等の自立支援など、様々な事業が行われてきたが、不登校児童生徒の出現率は、ここ数年

大きく変化してこなかった。

このように不登校の問題は、本県にとって依然として極めて大きな課題である。

教育相談プロジェクトチームは、不登校の問題に焦点をあて長年にわたり取り組んできた。

これまでの研究では、不登校に対応するには児童生徒一人一人の心にしっかりと寄り添うとと

もに、さらにはグループや学級集団を育てることが極めて重要であることから、学校カウンセ

リングの充実に努めてきた。本研究では、昨年度に引き続き、不登校児童生徒への援助の在り

方をテーマとして、さらに未然防止の観点も含め、小・中・高等学校の指定研究員の協力を得

ながら、プロジェクト研究として進めることとした。

第２節 不登校児童生徒への援助の在り方について

１ 研究目的と研究方法

(1) 研究目的

校内での教育相談の在り方、教育相談組織の効果的な運用や、外部専門機関等との適切な

連携を基盤とした不登校児童生徒への援助の在り方及び不登校の未然防止について、事例を

通して研究する。

(2) 研究方法

・ 奈良県の不登校児童生徒の実態把握と課題の整理

・ 小学校における不登校児童の未然防止の在り方についての実践的研究

・ 中学校における不登校生徒への援助の在り方についての実践的研究

・ 高等学校（通信制）における不登校生徒への援助の在り方についての実践的研究

・ 実践研究を基にした成果と課題の検討

２ 不登校児童生徒の実態把握と課題の整理
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(1) 不登校児童生徒の実態把握

まず、文部科学省の平成21年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

から、不登校児童生徒の全体的傾向をつかむこととした。

ア 全国の状況

図１は、平成３年度から平成21年度までの全国の不登校児童生徒数の推移を表している。

平成７年度までは、緩やかな増加であったが、それ以降平成10年度にかけて大幅な増加がみ

られ、平成13年度がピークとなる。その後、年々減少傾向にあったが、平成18年度には、再

び微増に転じた。とりわけ平成18年度以降の４年間の中学校における不登校生徒の出現割合

は、約35～36人に１人の割合となっており、ここ数年高い割合のままである。

イ 奈良県の状況

図２は、平成18年度から平成21年度までの奈良県の「児童生徒の生徒指導上の諸問題に関

する調査の状況」調査（公立のみ）による、不登校児童生徒の状況である。奈良県の不登校

児童生徒の状況は、校種別では、小学校はほぼ横ばい状態で推移し、平成21年度は322人で

平成20年度より13人増となった。中学校では平成21年度は1,184人で平成20年度より117人減

少している。

また、高等学校では平成19年度には一旦減少したものの、平成21年度は433人と増加して

いる。
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図１ 全国の不登校児童生徒数の推移
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図３は、平成20年度・平成21年度の奈良県の学年別不登校児童生徒数の変化を表したもの

である。

学年が上がるにつれて不登校児童生徒数が増加していくのが顕著である。特に中学校入学

後にその数が急増しており、環境の変化や新しい友人関係など様々な要因が引き金となり、

不適応状態に陥りやすいと考えられる。

高等学校では、１年生が最も数値が高い。高等学校の不登校生徒数は、中学校に比べると

少ないが、１年生で不登校であった生徒の約33％に当たる143人（平成20年度は133人）が中

途退学をしていることが判明している。

また、不登校のきっかけと考えられる状況は、どの校種とも本人にかかわる問題が一番多

く、社会性の未熟さや対人関係に悩む生徒の姿が見えてくる。
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(2) 来所教育相談の状況

次に、当研究所の来所教育相談から見えてく

る実態を明らかにしたい。

当研究所の教育相談部では、学校や家庭にお

ける幼児児童生徒の発達及び教育に関する諸問

題について、来所教育相談を実施している。

図４で示しているように、内容別では不登校

が63％と全体の約３分の２を占めており、不登

校が深刻な課題であることがはっきり分かる。

また、その他の傾向を見ても、子どもへの接

し方に戸惑う保護者の姿や、家庭や学校での生

活に苦しむ子どもの姿が見えてくる。

図５は、図４で示した不登校の相談件数の校種別内訳

である。一番多いのは41％の中学校であり、次に高等学

校からの相談が32％となっている。

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」で報告される高等学校の不登校生徒数は、図３の

学年別不登校児童生徒の状況からも明らかなようにそう

多くはないものの、先に述べたように中途退学が多く、

進路変更という大きな課題と向き合う必要があるため、

相談件数が多くなっていると考えられる。

３ 教育相談プロジェクト研究の歩みと本年度の研究の方向性

学校現場においては、様々な課題を抱える児童生徒の現状に適切に対応するため、生徒指導

と教育相談体制の充実が求められている。

当研究所では、不登校問題の改善や解決を目指して、教育相談体制の充実に向けたプロジェ

クト研究を実践的研究として進めてきた。平成14年度から平成16年度においては、「子どもの

心をつかむ教育相談の在り方－組織的な支援体制の構築に向けて－」をテーマに研究を進め、

組織的な支援体制作りを目指した。そこでは組織的な体制作りを進める上で、チーム支援によ

る援助システムとしての、コラボレーション（協働）、コーディネーション（連絡調整）、コ

ンサルテーション（援助介入）といった機能の必要性について報告してきた。

また、平成17・18年度においては、「開発的な教育相談の在り方－児童生徒の発達段階に応

じた効果的な指導法の研究－」をテーマに児童生徒の問題行動に対して、事後対応だけに終わ

らず、問題行動を未然に防ぐ効果的な指導法として、子どもの実態に即した心理教育的援助の

在り方について研究した。人間関係づくりを進める構成的グループエンカウンターやアサーシ

ョントレーニングを学習活動に組み込むなど、開発的な教育相談による実践的研究を進めてき

た。

さらに、平成19・20年度においては、「学校カウンセリングの進め方－児童生徒の発達段階

図４ 内容別来所教育相談の状況 (H21)
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に応じた効果的なカウンセリングの実践的研究－」をテーマに児童生徒の人格形成や様々な問

題解決に向けて、具体的かつ効果的な学校カウンセリングの研究を進めた。

学校現場における児童生徒の実態を的確に把握し、豊かな人間関係を構築できるように心理

教育的援助を行い、個と集団の相互の成長発達を意図した学校カウンセリングについての実践

的研究を進めてきたのである。

本年度は、昨年度に引き続きこれまでの研究成果を踏まえた上で基本に戻るという意味も含

め、個を援助するという視点を大切にした「不登校児童生徒への援助の在り方」をテーマに、

不登校の未然防止の視点を加味し、事例を通して実践的研究を進めることとした。

不登校児童生徒を効果的に支援するには、校内の教育相談体制づくりや、発達段階ごとの個

に応じた取組と集団を高める取組の双方を融合しながら進めていくことが重要である。

しかしながら、小・中・高等学校とそれぞれの校種ごとに組織体制や、子どもの発達段階に

おける課題には違いがある。児童への学級担任のかかわりが主となる小学校においては、教員

が一人で抱え込むことのないような支援の体制作りが必要である。また、思春期の大きな心の

揺れや環境の変化により様々な不適応が顕在化してくる中学校においては、学級担任を中心と

した多くの教員がいろいろな立場から支援する体制が有効である。そして、義務教育を修了し、

自己実現を目指して社会への一歩を踏み出すウオーミングアップとなる高等学校においては、

生徒自らの目標設定や社会的自立を支援する体制が必要である。

以上のことを踏まえて、平成22年度は、小学校・中学校・高等学校（通信制）において、各

校種の特性を生かしつつ、児童生徒の発達段階に即した取組を行った。
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２章 不登校児童生徒への援助の在り方についての実践的研究

第１節 小学校における取組

１ はじめに

本校は、奈良盆地のほぼ中央にあり、寺内町として栄えた旧町内と周辺の新興住宅が混在し、

大阪周辺都市に勤務する保護者も多い地域にある。そのため、全校児童734名と町内一の大規

模校である。合い言葉は、「かしこい子 やさしい子 たくましい子」であり、知・徳・体の

調和のとれた、生き生きとした子どもの育成を目指している。

不登校児童の支援は、十年前から町独自の取組で、「いじめ・不登校対策特別支援員制度」

による支援員の配置という形で行われてきたが、学校全体で年に数名程度しか不登校児童がい

なかったこともあり、支援員と学級担任が中心となって個別に行うものであった。しかし数年

前から不登校傾向児童が増加し、本年度から正式に校務分掌で「いじめ・不登校児童支援」の

部署を立ち上げた。また、本年度「いじめ対策緊急支援総合調査研究」の指定を受け、取組を

通して児童の自己有用感や社会性を高めるための取組も行われている。

本校の実情を踏まえ、今後不登校の児童が増えないようにするためにどのような手立てがあ

るか、不登校の未然防止に着目した取組を進めることとした。

２ 学級児童の実態

今年度担任している６年生の学級数は４クラス、担任している学級の児童数は27名（男子15

名、女子12名）である。４月当初、学級の児童の様子を一言で表すと「とても子どもらしい」

であった。男女を意識せず遊ぶことができたり、女子でも担任のひざの上に座ってきたりする

幼さがあった。話をするのも大好きで、様々な話題で自分の気持ちや考えを話し、とても人な

つこいところがあった。

その一方で、自分の気持ちを上手に言葉で表現できず、暴言や暴力で相手を傷つけてしまう

児童や、自分本位で周りの友達の気持ちを考えることができず、自分の考えを押し通してしま

ったり、自分の話したいときに話しだしたりしてしまう児童もいた。

学級集団としては、学習に取り組む姿勢など基本的な部分はよくできているものの、それぞ

れの取組がグループ内の活動で終わっていく点や、違うグループの取組に対して共感する姿勢

があまりない点、話を聞いたり相手に伝わるように話したりする力が弱い点など、集団として

の未熟さが目立ち、お互いを理解し合う、協力しあうという姿勢が乏しかった。

３ 目指す児童の姿・学級像

取組を通して、自尊感情や人間関係能力の低さなど個人の課題を改善していくことで、児童

一人一人が「自分のことが大好き」と胸を張らせたい。自分に自信をもつことで、より積極的

に児童各々がかかわりをもち、その中から相手の立場に立って考えることやじっくり聞くこと、

相手に伝わるように話すことの大切さに気付き、思いやりをもった人間関係を築ける児童の姿

を目指したい。また、児童一人一人の高まりとともに、学級集団がお互いの思いを大切にでき、

積極性や協力して取り組む姿勢をもった、成熟した学級集団になることを目指したい。そのた

めに、構成的グループエンカウンターなどに取り組み、個人の自尊感情や人間関係能力を高め
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るとともに、単なる友達という枠を越え同じ学級としてのつながりを強めたい。さらに構成的

