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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

平成22年９月14日，文部科学省から平成21年度の「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」の結果が公表されました。それによると，いじめの認知件数は７万

2,778件で，全ての校種において減少しています。しかし，文部科学省はいじめの早期発

見に向けて，全学校で児童生徒にいじめについて尋ねるアンケートを実施するよう求める

通知を出しています。

これは，不登校等のように基準が明らかな問題とは違い，いじめの認知数が現状を正し

く把握したものとなっていないのではないかという危惧と捉えることができ，言い換える

と，いじめを正確に把握することの難しさを表しているものとも考えることができます。

適確な実態把握なくして，適切な対応は難しいので，私たちはより一層，正確な現状把握

ができるように努力していかなければなりません。

本県のいじめの認知件数は，次のように年々減少傾向にありますが，「実態が正確につ

かめない」「同一学校内でも指導にばらつきがある」など様々な問題点もあるのが現状で

す。いじめをなくすためには，全教員による指導体制を確立して，「事後的」な対応だけ

でなく「予防的」「予防教育的」な取組をすることが必要です。

秋田県のいじめの認知件数

平成18年度（ 計 1,303 1,000人あたりの認知件数 10.4 ）

小学校 586件 中学校 480件 高等学校 230件 特殊教育諸学校 ７件

平成19年度（ 計 891 1,000人あたりの認知件数 7.3 ）

小学校 391件 中学校 454件 高等学校 45件 特別支援学校 １件

平成20年度（ 計 595 1,000人あたりの認知件数 5.0 ）

小学校 205件 中学校 345件 高等学校 45件 特別支援学校 ０件

平成21年度（ 計 542 1,000人あたりの認知件数 4.7 ）

小学校 218件 中学校 277件 高等学校 46件 特別支援学校 １件

ここで言う「予防的」とは，生徒指導上の諸問題が発生する前に，全ての児童生徒を対

象に働きかけを行っていくことを指します。「教育的」とは，児童生徒自身が自らの問題

を自覚し，自ら対処する意欲をもつことによって生徒指導上の課題の解決に向かうという

考え方を指します。例えば，児童生徒主体の協同的な活動に参加することを通して，児童

生徒が自ら好ましい行動をするように育っていく，これが「予防教育的」な視点による取

組ということです。

そのためには，児童生徒に「自己有用感」を獲得させることなどによって，未知の問題
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を含めた危険の回避につなげたり，集団の免疫力（問題回避の力）を高めたりすることが

必要と考えます。「自己有用感」とは，他者の存在や他者との関わりを前提として，自分

が意味のある存在と感じられること，自分の行動を意味のあるものと感じられることです。

児童生徒の対人関係面での未熟・未発達は，他者との好ましい体験の不足に起因しており，

「自己有用感」を支えにして他者との関わりを維持することができれば，自らの力で社会

性を育んでいくことができると考えます。ちなみに，「社会性」とは，社会的に好ましい

資質，態度，能力のことですが，具体的に学校教育で想定されている「社会性」とは，集

団活動の場で自分の役割や責任を果たす，互いの特性を認め合う，他者と協力して諸問題

を話し合う，その解決に向けて思考・判断する等の能力や態度であり，さらにはそれが自

らの個性と統合され個人の資質として昇華されたものと考えます。

このような考えに基づいて，当センターでは平成19・20年度の研究で「いじめ 学校自

己診断表」を開発して，簡単な意識調査や入力処理を行うことで，それぞれの学校の状況

の全体像を見ることができるようにしました。この「いじめ 学校自己診断表」は，「事

後的対応」「予防的対応」「予防教育的対応」の３つの視点から各校の状況を分析して，「い

じめ 学校自己診断表活用のためのハンドブック」を活用することで，具体的な対応例ま

でを知ることができるものです。

「いじめ 学校自己診断表」は，当センターのWebページ上に掲載し，生徒指導関連の講

座などで活用してもらえるように啓発してきました。しかし，全県各校において十分に活

用されているとは言えない状況でした。

また，この「いじめ 学校自己診断表」の県の数値のもととなったのは，平成19年度の

児童生徒８％アンケート調査（以下「8,000人調査」）でした。この調査は，実施した時

期の関係で，中学校３年生と高等学校３年生については実施していなかったので，県の数

値の提示ができていませんでした。そのため，中学校や高等学校では，３年生の意識調査

をする際には，２年生の県の数値を代用する必要がありました。そこで，当初より３年後

の平成22年度に意識調査を再度実施し，より活用しやすい「いじめ 学校自己診断表」に

するために，小学校４年生から高等学校３年生までの状況を改めて把握し，全ての学年に

おける県の数値を提示することにしていました。

再調査の該当年である今年度，県内の小・中・高の児童生徒にアンケート調査を実施し

て，小学校４年生から高等学校３年生までの県の数値を更新することにしました。そのア

ンケート調査は，「いじめ 学校自己診断表」の質問用紙をそのまま活用し，集計する際

に診断表を活用してもらうようにしました。実際に使ってみることで，より多くの学校で

「いじめ 学校自己診断表」の存在や有効性に気付くことができると考えたからです。

意識調査や入力処理が短時間でできるだけでなく，その結果がすぐにグラフ化され，県

の数値と比較することで，自校の状況を簡単に把握することができるなど，「いじめ 学

校自己診断表」の特長をより多くの学校が理解することで，実態把握が適切に行われ，い

じめの早期発見，早期対応につながると考えました。そして，自校の状況に合わせた対応

策が見付かる「いじめ 学校自己診断表活用のためのハンドブック」のより一層の充実を

図ることで，いじめの根絶に向けた一歩になると考えました。
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２ 研究の内容等

