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刊行にあたって

本年度は全国的に児童生徒のいじめや自殺が大きな社会問題となりました。不登校や校内暴力の問

題も依然として深刻な教育課題であり、各学校では、これら課題の克服に向かって日々、ご努力いた

だいていると存じます。

さて、この２月に国連児童基金（ユニセフ）が先進国の子どもたちの「幸福度」に関する調査報告

を発表しました。OECD加盟国のうち、25カ国について各種の指標を比較しているのですが、たいへん

気がかりなデーターがありました。それは「孤独を感じる」と回答した日本の子どもたち（15歳）が

29.8％もいたことです。しかも、この数値は25カ国中１位であるばかりではなく、２位のアイルラン

ドの10.3％、３位のフランスの6.4％などと比べて飛び抜けて高いのです 「自分が気まずく感じる」。

との回答も18.1％で、トップでした。

近年、自己と他者の関係において、自らを表現することが苦手な子どもが増え、そのコミュニケー

ション力の不足が広く指摘されています。この数値は、人間関係の狭隘化の道筋において、自らの殻

に閉じこもり、孤独感や疎外感を深める子どもたちが少なくないことを端的に示めしているといえま

しょう。

当教育研究所では、平成17・18年度の２ヵ年にわたって、プロジェクトチームを組織して「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－」に取り組んでまいりま

した。開発的な教育相談は、豊かな人間関係作りを基盤とするものです。児童生徒と教師との人間関

係の基本要素である自己理解、自己開示、他者受容、信頼感等を高め、相互理解を通して思いやる心

を育むことを目的としています。小学校、中学校、高等学校の３校種において、児童生徒の発達段階

に応じた方法を工夫して実践研究を行いました。人間関係の希薄な子どもたちが、コミュニケーショ

ンのすばらしさを実感し、人と人との結びつきが自他の成長につながることに気づく取組となりまし

た。学級活動などが意欲的・主体的になり、集団の結びつき、帰属意識、自己理解、他者理解などが

深まる等の効果が検証できました。

この報告書はその研究成果と課題をまとめたものです。この冊子が、各学校で子どもたちの指導の

一助となれば幸いに存じます。

最後になりましたが、本研究を進めるにあたり、ご協力をいただいた指定研究員の先生方、当該学

校の先生方、ご指導、ご助言いただきました関係の皆様に心からお礼申し上げます。

平成19年３月

奈良県教育研究所

所長 井 上 喜 一
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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－

研究プロジェクトチーム

Ⅰ はじめに

文部科学省の調査によれば、全国の国公私立の小中学校で平成17年度に30日以上欠席した不登校

児童生徒数は、122,287人となった。平成13年度の138,722人をピークに減少してきてはいるが、依

然として12万人以上の多くの児童生徒が不登校の状況にある。児童生徒数が減少する中、スクール

カウンセラーの配置、適応指導教室の整備等の不登校対策事業が行われてきたことを考えると、全

体として憂慮しなければならない状況であることに変わりはない。現に不登校児童生徒の出現率に

大きな変化はなく、全国平均に比べ依然として高いままである。

また、いじめの問題も見逃すことはできない。昨年末に実施した「いじめアンケート」では、県

内で約6600人の児童生徒が「今もいじめられている」と回答している。楽しく過ごすはずの学校で

いじめられ、つらい思いで過ごしている児童生徒を一人でも無くしたいと思う。

。 、 、更に暴力行為の問題もある これまで 私達はこれらの問題行動にどのように対処すればよいか

課題をもつ児童生徒への支援をどのように行えばよいかを探ってきた。この結果、問題行動への対

応や問題行動を受け止める学校体制という点では一応の成果を得ることができた。

しかし、問題行動の発生を減少させていくためには、事後対応だけでは不十分であることも見え

。 、 、「 」てきた そこで 問題行動を未然に防ぐための効果的な指導として 開発的な教育相談の在り方

をテーマとして、小・中・高等学校の指定研究員の先生方の協力を得ながら、２ヵ年のプロジェク

ト研究を進めることとした。

Ⅱ 開発的な教育相談について

１ 研究目的と研究の方法

(1) 研究目的

問題行動を未然に防止するためには、教職員がどのように子どもに関わり、子ども一人一人に

どのような力を育てていくことが大切なのかを明らかにする。その上で、子どもたち一人一人が

自分自身に自信をもち、友人との適切な関係を結ぶための予防的・開発的な教育相談の在り方に

ついて研究する。

(2) 研究の方法

研究の方向を決定するため、まず、児童生徒がどのようなことに悩み、苦しんでいるのかを不

登校児童生徒の状況から明らかにしていく。

そして、問題行動の未然防止に有効であると言われる開発的な教育相談についての理論研究を

深め、それをもとに小学校、中学校、高等学校において実践的な研究を進める。



- 2 -

２ 児童生徒の状況と目指す子どもの姿

(1) 不登校児童生徒の出現率からみた全国と奈良県との比較

表１は、奈良県内の平成17年度までの５年間、１年間に30日以上欠席した不登校児童生徒数

である。不登校児童生徒数は平成13年度から減少傾向にある。しかし、表２に示したように不

登校児童生徒の出現率の低下はわずかで、小学校・中学校ともに全国平均より高い比率が表れ

ている。

表１ 奈良県の不登校児童生徒数（人） 表２ 不登校児童生徒の出現率

「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」文部科学省

「生徒指導上の諸問題の状況」奈良県教育委員会

(2) 不登校状態となった直接のきっかけ

児童生徒が不登校状態となる原因は複雑である。しかし、そのきっかけとしてあげられた内

容から何に悩み、苦しんでいるのかが見えてくる。

文部科学省の調査によると、平成17度に不登校状態となった小中学校児童生徒の直接のきっ

かけは、図１で示すように学校生活に起因するものが35.7％、家庭生活に起因するものが18.3

％、本人の問題に起因するものが36.9％、その他4.2％、不明4.9％となっている。

図１ 不登校状態となった直接のきっかけ

「平成17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」文部科学省
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年度 小学校 中学校 合計
平成13年度 367 1479 1846
平成14年度 364 1373 1737
平成15年度 340 1313 1653
平成16年度 373 1224 1597
平成17年度 344 1228 1572

奈良県 全国 奈良県 全国
平成13年度 0.44% 0.40% 3.47% 2.80%
平成14年度 0.44% 0.36% 3.37% 2.73%
平成15年度 0.42% 0.33% 3.34% 2.73%
平成16年度 0.46% 0.32% 3.23% 2.73%
平成17年度 0.43% 0.32% 3.28% 2.75%
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図２ 図１の学校生活に起因するものの内訳

「平成17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」文部科学省

このうち、学校生活に起因するものの内訳では、図２に示したように友人関係がその半数以上

を占める。また、図１で本人の問題に起因するとされたものの中には、引っ込み思案等も含まれ

ることから、学校生活の中での人間関係に悩んでいる子どもたちの姿が見えてくる。

このことから、不登校の未然防止には、自分自身に自信をもって友達と関わろうとする態度を

、 。育てることや 友人と適切な関係を結ぶスキルを身につけていくことが重要であると考えられる

(3) 学年別不登校児童生徒数

図３は、不登校児童生徒数を学年別に表したものである。

図３ 平成１７年度の学年別不登校児童生徒数

「平成17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」文部科学省

学年が進むにつれて不登校児童生徒数が増加していくのが顕著に読み取れる。特に中学校進学

後にその数が急に多くなる。新しい学校、新しい友達等、様々な要因が重なっていると考えられ

る。

このため中学校においては、不登校への未然防止とあわせて、新入生の学校生活適応を初めと

した取組が大切となる。小学校との連携を深めると共に、小学校においても中学校進学を踏まえ
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た取組が必要である。

(4) 高等学校における不登校生徒の状況

表３は、ここ５年間の奈良

県における高等学校の不登校

生徒数とその出現率を表した

ものである。

約１％前後の出現率で推移

していたものが、昨年度はそ

の数字が1.3％を越えた。

全国の出現率1.65％と比べ

ると低いとはいうものの355人が年間30日以上の欠席となっている。

また、355人のうち、33％の117人が中途退学し、10.1％の36人が原級留置となっている。全

国の調査結果では不登校生徒の36.8％にあたる21,882人が中途退学し、10.6％にあたる6,291

人が原級留置となっている。

高校生の不登校となった直接のきっかけをみても、学校生活に起因するものが約28％、本人

、 。の問題に起因するものが約50％となっており ここでも友人関係に悩む生徒の姿が見えてくる

(5) 目指す子どもの姿

私達は、どの子もが、自分自身に自信をもち、積極的に友人や教師と関わっていくことを願

う。どの子も学校で楽しく過ごしたいと考えているはずである。子どもが本来もっているこの

ような気持ちが前面に出るようにしていきたい。

そのためには、自分自身に自信をもつこと、友人との適切な関係を結ぶ力を育てることを目

標にし、発達段階に応じて意図的・計画的に指導することが必要である。子どもの能力を開発

し、問題行動の未然防止につながる開発的な教育相談活動について考えていきたい。

３ 開発的な教育相談に関する基礎理論

(1) 開発的な教育相談とは何か

『心理臨床大事典 （1992）によると、教育相談とは 「幼児・児童・生徒・学生の教育上』 、

、 、 、 。の問題に関し 本人 保護者または教師などと面接し 相談・指導・助言を行うこととされる

（中略）一般の学校が教育相談を行うことを学校教育相談として、教育相談所などの専門機関

の行う教育相談と区別する 」とあり、学校教育相談は 「学校に在籍するすべての子どもを。 、

対象とするもので学校教育における予防的なかかわりともいえる。中でも、児童生徒の人格的

な成長・発達を目指す点を強調して、開発的教育相談とも呼ばれる 」とある。また、石隈利。

紀(1996）は 「３段階の援助サービス、その対象、および問題の例 （図４）で心理教育的援、 」

助サービスについて「教育の一環として、一人一人の子どもが発達し学校で生活する上で出会

う問題状況の解決を援助する教育活動である」と述べていることから、すべての児童生徒を対

象として、すべての教職員が、児童生徒の発達上の課題や教育上の課題を遂行する上でもつ援

助ニーズに対応する機能が「開発的教育相談」であるということができる。

表３ 高等学校の不登校生徒

「生徒指導上の諸問題の状況」奈良県教育委員会

不登校生(人 )出現率(％)

平成13年度 292 0.94
平成14年度 311 1.04
平成15年度 287 0.99
平成16年度 296 1.04
平成17年度 355 1.31
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更に、石隈は「開発的教育相談には、促進的援助と予防的援助とがある。促進的援助は、児

童生徒が学校生活を通して発達上の課題や教育上の課題に取り組む上で必要とする基礎的な能

力（例：対人関係スキル、学習スキル、問題対処スキル）の開発を援助することであり、予防

的援助は、多くの児童生徒が出会う課題（例：入学時の適応）の遂行上の困難を予測して、課

題への準備を前もって援

助することである 」と。

している。

さて、図４の一次的援

助サービスとは、児童生

徒が発達上の課題や教育

上の課題を遂行する上で

もつ援助ニーズに対応す

るものである。具体的に

は、入学時の適応指導、

学校生活全般の指導など

があてはまり、主として

教員が行うものである。

二次的援助サービス、

三次的援助サービスは、

主として教師カウンセラ

ー・スクールカウンセラ

ーが援助を必要とする一

部の子どもに対して行う

ものであり、個別指導やカウンセリング等がこれにあてはまる。

教育相談を、開発的な教育相談、予防的な教育相談、問題解決的な教育相談と分けるとき、

一次的援助サービスが開発的な教育相談に、二次的援助サービスが予防的な教育相談に、三次

的援助サービスが問題解決的な教育相談に相当する。

(2) 開発的な教育相談の有効性

、 、 、先に述べた 自分自身に自信をもち 積極的に友人や教師と関わっていく子どもを育てるとき

その一つの方途が開発的な教育相談であると考えられる。なぜなら、開発的な教育相談は本音で

交流できる人間関係を促進し、自己理解、他者理解を促すのに有効に働くからである。その有用

性について次の３つの観点から述べる。

ア すべての児童生徒が対象

問題行動等をもつ児童生徒に対しては個別的対応が必要であるが、開発的な教育相談は、一

人一人を大切にしながらすべての児童生徒を対象に行うことができるというメリットがある。

つまり、現在問題をもっていない児童生徒にも、今後出会うであろう問題状況を解決する能力

を培うことができるというメリットがある。

イ 問題発生の予防

学校現場では、不登校・いじめ・暴力行為等の問題行動がある。不登校児童生徒の実態から

図４ ３段階の援助サービス、その対象、および問題の例

（石隈1996）
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明らかなように、学校生活の中での友人関係・人間関係に悩む児童生徒が多い。この背景の一

つには人間関係の希薄化があると考えられる。普段から人間関係をつくる教育を推進していく

ことが、問題の発生を予防することにつながると考えられる。

ウ 適応能力の開発

「開発的」とは、新しい行動の仕方・考え方・感じ方を学習し、適応能力を発達促進するこ

とである。児童生徒は、人前で自分の考えを述べたり、人の話を聞ける人間になることが要求

される。たとえば、アサーション・トレーニングを通して自己主張ができるようになったり、

更にトレーニングを重ねることによって、対人関係作りの能力を身につけていくことも可能と

なる。そのような効果が得られるものの一つが開発的な教育相談である。
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Ⅲ 開発的な教育相談の実践

平成 年度・平成 年度の二ヵ年にわたり、開発的な教育相談はどう在るべきか、児童生徒17 18
の発達段階に応じた効果的な指導をどのように進めていくべきかを、各年度、小学校、中学校、