グループエンカウンターなどのエクササイズを学校行事の目標に合わせ活用することで、学級

集団として学校行事をより達成感のあるものにするとともに、児童のつながりが深まることを

ねらいたい。その取組について、以下にまとめる。

４ 取組の実際

(1) １学期の取組

ア 学級活動

年度を通して行う学級活動では、日々の生活を支える当番活動と、学級をより豊かにする

係活動を重視した。当番活動は一人一役を基本とし、全員で取り組んだ。そして係活動は、

活動することで学級全体が楽しめて、よりつながりが強くなること、全員が楽しく取り組め

て、係のメンバーも楽しい活動となることをモットーに、各自が思い思いの活動に取り組ん

だ。学級からモデルを選び、新聞紙などで係が自作した衣装で、ファッションショーをする

グループ、毎週テーマを決めて、頑張っていた人を表彰するグループ、学級や先生のことを

まとめた新聞を発行するグループ、学級の全員からアンケートをとり発表するグループなど、

多くの係が思い思いの活動に取り組み、達成感を得ることができた。また学期末のお楽しみ

会では、係とは違うグループでダンスやリコーダー演奏、手品に紙芝居など、様々な出し物

で楽しむことができた。

学級活動を通して、子どもたちには楽しく積極的に取り

組む姿勢が、はぐくまれたように感じた。しかし、係活動

に参加する子どもたちの反応や、お楽しみ会で出し物を見

る子どもたちの様子からは、その内容に共感することや取

り組む側の気持ちをくみ取り活動を楽しむという姿勢に

乏しいことを、改めて感じた。

イ エクササイズ「人間コピー」の取組

力を合わせて取り組むことのすばらしさを知り、一人一人の頑張りを認めることを目的に、

グループワークトレーニングの「人間コピー」に取り組んだ。この取組は、廊下に貼られた

一枚の絵を見に行き、グループに配布された用紙に写し取るものである。グループからは、

一度に一人しか見に行けない。メモもできない。グループ内で役割分担し、力を合わせるこ

とが作品を仕上げる鍵となる。

子どもたちはとても楽しく取り組んだ。最初のうちは自己主張の強い子どもたちがこぞっ

て廊下に出て、絵を見ていた。しかし時間が経つにつれて、それ以外の子どもたちの中から

も、覚えるのが得意な子ども、細かいところを見るのが得意な子どもなどが、グループで認

められて何度も見に行く姿が見られた。グループ内でも全体のイメージを話す子ども、絵を

描いている子どもにアドバイスする子どもなど、お互いの長所を認め合いそれぞれが役割意

識をもって取り組む様子があらわれてきた。

活動のまとめでは、「みんなで力を合わせて完成できてよかった。」「○○さんが細かいと

ころをしっかり見てくれたのがとてもよかった。」など、グループで力を合わせる大切さや、

一人一人の頑張りを評価する声がたくさん出た。最後に振り返りシートの項目ごとに、グル

ープで頑張っていた人を発表し、学級全員で拍手を送りその頑張りを認め合うことができた。

図１ 表彰係の活動風景
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ウ 学級アンケートの実施

１学期の取組を通して、子どもたちは、積極的になることの楽しさや、協力することの大

切さなどが実感できたと思う。小さなトラブルはいくつかあったものの、人間関係も良好で

あった。しかし、学級の仲間一人一人の認め合いや共感、相手の気持ちをくみ取る力などに

未熟さがあることを再確認できた。２学期に向けて、このままの取組で本当に目指す学級へ

と子どもたちが成長するのか、疑問をもった。

そこで、子どもたちの実態をよりくわしく把

握し、２学期の学級経営の方向性を明らかにす

るため、学年で行われる自己評価のアンケート

以外に、学級独自の項目によるアンケートを実

施した。この学級アンケートは、４月当初にこ

んな学級をみんなで作っていきたいという学級

担任の願いと、子どもたちの思いを一つにした

学級目標と、その目標を達成するために、子ど

もたちがどんなことをすればよいか、心がける

ことや守るルールなどを考え、出し合った17個

の内容からなる「学級十七条憲法」について達

成度をチェックする項目と、今学期を振り返っ

て思ったことや来学期への意気込みなどを記述

する項目で構成した。

(ｱ) 学級目標に関する項目の結果より

学級目標４項目のうち「みんなが仲のいいク

ラスでしたか」「ノリノリで楽しいクラスでしたか」について、「はい」「どちらかといえば

はい」の割合が前者では81％、後者も73％と高い割合で、友達関係や学校生活が楽しいと感

じている子どもが多いことが分かった。しかし、どちらの質問にも「いいえ」と答えている

子どもが一人いることが分かった。

また、「みんなで助け合えるクラスでしたか」「落ち着いて取り組めるクラスでしたか」

については、前者は「はい」「どちらかといえばはい」の割合が69％だが、「はい」のみで

は27％と低く、これは協力する関係の弱さの表れとも考えられる。後者に関しては「はい」

が４％「どちらかといえばはい」が27％で二つ合わせても30％台と、低い結果となっている。

このことから、友達がいて学校が楽しいという感覚はあるが、現状に満足していてそれをよ

り高めていこうという意識が、低いことが浮き彫りとなった。

(ｲ) 学級十七条憲法に関する項目の結果より

質問項目を「集団として高めていくべきこと」と「個人として守ること」「どちらにも

あてはまること」の三つに分類し、分析を行った。

「集団として高めていくべきこと」からは、集団としての意識が高いことがうかがえた。

しかしそれは一緒に過ごす友達同士のもので、全体として相手の立場に立ってやさしくした

り、間違っているときに注意したりするという意識はそれほど高くなく、特にお互いを高め

るための声かけについては、意識的に行えていないことが分かった。さらに「どちらにもあ

てはまること」の項目も合わせて傾向を探ると、互いに協力したり集団としてルールを守っ

図２ 学級アンケート（１学期）
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たりすることで、集団を高めていこうとする意識が低いことが分かった。

「個人として守ること」からは、やるべきことは意識して取り組もうとしている様子がう

かがえた。また、一人一人の仲間意識も高いという結果となった。しかしこれに「どちらに

もあてはまること」の項目を合わせて傾向を探ると、人の話をしっかり聞くことや人の気持

ちを考えるなど、相手の立場に立って考える意識も低いということが分かった。

(ｳ) 個人の結果より

学級アンケートの結果で特に気がかりな児童が二人いた。Ａ男は、前年度からの引き継ぎ

の際に様々な課題を抱え、トラブルメーカーだったということを聞いていた。学年が始まっ

た４月当初、引き継いだようなトラブルはなかった。しかし、友達とのかかわり方をみてい

ると、コミュニケーションの取り方が非常に幼いと感じた。かまってほしいためにわざと人

が嫌がることをし、それが元でトラブルになり手を出すこともあった。また、友達が嫌な気

持ちになっていることを感じ取れず、相手を追い込んでしまったり、逆に自分に嫌なことが

あると、相手に暴力で仕返しすることにこだわったりすることもあった。それらの行動の背

景には、家庭的な課題からくる、さみしさや自尊感情の低さがあると感じた。

Ｂ男は、トラブルになると「自分の話はだれも聞いてくれない。」「どうせ自分は。」とい

う発言をすぐにした。また、難しい言葉を多用し自分の主張を押し通そうとするが、相手が

どんな気持ちなのか考えることが苦手であった。さらに、学習面でも否定的なとらえ方が多

く、自尊感情の低さや人間関係能力の低さが目立った。

アンケート結果も、Ａ男はすべての項目で１（いいえ）か２（どちらかといえばいいえ）

と答えていた。Ｂ男も３（普通）が多い中、「人の気持ちを考えて行動することができまし

たか。」と「相手の立場に立って考えることができましたか。」については２と答えていた。

エ ２学期へ向けて

１学期の学級の様子や学級アンケートの分析から、２学期の学級経営では、学級全体が協

力することの大切さを知り、互いを高め合って達成感を味わうことができる学級集団を目指

した。そして自尊感情を高め全員と積極的にかかわれるよう、一人一人を高めるための取組

を意識的に実践していきたいと考えた。また、子どもたちや学級の現状をより客観的に把握

するために「たのしい学校生活を送るためのアンケート(Q-U)小学校４～６年用」(監修 田

上不二夫 著者 河村茂雄)を実施することとした。

(2) ２学期の取組

２学期の取組では、１学期からの課題に対して積極的にアプローチできる取組になるよう

に構成的グループエンカウンターで行うエクササイズの充実を図った。また、学校行事が集

団を高めていくためのきっかけとなり、達成感を味わうことのできる機会となるように配慮

した。その実践計画が表１である。

月 学校行事 行事の目標 エクササイズ等の取組

９ 運動会 ・最後まで力いっぱい取り組む。夏休みサイコロトーキング

(10/2実施) ・仲間の頑張りを認める。 (お互いの話を聞き合い、認め合う。)

・責任をもって役割に取り組む。

10 授業参観 ・自信をもって発表する。 Q-Uテスト

表１ ２学期の実践
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(平和学習) ・他のグループの発表をしっか

りと聞く。

・友達の考えに共感する。

修学旅行 ・集団を意識し進んで行動する。ご注文はどっち

(10/20・21) ・体験者の話をじっくり聞く。 (自分の意見を知ることで自己理解を深

・責任をもって役割に取り組む。める。友達の意見を聞き理解する。)

・小学校生活の思い出をつくる。

11 平和集会 ・自信をもって堂々と発表する。いいところさがし

(11/13・19) ・聞き手を意識し話し方を工夫 (友達のいいところを認める。自分のい

する。 いところを再確認し、自尊感情を高め

る。)

わたしたちのお店屋さん

(相手に伝わるように話す。力を合わせ

て課題に取り組む大切さを知る。)

12 学級アンケート

ア Q-Uテストの実施

Q-Uテストは、「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート（学校生活意欲尺度）」と

「いごこちのよいクラスにするためのアンケート（学級満足度尺度）」からなる。

Q-Uテストは、運動会も終わり、学級に落ち着きが戻った10月14日に行った。

(ｱ) やる気のあるクラスをつくるためのアン

ケート結果より

「やる気のあるクラスをつくるためのアン

ケート（学校生活意欲尺度）」の結果（図３）

で、全体的な傾向としては、学級アンケート

の結果と同じく、多くの子どもたちは学校生

活に対して満足をしているという結果となっ

た。しかし、得点率40％台の子どもが１名い

ることが分かった。この子どもは、学級アン

ケートの結果では、特徴的な数値は示さなか

った。
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図３ やる気のあるクラスをつくるた

めのアンケート結果(10月)
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(ｲ) いごこちのよいクラスにするためのアン