(1) 研究の方法

① 県内の小・中・高の児童生徒にアンケート調査（以下「9,000人調査」）を行い，

小学校４年生から高等学校３年生までのいじめの実態及び意識調査を行います。調査

結果は，研究の基礎データとし，その結果を分析して「いじめ 学校自己診断表」を

更新します。

また，平成19・20年度には見送られていた中学校３年生，高等学校３年生について

も，今回の「9,000人調査」で県の数値を提示します。

② 当センターの生徒指導に関わる講座受講者を中心に，教員に対するアンケート調査

（以下「教員アンケート調査」）を行い，いじめの態様についてより幅広い意識調査

をし，実態を把握する一助とします。

③ 「事後的対応」「予防的対応」「予防教育的対応」の中で，「予防的対応」や「予防

教育的対応」を充実させるため，校内指導体制を見直し，いじめ根絶に向けて取り組

む対応策を提案します。

(2) 具体的な内容

① 「9,000人調査」を依頼し，小学校４年生から高等学校３年生までのいじめの実態

及び意識調査を行いました。

実際に調査をした人数 約9,200人

（小学校 約2,700人 中学校 約3,400人 高等学校 約3,100人）

調査結果は，研究の基礎データとし，その結果を分析して「いじめ 学校自己診断

表」を更新し，中学校３年生，高等学校３年生についても，今回の調査で県の数値を

算出しました。その結果を反映した「いじめ 学校自己診断表」の改訂版を10月下旬

に当センターのWebページへアップしました。

② 当センターの生徒指導に関わる講座受講者を中心に，「教員アンケート調査」を行

い，いじめの態様など幅広い意識調査を実施しました。

実際に調査をした人数 約250人

小学校 約 90人 中学校 約 70人

高等学校 約 60人 特別支援学校 約 30人

③ 「事後的対応」「予防的対応」「予防教育的対応」の中で，「予防的対応」に取り組

む際の情報を充実する方向で，「いじめ 学校自己診断表活用のためのハンドブック」

を見直しました。
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Ⅱ 「いじめ 学校自己診断表」

① 当センターのWebページ（http://www.akita-c.ed.jp/）から

「支援班児童生徒支援」のページ（http://www.akita-c.ed.jp/~cjid/）

をクリックします。

② 「支援班児童生徒支援」の

ページ下方に下の画面 ↓ があります。

③ 使用する校種（小学校用・中学校用・高等学校用）の「いじめ 学校自己診断表」

をクリックします。

④ ファイルのダウンロード画面が表示されますので＜保存＞をクリックします。

⑤ 保存場所を指定（例：マイドキュメント）し，＜保存＞をクリックします。

＊ファイル名は次の名前で保存されます。

小学校用 → 「shindansyou.xls」

中学校用 → 「shindantyu.xls」

高等学校用 → 「shindankou.xls」

⑥ 同様にして，「質問用紙」，「診断表の入力方法」をダウンロードします。

＊質問用紙【学校生活に関する意識調査】には，

児童用（ふりがな付き。小学校４～６年生対象）と

生徒用（中学生・高校生対象）の２種類があります。

実態により選択します。

「いじめ 学校自己診断表」等のダウンロードの仕方

以上で，必要な

ファイルのダウン

ロードが完了です。
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１ 「いじめ 自己診断表」の概要と特長