高等学校各１名ずつの奈良県教育委員会指定研究員の協力を得て実践的研究を各学校で進めた。

１ 平成17年度の実践

(1) 小学校における取組

「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－

（五條市立北宇智小学校 教諭 杉崎 明子）

ア はじめに

本校は、五條市の北部に位置する、児童数243名の小学校である。児童数は減少傾向にある。

農村部ではあるが、古くから住んでいる地域の家庭

が年々減り、新興住宅地である団地に家を建てて移り

住んできた家庭、県営住宅・雇用促進住宅の家庭が多

数を占めるようになっている。児童は、全体的に人な

つっこく、明るくて活発である。しかし、自己中心的

な行動や言動もよく見られ、人とのコミュニケーショ

ン作りが苦手なことから、ちょっとしたことでたたい

たり、けったりしてトラブルになることも多い。そう

いう子どもたち一人一人が認められ大切にされる集団

となるにはどのようにしたらよいのかを考えてみた。

イ 目指す子どもの姿

５年生は22名（男子11名女子11名）の２クラス編成である。４月以降、学級の子どもたちは、

全体的に素直で、落ち着いて授業が受けられた。活発で前に立って発表したり、運動したりする

ことの好きな児童が多い。前にいじめられていたＡ子に配慮したクラス編成であるが、学年が２

クラスしかないので、そのときに関わっていた子どもも半分ほどいる。４月より何度かクラスの

中でＡ子や友達に対するきつい発言があったので、話し合い、子どもと共に考え合ってきた。

また、コミュニケーション不足から、自分の気持ちが相手に伝えられずに悩んだり、けんかに

なったりすることが目立つ。人と関わる力の弱さが気になる子も多い。自己中心的な子どもは、

周りが見えていなかったり、相手の気持ちが理解できずにどうしてトラブルになるのかわからな

かったり、逆にかまって欲しいためにわざと人の嫌がることをしているように見える。心のノー

トを使った授業や普段の言動を通してみると、自己中心的でトラブルを起こす子どもたちに共通

なのは自尊感情や自己有用感が低く、自分はいい所のほとんどない悪い子どもだと考えているこ

とである。このような子どもたち一人一人に対して、個別に対応することはもちろん、集団とし

てのつながりなどの質を高める取組を進めることも大切である。

取組の中で、自尊感情や自己有用感の低い子どもたちが 「自分にはいい所がたくさんあるん、

だ 」ということが理解できるようになれば、心のエネルギーが満たされ、自信をもてたり、友。

人に積極的に関われるようになったりできるようになると考える。このような、人と関わる力の

図１ 五條市立北宇智小学校
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弱い子どもたちや、自尊感情の低い子どもたちが自分に自信をもって、より積極的に人や友達に

関わる態度や力を身に付け、質の高い集団をつくること、つまり一人一人が認められ、大切にさ

れる集団をつくっていきたい。

ウ 開発的な教育相談によるアプローチ

開発的な教育相談のアプローチの

目標を右の図のように 「一人一人、

が大切にされる学級 個の成長 社」「 」「

会性の高まり」の３点とした。この

目標に近づくためには、教師が子ど

もたちの考えや思いに耳を傾けるこ

とが大切であると考え、カウンセリ

ングマインドを基盤にすえた。

そして、目標を支える二本の大き

な柱に 「生き生きとした学校生活、

・学び」と「人間関係の高まり」を

設定した。

学級活動や学校行事、学習活動な

どを工夫すれば、活動することや学

ぶことが楽しいと感じることができ

るだろう。また、構成的グループエ

ンカウンター（SGE)やロールプレイ

ング、非攻撃的な自己表現であるア

サーショントレーニング(AT)など、

教育相談の理論や技法を生かして人

間関係を計画的・意図的に学ばせてい

くことにより 「望ましい人間関係」、

を身に付けられると考えた。

(ｱ) 楽しい学校生活を送るために

学級経営、学習指導、学校行事を通して、楽しい学級作りを目指したい。まずは、学ぼうとす

る意欲を高めることが基本になるので、学校へ行ってもっと学びたいと思えるようにしたい。友

達と過ごすことや、学習が楽しいことは子どもたちの心の居場所作りの基となると考える。そし

て、友達や教師が自分のいい所を見つけてくれる、考えを認めてくれることは自己肯定感を高め

ることにつながるであろう。だから、カウンセリングマインドで子どもたちの話を聴くことによ

って、子どもの気持ちに寄り添うことのできるようにしたい。

そこで、年間行事と学期ごとの目標を次のように設定した。

図２ 開発的な教育相談におけるアプローチ
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表１ 学期ごとの目標

開発的な教育相談の目標

１学期 リレーション作り 学級内の居場所作り

２学期 友達を深く知る 集団の凝集性を高める

３学期 学級集団を完成に近づける

表２ 年間行事と開発的な教育相談活動

月 学校行事 関連行事 学習・学級活動 開発的な教育相談のアプローチ

４ 入学式 １年生を 会社活動 誕生日チェーン

迎える会 何でもバスケット（他者理解）

進化ジャンケン（自己受容）

１ じゅげむジャンケン

学 ５ 遠足 お誕生日会 フラフープ

期 野菜植え（総合） 人間ツリー

一分間スピーチ 今の私（心のノート）

（国語） 友達と帰るとき（ロールプレイ）

「どう言えばいいのかな （なかま）」

６ テント作り（図工） いいとこさがし（他者理解 （参観））

お誕生日会 握手で挨拶・肩たたきでお話（懇談会）

田植え（総合） 人とぶつかったとき（ロールプレイ）

７ 野外活動 なかよし集会 お誕生日会 四つの窓（他者理解）

野外活動の準備

９ 運動会 野菜を売る（総合） １１人１２脚（運動会種目）

稲刈り（総合） 「絶交宣言 （ロールプレイ）」

社会見学 お誕生日会 どう声をかけたらいいのかな（話合い）10
２ 修学旅行 脱穀（総合） 話を聞こう（他者受容）

（ ）学 一分間スピーチ（帰り 友達に嫌なことを言われたとき ロールプレイ

期 の会）

文化祭 敬老集会 お誕生日会 人の気持ちを考える（道徳）11
市小中音楽会 野菜の料理（総合） あなたの○○が好きです （自己理解）。

全校駆け足 席替え 体ほぐしの運動（体育）

ジュニアサッ お誕生日会 わたしはわたしよ（自己評価）12
カー大会 ブラインドウォーク（信頼体験）

マラソン大会 自己の振り返り 今を振り返って

３ １ お誕生日会 無人島ＳＯＳ（自己・他者理解）

学 ２ ジュニア駅伝 お誕生日会 Ｘからの手紙（他者理解）

期 大会 ６年生を送る会の準備 握手で挨拶・インタビュー・他者紹介・印象を

語る（保護者会）

３ 卒業式 お誕生日会 自分への手紙（自己受容）６年生を送る会

(ｲ) 共感的な人間関係を築くために

自分や相手を知る取組として構成的グループエンカウンターやロールプレイングなどがある。

〇 構成的グループエンカウンター

構成的グループエンカウンターは、集中的グループ経験の一つである。開発的な教育相談

の一技法として、人間関係開発やサイコ・エジュケーションの一方法として用いられてい

る。相手のことを知る・共通の体験をする・コミュニケーション能力を養う・自己肯定感をも
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つことで、相手を思いやれる仲間作りができてくると考える。そのために、子どもが楽しめる集

団のゲームや遊びを通してこれらのことについて考えることのできる構成的グループエンカウン

ターは、有効な方法であると考える。また、子どもたちだけでなく保護者同士も懇談会の機会を

利用して構成的グループエンカウンターを行えば、これを通して親しくなり、コミュニケーショ

ンをとることによって、お互いのつながりができ、担任との関係もよくなるものと考える。

表３ 構成的グループエンカウンターの実施計画

ねらい 活動内容

１学期 友達のことを知る ・誕生日チェーン ・進化ジャンケン（自己受容）

・じゅげむジャンケン ・フラフープ

（ ） （ ）（保護者間のリレーシ ・四つの窓 他者理解 ・何でもバスケット 他者理解

ョンを深める） ・いいとこさがし（授業参観）

（ ） （ ）・握手で挨拶 保護者会 ・肩たたきでお話 保護者会

・人間ツリー

２学期 自分に自信をもつ ・話を聞こう（他者受容）

・あなたの○○が好きです （自己理解）。

・わたしはわたしよ（自己評価）

・ブラインドウォーク（信頼体験）

３学期 友達との関わり合いを ・無人島ＳＯＳ（自己・他者理解）

さらに深めていく ・Ｘさんからの手紙（他者評価）

・自分への手紙（自己受容）

握手で挨拶・インタビュー・他者紹介・印象を語る（保護者会）・

〇 ロールプレイ

ロールプレイは実際の場面を想定し、様々な役割を演じさせて、そのときの気持ちを体験し、

問題の解決法を会得させる学習法である。学校生活を送る中で起こるトラブルを題材にして、ロ

ールプレイを行うことによって、相手の気持ちを実感し、本当はこう接すればよかったなどを学

べるものと考える。また、自分たちの間で起こったことなので、人とのかかわりの中で、子ども

たちに足りない所を学習するよい機会であると考える。

「係活動の中で 「人とぶつかったとき 「絶交宣言 「こんなときどうする？」などのこ」、 」、 」、

とについてロールプレイを行った。

(ｳ) コミュニケーション能力を高める取組として

アサーション（非攻撃的な自己表現）トレーニング

自己表現の方法は３種類に分けられる。第１に自分が正しいことに固執した攻撃的な話し方、

第２に相手が正しく自分を押さえた受け身的な話し方、第３に自分のことを考え相手のことも思

いやる、アサーティブな話し方（非攻撃的な自己表現）である。これらの表現方法はこれまでの

経験に基づくものが多く、今後の経験により変容が可能である。

アサーティブな話し方を身に付けるためには、自己の表現の特徴を理解し、自分の感情をコン

トロールしながら、適切な表現方法を取得するよう体験的な訓練をすることが必要であり、それ
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を通して非攻撃的な主体的自己表現の態度が身に付いてくるものと考える。

なかまの副読本「どういえばいいのか 、学活「友達と帰るとき」などを教材として、アサー」

ショントレーニングを行った。

エ 成 果

学校行事・学習活動の工夫と構成的グループエンカウンター等の取組の両面から開発的な教育相

談を進めてきた。この間、子どもたちは一つ一つの活動を終えるごとに、少しずつではあるが、着

実に変容してきているように感じられた。ただ、これは担任が感じたことであり、子どもたちはど

う感じているのかを知りたいと思い、２学期の終わりに「ふりかえりカード」を書かせた。また、

子どもたちが担任をどう見ているかも知りたいと思い 「先生の通知票」も書かせた。、

これらの取組の結果、次の点が成果として見えてきた。

〇集団の変化

(ｱ) 子どもたち同士で声を掛け合ったり、助け合ったりすることが増えてきた。特に仲良しグルー

プになりがちな女の子が、グループにこだわらずに、仲間に入れたり自分から入ったりできる子

が多くなった。どの子にも居場所ができてきた結果だといえる。

(ｲ) けんかが少なくなった。特に男子ではけったり、たたいたりすることが少なくなったことを多

くの子どもたちが感じていた。また、子ども同士のトラブルを自分たちで何とかしようと話合い

で解決することが増えたと書く子も多かった。自分のいい所を言ってもらったり、周りの子にト

ラブルを起こしたときの気持ちをわかってもらうことで、今まで落ち着きのなかった子が少しず

つ落ち着いてきたようである。いらいらするとすぐに手を出してしまっていた児童は、自分で手

を出す前に押さえようとするようになったと書いていた。これは、周りの子どもたちが、彼らの

いろいろな面を理解し、認める中で、また、彼らも相手の気持ちを知る中で気付き、変容してい

ったものであろう。

(ｳ) 一人一人がお互いを認め合えるようになってきた。親しい友達以外の学級の子どもたちの知ら

、 。 、ない面を知ることは 結構嬉しいことである いろいろな人の性格や家でのことなどがわかって

自分と同じだったり、違っていたり、おとなしい子が家ではやんちゃだと知って驚いたりする体

験が楽しくお互いに親近感を生むのだろう。そして、自分では気付かなかったことを褒められた

り、気付いていることをさらに褒められたりする体験は、子どもたちにとって自己満足・自信に

つながり、他の人とのかかわりもできてきたものと思われる。

〇個人の変化

４月当初あまり自分から自己主張のできなかったＡ子が、仲間ができて楽しく活動したり、男

の子にも話しかけるようになったことが一番大きく変わったことである。周りの子どもが、彼女

の意外に活発な面を発見し、すごいと認めることにより、また、困っているときに助けてくれる

友達がいたことにより、Ａ子は徐々に明るい面を出せるようになったものと考える。

〇学期ごとの目標から見た変化

１学期は、子どもたちのリレーション作りや学級内の居場所作りを目標に設定した。個々ばら

ばらだった子どもたちが、相手の好きなことなどについて知り合い、交流が進んだ。しかし、口

げんかや、たたく、けるなどのトラブルを訴えてきたり、友達のことで悩む姿がよく見られた。

２学期は 友達を深く知ることと集団の凝集性を高めることを目標に設定した。活動を進める

ことによって徐々に交流が深まり、相手の性格や考え方、人とのつき合い方を理解し、考えられ
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るようになってきた。この子はこんな性格だから、聞き流してあげようとか、待ってあげようと