ケート結果(図４）より

「いごこちのよいクラスにするためのアン

ケート（学級満足度尺度）」（図４）からは、

全国平均（38％）を大きく上回る67％の子

どもたちが学級満足群という結果であった。

この結果からも、多くの子どもたちは学級

に居場所があり、学級生活に満足している

ことがうかがえた。その他の項目（非承認

群・侵害行為認知群・学級生活不満足群）

については、どれも全国平均（18％・18％

・26％）より低い結果であった。

(ｳ) Q-Uテストの全体の結果より

今回Q-Uテストを実施したことで、客観的な視点から学級・子どもの実態把握ができた。

前述のＢ男は、いじめや悪ふざけを受けてはいないが、学級内で認められることが少ない

子どもである、非承認群に属することが分かった。また学級アンケートで特徴的な結果を示

さなかった子ども(Ｃ男)は、耐えられないいじめや悪ふざけを受けているか、非常に不安傾

向が強い子どもである、学級生活不満足群に属することが分かった。

Ｃ男は、あまり自己主張をしない控えめな子どもで、やるべきことはコツコツとこなすタ

イプである。１学期は友達ともよく遊び、順調に学校生活を送っているように思えた。しか

し２学期の初めごろから、今までのように積極的に友達とかかわる様子がなくなり、自分の

席でうずくまっていることが増えた。心配になり話を聞いてみると、夜遅くまでテレビゲー

ムをしていて寝不足なのだと言う。このやりとりから、初めは一過性のものだと思っていた

が、その後も休み時間に一人でいる様子が多く、何度となく本人に話を聞いたが「何もない。」

という返事だった。さらに家庭に連絡をして話を聞くが、家庭のほうでも心当たりはないと

のことだった。このＣ男の状態をより細かくQ-Uテストで分析すると、学級生活不満足群の

中でも、自分の存在や行動が、級友や学級担任から承認されていると感じる度合いである、

承認得点が特に低い傾向にあることが分かった。このことからＣ男は、本当は全員に認めて

もらいたい欲求をもっているが、それをうまく表現できず、逆に自分から周りとのかかわり

を絶ってしまっている状態なのだと感じた。

このようにQ-Uテストを実施することで、学級アンケートではとらえることのできなかっ

た子どもたちの実態を把握することができた。また、子どもたち一人一人のより細かい状態

を分析することができ、具体的に必要な取組の方向性を明らかにすることができた。

イ 構成的グループエンカウンターなどの取組

２学期に行った構成的グループエンカウンターなどの取組の中で、子どもたちが積極的に

取り組み、その後の変容が大きかったのは、「いいところさがし」と「わたしたちのお店や

さん」である。

一つ目の「いいところさがし」は、９月から続いた行事が終わり、落ち着いて学級の友達

を見つめ直す機会として、そして子どもたちのモチベーションを上げ、平和集会に向けて意

欲的に取り組める学級の雰囲気づくりのために、11月初旬に行った。友達のいいところを積

67%7%

15%

11%

学級生活満足群

非承認群

障害行為認知群

学級生活不満足群

図４ いごこちのよいクラスにするた

めのアンケート結果(10月)
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極的に見つけ認め合うことで、クラス全体をポジティブな雰囲気にしていくとともに、個人

の自尊感情を高める取組である。

活動後の振り返りで、Ａ男が「自分で意識して頑張っ

ていることをみんなにすごいと書いてもらえて、すごく

うれしかった。」という意見を発表した。全員が自分を認

めているということを感じ、とてもうれしそうな表情だ

った。またＢ男も感想で「意外なことがたくさん書かれ

ていてうれしかった。」と書いてあり、全員に認められて

いるという実感をもった様子だった。

学級全体の声としては「自分のいいところをみんなが書いてくれるのがうれしい。」とい

うものや、「みんなのいいところをさがすと心が温かくなった。」「みんなのいいところを自

分も見習いたいと思った。」など前向きな感想がたくさん出てきた。

二つ目は、「わたしたちのお店屋さん」というグループワークトレーニングである。手持

ちのカードの内容を言葉で伝え合い、聞いた内容を元に町の白地図に店名を入れていくとい

うもので、相手に伝わるように話し方を工夫すること、しっかりと聞くこと、グループで力

を合わせる大切さを実感する取組である。平和集会の練習が一通りの完成をむかえ、少し気

がゆるんできた11月中旬に、改めて気持ちを引き締めるね

らいもあって行った。この取組の振り返りでは、「みんな

に分かるように伝えるのは難しいなと思った。」「力を合わ

せてできた白地図が合っていて、みんなで頑張ってよかっ

たという気持ちになった。」などの意見が多く出て、伝え

方の工夫が大事なこと、力を合わせて達成することはとて

もうれしいことだと、実感できたようだ。

５ 成果と課題

(1) 成果

ア 学級全体の変化

集団を高めるための取組を進めた結果、友達やグループ内の満足で終わっていた活動が学

級全体へ向けて積極的なものへと変化してきた。具体的には、係活動の反省で「よりみんな

が楽しめる活動を考えていきたい。」という声が出て、自己満足でなく全員が楽しめる活動

をしようとしたことや、２学期のお楽しみ会に向けて、練習中のグループ同士がお互いのよ

い点を認め合い、協力した出し物を考えるなどの取組が出てきたことである。このように、

全員が協力することで学級生活を楽しいものにしようとする意識が芽生え、少しずつではあ

るが、他の係やグループの取組に共感しようとする様子もみられるようになってきた。

イ 子どもたちの変化

２学期の学校行事や取組を重ねるごとに、学級全体もそうであるが、一人一人により積極

的にかかわっていこうとする様子が出てきた。間違ったことをしていたり、するべきことが

できていなかったりしたときに、お互いが「こうしたほうがいいよ。」「○○さんの話を聞

こうよ。」など声かけをする場面も多くなってきた。

個人的な変化をみていくと、Ａ男はまれに強引な場面があって注意することはあるものの、

図５ いいところさがしの様子

図６ わたしたちのお店屋さんの様子
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トラブルが少なくなり、前向きに友達と楽しめているように感じた。Ｂ男も前向きな様子が

増え、積極的に発言する姿がみられるようになった。また、友達とトラブルがあったときも、

以前のように「どうせ…。」という発言はなくなり、自分の思いを一生懸命伝えるようにな

ってきた。Ｃ男も大きな変化はなかったが、ある時期から友達とかかわる姿が増えてきた。

Ｃ男の様子を見ていると、声をかけてもらうのを待っているのではなく、積極的に自分から

かかわっていることが多くなり、笑顔が戻ってきた。

ウ 学級アンケートの数値的変化より

(ｱ) 学級目標の結果より

２学期末にも、１学期同様に学級アンケートを実施した。その結果、学級目標４項目のう

ち１学期に課題となっていた「落ち着いて取り組めるクラスでしたか」の項目では、「はい」

が19％「どちらかといえばはい」が26％となり、二つ合わせて45%で半数にあと一歩のとこ

ろまで改善された。なにより「どちらかといえばいいえ」「いいえ」を合わせた割合が、１

学期の約40%から約20%に半減し「いいえ」が８％から０％になった。この結果は、学級担任

自身が感じた子どもたちの変化と数値的変化がつながり、手応えを感じることができた。

(ｲ) 学級十七条憲法の結果より

「集団として高めていくべきこと」からは、集団としての仲間意識の高さには変化がなか

った。しかし「相手の立場に立ってやさしくできた。」「間違っているときにお互いに注意

し合えた。」という項目の伸びが大きく、意識してお互いを高めていこうとする学級の雰囲

気が、数値として結果に表れることとなった。また、「どちらにもあてはまること」の項目

を合わせた傾向でも、「相手の立場に立って考える。」「お互いに注意し合う。」「一人一人が

心がけて行動する。」などの項目で伸びがみられ、互いに協力したり、ルールを守ったりす

ることで、集団を高めていこうという意識が育ちつつあることが分かった。また、相手の立

場に立って考えることも、少しずつ意識できるようなってきたように感じた。

「個人として守ること」と「どちらにもあてはまること」の項目を合わせた傾向では、「人

の話をしっかり聞く。」「人の気持ちを考える。」などの項目で伸びがみられ、個人としても

相手の立場に立って考える意識が向上した。

(ｳ) 個人的数値の変化

個人の変化に目を向けると、Ａ男は、１学期すべての項目が「どちらかといえばいいえ」

「いいえ」だった。それが、多くの項目で「普通」以上の回答になり、特に「人の意見をし

っかり聞く。」「人にやさしくできる。」の項目で「はい」と回答していて、その２つは特に

意識して２学期を取り組めたことが分かった。Ｂ男についても全体的に評価が改善し、自分

に自信がもてたととらえることができた。また、自分の中にある課題をはっきりととらえ、

解決に前向きになっていることも分かった。Ｃ男については、Q-Uテストでつかんでいた実

態が表れた結果となっていた。しかし、心配していた友達との関係にかかわる項目について

は、１学期よりも評価が上がっていて、本人の変容が反映されていると感じた。

エ 各種アンケートを活用したことについて

今回の取組では、個人の意識や集団を高めるために、構成的グループエンカウンターをは

じめとする手法を取り入れた実践を行ったほか、子どもの実態を把握する方法として各種ア

ンケートを活用した。結果から、学級担任が日常子どもたちと接している中で感じることに

ついて、子どもたちが感じている学級や個人の状態と合わせて把握することができた。これ
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により取組の方向性を出すだけでなく、子どもたちへの声かけなどにも生かすことができた。

また、Q-Uテストでは、日常の子どもたちの様子からだけではとらえることのできなかった、

より客観的で細かい状態を把握することができ、個人や集団を高める取組をする上で、的確

な方向性をもった実践へつなげることができた。

(2) 課題

ア 学級で起きたトラブルより

２学期もほぼ終わりを迎えた12月半ば、学級で大きなトラブルが発生した。ささいなこと

がきっかけで、Ａ男が学級の男子とけんかをした。話し合いたいという両方からの願いで、

話を聞いてみると、直接二人がけんかをしている内容はほとんどなく、お互いの人への接し

方や、陰で悪口を言っていることについて、それをやめてほしいということであった。話し

合いで、Ａ男も一生懸命言葉で自分の思いを伝えようとしたが、相手が自分以上に口が立っ

たため、尻込みしてしまい、途中で話合いの場から飛び出してしまった。

その後終業式までの間、Ａ男は保健室登校や欠席が増え不登校傾向に陥ってしまった。家

庭と密に連絡を取って保護者やＡ男の思いを聞いたり、解決に向かうため何度もＡ男と話し

合ったりした。終業式の日、最後の話合いをもち、それぞれの思っていることで間違ってい

ることや、お互いに自分の見えていないところなど学級担任からも話をして、お互いに納得

し仲直りができた。

このトラブルから、個人や学級として次のような課題が浮上してきた。

(ｱ) 積極的なかかわりが生んだ新たな課題

学級集団を高める取組から、子ども同士が普段の友達の枠を越え、積極的にかかわれるよ

うになったのはいいことであった。しかし積極的にかかわることで、今まで気付かなかった

友達の言動に対して様々な感情を抱くようになり、それがトラブルの元になった。また、相

手の気持ちになって考えることが大切だという意識はあるのだが、実際の行動へはなかなか

生かせない実態が明らかになった。

(ｲ) トラブルや間違ったことへの対応力の課題

今回のトラブルで、Ａ男が不登校傾向に陥った背景が、以下のように明らかになった。ま

ず、トラブルを解決したいという気持ちはあるが、自身の譲れない部分で話が進まなかった

こと。次に、相手の言葉に尻込みしてしまい、最後まで自分の気持ちを伝えることができな

かったこと。そして、不安定になった自分の気持ちを整理し、落ち着くことが難しかったこ

とである。今までＡ男は、自分の考えや思いが受け入れられないときや、うまく伝えられな

いときには、暴力で相手に分からせようとしていた。しかし本人との話の中で、「叩こうと

思ったら叩けた。でもそれではだめだと分かったから、今年は叩くことを封印している。」

ともらした。取組を通して本人の中で考えが変わり、心の成長を感じられる瞬間だった。だ

が、力で訴えかける方法しかなかったＡ男にとって、トラブルに対処するための他の方法を

考える力をはぐくむことが早急の課題となった。

また、Ａ男が保健室登校や欠席をしている間、相手の子どもは、Ａ男について、陰で周り

の友達に悪口を言い回っていた。それに対し「こんなこと言われたけれどどう返事していい

か分からない。」と、どう答えていいのか困ったという相談が複数あった。

１学期の学級集団では起こらなかったであろうトラブルが発生し、子どもたちにとって、

予想外の対応に迫られる場面が生じうまく対処できなかった。２学期の取組の多くが、学級
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集団としての凝集力を高めるためのもので、個人の資質向上や実際の場面を想定しての取組