(1) 「いじめ 学校自己診断表」の概要

「いじめ 学校自己診断表」は，学校からのいじめ根絶を目指して作成されました。

これまで，いじめへの対応は，早期発見，早期対応など事後的対応が中心でした。それ

だけでは，起こってしまったいじめは解決できても，いじめが起こりやすい雰囲気を改

善することや，「いじめは絶対に許さない」という一人一人の意識を育むことは十分に

できず，結果的にいじめを根絶できませんでした。

この診断表を活用し，自校の児童生徒の状況を明らかにすることにより，「学校から

いじめをなくすにはどのように対応すればよいか」を探ることができます。

(2) 「いじめ 学校自己診断表」の特長

「いじめ 学校自己診断表」の特長は，手軽で使い勝手がよいところです。意識調査

や入力処理が短時間でできるだけではなく，その結果がすぐにグラフ化され，自校の状

況を簡単に把握することができます。

また，「9,000人調査」の結果と比較することで，自校の児童生徒の状況をより客観

的に捉えることも可能です。さらに，自校の状況に合わせた対応策がすぐに見付かるこ

とも特長の一つとなっています。

(3) 実施の時期

４月当初より，児童生徒間の人間関係が培われてくる５月か６月の方が効果的です。

ただし，いじめに対する意識の項目も多いので，調査の目的によっては４月当初でも効

果があります。

(4) 対応の区分

この「いじめ 学校自己診断表」では，対応を「事後的対応」「予防的対応」「予防教

育的対応」に区分しています。

「事後的対応」はいじめが発生した後の対応，「予防的対応」はいじめの未然防止を

目的とした対応です。それに対して，

「予防教育的対応」は児童生徒の好ま

しい行動の育成を「児童生徒の自主的

判断・行動の推進」を通して実現する

ものです。

(5) 入力の仕方

意識調査は設問ごとに番号を選ぶ，

簡潔なものです。入力処理も各学年の

図Ⅱ－１ 入力シート
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シートに番号を打ち込むだけで，短時間で済むようになっています。

また，気になる回答があれば，入力シートのセルが網掛けされて目立つような工夫も

され，学校現場での使い勝手に配慮しています。

(6) 「いじめ 学校自己診断表」の見方

① ポイント１「診断表の全体像を見る」

「いじめ 学校自己診断表」の集計結果は，いじめに関する多様な内容全てを網羅

しているわけではありませんが，各校の取組について，その状況の全体像を見ること

ができます。

取組がうまく機能していると考えられる場合は，該当する項目のグラフが右側（青

色）に示されますが，取組がうまく機能していないと考えられる場合は，該当する項

目のグラフが左側（オレンジ色）に示されます。

図Ⅱ－２ 「いじめ 学校自己診断表」の例

緊急の課題（事後的対応）

・現在のいじめ

・過去のいじめ

「9,000人調査」による

県の数値と比較したグラフ

・青色：望ましい方向

・オレンジ色：望ましくない方向

※左側に大きく伸びている場合，要注意！
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また，オレンジ色で示されたグラフに対応する「意識調査の内容」「分析と具体的

な対応例」の欄が網掛けで表示されるため，全体のグラフの色や網掛けの量で各校の

取組の状況が一目で把握できます。

② ポイント２「緊急の課題（事後的対応の必要性）がないか」

診断表上部の事後的対応の欄を見てみ

ます。

現在いじめが行われている可能性が高

い場合には，対応する「意識調査の内容」

の欄が赤色で表示されます。この場合，

当該児童生徒との面談など緊急に対応す

ることが必要です。

また，過去にいじめが行われていた可

能性が高い場合には，対応する「意識調査の内容」の欄がオレンジ色で表示されます。

この場合も，早急にアンケートや教育相談を実施する必要性があります。

③ ポイント３「網掛けに偏りはないか」

網掛けされた項目が偏った状態にないかを見ることも大切です。

診断表は，上から「事後的対応」「予防的対応」「予防教育的対応」の３つの部分

に分かれています。網掛けが集中している場合，該当する部分の自校の状況を確認し，

必要に応じて対応策を検討することが重要です。

また，一つ一つの質問項目においても，「9,000人調査」の結果から得た県の数値

と比較して，大きく左に伸びている

場合は要注意です。

④ ポイント４「教員の認識とズレはないか」

教員は，いじめのない「落ち着いた」学校だという意識をもっているのに，網掛け

図Ⅱ－３ 即時対応の必要な部分

図Ⅱ－４ 診断表で対応の偏りを確認

事後的対応

予防的対応

予防教育的対応
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が見られる場合，児童生徒と教員のいじめに対する認識にズレがあると考えられます。

「ズレはなぜ生じたのか」「そのズレを埋めるための対応は」など，自校の状況を

確認し，必要に応じて対応策を検討することが重要になります。

⑤ ポイント５「予防教育的対応は十分か」

「事後的対応，予防的対応には網掛けがないが，予防教育的対応にはいくつか網掛

けがある」などという場合は，現在いじめは抑制されていますが，児童生徒の心はま

だ十分育っていない状態とも言えます。

例えば，表面的には問題のない「落ち着いている」学校であっても，いじめの起こ

る可能性がないとは言えません。いじめや人間関係のトラブルがない状態でも，自己

有用感を高めたり，関係性を醸成したりするなど，予防教育的対応を充実させていき

たいものです。

⑥ ポイント６「具体的な対応はどのようにするか」

「いじめ 学校自己診断表」は，18の項目をその対

応の仕方ごとに，事後的対応（いじめの体験），予防

的対応（意識），予防教育的対応（有用感，関係性）

に分類しています。「意識調査の内容」と「分析と具

体的な対応例」の欄の網掛け部分から，自校の課題

と具体的な対応例を知ることができます。

そして，それぞれについて「いじめ 学校自己診断

表活用のためのハンドブック」の掲載ページがあり

ますので，内容についても確認ができます。

２ 県の数値

(1) 県の数値の妥当性

各校の状況を分析する際に，比較される県の数値は，「9,000人調査」に基づいたも

のなので，統計学的には妥当性のある数値となっています。ただし，県の数値はあくま

で参考であり，それとの比較によってよいとか悪いとか判断する基準ではないことに留

意して活用していかなければなりません。

図Ⅱ－５ 対応例のページ
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(2) 平成19年度「8,000人調査」との比較