いう考えが見られた。学期の終わりには、大きなトラブルになるようなけんかは見られなくなっ

た。

３学期は、学級集団を完成に近づけられるよう目標を設定した。何か活動する場合のグループ

分けなどは気にしなくてもできるようになった。何かトラブルが起こりそうになると 「こない、

、 。」 。 、 、言うから あかんのやで とさらっと言える子がでてきた そして 一人一人が学年当初より

相手とうまく関われるようになってきたようである。人間関係の高まりが感じられた。

オ 課 題

開発的な教育相談を進めていく上での課題としては、実施する時間をどう確保していくかという

ことが一番大きい。学級活動の時間や、朝の会や帰りの会などの学級の時間に取り組んだり、道徳

・体育の時間に行ったりすることもあった。十分な取組をするための時間をどこで、どのように確

保するかが課題である。

また、子どもたちの課題は個人や、学級集団によって違う。子どもの実態に合わせて、いろいろ

な活動、手法の中で、何が一番有益なのかを判断していくことが必要である。肝心な点は、見通し

をもって年間計画を作成すること、学期の終わりなどに子どもの実態の変容から見直しながら実行

していくことである。

私個人としての課題もある。先生の通知票には 「先生が遊んでくれた。声をかけてくれた 」、 。

という項目がある。配慮が必要だと感じていた子どもたちは満足していたが、問題のないと感じて

いた子からもっと関わって欲しいと見られる声がでていた。どの子にも気を配りふれ合う機会を増

やすことが必要だと、改めて感じた。

開発的な教育相談のアプローチを学級で行うことで、学級集団としてのまとまりや個々の自尊感

。 、 、 、情の高まりが見られた しかし これらはすぐに完成するものではなく 継続的に行うことにより

。 、 、よりよいものになると考える 一人一人が認められ 大切にされる質の高い集団を目指すためには

今後も、子どもたちの実態に合わせたアプローチを続けていくことが重要と思われる。

子どもたちは、クラス替えや学年が変わるごとに新しい友達、先生に出会う。そして、新たに人

間関係を築いていく。この開発的な教育相談に学校全体で取り組めばより大きな効果を生み出すで

あろう。今回は学級のみの取組であったが、学校全体での取組へと広げていきたい。



- -13

(2) 中学校における取組

「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－

（上牧町立上牧中学校 養護教諭 浅芝 好子）

ア はじめに

上牧町は、奈良盆地の西部に位置し、大阪近郊であることから新興住宅地やマンション、また

新しいスーパーなどの開発が進み、年々人口が増える傾向にある。本校はその町内の中心部に位

置し、生徒数 名の中学校である。459

ここ数年、いじめや友人関係のトラブルから一時的に休みがちになる生徒や、保健室への来室

を繰り返す生徒も少なくない。今までに比べ、子ども同士の心のつながりが薄れてきているよう

にも思われる。普通では想像がつかない行動をとったり、相手を傷つけることを平気で言ったり

する生徒もいて 子どもの心の奥が見えにくくなってきつつある また 自分が傷つくのは嫌で､、 。 、

何事も人の責任にするなどの思いからか自己中心的な行動も見受けられ、子どもの心理も複雑、

多様化している。

このような生徒たちが心身の健康を保ちながら本来の能力を十分発揮するには、教員が生徒の

気持ちをより深く理解し、思いに寄り添っていくことが大切である思われる。すべての生徒に対

して実施する効果的な教育相談の在り方を探っていきたい。

イ 現状

(ｱ) 保健室の状況について

保健室に来る生徒の人数は年々増加傾向にあり、平成 年度は年間 件、平成 年度は15 1,891 16

件（付き添いなどは除く）で、一日約 名が来室する。外科的症状より、内科的症状を訴2,466 20

えてくる生徒が圧倒的に多い。保健室は常に開いていて「しんどい」という表現で来室するか、

クラス・クラブ・異性のこと・勉強のこと・学校のこと・いじめ・友人関係などの相談に来る場

所になっている。たわいない話をしに来たり，何となく遊びに来たりする生徒もいるが、中には

深刻な悩みを抱えて来る生徒もいる。

(ｲ) 本校不登校生徒について

現在の不登校傾向生徒は 名で、そのうちの一人は別室登校をしながら少しずつではあるが、4

教室に入る回数が増える傾向にある。もう一人の別室登校をしている生徒は、登校した日は必ず

保健室に来室して話をする。１年生のときは何度も相談に来ていたが、保健室のルール(原則１

時間の利用）があり、時間をかけての相談が難しい状況であった。

(ｳ) スクールカウンセラー、心の教室相談員について

本校へは、スクールカウンセラー（以下ＳＣと記す）と心の教室相談員が週１回派遣されてい

る。心の教室相談員は平成 年度から、ＳＣは平成 年度から派遣されているが、個別の対応7 16
に重点を置いての教育相談であったため、心の教室相談員やＳＣを校内の組織として機能しきれ

ていなかったという反省があった。学校の中でいろいろな生徒たちと関わっていく上で様々な立

場から生徒を見守っていける体制作り、そして私たち教員が共通理解をしていける基盤作りが必
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要であると考えた。また生徒が心身の健康を保ち、本来の能力を十分に発揮できることを目指す

には、教員一人一人が生徒の心を深く理解し、支援していくことが大切であると思われる。その

ために、校内での教育相談活動が円滑に機能する方法を探っていきたい。

ウ 校内での開発的な教育相談によるアプローチ

本校での教育相談活動は、個別の対応に重点を置いてきた。しかし、 近の生徒の様子が複雑

多様化してきているため、教員一人一人の教育相談活動には限度があり，十分な支援ができてい

なかったように思われる。全教員が共通理解しチームを組んで取り組んで支援すること、またそ

れに加えてすべての生徒を対象とし、発達促進的な援助を目的とした開発的な教育相談が必要で

。 、 。あると実感している 本年度はその方法として 具体的に４つのアプローチについて取り組んだ

(ｱ) 保健室からのアプローチ

保健室に来室する生徒の心のサインを受けとめることができるように、生徒がホッとでき、落

ちついて来室できる場所作り、空間作りを目指して取り組んだ。保健室利用のルールやマナーを

校内で周知することにより、すべての生徒が安心して来室できる環境を作ることが可能であると

思われる。また保健室の利用状況を教員に報告し、保健室での生徒の様子や生徒からの心のサイ

ンを必要に応じて教員と共有し、理解と協力を得ることを目指してきた。さらには、不登校生徒

や別室登校をしている生徒とのかかわりも継続してきた。

(ｲ) 養護教諭、ＳＣ、心の教室相談員の三者の連携について

（心の教室とは、ＳＣ、心の教室相談員が週に１日ずつ教育相談をしている場所である ）。

平成 年度より、校内での教育相談活動が円滑に機能していくためにと、生徒指導部の中に17

教育相談係を校務分掌上に位置づけた。

また保健室を含め、心の教室内での相談内容についての共有が大切であると考えて、３人が揃

う日にＳＣ、心の教室相談員、養護教諭の３人で集まる連絡会を設けた。そして相談部ノートを

作り情報交換を密にするよう心掛けた。さらに、学校内での情報の共有の必要性があるかどうか

については、その都度、養護教諭が判断をするようにした。

心の教室では、生徒一人一人に対してＳＣ、心の教室相談員がきめ細やかな相談活動を実施し

た。教室利用状況を共有することで、全教員に対して教育相談についての理解と協力を得ること

を目指した。さらには、開発的な教育相談活動についてのアプローチの仕方について検討した。

(ｳ) 心の教室の充実に向けて

心の教室についてのルールやマナー、予約の取り方について教員や生徒に周知徹底を図ってい

きたい。そのためには、心の教室のルールを校内で次頁図１のように設定し、本年度より実施し

ている。

従来は分かりにくい場所に予約ポストを設置していたのを、今年度から職員室の一角に置き、

予約状況（予約者名ではなく心の教室利用状況）が一目でわかるように予約確認表をポストに掲

示し、予約の取り方を分かりやすくした。またポストの設置以外にも心の教室内に掲示板などを

作成したり、月に一度、心の教室からのお便り「ちょっと一息」を配布したりした。これは、心
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の教室相談員が原稿

内容を考え、その一

部分に養護教諭、Ｓ

Ｃからのメッセージ

を掲載するもので、

校内教育相談活動を

校内にアピールする

ことにつながった。

そして、学期に一

度、教員に心の教室

の利用状況や内容に

ついて報告をし、理解を図る機会を設けた。

(ｴ) ストレスマネジメント（注1）教育の実際について

従前から個別の生徒への対応の必要性は痛感していたが、心の負担を軽減できる方法はないか

と考えた結果、今年度初めての試みとしてストレスマネジメント教育（注２）を実施した。

自分の力だけでは、様々なストレスや困難を乗り越えることができなくなっている生徒も少な

くないように感じられるからこそ、上手に心のバランスを整える方法を学んでほしいと願った。

月にストレスマネジメント教育の実施ついて全教員に提案し、また職員研修で実際にリラ10

クセーション（注３）体験を行った。リラクセーションを実施する上で具体的な方法について教

育相談係で検討を重ね 「心のお便り （ストレスについてとストレス度チェック）を作成し、、 」

当日の流れや場所の設定なども検討した。

１年生の学年会議で、ストレスマネジメント教育についての内容や実施していく流れなどを養

護教諭から提案をした。リラクセーション体験の前日、各担任からストレスやリラクセーション

について、生徒への事前学習を実施した。事前指導で使った「心のお便り」ついては、限られた

時間内で各担任からストレスについての説明が実施できるように３者で検討を重ねた。

ストレスについての内容においては、できるだけわかりやすく、またストレス度チェックにつ

いては 「はい」か「いいえ」で答えられるわかりやすい形式のものを選んだ。事前学習での生、

徒の様子は、興味をもってストレス度チェックを行っていた。また、教育相談係でストレス度チ

ェックの結果を回収し集計を取った。結果は「元気いっぱい」が約４割 「ちょっとお疲れ」が、

約６割 「ＳＯＳ」が数人であった。生徒にとっては自分の心の状態を知るよい機会になったと、

思われる。また結果を教員に報告することにより、教員が生徒の心の様子を知るよい機会にもな

ったようである。

リラクセーション体験の当日は、ＳＣによるストレスについての復習をした後、実際にリラク

セーション体験を実施した。ストレスについて学習することにより、ストレスについての知識や

理解をもつことのきっかけになったように思う。また事前のストレス度チェックや事後のワーク

シートなどにより、生徒の心の状態を知ることができ、さらには、教員間で生徒の様子について

の共通理解をより深めることができた。

リラクセーション体験後の感想の中には、リラックスできた、気分が落ち着いた、何だかほ

っとしたなどの感想や、よくわからなかった、疲れた、身体がだるくなったなどの素直な感想も

図１ 心の教室の利用について



- -16

あった。またリラクセーションを実施したことにより、普段保健室だけで見るのとはまた違った

生徒の様子を見ることができた。さらに全体の場で心やストレスについて触れたことにより、そ

れぞれの生徒がストレスについての意識の向上が見られたり、ストレス解消の方法などを考える

機会を得たりできたことが、大きな成果であったように思う。リラクセーションの効果について

は、いろいろな受け取り方や感じ方があったが、リラクセーションを通して自分に気付く、ある

いは自分を見つめるための足がかりにはなったようにも感じた。

用語の説明

(注 ）ストレスマネジメント1

、 。ストレスについてよく知り ストレスを少なくしたり上手に使ったりすることをいう

(注 ）ストレスマネジメント教育2

ストレス反応を低減させ、心身の健康を保ち、各人の本来の能力を十分に発揮できる

条件を維持して、よりよい人生を送らせるということが 終目的であり、人生の質の向

上に通じた教育である。

（注 ）リラクセーション3

気分の変化によって起こるストレスをリラックス（くつろいで力を抜くなどして緊張

感をほぐすこと）をすることによって気分を穏やかにする方法のことをいう。

エ 校内の教育相談体制が円滑に機能していくために

校内において、それぞれの立場で個々の対応を行ってきたが、生徒をいろいろな立場から見守

る大切さや、チームを組んで支援することの有効性を教員が共通理解しながら、生徒たちに関わ

る体制作りが本校にとって必要なことであると痛感した。そして、それが開発的な教育相談の推

進にもつながっていくものと思われる。

(ｱ) 平成１７年度教育相談活動の実際について

職員会議で検討された後、校務分掌の中に教育相談係が位置づけられる。

４月 毎週、教育相談係（３者）が連携を図りながら、校内の教育相談の在り方について打合

せを行う。

８月 講師を招いての職員研修 「教育相談と保護者への対応について」

開発的な教育相談活動の実施校内全体を通しての

（ ）10 11月 ① 開発的な教育相談について教育相談係からの提案 生徒指導部会・ 月職員会議

月 「ストレスマネジメント教育について及び校内の教育相談体制の在り方について」11

② 講師を招いての職員研修 「開発的な教育相談について」

③ １年生を対象に各担任から、教育相談係が作成した「心のお便り」を利用したスト

レスについての事前学習とストレスチェックを実施
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① ストレスマネジメント教育の実施（１年生全員対象）