が行えていなかったため、この状況が出てきたと考えられる。今後個人の資質向上や、問題

解決力を育てる取組が必要である。

イ 継続した取組の必要性

今回の取組がなければ、「悪くはないが気になるところが多い」学級集団のままであった

と思われる。しかし、よりよい学級集団を目指し、学級担任の日常観察に加え、アンケート

などで実態を明確に把握し、開発的な教育相談を進めることで、少しでも成長した個人・学

級集団に近づくことができた。だが、個人や学級集団が変容することで、新たな課題も出て

きた。このことから、構成的グループエンカウンターなどの取組は単発で行うのではなく、

個人や学級集団の状態を見極め、必要なものを必要な時期に行うことが大切だと分かった。

また、状況に応じて取組を変更する柔軟性や、なによりも年間を通した継続的な取組が、必

要不可欠だと強く感じた。

ウ 学校行事や授業との兼ね合い

２学期の取組では、集団を高める機会として、学校行事を活用し、構成的グループエンカ

ウンターなどの取組を関連させて計画した。しかし、学校行事が複数重なり、普段の授業時

間確保がやっとの中、エクササイズなどを行うための時間確保に大変苦労した。２学期を迎

える際に、計画していた内容すべてに取り組むことはできなかった。前述したとおり、継続

した取組が必要とされる中、そのための時間確保が、大きな課題となっている。

エ 継続した研修と原点回帰

学級担任は、子どもたち一人一人や学級集団の変化に合わせて、効果的な取組を行ってい

く必要がある。それには、学級集団の人間関係をはじめ、様々な変化に対応できる技量が欠

かせない。柔軟に対応できるよう、様々な取組にアンテナを張り研修することが大切である。

また、様々な手法を知り展開する中では、技術面ばかりに傾倒しがちになる。しかし、大切

なのは、目の前にいる子どもたち一人一人であり、学級集団である。日々のコミュニケーシ

ョンを通して、子どもたちの姿をしっかりととらえることが、すべての取組の始まりであり、

かなめだと感じる。そのために、学級担任も子どもたちと積極的にコミュニケーションをと

ること、そして一人の人間として人間関係能力を磨き続けることが大切である。

６ おわりに

Ａ男と男子とのトラブルを解決へ推し進め、Ａ男を教室へ戻したのは、集団の力だった。ト

ラブルの内容や現状、今学級に大切なことは何かなどを話す中で、子どもたちは自ら考え行動

した。Ａ男を励ますため保健室へ集まったり、女子もＡ男を元気づけるメールを送ったりと、

一人一人がＡ男の立場に立った行動をとっていった。また、相手の子どもの間違った行動に対

して、子どもたちは、個人で対応することはできなかったが、学級集団の力で、その行動はお

かしいと示すことができた。その結果、相手の子どもも自分を振り返り、考えるきっかけをつ

かむことができ、仲直りできたのだと考える。

それぞれの取組で、劇的に子どもたちが変容していくことは少ないが、小さな変容が大きな

力となって現れることを実感した。今後も子どもたちの実態に応じた教育相談の取組を進めて

いきたい。
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第２節 中学校における取組

１ はじめに

本校は、磯城郡の田園風景が残る住宅地に建つ、全校生徒400名余りの中規模校である。

本校は「荒れ」の時期を経験し、学校を再生するために様々な取組を行った結果、諸課題を

内包しつつも、現在生徒は落ち着いた学校生活を送っている。だが、学校が落ち着いてみる

と、本校には不登校の生徒が大変多いという教育課題が浮上してきた。そしてその出現率は

全国平均の２倍という状況であった。そこで、本校は、不登校の生徒の出現率の低下だけで

なく、自ら進路を選び取り、笑顔で卒業していく生徒を一人でも増やしたいという願いを込

めて、不登校生徒への多様な支援に取り組むことにした。

２ 本校の不登校支援システムについて

(1) 本校の不登校の状況

文部科学省は不登校状態が継続している理由(不登校の態様・タイプ）を７つ「学校生活

上の影響、あそび・非行、無気力、不安など情緒的混乱、意図的な拒否、複合、その他」に

分類している。（文部科学省、2003）本校では、学習のつまずきから二次的に無気力になっ

たり、あそび・非行にはしったりして不登校に陥る生徒が多い。このことから本校の不登校

支援には、特別支援教育の考え方を含めた細やかな学習支援が重要になると考える。

次いで不安など情緒的混乱から休みがちになる生徒が多く、その支援には心理的なケアを

含めたかかわりが必要になると思われる。また意図的な拒否や複合と考えられるケースは、

対応が難しい場合が多く、他の関係機関との連携が必要になる。そして不登校の予防や早期

対応のためにも、登校はしているが、登校回避感情を抱えたグレイゾーンタイプ（森田、19

91）の生徒にも目を向ける必要があると考える。

(2) 不登校支援システム

平成18年度に本校の教育相談部は生徒指導部から独立した。教育相談部のメンバーは、各

学年から１名と教育相談部長１名（筆者）、そして不登校支援スタッフ（以下支援スタッフ

と記述：臨床心理学を学ぶ大学生等３名と教育系の大学生１名）、心の教室相談員（以下相

談員と記述）、SCで構成されている。また同年より校内適応指導教室「STEP」を開室し、支

援スタッフや、相談員が日替わりで教室の運営を担当している。毎日の引き継ぎは「記録ノ

ート」で行い、教育相談部長はケースの流れを把握しながら、支援スタッフや相談員、教員

の協働が円滑に行われるようにコーディネートを行っている。

本校の校内適応指導教室STEPには決まった担当者が必ずいて、通室してくる生徒が「安心

してその場に居られる」という、学校の中でも守られた環境をつくり出している。STEPに通

室するのは、不安など情緒的混乱タイプが主であり、登校はできるが教室のような集団に入

ることができない状態にある生徒が対象となる。STEPに通室するためには、本人・保護者の

同意が得られ、全職員の理解を得るという手続きを踏んでいる。また、自宅にひきこもって

いるケースでは、支援スタッフが家庭訪問を行う場合もある。学習のつまずきから不登校に

陥る生徒への対応は、教室の入り込み支援を行ったり、選択教科等の時間を利用した学習支

援教室「クローバー教室」での個別指導を行ったりしている。これらは特別支援教育部との

協働で行い、教員と共に支援スタッフも対応に当たっている。また、相談室ではSCが保護者
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の予約相談を担当し、昼休みや放課後の自由来室では、相談員や支援スタッフが生徒の話し

相手や遊び相手を担っている。

図１に本校の不登校支援システムを図式化したが、学校内外の援助資源を活用しながら不

登校の生徒に多様な支援を行っている。

専門機関等
（各町のケース会議→多様な援助が必要なケースに対応）

県立教育研究所 川西町ケース会議 教育委員会・学校・こども家庭相談

三宅町ケース会議 センター（児童相談所）・児童家庭支

援センター・福祉、保健関係等諸機関

校内組織 （教育相談部と連携した活動のみ記載）

教育相談部
相談室（予防的役割） 校内適応指導教室 STEP

SC→保護者相談・教員コンサルテーション 不安が高く集団に入りにくい生徒に対応

相談員・支援スタッフ→生徒の話し相手 相談員・不登校支援スタッフ

その他 「記録」で引き継ぎを行う

・学年別ケース検討会（夏休み：SC） 保健室（予防・早期対応）

・スタッフ会議（夏・冬休み メンバー） 養護教諭

・必要に応じ支援スタッフが家庭訪問を実施 日常的な対応や気になる生徒の早期発見

生徒指導部 特別支援教育部 人権教育部

・週１回生徒指導部 ・クローバー教室 ・週１回人権教育部会での情報交

会で情報交流 ・週２日支援スタッフ教室入り込 流で長欠生徒の把握

み ・Ｌ地域での夏休み学習会

警察等諸機関 ・学級SST・グループSST ・Ｋ地域「NPO夜間塾」

・各学年での学習会 ・登校促進活動

職員会議等で全体化 校区内アウトリーチポイント

Ｌ地域センター Ｋ地域会館

図１ 本校の不登校支援システム

３ 取組の経過

(1) 不登校の実態

本校の教育相談部が独立した平成18年度前後の生徒数に占める不登校（何らかの心理的、

情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない

状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
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：文部科学省定義）の比率は、全国的には２％台後半であり、奈良県は約３％、そして本校

は5.5～6.5％で推移していた。

(2) サンプル学年の変容

表１は、本校が本格的に不登校生徒への支援を開始した後のＸ年に入学した生徒で、１年

生のときに年間30日以上の欠席があった生徒８人について欠席日数の変容をみた。本校の不

登校支援システムが円滑に動き始め、学校全体で様々なケースに対応できるようになった学

年であるためサンプル学年として取り扱った。なお、後述のケースでは、具体的な対応方法

も含め報告する。

ただし、Ａは30日以上の欠席には至らなかったが、ケース紹介を行うために加えた。

また、Ｊは他学年の生徒ではあるが、Ａ同様にケース紹介を行うために加えた。

表１ サンプル学年における欠席日数の変容

Ｘ年 Ｘ＋１年 Ｘ＋２年 紹介ケース

Ａ ほぼ全出席 30日未満 30日未満 ア

Ｂ 82日 200日 176日 イ

Ｃ 55日 30日未満 30日未満 ウ

Ｄ 47日 118日 30日未満 エ

Ｅ 46日 122日 30日未満

Ｆ 110日 182日 65日

Ｇ 88日 82日 89日

Ｈ 93日 81日 31日

Ｉ 50日 40日 30日未満

Ｊ 30日 90日 34日 オ

(3) ケース別にみる「不登校支援システム」の機能

思春期にある中学生は、今まで気にならなかったささいなことも気になり始め、「自分は

他者にどう見られているのか。」と、人の目に対する不安や恐怖がつのりやすくなる。その

ようなこともあり、「学校には行けるが学級集団には入ることができない。」という生徒が

毎年必ず現れる。きっかけは様々であるが、STEPに通室するようになった生徒は、当初、日

替わりで担当者が変わることに緊張感をもつ。しかし、２週間もすれば支援スタッフそれぞ

れのパーソナリティからの「取り入れ」を行い、生徒自身も徐々に柔軟なパーソナリティを

獲得してくる。また、中学生という年齢であっても特に不安が高い生徒には、これまでの実

践的経験から、安定した二者関係が必要であるように思われる。支援スタッフに臨床心理学

を学んだ人材を採用するのは、生徒の実年齢だけに目を向けず心の中に残る未発達な部分を、

STEPの中ではぐくむというねらいがある。

STEPでの取組は主として自習となるが、学級担任を中心に学年の教員も来室して生徒に課

題を与えたり、補習をしたりして、生徒にかかわりをもっている。支援スタッフの母性的な

役割と教員の父性的な役割、そしてその二者をつなぐ教育相談部長のコーディネーター的役

割の三者が、バランスを取りながら教室の運営を行っている。

以下、５つのケースを通して、本校の不登校支援システムの動きを具体的に紹介する。（な
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お、プライバシー保護のため、ケースの本質を損なわない程度に内容を変更している。）