① 小学校

② 中学校

図Ⅱ－６ 小学校の比較グラフ

図Ⅱ－７ 中学校の比較グラフ
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③ 高等学校

(3) 変容の様子

上のグラフは，小・中・高それぞれにおいて，前回の平成19年度「8,000人調査」に

比べて，今年度実施した調査結果がどのように変化したかを表しています。見て分かる

ように，グラフが右側に青く伸びています。これは，概ねこの３年間で，いじめに対す

る意識が好ましい傾向に変化したことを表しています。

ただ，比較してよくなったとは言っても，「いじめられる側にも悪いところがあるの

だから仕方がない」と答える児童生徒や「自分は周りの役に立っている」と思うことが

できない児童生徒の割合が依然として高いなど，気になる点もいくつかあります。

以下に，アンケート調査で気になった点について紹介します。

① 事後的対応

1) 今，友達にいじめられている

小４年 6.4％ 小５年 4.8％ 小６年 1.8％

小全体 4.3％ 中全体 1.7％ 高全体 0.7％

2) 今の学年になってからいじめられたことはあるが，今はいじめられていない

小４年 19.4％ 小５年 16.9％ 小６年 9.0％

小全体 15.1％ 中全体 6.0％ 高全体 3.1％

図Ⅱ－８ 高等学校の比較グラフ

秋田県総合教育センター 平成22年度 研究紀要
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いじめにあっている児童生徒の割合は，学年が上がるにつれて減少していきます。

高等学校全体の数値は，小学校全体に比べて５分の１ほどになります。ただ，この

数値の減少については，学年が上がるにつれて相手の行為をいじめとは捉えない児

童生徒の耐性の向上や，自己申告しない，あるいはできないという発達段階の特徴

等も考慮に入れて捉えなければならないと考えます。

また，児童生徒自身が耐性を強めるのはよいのですが，本人が相手の行為を辛い

と感じているのに，周りの大人が「あなたがもっと強くなればよい」というメッセ

ージを伝えることは好ましくありません。強くなれない自分に絶望して，更に追い

込まれてしまうことにつながりかねないからです。

3) 今のクラスで，いじめにあった人のことを見たり，聞いたりしたことがある

小４年 31.4％ 小５年 29.6％ 小６年 19.0％

中１年 20.1％ 中２年 16.5％ 中３年 13.4％

小全体 26.6％ 中全体 16.7％ 高全体 10.3％

クラス内でのいじめの認識については，自己申告の数値よりも，明らかに高い数

値を示しています。これは，自己申告が少ない現状を踏まえると，全員に対する定

期的なアンケートなどの実施がいじめの早期発見につながる可能性を示していま

す。

② 予防的対応

1) いじめられる人も悪いところがあるのだから，仕方がない

〔とても思う・だいたい思う〕

小全体 25.5％ 中全体 28.5％ 高全体 42.9％

小・中学校は４人に１人ほど，高等学校では５人に２人がいじめの被害者にも原

因があるので，いじめは仕方がないと考えていることになります。もし仮に，いじ

められている児童生徒に何かしらの問題点があったとしても，そのことへの対処法

としていじめるということは絶対にあってはならないことです。

2) いじめは大したことではない〔とても思う・だいたい思う〕

小全体 6.0％ 中全体 7.1％ 高全体 11.4％

「①事後的対応」の部分で，学年が上がるにつれて相手の行為をいじめとは捉え

ない児童生徒の耐性の向上があるのではないかという捉えを示しました。ここで気

になることは，「いじめは大したことではない」といういじめを軽視するかのよう

な意識が学年が上がるごとに増えていることです。

いじめには，被害者と加害者の他に，気分的に面白がってはやし立てる観衆，無
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関心を装う傍観者がいると言われています。この観衆や傍観者がいじめを支持し，