月 ＳＣからのストレスマネジメント学習を通してリラクセーションを体験的に学び、12
その効果を実感することによりストレスの対処を日常の生活でできるようになるこ

とを目的とする。

② ストレスチェック、ワークシートなどから生徒の感想や教員からの感想をもとに、

今後に向けての課題を検討した。

月 ストレスマネジメント教育の実施後、結果と課題を教職員に報告し、今後の課題とし1

て提案をした。

(ｲ) 校内教育相談の体制整備に向けて

各学年の教育相談係を決めて教育相談係としてのチームを作り、教育相談体制の組織を整備す

る。

現在は、図２のようにＳＣ、心の

担任・教員 教室相談員、養護教諭の三者が連携

を図っていく中で養護教諭が各学年

の教育相談係との窓口を果たしてい

養護教諭 心の教室相談員 たが、今後は生徒を様々な立場から

生徒 見守っていく体制作りが必要と考え

た。

ＳＣ

図２ 現在の教育相談体制

チーム内で個々の生徒への相談活全生徒

動について意見を出し合い、また今個々の生徒

後の課題について話し合う機会をも

っていきたい。また個々の生徒だけ

でなく、全体の生徒に対しての集団担任

を対象とした教育相談の必要性を伝

え、本校が取り組める具体的な内容生徒指導部会

） を検討し、意見交換をしながら共通（各学年 名1

理解を深めていくことを目指した相談係（各学年 名）1

。 、養護教諭、ＳＣ い 重ねて教員の資質向上のために

心の教室相談員 外部から講師を招いての研修会や事

例検討会を実施していきたい （図。

３参照）

図３ 今後の校内教育相談
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エ 成果

本年度、教育相談係としてＳＣ、心の教室相談員、養護教諭との３者の連携が密にとれたこと

は教育相談活動として一歩前進できたと思われる。この取組の中でより深い連携として全教員で

全生徒を見守る校内教育相談体制作りの必要性を痛感した。そのことを全教員に理解してもらう

ための提案や職員研修を通して、今後の体制作りの基盤の大切さをアピールできたように思われ

る。また今までの教育相談活動を継続しつつ、より前進した開発的な教育相談を実施できたこと

は大きな成果であったと思う。その中でも本校初めての試みとしてストレスマネジメント教育を

実施したことで、ストレスについての知識やリラクセーションの必要性を感じ、各自がストレス

に対応していける意識付けができたように思われる。

オ 今後の課題

本年度から教育相談係として取り組んできたが、まだ校内全体としての教育相談が定着したわ

けではない。生徒指導部の中に教育相談係が位置付けられているが、教育相談と生徒指導との連

携の必要性を痛感した。それぞれの立場で役割分担をしながら、生徒を支援していくことが大切

であると思う。今後も個々の生徒を全職員で見守っていける体制を充実させ、教育相談部として

の組織を拡大していくとともに、支援するもの同士がより深い連携を目指していきたいと思って

いる。また各クラス、各学年、全体の生徒へのアプローチとしてストレスマネジメント教育の充

実、及びすべての生徒を対象とした発達促進的な援助を目的とした開発的な教育相談における支

援を継続していきたい。さらには、教員の資質向上に向けての取組として、計画的な研修会や、

事例検討会を組み入れていきたいと思う。そして今後もＳＣや心の教室相談員とも連携を密にし

ながら、必要に応じて専門機関との連携を図り、様々な立場からの多面的な支援を目指していき

たい。
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(3) 高等学校における取組

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－

（県立志貴高等学校 教諭 湊 丈司）

ア はじめに

本校は奈良県の中部に位置することから通学圏が広範囲にわたる。生徒たちは、それぞれ環境の

違う地域から来るので、その個性にも幅がある。情報コースを開設しているため、コンピュータ技

術の習得を目指して入学してくる生徒も多い。卒業後の進路に関しては進学、就職、フリーターの

各希望が同様の割合である。部活動はそれほど活発ではなく放課後に学校に残る生徒は少ない。生

徒指導上の問題行動も多く、特に 近では学校外での事象が目立つ。また中途退学者の数も、学年

進行に伴い減少はするものの、転学を含め多くの生徒が異動している。その一方で、様々な活動に

熱心に取り組む個々の生徒の姿もあり、資格取得を目指したり、奉仕活動に励んだり、目標をもっ

て学校生活を送っている。人前では自分を表現することを苦手としている生徒も多いが、人とのつ

ながりをもちたがる様子もうかがえる。

私の所属する第３学年では「全員卒業を目指し、志貴高校生として誇りをもてる学校作りに取り

組む 」という目標のもと、学年主任を軸に教師間の連携を図り、個々の指導に当たっている。。

担任する学級の人数は 人で、男子 人、女子７人の構成である。第２学年に進級する際に21 14
類型を選択し、文型のクラスとしてカリキュラムが組まれている。第２学年から第３学年にかけて

クラス替えが行われないため、２年間同じメンバーで過ごすことになる。

イ 目標の設定

卒業を機に今後新しい社会に出て行こうとする学級の生徒に も必要とされるものが、果たして

何であるかを考えたとき、コミュニケーションの能力があげられる。学級の生徒は気が優しく、幼

さを残す面がある。多くの生徒は対人関係作りを苦手にしている者も多く、言葉数の少ない生徒や

２、３人の特定の友達と交流をもつ生徒が大半である。リーダーシップを発揮して、集団の中心的

な役割を担う生徒の存在が欠けている。そこで、開発的な教育相談の手法を用いながら、生徒のコ

ミュニケーションの能力を高めることができないかと考えた。自分の思いや考えを表現することか

ら、他者を理解しようとする姿勢、集団の一員としての自覚、さらには将来の自分を想像し、自己

実現を促すことへと結びつけていくために学校の年間行事を活用することにした。

ウ 開発的な教育相談におけるアプローチ

(ｱ) 具体的な目標

ａ 自己肯定感を高める

コミュニケーション能力を育成していくための一歩として、生徒各個人の自己肯定感を高める

取組から始める。様々な要因から自己否定感を抱える生徒たちは、何事にも消極的で、自分をこ

とさらアピールすることが少ない。会話、文章、歌や絵画など、自分を表現する手段は多様であ

るにもかかわらず、それらを積極的に活用することがない。

そこで、生徒たちに表現の場をできる限り多く提供し、それらを有効に活用することが大切だ

と考える。生徒の意見を引き出すような問いかけ、文章にしやすい設問などを盛り込んだワーク

シートの活用など、表現することに慣れることから始め、生徒たちが表現したものを具体的な形
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で示していかなければならないと考える。

ｂ 他者理解を深める

ある程度、自己肯定感が高まれば、他者への興味･関心とつながっていく。友達の違いを認め

ることや、友達に共感することを意識的に行わせるために、他者に目を向けるような流れをつく

りだす。生徒の個性に焦点をあて、学級内に存在する様々な個性に気付き、認めていくことで学

級としての仲間意識へとつなげていく。

ｃ 集団の意識高揚を図る

学校行事などを通じて、集団としてのまとまりを体感する。自分ひとりではできないことも集

団で取り組むことでなしえることを経験することで、集団の大切さ、それを支える個々の大切さ

を気付くことになる。

集団を一つの方向性に向かわせていくためには、目標を設定していかなければならない。安易

なものでは達成感が乏しくなり、また高すぎる目標では実現できない可能性も起こる。学級の現

状に合わせた適切な目標の設定が必要である。

ｄ 自己実現を促す

自己理解、他者理解、集団理解と、自分のかかわる範囲が広がることで、さらに考え方に広が

りがでてくる。自分の将来の姿や在り方を、周囲とのかかわりの中で考えるとまた違ったものに

。 、 、なる 自分ひとりの思いや考えだけでは曖昧になってしまうことも 誰かと言葉を交わすことで

より現実味を帯びてくる。

開
発
的
教
育
相
談

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力進路指導

学校行事

ホームルーム活動

図１ 取組の概念図
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(ｲ) 取組の実際

具体的な取組は、表１に示すように２学期以降に行った。

表１ 開発的な教育相談の取組

領域 時 期 具 体 的 な 目 標 活 動 内 容

Ｈ 通年 自己理解をすること。 個別面談

Ｒ 自己分析をすること。 ワークシートの活用

活 自己アピールをすること。 １分間スピーチ

動 他者理解に努めること。 挨拶運動

学 ２ 月 文化祭 事前の協力体制を確立すること。 全体を考えた企画・立案9

校 学 各自の役割を確実に果たすこと。 構成的グループエンカウンター

行 期 学級の仲間のよい所を見つけるこ グループワーク

事 と。 振り返りとしての掲示物の活用

月 体育大会 各自の役割を果たすこと。 出場競技配当の工夫10

全力を尽くして競技に臨むこと。 クラス生徒の参加競技の把握

学級の仲間のがんばりを認めるこ クラス生徒の競技結果の把握

と。 学級の仲間の応援

振り返りとしての掲示物の活用

月 校外学習 全員参加を目指すこと。 全体を考えた企画・立案11

学級の一体感を感じとること。 グループワーク

集団活動の支援

人権作文発表会 人の話をしっかり聞くこと。 ワークシート

。友達の考えに共感・理解すること

３ 3月 卒業式 達成感・成就感を味わうこと。 高校生活の振り返り

学 卒業文集の制作

期

進 通年 将来の自己実現 様々な仕事について理解すること 情報の提供。

路 将来の自分について深く考えるこ 個別面談

指 と。 集団指導

導

以下、文化祭、体育大会での取組について述べる。

ａ 文化祭での取組

例年、３年生は進路に向けた取組にかかるので模擬店を優先的に選択することができる。また

販売品についても３年生が優先となるので比較的第１希望で決定することが多い。そのため早く

内容を決めることができれば、準備の時間にゆとりがもてるので文化祭についての予告を１学期

の早い段階からしておいた。昨年度のことを振り返りながらロングホームルームの時間に希望を

聞くと、比較的口々に意見がでてくる。様々な文化祭のルールを踏まえて、たこ焼きとジュース

の販売に決定した。全体に意思確認をした後、具体的な方法についてたずねたところ、本格的な
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ものをしたいという前向きな意見が多かった。ワークシートに値段や販売数、準備物や調理など