ア 不安など情緒的混乱タイプ（身体症状が激しいケース）

Ａは２年生の後半からぽつぽつと休み始め、頭痛・吐き気・めまい等の身体症状が激しく

なり、連続して学校を休むようになった。Ａの様子を心配した父親が、Ａを病院に連れて行

った。Ａは「自律神経失調症」と診断され、両親は主治医から「静かに過ごせる別室対応を

学校にしてもらえたら。」との助言を受けた。そして両親は、学級担任にそのことを相談す

るために来校した。その際、学級担任の要望で教育相談部長も同席した。

両親の話をじっくり聴いた後、「お子さんのことはSTEPで対応できるように学校側で相談

しますが、親御さんのことも心配ですので一度SCにお話されてはいかがですか。」と、教育

相談部長が両親に提案した。

学級担任はＡのことを学年会議で報告し、教育相談部長は週に一度行われる人権教育部会

（教育相談部のメンバーが含まれている）で、Ａの現状を報告すると共に、学校長にも報告

を行い、STEPへの通室について理解を得た。その後の職員会議で「自律神経失調症」に関す

る資料を提示しながら、学級担任と共に教育相談部長もＡの状況を説明した。その結果、Ａ

がSTEPに通室することは承認された。

当初ＡはSTEPへの通室に抵抗を示した。そのため当分の間は無理をさせず、Ａの欠席を認

めながら学級担任が家庭訪問を継続した。その際に、「しんどくなったらいつでもベッドで

休んでいいから保健室に来てみない。」という養護教諭の言葉を伝えてもらった。Ａは徐々

に保健室登校を行うようになり、ある日「STEPってどんな所か見てみる。」と教育相談部長

が誘ったところ同意した。ＡはSTEPも支援スタッフも大変気に入り、以後、ほとんど休まず

登校するようになった。SCは学級担任へのコンサルテーションを行い、両親との面接を継続

した。その結果、両親はゆとりをもってＡを見守ることができるようになった。

紆余曲折はあったもののＡは進路も決まり、同じ学級の生徒と共に卒業式に参加し、晴れ

やかに本校を後にした。

活用した支援システム

人権教育部会、保健室、STEP、相談室（SC：保護者面接・教員コンサルテーション）

イ 不安など情緒的混乱タイプ（ひきこもりのケース）

Ｂは不登校の状態で、年度途中から本校に転入してきた。Ｂは複雑な家庭事情や転出校で

の傷つき体験から、本校に転入しても学校に対する強い拒否感情をもっており、学級担任が

家庭訪問に行っても姿を現すことはほとんどなかった。Ｂは身を寄せた親戚宅でもなかなか

落ち着かず、昼夜逆転生活や拒食などがみられた。学級担任はＢとは会えなくても、定期的

な家庭訪問を継続したが、他に何かできる手立てはないかと教育相談部長に相談した。

Ｂへの対応に困っていた親戚の方と、管理職・学級担任・教育相談部長で話合いをもち、

支援スタッフが週に一度、Ｂの話し相手として家庭訪問を行うこととなった。しかし、Ｂは

支援スタッフが家庭訪問を行っても、姿を見せることはなかった。そのような状態がずっと

続いたが、３年になると支援スタッフが家庭訪問を行った際、Ｂは階段をバタバタと上り下

りするなど威嚇のような自己の存在をアピールするような行動をとるようになった。しかし、

支援スタッフと言葉を交わすことは全くなかった。それでも支援スタッフは親戚の方の気苦
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労を察しつつ話を聴き、Ｂにも短い手紙を残して帰るという家庭訪問を継続した。

夏休みの学年別ケース検討会でＢのケースを出し、SCからアドバイスを受けた。また、そ

の時々に、Ｂの家庭訪問を担当する支援スタッフとSC、教育相談部長がミニケース検討会を

開き、Ｂへの理解を深めたり対応方法を模索したりした。

３年生の秋にＢは、家に迷い込んできた子猫の世話をするようになった。そして冬のある

日にＢは、「外に行きたいんやね…でも今日は雨が降っているから外には行けないの。ごめ

んね…わかっているけど今はまだ行けないの。もう少し待ってね…。」と、とても優しい声

で支援スタッフにも聞こえるように子猫に語りかけていた。支援スタッフからそのような報

告を受けた教育相談部長は、Ｂの元に通い続けた支援スタッフや、学校に対するＢなりのメ

ッセージであるように感じて胸が熱くなった。

その頃のＢは、自宅にかかってくる電話の取りつぎをしたり、来客者に丁寧な対応をした

りするようになっていた。また、昼夜逆転生活や拒食もおさまり落ち着いた生活を送るよう

になっていた。結局、Ｂはほとんど登校しなかったが、Ｂの今後の人生に少し光がさしたよ

うに思える状態で終結を迎えた。

活用した支援システム

支援スタッフの家庭訪問、学年別ケース検討会、SCコンサルテーション

ウ 無気力タイプ（学習につまずきがあるケース）

Ｃは仕事の関係でほとんど家に帰らない父親と暮らしており、その生活の状況はネグレク

ト状態にあった。１年のときのＣは不登校状態にあり、登校してもほとんどしゃべらず、無

気力な感じが見て取れた。Ｃは低学力であり、学習意欲も大変低かった。本校の特別支援教

育部でも、Ｃへの支援について協議を深めていた。その結果から本人、保護者の同意を得て、

選択授業の時間を利用した「クローバー教室」での個別対応を行うことにした。また、各学

年で実施する年間を通した基礎学習会（週１回放課後）、テスト前の質問教室、夏期休業中

のサマースクール（５回）や、夏休み基礎学習会などでもＣの学力補充を行った。

当初、アルファベットが書けず、「勉強してもしょうがない。」と投げやりだったＣは、

クローバー教室で個別学習を重ねるうちに分かる喜びの体験を重ね、教員に「運転免許を取

りたい」という夢を語るようになり不登校も解消された。

活用した支援システム

特別支援教育部、クローバー教室、学年の学習会

エ 複合タイプ（多方面の支援が必要なケース）

保護者自身に多方面からの援助が必要なケースは、学校だけでは十分に対応できない。そ

のようなＤのケースについては、町のケース会議が開催されている。学校からは、管理職や

学級担任、生徒支援教員(人権教育推進教員）が会議に参加している。

入学当初からＤ親子は学校の指導に対して親子共々何かと反発し、教員が対応に苦慮する

ことが度々あった。しかし、Ｄの所属学年の教員は、諦めることなく根気強くＤ親子にかか

わり続けた。Ｄの家庭は多方面からの援助が必要であり、町のケース会議が度々開催された。

町のケース会議には、教育委員会・学校・こども家庭相談センター（児童相談所）・児童家

庭支援センター・福祉保健関係等の諸機関が参加している。そのため、必要に応じて子ども
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の一時保護対応も可能である。また、Ｄは低学力でもあり、クローバー教室での学習支援も

行った。

Ｋ地域では、週に一度夜間塾が開かれている。NPOの主催ではあるが、本校の教員も運営

に参加している。そこにはＤも顔を見せ、学習に取り組んだり家庭の状況を話したりもした。

学校でトラブルを起こし、登校しづらい状況のときも、夜間塾で教員と個人的に話をするこ

とで登校につながる場合もあった。Ｄは突っ張っているようで実は気弱なところもあり、教

室に入りづらさも感じていた。そのようなＤの状況を、人権教育部会や生徒指導部会で情報

交換を行うことで、他学年の教員もＤの状況を理解することができた。

Ｄに対する様々な支援から、３年生になるとＤは休まず登校をするようになり、進路も決

まって本校を卒業した。

活用した支援システム

町ケース会議、クローバー教室、NPO夜間塾、人権教育部会、生徒指導部会

オ グレイゾーンタイプ

欠席には至っていないが、頻回に体調不良を訴えて保健室に来室する生徒や、相談室にな

んとなくやってくる生徒の中にも、しっかり抱えてやらなければならない生徒がいる。

Ｊは素直な生徒であったが、可愛がってくれていた祖母が亡くなり、複雑な家庭状況の中

でＪを守ってくれる人がいなくなった。Ｊは学校でも人が変わったように反抗的になり、学

級でも「いじめられている」「あの子がにらんだ」と、被害妄想的な発言が多くなり、急激

に欠席が増加した。Ｊの心の支えは、放課後の相談室で相談員や支援スタッフと会話するこ

とだった。しかし、Ｊの発言は誇大妄想の様相を深めていった。そこで対応に困った支援ス

タッフや相談員が、教育相談部長に相談をもちかけてきた。教育相談部長は、学級担任や学

年主任、生徒指導部長と連絡を取り合い、SCにも助言を求めた。

Ｊについて学年会議を開き、学級担任が家庭訪問を行う中で得た情報から、Ｊの発言は事

実に即していないことが分かってきた。後日、SCと学級担任、特別支援教育コーディネータ

ー、教育相談部長の４人が、ミニ事例検討会を開催し、Ｊは誇大妄想の中でしかいやしが得

られないほど、直面している現実が厳しいのだという共通理解を深めた。そして、毎朝学級

担任がＪを家まで迎えに行ったり、一時的にSTEPを利用したりするという対策を取ることで、

Ｊも徐々に心の安定を取り戻してきた。Ｊはその後自力登校を再開し、学級に戻っても安定

していった。このような経過については、人権教育部会や生徒指導部会で情報交流を行い、

職員会議でも各学年の様子を交流する時間を設け、学年主任から全体に報告している。また、

STEPや相談室での生徒の様子については、教育相談部長が報告を行っている。

活用した支援システム

相談室（支援スタッフ・相談員）、STEP、SC、人権教育部会、生徒指導部会
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図２ 校内適応指導教室 STEP

４ 成果と課題

(1) 成果

本校では、平成20年度を境に不登校生徒の出現率が減少に転じた。（表２）全国平均や奈

良県平均と比較すると、まだまだ高率ではあるが、平成21年度は一時期の半減という減少ぶ

りであり、本校にとって喜ばしい結果となった。また、単に「年間30日以上の不登校と思わ

れる欠席者」の出現率が低くなっただけではなく、継続的に不登校であった生徒も、全体的

に欠席日数が減少するという変化も見られた。（表３）

表２ 不登校生徒の出現率（年間30日以上の欠席者）

区 分 全 国（％） 奈良県 （％） 本校（％）

平成17年度 2.76 3.00 5.5 取組以前

平成18年度 2.85 3.03 6.5 取組開始

平成19年度 2.91 3.15 5.9

平成20年度 2.89 3.26 4.82 成果が現れ始めた

平成21年度 2.77 2.95 3.23

図３ 相談室 図４ クローバー教室
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表３ 欠席日数の変化