黙認する傾向が強いといじめは増幅されますし，仲裁する存在となれば抑制されま

す。

「いじめは大したことではない」などの意識は，この観衆や傍観者がどの立場を

とるかに大きな影響を与えることになります。「いじめは何があっても絶対に許さ

れないことである」という指導を徹底するとともに，教員がこのような児童生徒の

気分に迎合することで指導が不徹底にならないように十分に留意したいものです。

3) いじめられたら，仕返しをすればいい〔とても思う・だいたい思う〕

小全体 12.9％ 中全体 21.4％ 高全体 31.0％

4) いじめられていたら助けてあげたい〔ぜんぜん思わない・あまり思わない〕

小全体 5.7％ 中全体 12.6％ 高全体 25.3％

いじめられたら「仕返しをすればいい」という安易な考え方をする児童生徒が意

外に多いことが分かります。“目には目を”的な行動を続けてしまっては，不適切

な行動の悪循環から抜け出すことができませんし，根本的な解決には至りません。

このような，相手への配慮に欠けると思われる意識や，「いじめられていたら助

けてあげたい」とは思わない児童生徒が学年が上がるにつれて増えているのも，学

年が上であるほど，児童生徒間の好ましい人間関係が築かれていないという現状を

表しているかもしれません。実際に，「教員アンケート調査」の結果からも，70％

の教員が，児童生徒が人間関係をうまく結べないという傾向を感じています。

③ 予防教育的対応

1) 気の合わないクラスの人とも，なるべく付き合うようにしている

〔ぜんぜん思わない・あまり思わない〕

小全体 22.6％ 中全体 26.0％ 高全体 35.9％

2) 言葉や行動が相手を傷付けていないか気を付けている

〔ぜんぜん思わない・あまり思わない〕

小全体 11.0％ 中全体 11.2％ 高全体 13.3％

3) 人に迷惑をかけないなら，何をしてもよい〔とても思う・だいたい思う〕

小全体 10.9％ 中全体 16.7％ 高全体 24.3％

ここで気になるのは，気の合わない人とは付き合わない，自分の言動が与える

影響に気を配らないという傾向があることです。「②予防的対応」でも触れたよ

うに，これは，児童生徒間の人間関係の希薄さが原因で，周囲との協調性が育っ
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ていないものと捉えられます。

今は，昔のように地域に異年齢の遊び集団が存在していて，人間関係を築く経

験を自然に積むことができるわけではありません。しかも，少子化の問題もあり，

多数の児童生徒が集う場は学校以外にはあまりありませんので，公教育の場であ

る学校で，意図的に人間関係づくりの場を設け，好ましい関係が築けるように取

り組む必要があるのです。

4) 自分は，周りの人の役に立っている〔ぜんぜん思わない・あまり思わない〕

小全体 50.9％ 〔あまり 39.5％ ぜんぜん 11.4％〕 （Ｈ19 58.9％）

中全体 61.9％ 〔あまり 47.1％ ぜんぜん 14.8％〕 （Ｈ19 68.2％）

高全体 75.3％ 〔あまり 57.8％ ぜんぜん 17.5％〕 （Ｈ19 81.3％）

この項目は，児童生徒の自己有用感を調べたものです。前回調査に比べて，意識

は向上しているものの，否定的な回答の割合が依然として高く，自己有用感が高い

とは言い難い状況です。異学年・異年齢交流など，各学校において伝統的に実施さ

れてきた活動を児童生徒中心の活動へと見直し，生活全般に主体的な好ましい行動

を促すための取組を進めていく必要があります。

３ 対応のポイント

「いじめ追跡調査2007－2009」（国立教育政策研究所）によると小学校４年生から中学

校３年生までの６年間で，加害・被害の両方を含めて，いじめと無関係でいられる児童生

徒は１割しかいないということが分かりました。いじめはどこでも誰にでも起こるという

認識の中で，いじめが起きてしまった場合は早期解決に向けた適切な対応が必要です。そ

のポイントを次に述べてみます。

(1) 事後的対応のポイント

① 早期発見後のポイント

1) 本人からの訴えがあったときには

「よく話してくれたね。辛かったでしょ

う。自分で解決しようとがんばっていたの

ですね。」などの声かけとともに絶対に守

るという姿勢を示します。本人の話を傾聴

しながら，本人が何をしてほしいのかを確

認して，そのことを援助します。本人に安

心してもらうためにも教員の考えを説明す

る必要がありますが，本人や家族が望まな

いことを押し付けないよう注意します。
図Ⅱ－９ 本人からの訴え
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2) 保護者からの訴えがあったときには