の希望を記入させ今後の詳細の決定に参考とすることとした。ワークシートを集約したものを

終的にロングホームルームで展開し、その結果たこ焼き６個入り150円を200皿、ジュースは４種

類のものを100円で200本販売することとなった。ある程度の枠が決まれば、具体的な役割につい

てはスムーズに分担ができた。当日までには準備の係以外にも積極的に手伝う生徒もおり、 後

の文化祭に向けて、意欲的に取り組む生徒の姿もあった。当日は次の４つの目標を設定して文化

祭に臨んだ。

・ルール、マナーを守って 後の文化祭を思い出に残るものにすること。

・模擬店の成功に全力を尽くすこと。

・学級の仲間を大切にし、友達のいい所を見つけること。

・欠席・遅刻・早退をしないこと。

文化祭終了後には目標の達成を確認するワークシー

トを記入させ、その中には学級の仲間について記述す

る項目を設けた。その後掲示物を利用して文化祭を振

り返り、学級の様子や成果の確認を行った。

ｂ 体育大会での取組

体育大会については、体育の授業での指導がある

ため、事前からの意識付けができている。３年生と

いうことで要領も心得ているため競技配当は自主的に適材適所に割り当てることができた。学

級の人数が少ないため一人の参加競技数が多い。そのため自分の出場競技のことで精一杯で学

級の様子にまで目が向かない。本年度は学年も少ないので、競技補助員をしている生徒はさら

に忙しい。そのような現実を踏まえて以下のような目標を設定した。

・自分の役割を確実に果たし、全力で臨むこと。

(自分の参加した競技結果を覚えておくこと）

・学級の仲間を応援し、友達のがんばりを認める

こと。

体育大会当日は、あいにく午後から降雨となり競技

は途中で中断となったが、それまでの成績で順位が決

、 、 。まり 男子が１位を獲得し 総合でも学年１位となった

各自のがんばりとともに、学級での成果を讃え、特に印

象に残った競技について担任として感想を述べた。文化祭同様ワークシートを利用して自分と学

級の仲間についての評価を行い、掲示することによって結果と皆の頑張りを再確認することがで

きた。

図２ 文化祭の感想

図３ 体育大会の感想
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エ 成果と課題

コミュニケーションの能力については本来日常的な生活を通して身に付くものである。あくまで

も学校の教育活動全般を視野に入れながら取組を進めるべきではあるが、教科担任制という高等学

校の特性から学級担任が関わることのできる時間が限られているため、今回は学校行事における取

組に重点を置いた。学校行事は日頃の授業と異なり、楽しく、特別なものであるが、昨年度の学級

の様子は行事の欠席が多かった。行事の内容や、生徒の意識に問題もあるが、根本的なものとして

人間関係の希薄さがあると思われる。コミュニケーションの能力がつくことで学校行事にも積極的

に参加することができればと考えた。

ホームルーム活動の時間を通じて学校行事の大切さや、高校生活 後の活動であるということを

。 。強調した 準備から当日までできるだけ具体的に詳細な話をすることで明確なイメージをもたせた

当日は学級目標をもとに精一杯取り組むことを確認した。今回特に気をつけたことは事後の指導で

ある。今までなら、行事の様子を撮影したものを掲示するだけであったが、学級の仲間意識を高め

るために、ワークシートに自分の取組やお互いの様子を記入させ、まとめたものを掲示することに

より、個々の自尊感情や、全体の連帯感につながればと考えた。結果的に少しずつではあるが、そ

れぞれが学級全体のことを考えることができるようになり、学級の仲間同士の会話が今まで以上に

できるようになった。互いの会話が広がることで、自尊感情が高まり、信頼関係が構築されてきた

ように感じる。学級として２学期 後の行事である校外学習においては、今まで一度も全員揃った

ことのなかった校外の行事に初めて全員が揃い、それぞれに楽しみ、よい思い出を残すことができ

た様子である。こうした行事を通して互いにコミュニケーション能力が高まり、集団の凝集性が高

まったのではないだろうか。まだまだ不十分な点は残されており、学級以外の場面でこうした意識

をもてるかどうかは疑問である。まもなく卒業し、それぞれの場面において新しい生活を始めよう

とする生徒たちが何のお膳立てもなく人とつながっていけるようになるにはさらに時間が必要であ

ろう。クラス単位で取組を行ってきたので、基本的には横のつながりを大切にしたものであった。

しかしながら、高等学校卒業後、実社会では縦の関係を求められることも多くなる。上司や顧客に

対する関係を学ぶための実体験的な取組や、対人関係のトラブルなど、問題解決に対応できるよう

な取組を取り入れることも必要だと考えた。クラス替えのない２年間でこうした取組ができたが、

１年単位を基本に考え、１年間の計画の中で生徒の成長を考慮することも必要である。文化祭、体

育大会と続けて行事があったため似たような取組になり、同じような流れになった。教育活動全体

のバランスを考えた上で、内容の工夫が必要だと感じることもあった。今後の課題としては、担任

として迅速かつ的確に学級の状況を把握し、目標設定と

その達成のための効果的な取組があげられる。開発的教

育相談においては教員と生徒、生徒同士の信頼関係の構

築が欠かせない。そのためにはコミュニケーション能力

を高め、生徒一人一人を十分理解し、生徒に寄り添った

支援、援助が必要である。

図４ 教室での掲示
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２ 平成18年度の実践

(1) 小学校における取組

「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－

（奈良市立東市小学校 教諭 十亀 宏太）

ア はじめに

本校は奈良市南部に位置し、東に若草山に連なる山々と西にはＪＲ桜井線が南北に走り、住宅地と自然

が混在するのどかな環境にある創立132年目の小学校である。一学年２クラスずつで全校児童数は現在289

名、人権教育の先進校として、年間の行事などもそれを中心としたカリキュラムが実施されている。

２年前から「東市リバイバルプラン」として「確かな学力の育成・確かな人権意識・人間関係の育成・

確かな生活規律の確立」を掲げ、より一層の学習規律を確立することを目指す一方、人権教育推進教員を

中心に、算数科を主とした基礎学力の定着を目指し、学校全体で取り組んできた。

児童は、全体的に明るく人なつっこく素朴である。しかし、コミュニケーション能力の不足から、自分

の意図していない誤解やトラブルを招くことが多く、また教師が指導に入ってもそれを自分なりに解決へ

導く力も育っていないことが多いので、なげやりな態度や暴力的になることがあり、自分が納得できてい

ない形での問題の終息になってしまうことがある。

学級担任は、頻繁に電話連絡、家庭訪問等を行い、家庭との連絡を密にし保護者との連携を深めるよう

努力しているが、その結果として多忙きわまりない状況にある。

やはり、現在のような学校・学級の取組だけでは、この多様化してきた現在の保護者・児童のニーズに

は応え切れなくなってきているのが現状である。そこで、開発的な教育相談として主に構成的グループエ

ンカウンターに取り組むことで、トラブルを回避できるのではないかと考えた。

イ 学級の実態

(ｱ) 児童の状況について

今年度担任している学級は、５年生の男子 名・女子 名・計 名である。私が１学期当初よく11 14 25
感じたことが「幼い」ということであった。

なぜ、そう思ったのかというと、ある児童と私が話をしている最中に自分の都合だけで「なあ、先生

これどうすんの？ 「わからへん」と間に入ってくる児童が多数見受けられたからである。これは、人な」

つっこい子どもたちだからと考えることもできるが、注目を得たいとする行動、すなわち承認欲求の高

い現れであると考えることもできる。

また 「授業中の立ち歩き 「挙手・発表の仕方」など、学習規律についても５年生としては幼い態度、 」

であった。それは、場に応じた表現方法を知らないことが多く、人に迷惑をかけているという意識が低

いために、自分本位に行動してしまうのであり、決して授業を妨害しようとか、無視をしようと悪意を

もっているわけではないことにも気付いた。

(ｲ) Ｑ―Ｕから見た分析

児童の実態把握をするツールとして「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）を活用することとした。」

Ｑ－Ｕ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。学校生活意欲とは、学校・学級の集団）

生活ないし諸活動に対する帰属感や満足感などを要因とする児童の心理状態であり、もう一つの学級満

足度は、学習意欲・学級の雰囲気のバランスである。
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学級満足尺度とは、承認得点と被侵害得点の２つの組み合わせで一人一人の児童を把握する。

・ 承認得点は 「運動や勉強、係活動、趣味などでクラスの人から認められることがある 「クラスの、 」

中に気持ちをわかってくれる人がいる」など、学級の中で自分なりに頑張ることができて、周りか

らも認められているという思いを測るものである。

・ 被侵害得点は 「クラスの人たちに嫌なことを言われたり、からかわれたりしてつらい思いをする」、

「ひとりぼっちでいることがある」など、学級の中で嫌なことがあり、いるのがつらいという思い

を測るものである。

学校生活意欲の高低と、学級満足度の組み合わせで次の４つの群に分けられる。

・ 学級生活満足群」 学級内でいじめや悪ふざけなどの侵害行為を受けている可能性が低く、か「

つストレスや不安もない児童

・ 非承認群」 学級内に居場所を見出していない児童。目立たない、無気力な傾向があり「

自己表現の仕方を知らない児童

・ 侵害行為認知群」 学級内でいじめや悪ふざけを受けているか、他の児童とトラブルの可能性「

がある児童

・ 学級生活不満足群」 学級内で耐え難いいじめや悪ふざけを受けている可能性がある児童で、不「

安傾向の強い場合

もある。

このＱ―Ｕが優れていると思われる点は、短

時間に実施できることや方法が簡便で特別な

知識を要さないこと、一定の客観性が確保さ

れていて、継続した結果の比較ができること

などである。

６月１日にＱ－Ｕテストを実施したところ、

「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 （図１）で、得点）」

率60％未満の児童が２名（ＡさんとＢさん）

いることがわかった。

また 「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２）から）」

は、クラス全体における非承認群の占める割

合が、全国平均21％なのに対して、29％とや

や高めであることがわかった。

そして、この非承認群の中には、前記した

児童２名（ＡさんとＢさん）が入っていた。

(ｳ) 生活アンケートから見た分析

学級では、毎日「生活記録票」を朝の学習

の時間につけさせている。その項目内容は、

就寝・起床時刻、睡眠時間、朝食の摂取状況、ＴＶ・ゲームの合計時間、朝起きたときの気分や体調の

６項目である。学年当初より生活記録票を記入させながら、家庭学習時間１時間程度、夜９時～10時ま

でには就寝、朝の7時までに起床、睡眠時間は９時間以上、ＴＶ・ゲームの１日延べ時間数が２時間以
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内を目標に取り組んできた。

アンケート開始当初、特に気になったのが就寝時刻であった。クラスの５名ほどの児童が、夜の12時

、 。前後まで起きていて 同時にＴＶ・ゲームの時間が６時間程度と悪循環を起こしていることに気付いた

さらに、生活記録票の目標をあまり守れていない児童の中には、コミュニケーション能力の低い児童が

多いことにも気付いた。

そこで、生活態度を改めることで低学力の克服・コミュニケーション能力の育成に何らかの効果が得

られると考えた。

(ｴ) 保護者との関係について

４月当初、けんかやトラブルがあったが、こ

とあるごとにしっかりと一人一人の言い分を聞

き、事実確認を丁寧に行い、お互いが納得した

形での解決を図り、必要に応じてクラス全体に

トラブルの概要を話し、どこで何が悪かったの

かを考えさせるようにしてきた。

、 、このように 明確に真相を理解させることで

子どもたちが家庭に帰ってからも保護者に経緯

を正しく話すことができ、余計な不安を与えず

に済ませることができた （図３）。

それと同時に、頻繁に家庭訪問を行い、連絡帳には、できるだけ丁寧に児童をほめるような事柄を書

くなど、親との関係をつくることにも力を注いだ。その結果、ほとんどの保護者との関係は良好となっ

た。

ウ 目指す子どもたちの姿

前述のような実態を踏まえ、子どもたち一人一人がどのように考え、どのように感じているのか、しっ

かりとした現状把握をした上で、学級担任として効果的な指導を行い、学級の雰囲気を和らげ学級成熟度

を高めることが大事であると考えた。

そこで、構成的グループエンカウンターのエクササイズを繰り返し行うようにした。これにより、児童

のやる気を高めるとともに、より一層の楽しさを追求するためには、集団のルールを受け入れなければな

らないことを知り、その集団の中で自分をコントロールする力が必要なことに気付かせることにした。

それは、楽しみながらより一層のコミュニケーション力を習得し、人に受け入れてもらうことの心地よ

さを体感し、人と触れ合うことの楽しさを実感できる方法であり、そうすることで個が集団に埋没するこ

となく、集団の成長とともに自分も成長していくことができ、学級全体の結束感が高まると期待したから

であった。

エ 開発的な教育相談の取組

(ｱ) 日々の積み重ねの取組

a 様々なショートエクササイズ

明るく元気で活動的な雰囲気をつくることを目標に、月ごとに主となるエクササイズを決めていった。

主に１時間目学習開始の直前、５時間目学習開始の直前とした。軽いスキンシップで過度な緊張感を和

らげたり、共同作業で学級全体のリズムを合わせることを目的とした。何度もエクササイズを繰り返すこ

保護者

担 任 児 童

児童の明瞭な

説明で保護者

の不安が軽減

家庭訪問

電話連絡

連 絡 帳

トラブルに対して
児童が納得する

図３ 保護者への取組
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とにより、児童の活動テンポがよくなり、生き生きとしてきた。

b 帰りの会での出来事カード

不定期に帰りの会で５分程度の時間を使って、今日の出来事を思い返し 「うれしかったニュース 「か、 」

なしかったニュース」を中心に書くようにした。どちらのニュースにおいても「いつ・だれが・どこで・

どんなこと」を意識しながら書くことで他人に明確な説明をすることの学習になればと考えた。

また、これを書くことで他人のよいところを再発見する力を養うとともに、１日の学校でのトラブルを

家庭にもち帰らせないようにとの工夫でもあった。

(ｲ) 年間計画の中での取組

発達段階を踏まえ、学校の年間行事なども考慮に入れ効果的なエクササイズに取り組んだ。一学期は、

他人との触れ合いの多いもの、二学期は、班活動を中心に協力し合うようなもの、三学期は一年間のまと

めと振り返りができるものを中心に年間計画を立てた （表１）。

表１ 開発的教育相談の年間計画

開発的な教育相談のアプローチ
月 学校行事

ショート ロング ね ら い

誕生日チェーン 学級開きにおいて触れ合う時間をつくる
４ 入学式

ジャストインタイム

心と心の握手

一 ミラーリング 時間半分トーク 自分の話をよく聞いてもらうことと集中して聞く体験をする
５ 野外活動

あわせアドジャン学

期 バラバラ文字 Ｑ―Ｕ 実態を把握する
６

瞬間暗記 まちがい探し 協力しながらコミュニケーション力をつける

まばたきしない いいとこ探し 互いに認め合うことで個々の自尊感情を高める
７

トリプル放送

とるべき態度は プレッシャーを断る言い方を考えるじゃんけんピョン

９ 運動会 魔王の関所 自分の短所について考えるじゃんけんクルクル

たしざんホイ だれのせい 感情のままではなく相手の気持ちを考える心情を育てる

Ｑ－Ｕ 実態を把握し、修正資料とする

社会見学 両指ずもう 友達だろ より良い友人関係を考える

二 10 人権集会 時と場合 ＴＰＯを知り行動や言動を考える力をつけるまるまるオーライ

学 グループの協力する大切さに気付かせるぽんぽこ湾のつり大会

メッセージを伝えるためにどんなことに注意すればよいかを知る期 11 新聞パズル わたしが見ました！

かけ算ホイ まちがい探し 初級 グループでの協力の大切さを気付かせる

12 目隠し握手 こんな友達が大切 自分にとって友達の大切な要素を知る

どうする もめ事の解決方法を知る

まちがい探し 中級 グループでの協力の大切さを気付かせる

三 １ 学校公開 今までの様々な 仲間はずし 人からの誘惑を断る方法を知る

学 ２ エクササイズを繰 心にふく風 相手の気持ちを考えて真心で接することを知る

わたしの３大ニュース よいところや取り組んできたことを意識化し自己肯定感を高める期 ３ 卒業式 り返す
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オ 研究の結果と考察

(ｱ) 学級経営のコンセプトと集団の変容

日頃の学習活動からも参加型を多用し、児童のやる気を起こさせるような教材で行うように心がけてき

た。基礎基本の学習の徹底ということで「読み・書き・計算」に重点をおいて学校全体で取り組んでいる

が、それについても、毎朝100マス計算のような達成感・充足感を満たしながら参加型でできるものや、

授業の合間にはショートエクササイズなどの他人との触れ合いが多いものを用いるようにした。

その結果として、個々の児童に明るく積極的な活動が見受けられるようになり、児童間だけでなく教師

に対しても会話の回数が増えてきた。そのような様々な人間とのコミュニケーションがより一層のつなが

、 。 、りを育み クラスの凝集性を高めることができた そしてお互いにとっていごこちのよい集団に変容して

その集団を大切にしようとする意識が高くなったように思われる。

(ｲ) 生活記録票の効用

生活記録を続けることで、自分の生活習慣を改善するという本来の効用の他に、子どもたちがお互いの

記録票を見比べ、生活を基本から考え直そうとする意識も高まってきた。

具体的には、夜更かしする子どもが、記録を始めた頃には学級全体の48.7％だったものが、12月末では

37.8％と徐々に少なくなった。数字の変化だけでなく、クラス全体の雰囲気が落ち着いてきたように思わ

れる。子どもたちの口からよく聞かれた「だるい 「うざい」というような言葉が少なくなってきた。」

学校から帰宅した児童たちの生活態度や生活リズムに関しては、それぞれの児童の家庭での事情等があ

り、指導しにくいということで家庭に任す形をとっていた。そのため担任は、夕方以降の各家庭での生活

実態をくわしく知ることができず、児童自身も自分の生活についてあまり問題意識をもつことがなかった

ように思う。

この取組で児童にとっては、様々な生活モデルケースを知ることができ、その上で今までの自分の生活

を振り返り、比較することができ、教師が一方的に指導するよりも効果的な取組となった。

(ｳ) ＡさんとＢさんを中心にしたクラスの変容

９月28日に実施したＱ―Ｕをもとに、６月に

「やる気のあるクラスをつくるためのアンケー

」 。ト で低位層だった２児童について考えてみる

Ａさんは、得点率が６月の38％から９月には

83％へ数値が上昇した。家庭の期待が高く、毎日

のように習い事通いで疲れているところへ、４月

当初、担任が規律の面で定着を図ろうと頻繁に声

かけしていたことなどが、Ａさんにとっては窮屈

に感じていたようだった。しかし、開発的な教育

相談を深めていくことで、図４のように友達関係、学級の雰囲気、学習意欲に対して得点が向上し、心の

安定感が増した。また、共通のエクササイズを何度も体験することで、集団への帰属意識が高まったよう

である。

Ｂさんも同様に、６月の54％から９月に63％へ数値が上昇した。Ｂさんは学級開き初日にけんかをする

など、友達とのトラブルですぐに手を出すことがよくあった 「質問じゃんけん」や「熱中時代」など友。

0

12
友達関係

学級の雰囲気学習意欲

６月

９月

図４ Ａさんのやる気のクラスをつ

くるためのアンケート結果
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達の内面を知ることができるような、エクササイズ