07年度 08年度 09年度 前述のように、学級担任を中心とした学年

30～39日 4人 4人 4人 でのかかわりをベースとしながら、必要に応

40～49日 3人 4人 0人 じて校内組織間や校外諸機関との連携をはか

50～59日 4人 1人 1人 ったり、SCや相談員、支援スタッフの力を借

60～69日 3人 1人 2人 りたりしながら、不登校生徒への多様な支援

70～79日 1人 0人 3人 を行ってきた。

80～89日 4人 2人 1人 その結果、不登校生徒の出現率の低下や、

90～99日 1人 0人 0人 生徒一人一人の欠席日数の減少などの「量的

100日～ 5人 8人 1人 ・質的変化」が生まれてきたのではないかと

合 計 25人 20人 12人 考える。

(2) 課題とその解決

これらの取組が、円滑に行われるようになるまでには多くの課題をクリアしなければなら

なかった。主に課題となったのは以下の４点である。

○ 教員と支援スタッフ等のアイデンティティの違いをどう協働関係に生かすか

（全体性vs個別性 父性性vs母性性）

○ STEPへの信頼性をどう高めるか

○ SC・相談員・支援スタッフの活躍の場をどう広げていくか

○ 校内外の援助資源をどうつないでいくか

本校の生徒が通える地域の「適応指導教室」はなく、教室に入ることができない生徒には、

保健室や別室での対応を行ってきた。しかし、心のエネルギーがダウンしている生徒に、教

員が心理的なケアも行いながらじっくりと安定したかかわりを継続することは、時間的に余

裕がなく、その専門性からも非常に厳しい状況であった。そこで本校では、外部の協力を得

て、「校内適応指導教室STEP」を開室することにした。STEPの運営には、佛教大学の東山弘

子先生に全面的な支援を受け、先生のもとで学ぶ大学院生が実践していた「臨床心理学的チ

ームサポート」（東山・松崎、2003）を取り入れた。

筆者は「臨床心理学」を学び、教員とは違う「異質なアイデンティティ」をもつ人々を学

校に受け入れることについて、戸惑いや抵抗感をもつ教員が少なくないと感じていた。

ア 教員と支援スタッフ等のアイデンティティの違いをどう協働関係に生かすか

STEP開室初年度は、教員と支援スタッフ等が、STEPに通室する生徒の支援をいかに協働し

て行うかというのが最重要課題となった。筆者は、初年度で様々な摩擦や相互不信が生まれ

ると、この不登校支援システムの成功はないと重く受けとめていた。

教員は多忙であり、STEPでの生徒の様子を的確に理解するために、支援スタッフ等との情

報交換を行う時間を確保することも難しかった。一方、支援スタッフは、学校の中で教員で

はない自分の存在に孤立感を深める場面も少なくなかった。そこで教育相談部長である筆者

が教員と支援スタッフ等の間に立ち、STEPに通室する生徒の状況を見極めながら、教員と支

援スタッフ等の両者の思いを理解し、両者の隙間を埋め、両者を丁寧につなぐコーディネー

ターの役割に専念した。黒沢はコーディネーターとして動くときに最も重要になることを「関

係者それぞれのやれている力を肯定的に評価し、それを生かしてつないでいく。さらに関係
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者相互の専門性や立場の異なる点を生かす。そうすれば、チーム形成が容易になるとともに、

チームによる協働が進展することになります。」（黒沢、2006）と述べている。コーディネ

ーターには「つなぐ・生かす・抱える（うつわ）」という働きが重要になると思われる。

STEP通室第１号の生徒は、見る見るうちに元気を取り戻していった。その生徒は、途中様

々な経緯をたどりながらも、最終的には教員のだれもが驚くような変容ぶりを見せ、卒業式

には涙を流しつつ、かかわりをもった支援スタッフや教員に感謝の気持ちを込めて、一人一

人に「ありがとう」と言って本校を巣立っていった。

当初、教員のだれもがその生徒にどう対応していいのか分からなかったが、支援スタッフ

等のかかわりを通して変化していった生徒を目の当たりにすることで、「STEPのはぐくみ力」

を役立つものとして認めるようになった。また直接STEPにかかわった教員は、「子どもの成

長力」を肌で感じ取り、支援スタッフ等との協働の重要性を身をもって感じたようだった。

そして支援スタッフや相談員もまた、教員の指導力が生徒に「前に進む力」を与えることを

知り、教員との協働の重要性を認識したようであった。

イ STEPへの信頼性をどう高めるか

次年度からは、ケースを重ねるごとにSTEPへの信頼性は高まっていった。それは、教員の

もつノウハウが通用しない生徒が、STEPに通室し、元気になっていく姿を見ることで、別の

ケースで対応に困っている学級担任に対して、STEPへの信頼性を伝えてくれるようになった

からである。

これまで、自分の学級のことは自分が全部やらなければならないと思い込んでいた学級担

任は、「SOSを出していいんだ。」と、少し楽な気持ちになったようだ。こうしてケースを一

つずつ丁寧に積み重ねていくことで、STEPへの信頼性は自然と高まっていった。

ウ SC・相談員・支援スタッフの活躍の場をどう広げていくか

支援スタッフの役割は、通室生徒へのかかわりだけではなく、ひきこもりの生徒への家庭

訪問や、相談室での自由来室、学級への入り込み支援や個別学習支援など、徐々に活動の幅

を広げていった。

支援スタッフが活動の幅を広げることになったのは、特別支援教育部から学級の入り込み

や個別学習支援について、人員を要望する声が出たことも弾みになった。本校では、学習の

遅れから二次的に不登校に陥る生徒が少なくないため、不登校の予防という観点からも学習

支援は必要な対応であると考える。しかし筆者は、臨床心理学を学ぶ学生が、「教員のまね

ごと」をしている自分自身に、心理臨床家としての揺らぎを抱え戸惑っていることも感じ取

っていた。そこで平成21年度からは、教室への入り込み支援を行う支援スタッフは、本校の

卒業生で教員を目指す人材から採用することにした。支援スタッフでの経験が、教員として

将来学校現場で不登校の子どもたちと出会ったときに、役立つ可能性もあるかも知れないと

考えたからである。

また、支援スタッフ等の新たな活動を広げる際に、筆者は職員会議で「お試し」という形

で提案を行い、試行錯誤を重ね、生徒にとって有用な取組を残していった。

エ 校内外の援助資源をどうつないでいくか

SC、相談員、支援スタッフは、不安などの情緒混乱タイプや、相談室に何となくやって来

るグレイゾーンタイプの生徒には効果的なかかわりができる。だからといって不登校（傾向）

生徒のことはすべて任せておけば良いと考えるのは間違いである。また、対応可能な人数も
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年間数名程度であり、量的なかかわりに力を発揮するとは言い難く、教員がかかわり協働し

ていく必要がある

本校の教員は、粘り強く生徒や保護者とのコミュニケーションを取りながら、日々の地道

な教育実践を積み重ねている。また、校内組織がそれぞれの役割を果たしながら、組織間で

連携を取り、不登校生徒や気になる生徒へのかかわりを行ってきた。そして、校内組織担当

教員が、校内外に点在していた援助資源を「生徒のため」という共通項で、少しずつ紡いで

きたことが、不登校や気になる生徒への多様な支援を生み出してきたのではないかと考える。

５ おわりに

約10年前に本校に転勤してきた筆者は、自分自身が毎日勤務するだけで精一杯の日々を送っ

ていた。しかし、じっくり周囲の状況を観察するうちに、筆者が「①見立て」た第１の援助資

源は「生徒のためには身を惜しまない」教員の姿であった。そして、第２の援助資源は、すで

に当時の文部省（現、文部科学省）の事業としては終了していた「心の教室相談員」が、町費

で配置されていたことであった。筆者がまず行ったことは、相談員が活動しやすいように心を

配ることであり、それは「②現存する援助資源を活用」することにつながった。その後、「③

新たな援助資源を開拓」し、「④それをはぐくみ」、「⑤定着させていく」ことで、本校の不登

校支援システムの骨格が形作られてきたように思われる。しかしこれらは筆者一人の力ででき

たことではなく、管理職をはじめとした本校にかかわる人々の総力で形作られてきたのだと考

える。また、対応が難しいケースも多々あり、本校の不登校支援システムも万能であるとは言

い難い。けれどもＢのケースのように、在学中には解決が見えにくい場合であっても、学校が

ＢやＢの保護者を抱える「うつわ」となり、何とか生徒本人やその家族を支えようとする姿勢

を取り続けることに意味があると思われる。

本校の不登校支援システムは、町教育委員会の理解を得て、支援スタッフ等の賃金の予算措

置をしていただいている。それが今後も継続できるかどうかという点と、学校長をはじめとし

た管理職や、教員の人事異動があっても校内組織の連携が維持発展できるかどうかという点な

どに課題が残る。だが、その時々の状況に応じて工夫を凝らし、持続可能なシステムが継承さ

れ、これからも様々な背景や課題を抱えた生徒の支援が行えることを望んでいる。
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第３節 高等学校（通信制）における取組