「いじめを認めたら全て学校や担任の責

任になる」という考え方ではなく，保護者

の訴えを傾聴しながら「気付かなかった点，

配慮が足りなかった点」に関しては丁寧に

謝ります。加害者に関する訴えに対しては，

即答を避け，必ず確認することを伝えます。

チームで対応することや，具体的に何をい

つまでに行うか教員の動きを説明して，そ

の後，定期的に連絡をとります。

3) 周囲の児童生徒からの訴えがあったときには

初に，話してくれた勇気に対して感謝の

気持ちを伝えます。その上で話してくれた児

童生徒が特定されないように，アンケート調

査や全員と個別面談を行います。また，アン

ケートを実施する場合は，記述した児童生徒

が特定されないように，全員が普段の生活で

気になる事や学級のよい点などを書く項目を

取り入れるような工夫も必要です。記名式に

するかどうかを含め，公開することを前提に

内容や形式を工夫する必要もあります。訴え

た児童生徒には，今後，どのような取組をす

るか説明をして安心感を与えます。

【いじめの情報や訴えがあった場合は，即時にチームで対応】

「事実確認と情報収集」は，①情報提供者から，②全教員から，③いじめた側の

児童生徒から，④その他（友人など）から行い，「解決に向けた適切かつ誠実な対

応」へ結び付けます。解決の難しいケースは教育委員会，関係機関と連携する必要

があります。

※「秋田県の子どもをいじめから守るために」（秋田県総合教育センター）参照

② 仮説を基にした具体的な手立て

人間関係の問題は「円環的思考」（図Ⅱ－12）で取り組むと解決の道が開く可能性

が広がります。そのためにはチームで対応することが大切です。チーム対応すること

で，たくさんの仮説を立てることができるからです。この「円環的思考」は，いじめ

問題だけでなく，様々な生徒指導上の問題に対応する上で効果のある方法です。

図Ⅱ－10 保護者からの訴え

図Ⅱ－11 周囲の子どもからの訴え

秋田県総合教育センター 平成22年度 研究紀要
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直線的思考 とは 円環的思考 とは

問題が起こるのは必ず１つの原因が 同じ現象の繰り返しが起こっているか

あると考えることです。 らだと考えます。

「この結果はあの原因からきている」 「あれもこれも原因の1つかもしれな

と分析することになります。 い」といくつかの仮説が成り立ちます。

疑問 ① 【仮説１】○○と考える

疑問 ② 想 【仮説２】○○と考える

ある一つ 疑問 ③ 【仮説３】○○と考える

の現象「問題」 疑問 ④ 像 【仮説４】○○と考える

疑問 ⑤ 【仮説５】○○と考える

図Ⅱ－12 インシデントプロセス法

問題が起こったときに，疑問にとどめず，すぐに自分の経験などから判断してしま

うこと（直線的思考）をやめて，いったん疑問を疑問にとどめておき，その疑問に対

して様々な仮説を立てる（円環的思考）ことが大切です。その上で，もっとも実態に

近いと判断した仮説を基に対応を決定します。

たとえ失敗しても，「こんなにがんばって対応してあげているのに」と相手のせい

にしたり，自分の無力を責めたりせずに，仮説が間違っていたのだから情報収集をし

直して，新たな仮説を立て直し対応するように考えます。

③ インシデントプロセス法（incident process）の活用

インシデントプロセス法とは,この「円環的思考」に基づいた事例検討の手法です。

アメリカのマサチューセッツ大学のポール・ビゴーズ教授が考案したもので，事例提

供者の短い抽象的な出来事に対して，参加者が質問することによって事例の概要を明

らかにしながら，対応策等を討議していく手法です。

【特長】

1) 事例の作成が容易です。

2) 質問しなければ必要な情報を得ることができないため，参加者の問題への積極的

な関わりが期待できます。また，情報収集力を培うこともできます。

3) 原因を究明するとともに，今後の具体的な問題解決に向けた手立てを限られた時

間内にまとめることができます。問題解決に必要な情報を，限られた時間の中に得

なければならないため質問する力を培うことができます。
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〔当センターのＡ・Ｂ講座で実施している例〕