を繰り返す中で、Ｂさんの興味のある事柄を知り、

その話題を基に関係作りに努力をした。そうするこ

とで、お互いの間に共通の話題、世界観ができて指

導が入りやすくなった。Ｂさんからも「先生の話は

わかりやすい。私たちのことをよくしようとしてく

れている 」という言葉が返ってくることもあった。。

図５のように６月と９月の比較には突出した変化は

見られないが、他者受容感の高まりや信頼感の獲得

により少しづつではあるが、Ｂさんにとっていごこ

ちのよい学級へ変わりつつあるようであった。

全体として６月と９月の「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 結果 図（ ）」 （

６）を比較すると、６月に得点率60％未満の児童た

ちが取組により、60％以上に高まっていた。

また 「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７）のアンケート結果）」

からは、６月の時点では非承認群が29.2％と高かっ

たが、９月には8.7％と低くなった。そして、学級生

活不満足群にいた児童がいなくなった。

これは、学級での所属感を高め、自尊感情の大切

さに気付けるような活動を積極的に行ってきた成果

だと言えるだろう。

たとえば「まちがい探し」では、グループ活動で

協力しながら楽しく取り組むことのよさを 「いいと、

こ探し」ではお互いに認め合うことで個々の自尊感

情の高まりを図ることができた。その他、帰りの会

で毎日の活動の中でうれしかったことや優しくして

もらったこと、頑張っていたことを出来事カードに

書き、会の最後に教師からの話の中で披露すること

により、学級全体がほのぼのとした雰囲気に包まれ

る機会を何度もつくることができた。

このような取組の継続が非承認群の減少の一因に

なっていると考えられる。

以上のように、非承認群の満足度をあげるための

取組を中心にしながら、開発的な教育相談を進める

ことで、６月の時点で承認得点の低位にあった児童

の大部分が上昇することができた。クラス全体でも

学級生活不満足群がいなくなり、学級生活満足群の

値が54％から82.6％と30ポイント近く上昇した。
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学級の雰囲気学習意欲
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図５ Ｂさんのやる気のクラスをつ

くるためのアンケート結果
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(ｴ) 担任の感じる児童と学級の変容

担任とクラスの一人一人の児童との距離感が近くなり、指導や支援を行うにつけても「打てば響く」集

団になってきたように感じる。

９月以降についても、このような取組を年間計画に従って積極的に行うことで、学級のまとまりを図る

ことができた。児童の作文や話には 「今年のこのクラスは一方的な暴力がない 「今まであまり話をした、 。」

ことがなかった子が、となりの席になったときに最初は少しいやだなぁと思ったこともあったけど、とて

も仲良くできてよかったです 」などがあった。。

保護者からも 「今まであまり目的意識をもって勉強をしたことがなかった子なんですが、○○さんに負、

けたくないからといって勉強するようになりました。近頃とても楽しそうに学校での話をしてくれます 」。

「あまり今まで （友達が遊びを）誘いに来てくれたりするような子ではなかったのですが、この頃よく、

○○さんたちが迎えに来てくれるようになりました 」などのお手紙をもらうこともあった。。

１学期の学級開きの当初、ほとんどの子どもたちが「ため口」でダラダラとした雰囲気だったものが、

今では話しかける前に自分なりにシミュレーションし、なるべく端的に伝えようとする意思を感じること

が多くなってきた。

そして、他人からの言動に対して、その真意を確認しようとする意思をもつようになったことで、無用

なトラブルや勘違いが減った。さらに 「キレる 「あきらめる」ということが少なくなり、自分なりに理、 」

解しよう、納得しようとしていることを感じた。

委員会活動のような責任ある仕事に対して、逃げることなく自分なりに最後までやり抜こうという意識

の高さを感じるようになった。それと、友達の中でうまくできているモデルを日頃から意識的に観察する

ことが、クラス全体に相乗効果をもたらしていたと思われる。

また、班活動においても担当している仕事に関して何度も話合いをもち、不公平のないようにお互いを

気遣う言葉がけができるようになった。

今年度学習規律については、学校全体の高まりも手伝ってクラスの定着度も高かったと思われる。開発

的な教育相談を積極的に取り入れることで、クラスのルールの定着を図ることができ、何ごとに対しても

しっかりと取り組むことができた。

カ 今後の課題

子どもたちの実態を正確に把握することは、取組を進める上で欠かせない。今回はＱ－Ｕテス

ト、生活記録票を中心に取組を進めたが、これが最良の方法であったとは考えていない。いろい

ろな角度から子どもたちを観察し、より正確な実態把握に努めていきたい。

また、エクササイズの実施時間を確保するのには苦労をした。子どもたちが興味をもち、喜ん

で参加するのはよいが、計画を変更することもあった。授業内容や行事との関連を考え、より効

果的な取組を進めていきたいと考える。その意味でも、必要で効果的なエクササイズを適切な時

期に実施することや、年間行事・教科学習との関連を図ること等を大切にしながら年間計画を見

直していきたい。

人間関係作りが苦手なのは子どもだけではない。保護者間のつながりも希薄で、その希薄さが

子どもたちの生活にも影響しているとも感じている。保護者会で簡単なエクササイズを実施する

ことも含め、保護者同士の関係も深めていきたいと思う。
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(２) 中学校における取組

「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－

（河合町立河合第一中学校 教諭 平岡 彰代）

ア はじめに

中学生は思春期のまっただ中である。揺れ動く時期である上に、高校受験や社会の状況等は、彼

らの心理に大きく影響を与える。社会の状況の中でも、教育関係のニュースは教育現場に大きな衝

撃を与えるものが多くなってきている。その中でもいじめや自殺などは、子どもたちの心理を大き

く揺さぶる。いじめや自殺は子どもが守られているはずの学校の中で、あってはならないことであ

る。あってはならないことが、起こるのはなぜなのだろうか。

中学生自身の発達は今も昔もさほど変化はないといわれている。しかし社会の状況等により人間

関係がうまく築けない生徒が増えたと考えられる。

では人間関係をうまく築くにはどうすればいいのだろうか。人間関係をつなぐもの、それはより

良いコミュニケーションだと考えられる。より良いコミュニケーションを築くことが、今の教育現

場に求められていることではないかと考え、本研究を進めた。

イ 学校の実態

本校は、奈良県北西部に位置し、西大和ニュータウンや、真美ヶ丘ニュータウンの中に囲まれ

た創立60年目の旧村の中学校である。最近の少子化傾向により、生徒数は減少し、全校生徒数は

現在165名の小規模校となっている。また本校の校区は一小、一中で、小学校での人間関係が変

わらないまま中学校へ入学してきている。

生徒は大変素朴で人なつっこく、校内では教師生徒間同士の挨拶がよく交わされていて、小規

模校ならではの親睦感がある。

人間関係もあまり変わらず、お互いよく分かっているというよい面もあるが、半面うまくいか

ない生徒はずっとその人間関係を引きずっていて、陰湿なトラブルに発展することもある。

、 。 、本校の教職員の取組の中で大切にしているのは 生徒の話をしっかり聴くことである 各学年

行事を通しての仲間作り、総合的な学習の時間等で、人との出会いや体験を大切にして、取組を

行っている。

ウ 目指す子どもたちの姿

中学生の発達段階は、心理的な側面から、思春期の大きく揺れ動く時期である。その精神的な

揺れは、人間の成長発達において、発達課題であると考えられている。鑪幹八郎（1990）はエリ

クソンの「ライフサイクル論」で「人間は生涯にわたっての発達を考える」ということを示して

いる。また人間は８つの発達段階として分けられるとし、思春期・青年期は「アイデンティティ

対アイデンティティ拡散（混乱の危機 」ととらえている。）

すなわち思春期は「自分」で「自分」を作っていこうとする心の動きの時期であるが、また別

の面で確固たる自分を見出せない不安を抱き、そのため自分に自信がもてない時期であると思わ

れる。

このアイデンティティの確立は、人と関わり、家族、地域、文化、時代とともに考えていかな

ければならないといわれている。

今の中学生を取り巻く社会はどうか。社会の変化や価値観の多様化とともに、家庭や地域での
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人間関係の体験が不足気味で、ちょっとしたことですぐキレる、また携帯電話やゲームの普及で

コミュニケーションの力が育まれず、単語の羅列だけで十分な会話が成立しない状況がある。ま

た、人間関係の不安さからかメールの頻繁なやりとりの状況も見受けられる。学校では授業中の

私語、授業と関係のないことをする生徒、授業に参加しない生徒、意見の言えない生徒、反応が

乏しい生徒、イライラを募らせる生徒、反発する生徒、暴言をはく生徒、雰囲気に流される生徒

等が見受けられる。

このような実態を踏まえて、まず基本的な人間関係のもち方を考えていかなければならないと

思われる。その基本が、コミュニケーションの力を育むことであると思われる。

コミュニケーションの力を育むことは適切な自己表現ができることである。自分を知り、自他

尊重することが大切である。

そのためにはどのような取組を進めていけばよいかについて考える。

平木典子（2000）によると、自己表現とは、大きくわけて「非主張的な自己表現 「攻撃的な」

自己表現 「さわやかな自己表現」の３つの表現に分けられるという。考えていることや気持ち」

を表現できない不十分な自己表現を「非主張的な自己表現 、相手の犠牲の上に立って自分を通」

している自己表現を「攻撃的な自己表現 、そして自分も相手も大切にする自己表現を「さわや」

かな自己表現」とする。さわやかな自己表現は「アサーション」とも呼ばれる。そのアサーショ

ンは「ＤＥＳＣ法」と呼ばれる表現法を身につけることによって上達すると述べている。

「 」 、 、 、ＤＥＳＣ法 とは ４つの英語の頭文字をとってつけられていて ４つのステップを使って

言いたいことを整理する方法で問題解決の予測のプロセスでもある。

①描写する（describe） 事実や現象の描写

②表現する・説明する・共感する（express,explain,empathize） 主観的気持ち

③提案する（specify） 相手に提案したい言動、相手に望む動きを明確にして言語化

④選択肢を考える（choose） 相手の意見や返事に対する自分の選択肢

生徒同士のコミュニケーションを聞いていると単語のやりとりが多く、時にはそれが攻撃的な

表現となったり、また適切な表現ができず、何も言えない非主張的な表現であったりしているこ

とが多くみられる。

中学生は義務教育の最終期間である。これから大人になるための自己表現の在り方を習得させ

ていきたい。そこでさわやかな自己表現をロールプレイを通して、習得することを目指した。

エ 開発的な教育相談の取組

アサーションに関する４時間（１単位時間50分）の授業案を作成し、３年生に対し総合的な学

習の時間を当てて授業を展開した。

研究の方法と内容

(ｱ) 目標

・３つの話し方（非主張的、攻撃的、さわやかな自己表現）があることを理解させる。

・さわやかな自己表現を身につけることにより、円滑な対人関係がもてることを確認させる。

(ｲ) 生徒の実態

本校の３年生は、２クラス、54名で、全体的に幼さは残っているが、男女とも仲のよい生徒で

ある。生徒同士では特に大きなトラブルはないが、うまく表現できずにけんかをしたり、小学校

から引きずった人間関係でうまくいかなかったりしたこともあった。
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(ｳ) 学年での今までの取組

学年では、個々の生徒の話をじっくり聴くことを大切にし、小さいトラブルにも丁寧に対応し

てきた。学習においては、１年生のときから総合的な学習の時間や職場体験、修学旅行等で、人

の話を聴く、人との出会いを通して学ぶということを大切にしてきた。

(ｴ) 方法

アサーションの学習を進路学習として全４時間のプログラムで取り入れた。

始めに、アサーション度チェックリスト（図１）を行い、生徒の言葉による表現の傾向をつか

んだ。

学習は、次の３点を主な内容とした。

・３つの話し方（攻撃的、非主張的、さわやかな自己表現）があることを知る。

・ＤＥＳＣ法でさわやかな自己表現の台詞を作る。

・自分たちで作った台詞のロールプレイを行う。

、 、 。特に 知識だけではなく 実際に体験を通して理解を深めさせていくことにポイントをおいた

４時間終了後において再び同じチェックリストを使って、学習によって生徒がどれだけアサー

ションを理解できたかを測った。

同時に日常生活におけるコミュニケーションの様子を、注意深く観察した。

(ｵ) 各時間のねらいと内容

各時間のねらいと内容は表１の通りである。

表１ 各時間のねらいと内容

セッション ね ら い 内 容

進路学習の一環として、自己理解を促す。

「 」 、 、 、自己理解をする 私は・・・です の文を20作り 自分の長所 短所

＃１ 外面的なこと、内面的なことなど、現実、理想等をど

のように書けるかを知る。

アサーション度チェックリストをする。３つの話し

＃２ アサーションを知る 方（非主張的、攻撃的、さわやかな自己表現）を文を

通して理解する。

さわやかな自己表現の例文を考える。

＃３ アサーションを考える さわやかな伝え方（ＤＥＳＣ法）を練習する。

ＤＥＳＣ法を使って、文を作り、次回のロールプレイ

の準備をする。

ロールプレイを実際に行う。

＃４ アサーションを深める 作った文で各班、練習を行い、体験する。

アサーション度チェックリストをする。

オ 研究の結果と考察

(ｱ) 授業の様子

２クラスとも学習の一環であったので、自分たちの関係することとしてとらえていたようだっ

た。指導案に沿って、取組ができた。
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アサーション度チェックリスト
あなたは次のような状況で、どのような自己表現をしているでしょうか？
あなたが日頃とっているだろうと思われるところの（１）～（３）の番号
をそれぞれ選びましょう。