１ はじめに

(1) 研究の背景と課題

県立高等学校の中で通信制課程をもつのは本校だけであり、県立高等学校の再編を経て大

和中央高等学校通信制課程となって３年目となる。現在521名の生徒が在籍し、このうち受

講登録している生徒は270名である。新入生のうち、新卒生徒は約３割であり、残りの半数

は過年度生徒である。また、新卒生徒の６割強が中学校で不登校を経験している。過年度生

徒については、進学した高等学校が継続できず中退した生徒が多い。

本校の前身である奈良高等学校通信制課程の時代は、学習の意志を強くもつ生徒や、自己

の目的を果たすために通信制課程を選ぶ生徒もいた。しかし、前述したとおり不登校を経験

した生徒の割合が高くなるなど、生徒の実態が大きく変わってきた。これに伴い、受け入れ

る学校では体制及び指導方法の改革を図り、生徒の実情にあった支援を行う必要が生じた。

(2) 先行研究

通信制課程における生徒支援の先行研究としては、環太平洋大学次世代教育学部学級経営

学科の「通信制課程における学校教育相談の研究」（森田2008）や、東京学芸大学教育学部

附属教育実践センター研究紀要（森定2002）等が参考になる。また、全国高等学校通信制教

育研究会がとりまとめた平成20年度高等学校通信制教育実態調査の「不登校経験者対策」等

も参考としていきたい。

２ 不登校生徒の現状について

本校は受検時に調査書がいらず、過年度の生徒も多いため、中学時のデータがすべての生徒

について収集できないが、本校に入学してくる生徒の約６割が、中学校までに不登校を経験し

ている。

入学後の調査では、「小学校時より不登校」や「中学校での欠席日数が500日以上」といった

生徒が数多くいることも分かった。また、成人生徒の中にも中学校時より不登校で、何年もひ

きこもっていたという20代の生徒や精神疾患が原因でひきこもってしまった30代の生徒等がい

る。さらに、転編入生や他校に進学して中退した生徒の中にも不登校生徒は多い。

３ 研究の目的

生徒の社会的自立を促進するためにも、本校通信制課程での学習を継続できるように支援し

ていく必要がある。そのためにも、生徒の基礎データを収集し、生徒の実態を明らかにし、多

数在籍する不登校生徒へのよりよい援助の在り方を探る。

４ 研究の方法

(1) 生徒の実態を明らかにし、課題を整理する。

(2) 本校通信制課程の教育課程の特徴を整理し、支援の方向を探る。

(3) 具体的な取組を通して支援の在り方を探る。

５ 研究の内容
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(1) 本校生徒の実態

ア 受講生年齢の変化

本校通信制課程への入学者の年齢は、中学を卒業した15歳の者から60歳以上の者まで非常

に幅が広い。また、単位制をとっているので、時間をかけて卒業するという生徒も多い。

幅広い年齢の生徒が在籍する通信制課程であるが、近年、受講生徒の年齢割合が変わって

きている。統計の残る平成６年度以降の推移を表１に示した。

表１ 受講生の年齢別割合の変化（％）

平成６年度 平成10年度 平成15年度 平成20年度

15歳～19歳 41.0 50.2 64.6 72.2

20歳～24歳 27.7 20.8 15.3 14.3

25歳～29歳 8.9 10.2 6.2 5.9

30歳～39歳 7.2 6.0 5.1 4.5

40歳～49歳 8.0 6.4 1.1 1.0

50歳～59歳 6.0 4.7 4.4 0.7

60歳～ 1.2 1.7 3.3 1.4

表１のように、受講生徒数の中に占める成人生徒数と未成年生徒数の内訳が平成10年を境

に逆転し、近年では未成年生徒数が４分の３を占めるまでになっている。

また、増加してきた未成年生徒の内訳にも大きな変化が見られる。受講生徒のうち、未成

年の年齢と受講生徒が占める割合を平成６年度と平成20年度で比較したのが図１である。グ

ラフからも、15歳から17歳の受講生が急増していることがよく分かる。

図１ 受講生の年齢別割合の変化（％）

また、入学者に占める中学校新卒生徒の割合は約３割であり、未成年の過年度生徒が中学

新卒生徒の２倍弱となっている。この未成年の過年度生徒の多くが中学校や、以前在籍した

高等学校で不登校を経験している。

イ 受講生の学習状況

(ｱ) 卒業の状況

本校通信制は入学時に３年修業と４年修業のどちらかを選択するのであるが、卒業する
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までには５，６年かかる生徒もいる。入学時、自分が決めた予定修業年限を超えて卒業す

る生徒の多くは入学年次の学習がうまくいかなかった場合が多い。また卒業率は約50％で

ある。

(ｲ) 面接指導の出席状況

本校の面接指導は授業形式で規定回数の1.5倍～２倍行っている。以前は開講している

面接指導にほぼ毎回参加する生徒が多かったのであるが、最近の傾向としては規定回数を

満たすと参加しなくなるという生徒が多くなってきている。

(ｳ) 受講登録と単位修得の状況

１年次生は本校の学習システムに適応できない生徒も多く単位修得に至らない生徒が毎

年約50％であった。しかし本年度本研究を進めるにあたり、単位修得率の上昇を目標とし

た。

２年次生以上の単位修得率は毎年、常に80～90％を維持している。この数字の高さはい

かに学習システムに適応することが重要であるかということとともに、本人の努力はもち

ろんのこと、教員の支援や友人の支えにより生徒自身が学習活動を行っていることを物語

っている。

ウ 本校通信制課程を選択した生徒の思い

筆者は、本校に勤務する中で、不登校を経験した数多くの生徒たちと出会ってきた。生徒

と話し合っていると、不登校状態のとき、不安と後悔、親に対する申し訳なさ、兄弟や友達

への負い目をもっていることがよく分かった。また不登校生徒がどのような思いをもって入

学したかをまとめた作文を読んだ結果、本校通信制課程への思いを整理すると、下記のとお

りとなった。

① もう一度学校生活をやり直したい。

② 将来の夢のため、高校卒業の資格がほしい。

③ 過去の自分を変えたい、やり直したい。

④ 高校を中退したことを後悔している。

⑤ やり遂げて周りを見返したい。

⑥ 自分のペースで学習できる通信制、単位制を選んだ。

⑦ 毎日学校に通うことに自信がない。

一番多いのは、①であり、「学校へ行けなかったが、本当は学校へ行きたかった」と考え

ていることが分かる。③も同様の内容であるが、①が学校についてが中心であり、③は自分

自身についてである。④、⑤も同様であるが、これらは過年度生徒に多い考えである。

学校に通うと考えた背景には①から⑥の考えがあり、頑張ろうとしているが、それでも⑦

のように不安を抱えており、結果として本校通信制課程を選んだと考えられる。

(2) 通信制課程の特徴と不登校生徒から見た長所

本校の教育課程は、全日制高等学校との違いが大きい。その違いが不登校を経験した生徒

の頑張りにつながっている一面もあると考える。そこで、本校通信制課程の特徴を整理した。

ア 全日制課程や定時制課程との相違点

通信制課程の学習は、自学自習が基本となっている。科目ごとの添削指導（レポート提出）

と面接指導（スクーリング）、定期試験で単位を取得していくなど、全日制課程はもちろん、

定時制課程との相違点も多い。そこで、不登校生徒が本校の教育課程に適応しやすい理由と
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いう視点で整理すると次のようになる。

○ 決められた回数の添削指導と面接指導で学習活動が行われること。

○ 面接指導には欠席の概念がないこと。（必要な回数以上を自分の意志で出席する）

○ 教室に異年齢の生徒がいること。

○ 自分のペースで学習できること。

○ 登校回数が少なく、保護者が送迎しても、その負担が少ないこと。

○ 日曜日は他の学校が休みなので、安心して登校できること。

イ 不登校生徒から見た添削指導と面接指導の長所

自学自習が基本となる教育課程であるが、不登校生徒の視点で考えると、自学自習である

からこそ続けられるという一面もある。通信制課程での長所を整理すると次のようになる。

○ 自宅でのレポート作成と限られた回数の面接指導は、不登校生徒にとって「このままで

はいけない。」と思う気持ちと、「やはり怖い。」という気持ちの調整の場になっているこ

と。

○ 自己管理が基本である学習形態なので、うまく適応できた場合、達成感や充実感が強ま

ること。

○ 学力に差が見られる不登校生徒には、個別に対応できる添削指導が適していること。

ウ 多様なメディアの活用

本校では、学習指導要領総則「通信制の課程における教育課程の特例」を生かして、ラジ

オ・テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行った学習による面接指導時間数の免除

を行っている。その利点は次のようになる。

○ 不登校生徒が自宅で学習することの助けになること。

○ 面接指導のために登校する回数が軽減され、心理的負担も少なくなること。

○ 定期的に学習することにより、学習が深まること。

エ ピアカウンセリングの効果

不登校生徒が多いことによって、不登校生徒自身が助けられることも多い。生徒が友人関

係を作っていく上で、不登校経験者が多いということに気付き、共感意識をもつため、安心

感をもったり、疎外感を外していったりする傾向がある。また、レポートの作成を助け合っ

たり、登校をうながしあったりしている。

オ 本校独自の特徴

本校では、面接指導の有効期限を２年としている。これによって、不登校生徒が頑張って

出席した面接回数が規定未満のために無駄になるということが少なくなり、「頑張ったけど

だめだった。」という失望でなく、「来年こそは頑張ろう。」という意欲へつなげることがで

きる。また、面接の規定回数が多い科目を２年がかりで取得することも可能で、生徒個人の

状況に応じた履修が可能となっている。

(3) 卒業へ向けた支援の方向

前述のように、通信制の教育課程や雰囲気は不登校生徒にとってなじみやすい場所になる

場合もあるが、入学してきた生徒が卒業に至る率は約50パーセントである。

その背景には、多くの不登校生徒が不登校を克服してから本校に入学してくるわけではな

く、不登校が改善されない状態で受検をしているという実態がある。中には数年間、ひきこ

もり状態にあり、受検日に家から出られたのは奇跡的であるという保護者の話を聞くことも
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ある。不登校が継続したまま本校に入学し、不登校から抜け出せない生徒に対し、学校復帰

を支援するという視点からの取組が必要である。

また、自己管理が必要な自学自習のシステムに適応できない生徒がいることも忘れてはな

らない。入学時点では「頑張ろう。」と思ってはいるが、その気持ちを卒業まで持続させる

のは並大抵なことではない。不登校で基礎的学力が身に付いていない生徒もいるので、自学

自習の基本の上に学習を支援するという取組も必要となる。

(4) 具体的な取組

ア 所属感を高める

筆者は、本校通信制課程の前身である奈良高等学校通信制時代から通信制課程に11年勤務

してきた。この間、多くの不登校生徒を見続けてきた。入学してきた生徒がどのように変化

し、卒業に至るのか、卒業生の数だけその成長の証はあるが、多くの卒業生が共通して手に

入れるものは友達や仲間である。そして、卒業生の多くが通信制に所属し、そこで克服して

きたことを自分の誇りとしている。

本校は単位制通信制という課程であるが、生徒は入学年次ごとにクラスを設定されており、

自教室がある。入学してきたばかりの１年次の前半の教室の様子を見てみるとほとんど生徒

同士の会話がない。生徒はたくさん教室にいるのに休憩時間や昼食の時間でさえ無言なので

ある。昼食時、生徒は黙々と一人で持参してきた弁当を食べている。そして生徒からは緊張

感が伝わってくる。この光景は、不登校生徒が増加したここ数年は顕著である。

しかし入学して３、４か月経過すると一部の生徒が自分の座席の周辺の生徒と会話をする

という変化が現れてくる。本校通信制では１年次生の座席は出席番号順に並ぶと決めてあり、

毎年、法則があるかのように座席を中心に会話が始まる。座席を出席番号で固定しているこ

とが、いつもそこに同じ顔があるという安心感を与えているのだろう。座席をきっかけとし

た会話から昼食を一緒に食べるようになり、グループができていく。

また、職員室に遊びに来る生徒も多い。レポートを提出するのをきっかけに、中には１時

間ほど、教員と話をする生徒もいる。このような生徒はクラスの中で気の合う友人がいない

場合が比較的多い。

アメリカの心理学者マズローの欲求段階説では、「人間が生きていく上での衣食住等の根

源的な欲求である生理的欲求、安全の欲求の次に愛情欲求（所属欲求、社会的欲求）がくる」

とある。愛情欲求とは集団に属したり、仲間から愛情を得たいという欲求であるが人間の基

本的欲求が満たされた次にこの欲求がくるということは、愛情欲求がそれだけ大事なもので

あることを示している。

不登校生徒は過去の経験から仲間をつくることや集団に属することに恐怖心を抱いている

ことが多い。しかしマズローの説にもあるとおり、人間にとっての愛情欲求はだれにでもあ

る。過去、現在において仲間をつくったり、集団に属することができていなかったりする生

徒も、心の中では「仲間がほしい。」、「一人でいたくない。」、「だれかと話したい。」と思っ

ているのである。このような心の動きがあることを理解した上で、毎回の面接時に担任がSH

Rを実施しており、学級での所属感を高める工夫を続けている。

以上は、奈良高等学校通信制課程の時代から続けてきた取組であるが、前述したように、

近年の受講生は面接指導を規定回数を満たすと参加しなくなるという傾向を示している。こ

の状況は入学生に未成年の不登校生徒が増加したことと関係が深いと考えられるので、より
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一層自分のクラスを意識させ、友人や教員と交流を深めることで過去の体験を乗り越えるた