・簡単な事例を準備します。

・４人程度の小グループを作ります。司会は

回り番で行います。

・ 初の先生が事例提供者として５分程度で

事例を話します。この時，詳しく説明し過

ぎないようにします。

・他の先生が疑問点を全て質問します。

・約束として，「事例提供者を責めない」，「質

問内容を冷やかさない」ことを守ります。

・他の先生が「このような対応策はどうでし

ょうか」と付箋に書いて渡します。

・事例提供者は，たくさんの対応策やアイデ

ィアを受け取り，今後どのように取り組む

か話します。

・話合いを振り返ります。

・次の事例提供者の発表に移ります。

・人数分繰り返すことで全員の事例を話し合

うことができます。

〔事例検討会を実施した感想〕

・悩みを聴いてもらえた。 ・すぐに戻って対応策を生かしてみたい。

・時間が決まっているからよい。 ・前向きに考えることの大切さを感じた。

・新たな手立てが浮かんだ。 ・時間が短く感じられた。

・逆の発想で取り組めそうだ。 ・集団の学びを体験することができた。

・自分では体験したことがない事例を真剣に考えることができた。

・自分の取組は間違いではなかったと自信がもてた。

④ 学校支援講座における取組の紹介

当センターの学校支援講座で，前述のインシデントプロセス法を活用して「問題行

動への対応と保護者連携」の校内事例検討会を実施している学校があります。その中

から,いくつか紹介します。

1) 小学校の例〔校長，教頭，教諭 計14人〕

初めに全員で１つの事例検討会を行いました。事例提供者に対して，３つの小グ

ループを作り質問や対応策の提案を行いました。様々なアドバイスをもらい，事例

提供者が今後の取組を発表しました。

その後，低学年と高学年の２つのグループを作り，それぞれ別の事例について事

短縮した事例による研究法短縮した事例による研究法 （２５分間）（２５分間）

①先生が「事例の捉え方や今後の対応について考え
ていただきたい」とお願いする。
特に対応策を考えて伝える。

①○○先生が「実態と対応策」について紹介する。
（司会は次の②先生）５分程度

事例提供者を責めない 質問内容を冷やかさない

質疑応答 具体的内容を聞く。

（問題を発見する力･情報を収集する力）１０分程度

短縮した事例による研究法短縮した事例による研究法

3人の先生が付箋に書いた対応策を事例提供者に渡す。

対応策のプレゼント。７分程度

事例発表の先生はアドバイスを受け、
この後どのように取り組むのか発表する。お礼も。

３分程度

4人で共有する。司会者まとめておく。
（感想や気づいたこと、新しい発見、新しい対応策について）

その他（秘密厳守）その他（秘密厳守）

・持参資料は、発表終了後に各自で回収・持参資料は、発表終了後に各自で回収
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例検討を行いました。２つのグループで話し合ったことは代表が発表し，全体で共

有しました。短時間に３つの事例について検討を行い，原因探しではなく明日から

取り組める具体的な対応策を出し合うことができました。全員が前向きに取り組ん

でいこうとする気持ちになれる検討会でした。

〔事例検討会終了後の感想〕

・長引かずに話合いを進めることで前向きな発言ができた。

・今までの子どもへの対応の振り返りができ，今後の取り組み方が明確になった。

・小グループでの話合いは自分の意見が出しやすかった。その分，情報量も多く

有効であると感じた。

・事例を発表し不安であったが，前向きに様々な対応策を考えてもらい，勇気を

もらうことができた。

・これからも子どものよい面に目を向けて接していきたいと思った。

・本校児童について教員同士が共通理解することができた。

2) 中学校の例〔校長 教頭 教諭 計16人〕

全員で１つの事例について検討を行いました。事例提供者に対して，３つの小グ

ループを作り，質問や対応策の提案を行いました。学校内だけでなく家庭や地域の

状況も話題になりました。様々なアドバイスをもらい，事例提供者が今後の取組を

発表しました。

その後，校長，教頭，学年部，広域スクールカウンセラーが集まり対応を決める

話合いをもちました。事例検討会の内容を踏まえ，外部機関(教育委員会やスクー

ルカウンセラー等）と連携して現段階で行える 善策を決定し，実施することにな

りました。

〔事例検討会終了後の感想〕

・小グループでの話合いで意見が出やすかった。

・全員で対応策を考えることができ，チームとしてがんばっていける気持ちにな

った。

・普段，担任や学年部で抱え込んでいる悩みを本校の先生方全員で共有でき，た

くさんのアドバイスをいただいて参考になった。

・自分の立場に置き換えて考える集中した時間になった。自分とは違う考えに触

れて深まった。

・短時間という設定だけでたくさん意見が出る。部会レベルでなく日常活用でき

る方法だと思った。
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(2) 保護者との適切な関係づくりのポイント

近の傾向として，サービスを受ける消費者のような気持ちで学校教育を見ている保

護者が多くなっていると言われています。消費者意識で，サービスが悪ければ，クレー

ムを付けるのは当たり前だという考えをもっている方もいます。この意識には，地域が

安定しているところと不安定なところで差があります。

「クレームはあって当たり前」「保護者はパートナー」と考えてみましょう。

日本では「モンスターペアレント」，アメリカでは「ヘリコプターペアレント」と呼

ばれる保護者が取り上げられることが多くなり，「こんなことを学校に聞いたらモンス

ターペアレントと思われないでしょうか？」と，心配して学校に相談できない保護者も

います。そのため，いじめなどの問題の発見が遅れたり，不安から不満，不満から不信

を募らせてしまったりするのです。その一方で，保護者と敵対するのではなく，クレー

ムを学校改善に役立てている学校も増えています。

そこで，保護者の意見・要望を上手に受け入れて，良好な関係を築くポイントについ

て考えてみます。

① 学級経営が難しい学校は，保護者の対応も難しい

児童生徒が集団生活を送るためのレディネスが不足していることが多いようです。

そのような集団には，対人関係・集団生活に関する意識とスキルの向上が必要です。

1) 先手の対応で保護者の信頼感をどれだけ獲得できるかがカギ

保護者との関係をこじらせる人と上手くできる人の違いは， 予防

先手の対応をしているかどうかにあるようです。厳しいクレー 対応

ムの 大の予防策は，保護者の信頼を獲得することです。

2) 教員からの情報開示は信頼獲得の第一歩

開示したい情報として，次の３つがあります。

○教員の教育実践に関する考え方と展開の方法（事前に）

○日常の教育実践の様子や児童生徒の学級生活の様子（プロセス）

○節目ごとの成果

よい面だけの情報開示では，保護者は納得しません。情報の中には友達がな

かなかできないなどマイナス面もあるはずです。そういうときは，「以後この

様な方法で対応します」と具体的な対策を提示することで，保護者の理解を得

ることができます。

教員が無条件に信頼されていた時代は終わり，信頼感を獲得しながら教育実践を

していく時代になりました。真面目にやっているだけでは不十分です。やっている

ことを適切に伝えることが必要になります。細くなったと言われている「学校と保

護者の信頼のロープ」を丈夫で太いものにしていかなければなりません。
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② 保護者のクレーム対応は４つのステップで