１．自分のしてほしいことを頼むとき－給食の当番など－（頼む）
(1)めんどくさい。やっといて。
(2)黙っていて頼めない。
(3)今、ちょっと手が離されない。悪いけどお願いできる？

２．したくないことを断るとき（遊びの断りも含めて （断る））
(1)嫌だ。なんでしなければならない？！
(2)（断れなくて）うん、わかったよ。
(3)そのことは自分でした方がいいよ。悪いけど、それはできないよ

３．人とは違った気持ち、意見を言うとき（意見を言う）
(1)（自分はそう思っていないのに）そう。そう。腹がたつなぁ。
(2)（自分はそう思っていないのに）そうだなぁ。私もそう思うわ。
(3)そうかもしれないな。でも私はそのことはこう思っているよ。

４．自分のしたこと（悪いことなど）を認めるとき（認める）
(1)認めたるわ。
(2)・・・ 黙っている）（
(3)悪かったな。自分は悪いこととは気がつかなかったんだ。

５．分からないことを質問する、聞くとき（質問する）
(1)わからへん。教えろ。
(2)・・・ わからないのに黙っている）（
(3)ここが、全くわかりません。教えてくれませんか。

(ｲ) アサーション度チェックリスト（授業前）の考察

アサーション度チェックリストでは「頼む 「断る 「意見を言う 「認める 「質問する 「求」 」 」 」 」

める 「提案する 「日常会話 「対応する 「伝える」の10項目で、３つの言い方を選択させた。」 」 」 」

図１以外の個々の項目については、

「求める ：自分が困っていて助けてほしいとき」

「提案する ：長話、長電話などを切りたいとき」

「日常会話 ：友達との日頃の話の仕方」

「対応する ：目上の人などに対しての対応の仕方」

「伝える ：自分のいいところ」

である。

アサーション度チェックリストを１時間目にしたときに 「断る」項目と「伝える」項目に攻、

撃的な言い方の割合が男女とも高かった （図３，４参照）。

この結果は、本校では小学校からの人間関係がほとんど変わらず、言い方などに注意を払って

いないことが要因と考えられる。

また非主張的な言い方の割合の高い項目は、男子が「対応する」の40％、女子では「提案」の

50％であった。これは、思春期における男子は口数も少なくなり、権威に対する反発なども見ら

れるからであろうと考えられる。また同世代人間関係の中で、自分だけが大人に対して、うまく

対応しているところを見せにくいからとも考えられる。女子の場合は、同じ人間関係の中で、承

認されたいという欲求も高く、グループから外れたくないという気持ちが強いからだとも考えら

図１ アサーション度チェックリスト（抜粋） （平岡作成 2006）
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れる。

(ｳ) チェックリストを受けて

攻撃的な言い方が多いことの改善と、今後の進路の上での人間関係を円滑にしていくためにワ

ークシート（２）で「伝える」の項目のアサーシ

ョンの練習を取り入れた （図２参照）。

さわやかな言い方を生徒に提案させたところ、

自分の（数学の）点数が上がったことを例に取り

上げ、相手に対しても一緒に頑張ろうという気持

ちを書いた生徒がいた。自分も嬉しい、そして相

手に対しても思いやる言葉がけができていて、さ

わやかな自己表現を広げられることが理解できた

のだと思う。

また ワークシート ３ では 日常会話 頼、 （ ） 「 」「

む 「断る」の項目の中から、ロールプレイを選」

択させた。

ロールプレイは班の中で、２、３名のグループ

を決め、自分たちでシチュエーションを決め、話

を考えさせた。教師の方で、アドバイスなどもし

ながら、実際にロールプレイを行い、生徒はアド

リブなども取り入れて発表できた。

(ｴ) 結果

取組の前後に行ったチェックリスト結果から、

図３、４でもわかるように、攻撃的、非主張的

な部分が全体的に減少している。

「断る 「伝える」の項目では大きく攻撃的な割合が減少した。またロールプレイをやった後」

には 「後で嫌な気持ちにならずにすむと思う 「相手に悪いと思ったけど、自分の気持ちをは、 。」

っきり言えた 」などの感想が聞けた。さわやかな言い方で言われることが 「悪い感じはしな。 、

かった。相手の気持ちがちゃんと伝わる 「別に悪い気はしない 」など、肯定的にとらえる感。」 。

想も聞けた。また第三者のロールプレイを見ては 「自分が言っているときよりも客観的に見た、

方が、どんな言い方をすればいいのかということがわかりやすかった 「普段、攻撃的な言い。」

方をしていた人が、主張的に言ったとき、イメージが全く違った 「主張的ないい方でもいろ。」

いろな言い方があった 」などの感想が得られた。。

また事後の振り返りシート（図５）でも、図６の結果が出た。生徒はまじめに取り組むことが

でき、ほぼアサーションのことが理解できたと言えよう。ただこれから先、主張的な言い方を使

っていけるかという項目に対しては 「少し使っていける」とやや消極的な結果が出た。しかし、

自分たちでロールプレイの文を考え、実際やっていることで、今後自分たちの会話のことに注意

を払えると思われる。

図２ ワークシート（２）

ワークシート（２） 

数学のテストで『  』点（自分がほめたい点を書いてください）を

私はとり、大変うれしく、人にそのことを伝えたいです。あなたは言

います。 

 

客観的事実（数学のテスト『  』点とった） 

自分の気持ち（うれしい、がんばった、他の人はどうかな？） 

自由に書いてみよう 

 

 

 

 

いろいろないい方を考えてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 -

図３ アサーション度チェックリスト授業前・授業後（男子）

図４ アサーション度チェックリスト授業前・授業後（女子）

図６ 振り返りシートの結果

現在３年生に１名の不登校の生徒がいる。取組の後、この生徒が登校したときは、さわやかな

感じで迎えられていると感じている。また人前に立ったとき、どちらかというと横柄な雰囲気を

醸し出して発表をしていた生徒が、取組の後、横柄さが少しとれ、さわやかな発表ができるよう
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図５ 振り返りシート

ワークシート（５）          名前（          ） 
４時間の授業を振り返って 
次の質問に答えて、あてはまるところに○をつけましょう。 
（１） 攻撃的・非主張的・主張的ないい方があることがわかりましたか。 
 
 
 
（２） ロールプレイを通して、主張的ないい方の上手な例がわかりました

か。 
 
 
 
（３） ロールプレイの練習は十分にできましたか。 
 
 
 
（４） これから先、人とのコミュニケーションの中で、相手に伝えること

がとても大切なことになっていきます。そのための伝え方が重要な

ことだということが理解できましたか。 
 
 
 
（５） 今後、主張的ないい方を使っていけますか。 
 
 
 
 
 
 

よくわかった 少しわかった あまりわからなかった  わからなかった 
    

よくわかった 少しわかった あまりわからなかった  わからなかった 
    

よくできた  少しできた  あまりできなかった できなかった  
    

よくわかった 少しわかった あまりわからなかった  わからなかった 
    

使っていける 少し使っていける  あまり使っていけない  使っていけない 
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になったとも感じた。

(ｵ) 考察

さわやかな自己表現ができるようにするためには、学級、学年集団を安心できる場にすること

が大切だと思われる。そのために関係性の確立やルールやマナーが守られていることが重要な要

素だと言えよう。そのようなコミュニケーションは集団の中で成り立っていくのであるが、アサ

ーションはそのコミュニケーションの成立に必要不可欠なものと言えよう。

カ 今後の課題

これから生徒たちはいよいよ受験を迎えていく。受験の合否は生徒の気持ちに大きなウエイト

を占める。そのような時期だからこそ、さわやかに伝え合うことを私たちは望んでいる。

今回の取組で生徒はアサーションの知識と体験を得ることができたと思う。

短い時間の中でのロールプレイなど、生徒が秩序ある中で、取り組めたことは大きいと思われ

る。秩序とは学級のルールが確立していることと言えるが 「明快な制限があってこそ、人間は、

自由を体験できる （河合隼雄 1995）とあるように、アサーションが行える場の確立を私たち」

教師は大切にしていきたい。今後、日頃の学級経営の中でもアサーションを使えるように考えて

おくようにしたい。

今回の取組で、アサーションを進めていけば、生徒が自信をもって表現できるようになること

が見えた。これからも取組を進め、自分を知り、相手を大切にする生徒を育てていきたい。
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(３) 高等学校における取組

「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－

（県立奈良高等学校 教諭 辻本 美奈子）

ア はじめに

。 、 「 」本校は大正13年に県立奈良中学校として創立された 以来 歴史と伝統に培われた 自主創造

の校風が受け継がれている。学校行事の多くは、計画立案の段階から生徒が自主的・主体的に取

組を進めている。また教育課程では、生徒が自らの進路や適性に応じて自主的・主体的に学習で

きるように大幅な科目選択制が取り入れられている。

イ 生徒の実態

本校の生徒は 「自主創造」の校風のもと、学習とクラブ活動を両立させようと精一杯努力し、

ている。多芸、多才な生徒も多く、幼少からの習い事の数も多い。

学習についても、自主的に課題を見つけて取り組んだり、設定した目標に向かって努力したり

するといったプラス面が見られる。

このように目標に向かってよく努力をする本校生徒ではあるが、高めに設定した目標と自分の

実力のずれに悩んだり、自分の弱点を人に見せまいと過度に頑張りすぎる生徒も多い。

私が担任している１年生のクラスは、全体的にアットホームで、クラス全員で行事を楽しもう

という雰囲気が感じられる。強いリーダーシップを発揮する生徒は少ないが、行事ごとに誰かが

牽引役を引き受けていく 「人なつこく、前向きな印象を受ける 」と、教科担当の先生からも。 。

評判はよい。

ウ 目指す生徒の姿

入学当初の生徒の姿からは 「自分の弱点を見せたくない 「自分以外の級友が立派に見え、、 。」

自信がもてない 」等の課題が感じられた。また、学級での行事に関する話合いからは、自分の。

考えを主張する前に、とりあえず周りの空気を読もうとしてしまい、ストレスを発散せずにため

こむ傾向があるようにも感じられた。

このように本来の自分自身を表現するのをためらう傾向がある生徒たちが、これから始まる高

校生活をより楽しく過ごすためには、肩の力を抜いて生活できること、クラスの中で「私はこの

ままでいいんだ 」と思える状態にしていくことが必要だと感じた。。

自分自身に自信をもち、生徒一人一人が高校生活をより楽しめるようにするためには 「中学、

から高校にかけての環境の変化に対応すること」と 「自己肯定感を構築すること」の２つが大、

切であると考えた。ここで言う自己肯定感とは、自分と他者との違いを個々の個性として認め合

う雰囲気の中で 「よいところも悪いところも私の一部なのだ」と認めることから始まる自己受、

容の気持ちだと考えている。

エ 開発的な教育相談の取組

(ｱ) 本校で行う開発的な教育相談

開発的な教育相談とは、集団を対象とし、生徒のより望ましい心理的発達をねらいとした援助

のことである。その進め方には、構成的グループエンカウンター、ソーシャルスキルトレーニン

グ、アサーショントレーニング等があるが、本校での実践を考えたとき、生徒が自主的に取り組
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む学校行事を中心に取組を進めたいと考えた。

(ｲ) 中学から高校にかけての環境の変化に対応するために

高等学校での生活が始まる４月は、通学方法・学習内容・クラスメート等、環境が劇的に変

化するときでもある。このような大きな変化の中でスタートする高校生活を、スムーズに受け

入れられるような支援を、生徒と保護者の両者に対して行った。

a 中学までの頑張りを受け入れ、個を支える。

入学してくる生徒

は、誰でもキラッと

光るものをもってい

る。例年４月から５

月にかけて行われる

個人懇談を利用し

て、一人一人の中学

校で頑張ってきた内

容を認めたいと考え

た。そのために右に

示した面談シートを

図１ 面談用シート事前に書かせるよう

にした。

そこには、生徒会で中心になって活動してきたこと、クラブ活動を力一杯やりきったこと、学

校以外での習い事、特技などを思い思いの表現で書かれていた。

ここに書かれた内容をもとに個人の理解を進めるとともに、クラスで共有してもよいと考えた

ものについては、生徒の了解も得ながらクラス全体に広げるようにした。

b 保護者の思いを受け止め、生徒を支える意識をもってもらう。

保護者の中には、生徒がここまで成長したのは親の支えがあってこそという思いの人もいる。

生徒の中にも、ここまで支えてくれた保護者の期待に応えねばと思っている子もいる。高校入学

がゴールではなく、新しい生活のスタートであることを保護者と再確認し、生徒の頑張りを支援

する視点で関わってほしいと考えた。

年間行事の中で、保護者に直接関わることができるのは、入学式後のホームルーム活動と７月

と12月の三者懇談である。そこで、入学式後のホームルーム活動では、高校生活と中学生活の違

いを話した後 「生徒が環境の変化に対応していくためには保護者の支えが必要です 」と協力、 。

をお願いした。

また、７月の三者懇談では、学校での生活と家庭での生活の様子を重ね合わせるとともに、４

月からの生徒の頑張りをともに認めるようにした。12月の三者懇談では、２学期の行事の中での

、 、 、活躍と 友人の評価を伝えることで ようやく高校生として安定した状態になったことを確認し

今後の支援の方向を話し合った。
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(ｳ) 自己肯定感を構築するために