めの力をつけさせたいと考えた。

現在、本校では、教員と生徒のコミュニケーションの機会をできるだけ多くとれるように、

面接指導に登校した生徒に教員が声をかける校門あいさつ活動を行うとともに、レポート提

出ポストを職員室に設置（図２）したり、職員室に生徒コーナーを設置（図３）したりして

いる。

図２ レポート提出ポスト 図３ 生徒コーナー

これらは、教員との垣根をできるだけ低くするための取組であり、教員も頼ってくる生徒

を受け止めるという共通理解のもとで接していくようにしている。

また通信制の面接指導には欠席の概念がないので、生徒は自らの計画の元で登校してくる

のであるが、しばらく登校していない生徒には学級担任が頻繁に電話連絡等の声かけをして

いる。またレポート提出についても声かけをし、提出をうながしている。

イ 生徒相談日の活用

面接指導の日以外に登校できる生徒相談日を毎週金曜

日に設定し、在籍生徒への周知を図るとともに、レポー

ト作成や面接指導参加への支援を行っている。

生徒には自由に登校してよい日であることを伝え、自

主登校をうながしている。

相談日の活動内容としては、右の４点を考えている。自学自習の援助や、基礎学力の補充

といった学習の支援のほか、悩みの相談等の心の支援も行っている。ケースによっては個別

面接指導を行ったり、NHK高校講座等の視聴を活用している場合もある。

ウ 交流を深め、学習活動の励みになる学校行事

自学自習で学習活動を続けることは本当に難しく、くじけそうになってしまうことがある。

そのようなとき、入学式でこれから一緒に学ぶ新しい仲間に出会うことや、卒業していく先

輩の姿を目の当たりにすることが、学校生活への意欲を高めることにつながるため、入学式

や卒業式を大切な節目として扱っている。

また、交流を深めるための学校行事として、生徒交流会（焼きそば大会）や和みの会を設

定している。これらの行事では、生徒一人一人が学校に所属しているということを確認する

とともに、生徒同士の横のつながりも大切にしている。

① レポートの作成

② 学習に関する質問

③ 悩みの相談

④ 登校の練習
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図４、図５ 生徒交流会（焼きそば大会）

エ 自分自身を見つめるための学校行事

本校には校内生活体験発表会という行事がある。この行事は自分の学校生活を通しての体

験を生徒の前で発表するというものであるが、最近は過去の不登校についての発表が多く、

発表者は発表することで過去の不登校経験に自分なりの整理をつけ、さらに成長する。そし

て観客になる生徒は発表者の体験が自分の体験と重なる場合も多く、その体験を聞くことに

よって、心のもち方を学んでいるように思う。

オ 保護者の支援

保護者面接も含め、より積極的に学習を促すようにした。また、平成23度からは入学時の

説明会等の機会に生徒相談日の活用や学び直しの科目の履修について説明し、保護者の協力

を求めていくように計画している。

カ 学び直しの科目設定

本校には小中学校で登校出来なかったため学力が身に付いていない生徒や、学習のつまず

きから不登校に陥った生徒がいる。彼らは不登校を克服するため毎回の面接指導には登校す

るが基礎学力がついていないため高等学校の教育内容についていけない場合もある。そのた

め学び直しの科目について研究し、平成22年度から教育課程に学校設定科目「数学入門」を

開講した。また23年度からはさらに「国語入門」、「英語入門」、「地理入門」の３科目が開

講する準備を進めている。

６ 成果と課題

(1) 成果

「本校生徒実態」で、生徒の入学時の年齢構成、受講生徒の年齢構成を一覧表にし、経年

変化を明らかにした。これらの基礎データを基に、教員が生徒の実態の変化について考え、

支援の方向性を話し合うことで、不登校生徒の支援の在り方について共通理解を図ることが

できた。

また、受講生の学習状況調査を５月末に実施し、その結果を基に支援の方向を協議し、前

述した取組を進めた。この結果、単位修得が可能な生徒の率は約85％となり、昨年度の70％

から大きく上昇した。課題としていた１年次生の単位修得率も10％以上上昇した。

さらに、学び直しの科目の研究を深め、数学だけでなく、国語、英語、社会においても平

成23年度より開講の予定である。今年度より開講した「数学入門」の実際の成果は次年度の

必履修科目である「数学Ⅰ」の単位修得状況を分析して初めて評価できるのであるが、「数
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学入門」のレポートは数学の苦手な生徒も自力で取り組むことができる内容であり、分かる

楽しさを味わえたことは確かである。今後、生徒相談日を活用することで、学習への抵抗を

取り除くことができると考える。

(2) 課題

高校進学率の上昇、少子化の影響に伴う高校の統廃合、依然として多い不登校等の中で、

通信制高等学校に求められる内容が変化している。

本研究を進めたことによって、不登校を経験した生徒にどのように対応し、どのように支

援していけばよいかという糸口を見つけることができた。

目の前の生徒に対応するとき、その生徒に応じた指導方法を見つけていくということは当

たり前のことであり、今本校がすべきことである。これまでと同じ支援では学習を続けてい

けない生徒が多くなると考えたとき、よりきめ細かい支援を行い、よりたくさんの生徒が学

習を継続することができるようにしていく必要がある。教員は、生徒が何を願い本校通信制

課程に入学してきたのかを常に考え、その願いをかなえさせるための支援をしていかなけれ

ばならない。その願いとは「卒業」である。

一人でも多くの不登校生徒が卒業できるよう今後も取組を発展させ継続したい。

７ まとめにかえて

奈良県の中で通信制課程をもつ県立高等学校は本校のみである。その中で何が本校に求め

られているかを考えたとき、出てくる答えの一つが「広く多くの生徒に学ぶ機会を与える学

校」である。

単位制という緩やかな制度や、学習を自宅でできるという制度が、様々な課題を抱えて入

学してくる生徒が多い中、不登校の経験をもつ生徒にとって学ぶ喜びを取り戻せる場である

ことが、本校の特色を生かしたあるべき姿であると考える。

自己管理が必要な自学自習の学習形態をやり抜き、卒業までたどり着けた生徒は、高校卒

業の資格だけではなく、自分自身への誇りと自信をも手にする。自身の未来への一筋の光と

希望でもあると思う。未来の姿に胸ふくらませる生徒を一人でも多く育てたいと思う。
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第３章 まとめ

平成21年度に引き続き、不登校児童生徒への援助の在り方をテーマに小学校・中学校・高等学

校（通信制課程）においての実践を通して研究を進めてきた。各学校の実践から、見えてきた成

果と課題は次のとおりである。昨年度の取組も含め、本プロジェクト研究から見えてきた展望を

以下に示す。

第１節 成果

１ 学校の課題を明確にする

小学校の実践では、不登校を未然に防ぐため、より質の高い学級集団をつくることが大切で

あることから、そのためのきめ細かな実態把握を学級独自のアンケートや「たのしい学校生活

を送るためのアンケート（Q-U)小学校４～６年用」を活用し、学級集団づくりの取組を行った。

中学校の実践では、重点課題である不登校を克服するためには、校内の教育相談体制の充実

だけでなく、他機関や地域を含め中学校区全体で取り組むべき課題として位置付け、多様な支

援システムを構築することができた。

高等学校の実践では、通信制課程における大きな課題である不登校について、学校の体制及

び、指導法の改革を図り、生徒の実情にあった支援を探ることができた。

このように、取組を始める前に、小学校・中学校・通信制高等学校の各校種の特性や各学校

の特色、地域性などをしっかりと見つけ、取り組むべき課題を整理し、明確にすることが必要

である。

２ 子どもの実態を知る

小学校の実践では、構成的グループエンカウンターなどを利用し、個人や集団を高めること

に留意しながら、学校行事を集団を高める場と位置付け取り組んだ。結果、友達やグループ内

の満足で終わっていた活動が学級全体へ向けた積極的なものへと変化していった。子ども一人

一人の自尊感情や人間関係能力を高めることが、積極性を育てることにつながり、学級全体で

協力して取り組む姿勢へとつながっていくことが確認できた。

中学校の実践では、不登校問題について、中学校区全体で分析を進めたことにより、教育相

談体制の共通理解と相互研修や、学習意識の向上と生活習慣改善に向けた取組を行い、多くの

リソースを見いだした。そして、様々なタイプの不登校生徒に対して、効果的に活用できる不

登校支援システムを構築することができた。

高等学校の実践では、通信制課程の特徴を整理することによって、不登校を経験してきた生

徒へのよりよい支援方法が明らかになった。所属感を高めることを目標とし、生徒同士や教員

との交流を深めることで、過去の体験を乗り越えられることがわかった。また、基礎学力を身

に付け、分かる喜びを取り戻すことを目標とした科目の開講も学ぶ意欲高める効果があった。

このように、不登校児童生徒への援助を進めるためには、発達段階を踏まえた上で、学校全

体と児童生徒一人一人の実態を知ることから始めることがなによりも必要である。
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第２節 課題と今後の展望

今回の各学校の取組を通して、各学校が抱える課題を明確にし子どもの実態を十分に知るこ

とが、不登校児童生徒への効果的な取組につながることが確かめられた。

本研究では、不登校児童生徒への援助の在り方について研究を進めてきたが、子どもたちが

不登校以外にも、様々な課題に直面したときに、自分自身で乗り越えられるような力をはぐく

んでいくことが大切である。そのためには、すべての教員が、様々な課題に向けた援助の在り

方を追究していくことや、学校カウンセリングの有用性を認識するとともに、開発的教育相談

の有効性を理解することや効果的な指導のためのスキルを向上させることが必要である。

その一方で、教育相談担当者が、集団を育てる構成的グループエンカウンターのエクササイ

ズやソーシャルスキルトレーニング、ストレスマネジメントなどの心理教育的援助を、児童生

徒の実態に応じて、学校行事や各教科と関連した取組を年間学習計画に組み入れ、系統的・計

画的に進めることが大切である。

また、各校種・各学校の実態やニーズに即した教育相談体制を整備し、その中核となる組織

の調整役・コーディーネーターをしっかりと位置付け、校内外の連携を深めながらチーム援助

となる協働体制の強化を図ることも重要である。

今後も個に応じた取組と集団を高める取組を継続して、不登校児童生徒への効果的な援助の

在り方を追究しながら、学校教育相談のさらなる充実を目指していきたい。
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