先に述べたように、本校の学校行事は、計画立案の段階から生徒が自主的・主体的に取組を進

めることになっている。この行事を進める中で、生徒一人一人が活躍し、自分に自信をもっても

らいたいと考えた。校外学習、文化祭、体育大会の取組を報告する。

a 春の校外学習で名人を発掘する

１学期の校外学習は５月の中間テストの直後に実施される。クラスごとに計画することになっ

ており、企画・立案は生徒に任せることになるが、担任からは「クラスの名人を発掘し、行事で

活躍してほしい 」という思いを伝えた。。

話合いで実行委員となった生徒たちは、クラスの中の「漫才 「茶道 「ダンス」の名人を見」 」

つけてきた。この名人を中心にして校外学習を計画することになり、行き先も京都の料亭という

ことになった。

この行事で大切にしたかったことは

〇中学までの、輝いている才能を、皆に披露す

ることで、その後の自信としてほしい。

〇自分たちも活躍したいという意欲を引き出す

ようにしたい。

ということであった。

３人の名人が登場する３部構成で行われた校外

学習は、落ち着いた雰囲気の中に、クラスレクリ

エーションもあり、実行委員の絶妙な司会もあり

大いに盛り上がった。

、「 。」帰りの電車で こんな楽しい遠足は初めてや

と弾んだ声が聞かれるなど、行事全体も成功裡に

終わった。３部のそれぞれ中心になった生徒はさらに腕を磨いている。茶道のお手前を披露して

くれた男子生徒は、今も「師匠」と皆に呼ばれ、クラスに一定の位置を得た。このように、各名

人はもちろんのこと、企画・立案に関わった生徒、司会をした生徒など、たくさんの生徒が活躍

できる行事となった。また、直接出番のなかった生徒たちも、クラス全員でやり遂げたという充

実感を味わうことができ、次は自分たちが頑張ろうという意欲付けにつながったと感じられた。

b 文化祭への取組でクラスを見つめる

私自身、文化祭への取組の中で、過程全体での一人一人の頑張りや到達点を確認するというこ

とが少なかったと反省している。成功させるために一生懸命になることは大切なことであるが、

取組の過程での一人一人の頑張っている様子にも目を向けさせ、最後にシェアリングの時間をも

ちたいと考えた。

そこで、今回の文化祭への取組では、先に目標を個々に掲げ、文化祭後の振り返りの時間を設

定することにした。事前に次の点を指導した。

〇 力を出し切って文化祭を成功させよう。

〇 文化祭は、友人の隠れた一面を発見するチャンスでもある。

〇 クラスの友人の良い働きも見ていこう。

今年の文化祭は、クラスで、正門と階段の装飾をすることになった。正門には90㎝の立方体を

図２ プログラム（しおりから）
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３個重ねたオブジェを、階段には、段差の部分に紙を貼り、下から見るとメッセージが浮かぶパ

ネルアートを作ることが決まった。まずは２人の文化祭実行委員が中心になって、予算や夏休み

の計画を練り、完成予想図をパソコンでシミュレーションして、教室に掲示した。材料の注文か

ら、組み立て、設営にいたるまで、ほとんど担任の手を煩わせることなく、完成の日を迎えた。

そして、文化祭終了後、振り返りシートを配付し、生徒の感想を求めた。項目としては、

①この文化祭での自分の目標

②クラスの友人からの評価（Ａ～Ｅとして３分ずつ交代して記入）

③文化祭について自分の反省、感想

という文化祭への取組を書く欄と、

④前半の学校行事を終えて、見えてきたことは？

⑤中学と違って、高校に入ってからとまどうのはどんなこと？

⑥今、ちょっと困っているので、私に聞いてほしいことはありますか？

⑦後半の学校行事（体育大会）に向けての気持ちを書いてみよう。

というように、これまでの高校生活全体を振り返り、これから先の見通しについて記入する欄

を設けた。

図３ 振り返りシート

このＨＲは終始なごやかで、特に、５人グループで各人がＡ～Ｅさんとなってそれぞれの紙

。「 。」「 、にコメントを書くときは楽しそうだった 人を傷つける表現は許されない その子に対して

２分間じっと、文化祭での働きを考えよう 「自分だけが特に見ていた良い点をコメントしよ。」

う 」等の事前の注意は与えた。。

②の評価が終わって、一旦すべての用紙を回収し、確認後、またそれぞれの生徒に返却して、

③を書かせた。自分のことをいろいろな角度でプラス評価してもらい、周りと見せ合いながら

喜んでいる様子にほっとした。
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④、⑤、⑥の項目は、直接的に文化祭とつながるものではないが、この機会に自分を振り返

る時間をもたせたいとの思いから設定したものである。

その中でも⑤の項目に記入された言葉が印象に残った 「全員が協力できること 「とにかく。 。」

やる気！」と自分たちのプラス面を書いた生徒の他に 「周りがやたら偉い 「学校生活がしん、 。」

どい 「周りが偉すぎて精神力がもたない 「油断している暇もない 」との感想を書いた生徒。」 。」 。

も見られた。

日常の姿からはあまり想像できない内心の不安、いらだちが垣間見えたようであった。しん

どさを訴えた生徒については、一人ずつ、９月～10月の類型選択の面談の際に話を聴いた。ク

ラス全体に対しては、ちょうど現代文の授業で、石川啄木の「友がみなわれよりえらく見ゆる

日よ花を買ひ来て妻としたしむ」という短歌を取り上げていたので、啄木の生涯と重ねながら、

周りが偉く見えるというのはどんな心理か、それはどうやって向き合ったら良いのかを皆で考

えた。

c 体育大会でクラスのまとまり感を高める

文化祭に続いて行われる体育大会では 学級旗作り 入場行進のクラスパフォーマンス ム、「 」「 」「

カデ競争・大縄跳びの競技」への取組を中心に進めた。校外学習同様、それぞれの項目で中心

になれる人物を決め、その指揮を任せるようにしていった。

学級旗は、手芸好きの女子生徒２人が、フリル付きのパステル調の旗をデザインして、５人

の有志を集めて完成させた。

入場行進のクラスパフォーマンスは、男子体育委員が文化祭の野外ステージ風にアレンジし、

ムカデ競争は、女子体育委員が先頭に立ち、かけ声も工夫して見事１位になることができた。

最後の大縄跳びは、ハンドボール部の男子生徒が、跳躍のコツやタイミングを説明したイラス

ト付きの秘伝のプリントを作成して、教室に掲示し、当日も健闘した。

オ 結果と考察

、 。これらの取組を進めてきた結果 クラスの中に徐々にではあるが次のような変化が感じられた

〇 これまでは行事をこなしたら終わりという考えがあったが、行事ごとに自分らしさを発揮し

て楽しもうという雰囲気が高まり、当初感じた「気負い」のようなものが消えてきたように感

じる。行事を楽しみながら自己理解が深まり、思いこみの自分（理想自己）を粉砕して、現実

の自己を直視し、それを受け入れることができてきたと言えよう。徐々にではあるが、新しい

企画に対して、今度はどういう形で自分らしさを出そうかと楽しむゆとりが出てきて、２学期

末になると、もう残りの行事が少なくなることを惜しむ声がよく聞かれるようにもなった。

〇 取組を進めていくとクラスの仲間の良い面を見ようとする方向が、自然な形で定着した。行

事を通して友を見ることができ、他者受容が深まっていったのだと考えられる。２学期の保健

の授業で「友人の良い面を書こう」という時間があったが、どの生徒も的確に温かい視点で書

いていることに感心した。

〇 クラスの中で自分の思いを出すことに対しての抵抗感が薄れてきた。一人一人が自己に存在

する個性や能力を維持拡大し、発展させる過程である、自己実現がうまくスタートしてきた感

がある。また、集団という面では、お互いを認め合う関係が育ってきたようにも思う。

２学期の人権ＨＲで、それぞれが夏休みに書いた人権作文を自分で要約し、その列のメンバ
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。 、ーでその作文に対してコメントを書いていくという紙上討論会形式の取組をした 生徒たちは

作文の趣旨を尊重しつつ、なお、賛成反対を、記名の上で理由も含めて述べることがスムーズ

にできた。

これらのことから、当初心配していた

・活発で自己表現の得意な子を見ると、自分に自信がなくなる。

・自己肯定感をもつことができず、周りが見えなくなり、疎外感を強める。

という傾向は、今年の担当クラスの生徒においては、見られなくなった。

カ 今後の課題

今年度は、面談シート（図１）の取組で、普段では気付かないところまで、それぞれの生徒に

ついて、深く理解することができた。見ているようで、まだまだ見えていないと反省することし

きりである。生徒の実態を正確に把握しようと努めないといけないと再確認した。

ただ、周りが深く関わろうとすると、しんどくなる傾向をもつ生徒には、配慮が必要である。

反応を見ながら、誠意は確実に伝える、といったさじ加減を周りの生徒に教える必要があるだろ

う。

学校の課題としては

・教員は各教科の研究室にいることが多く、横の連携がとりにくい。

・教科の科目の種類が多く、教材研究に忙殺される。

という問題がある。

本校に教育相談部が新設されて今年で２年目になるが、教育相談の機能がうまく生かせず、生

徒の支援が十分に行えていないとの反省もある。本年度も生徒に心配な行動が見られ、対応しよ

うとしたが、専門家の助けなしでは解決できないということもあった。

教育相談部が十分機能するように体制から見直していきたいと思う。
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Ⅳ まとめ

１ 成果

各学校の実践から、次の点で開発的な教育相談を進める上での方向性が見えてきた。

(1) 子どもの実態を知ることが大切である

２年間の実践は、小学校、中学校、高等学校ともに子どもの実態を知ることから取組を始め

ている。その中において平成18年度の小学校では、実態を知るために日常の生活記録票と２回

のＱ－Ｕテストを実施した。１回目のテスト結果で明らかになった課題を焦点化し 「やる気、

をつくる 「居心地のよいクラスにする」という目標のもとに取組を進め、２回目のテストで」

変容を確かめていった。実践報告で述べられているように、はっきりした目標をもって取組を

進めた結果、子どもたちの行動は少しずつではあるが着実に変容していった。

子どもの実態を知る方法は実践により異なるが、子どもの実態をしっかりと見つめ、その実

態から取組を始めるという進め方は同じであり、目標の明確化があるからこそ成果があったの

だと思われる。

(2) 誰もが居心地のよいクラスを目指す

Ｑ－Ｕテストでは 「いごこちのよいクラス」という言葉が使われている。ここで言う「い、

」 、 、 、 、ごこちのよいクラス とは 運動や勉強 係活動 趣味などでクラスメートから認められたり

気持ちをわかってもらえるといった承認と、誰からも侵害されないということである。

自分が認められるということは、人を認めるということでもある。この関係ができた学級は

まとまりが生じ、子どもたちは自分に自信をもち、いきいきと活動できるようになる。認め認

められる関係を構築していくことが大切である。

(3) 構成的グループエンカウンターを通して

小学校では、２ヵ年とも構成的グループエンカウンターを中心にしながら年間の取組を進め

られた。エクササイズを計画的・継続的に行うことは、自己への理解や他者への理解を深める

だけでなく、共通の話題をもつことが少なかった子どもたちに会話の材料を与えることにもつ

ながった。

その日のエクササイズのことをもとにしながら会話が進むようになり、結果として子ども同

士、子どもと教師のリレーションが深まっていった。このようなリレーションの深まりは、所

属感を高め、学級の凝集性を高めることにつながっていった。

(4) 適切な指導を行う

中学校では、ストレスマネージメント、自己表現に視点を当て、自分を見つめることから実

践を始めた。１年目の実践ではストレスを理解し、どう解消していくかを学習した。２年目で

は自分の表現方法をチェックした上でより望ましい表現方法を考え、ロールプレイを通して表

現を練習し習得するという取組を進めた。

これらの実践から、子どもたちの社会性を育むには、そのために必要な知識と技能を高める

。 、適切な指導が重要であることがわかる できていないということばかりに着目するのではなく

何が足りないのか、その部分を開発していくためにどういう取組が必要なのかを考えていかな

ければならないということである。

また、知識を学ぶだけでなく、ロールプレイ等の体験的な活動を取り入れていくことも欠か

せない。体験を通して実際の自分の言動を見つめ直すことを大切にしていきたい。
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(5) 学校行事を生かす

高等学校の実践では、学校行事を中心としながら開発的な教育相談を進めていった。どの学

校でも行われている学校行事であるが、進め方を工夫すれば開発的な教育相談の取組として有

効であることが明らかになった。取組の結果、学校行事への参加が、より積極的になったり、

行事を通して自己の存在感を感じたりすることができることもわかってきた。

２ 課題

(1) 児童生徒の実態に即した教育活動の展開

開発的な教育相談をより効果的に進めていくためにも、子どもたちの実態を正確に把握する

ことは欠かせない。実態を把握するためにより効果的な方法を用い、具体的に実態を把握し、

課題を解決する方法を考えていきたいものである。

、 、構成的グループエンカウンターのエクササイズの内容 社会性を高めるためのトレーニング

学校行事との関連など、どの場面でどのような取組を行うことが効果的なのか、その時間をど

う確保していくのか、ということも考えていかなければならない。子どもたちの実態をもとに

しながら、開発的な教育相談をより効果的に進めていくためにも、教師一人一人が自分のクラ

スに適した展開を考えるようにしたい。

(2) 継続的・効果的な取組の積み重ね

開発的な教育相談活動を年間計画の中にいかに位置付けて継続的に実践していくかというこ

とが重要である。今回の研究が示すように開発的な教育相談は、あらゆる機会をとらえてでき

ることが特色であるから、児童生徒の実態に応じて計画的に進めることが大切である。

この取組を一人の取組に終わらせず、学校全体の取組へと広げていくことも大切である。こ

のプロジェクト研究が開発的な教育相談を広げていく糸口になればと願う。
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(13) 國分康孝・國分久子 構成的グループエンカウンター事典 図書文化 2004

(14) 國分康孝 エンカウンターで学級が変わるショートエクササイズ集 Part２ 図書文化 2001

(15) 國分康孝 ソーシャルスキル教育で子どもが変わる 図書文化 1999

(16) 鑪幹八郎 アイデンティティーの心理学 講談社現代新書 1990

(17) 鈴木教夫 やってみようアサーション ほんの森出版 2004（ 月刊学校教育相談」９月号）「

(18) 手塚郁恵・刀根良典 新版 学級経営実践マニュアル 小学館 1989

(19) 平木典子 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 金子書房 2000
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毎月第三日曜日は

「家庭教育・家庭の日（いきいきサンデー 」です）
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