保護者の感情の高ぶりに巻き込まれないようにしなければなりません。丁寧な対応

を通して信頼感を回復していくために，チームでの対応を心掛けることが必要です。

第三者の教員がリードすると効果的です。

1) 保護者の怒り，不信の感情を「受け止める」

一通り，まず言いたいことを話してもらいます。遮らず，否定もしません。語る

ことで気持ちが浄化される，カタルシス効果というものがあるのです。

後まで一通り聴いた上でその話の骨子を整理して，「～のように受け取られた

のでしたら，不信感をもたれるのは分かります」などと，保護者の言葉を使う繰り

返し技法で，怒りの感情を受け止めます。相手と同じ口調や同じ速さで話をすると，

相手は語りやすいようです。逆に相手の話し方が速すぎるときは，こちらはゆっく

りと話してコントロールします。

2) 教員の対応を「説明する」

時間を追って一つ一つ説明します。「子どもの～という様子を，○○と判断した

ので，◇◇という対応をしました」というように，解釈したこと，考えたこと，行

動したことを識別して説明します。

例えば，

×「Ａ君がＢ君をいじめていました。普段からいじめはいけないと全員に言ってい

たので，厳しく注意しました。」

ではなく，

○「Ａ君がＢ君の太っていることを，繰り返しストレートに言葉にしており，Ｂ君

が涙ぐんでいましたので，その行為をまずやめることをＡ君に注意しました。」

と伝えます。

一つ一つ分析的に説明することで，教員自身の感情の高まりを抑止できますし，

保護者の気持ちの引っかかっている部分が浮かび上がってきます。

3) どのような対応を教員に期待していたのかを「質問する」

保護者と教員の考え方が食い違うことは必ずあります。そういった時には，「私

は～の状態を見て，Ａと考えて，Ｂという対応をしましたが，○○さんはどのよう

な対応を期待していたのでしょうか？」と質問します。

受け入れにくい申し出には，反論するのではなく，予想されるマイナス面を質問

して気付かせることが必要です。「他の子どもたちの～という反発が想定されます

が，それにはどう対応すればよいでしょうか？」｢ご家庭ではどのように対応され

ていますか？｣と謙虚に質問をします。
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4) 教員と保護者が連携して対応していくことを「確認する」

教員の対応が「よいか，悪いか」という保護者の絶対二分割思考から脱却し，保

護者のどのような期待が満たされていないのかを焦点化していきます。そして，教

員と保護者が連携していくための具体的な行動を確認します。

例えば，次のような行動の確認になります。

教 員 学級生活で子どもの様子が気になったら，休み時間に個別に声をかける。

保護者 気になることがあったら，火曜・金曜のpm４：00以降に学校に電話する。

ただし， 初は教員の方から保護者に電話した方がよいでしょう。

③ 保護者との連携をしっかり契約する

1) 保護者との関係をつくるために

保護者との関係をつくるためには，基本的に保護者と顔を合わせて話すことが望

ましいと思います。電話で約束して会うことになると思いますが，その際はチーム

（学年主任，教育相談係，管理職等）で対応します。電話をする人は誰が適切か相

談します。

きちんと場所や時間を決めておきます。保護者の希望を優先しますが，極端に遅

い時間などは避けます。学校側の誰が対応するのか，役割と人数もあらかじめ伝え

ておくとよいでしょう。

2) 保護者との信頼関係を築くために

問題を起こす児童生徒の保護者は，家庭の養育態度やしつけに問題があると評価

されがちです。保護者の努力や苦労を十分ねぎらうことが必要です。誰のせいなの

かという悪者探しはやめましょう。

また，児童生徒の気持ちを置き去りにしないことが重要です。学校への要望を聴

き，児童生徒の変化を保護者に伝えて励ましていくことが基本になります。

④ 心理検査を勧める場合は保護者に了解してもらう

「困っている」「障害」「知能検査」などの言葉は保護者には受け入れにくい言葉

です。担任が客観的事実を伝えている場合でも，保護者には，指導力不足の言い訳を

しているように受け止められることもあります。得意なことを利用すれば困難を乗り

越えていけるという具体例をなるべく数多く示して，得意な面を探すための方法とし

て心理検査を提案します。また，スクールカウンセラーなどの第三者的な立場の方か

ら提案してもらうことも大切です。

未来に向かって，夢がもてるような提案をすることがうまく受け止めてもらえるコ

ツです。そのためには「こんな支援があればこの子はうまくいく」という事実を一つ

でも多く積み重ねておくことが重要です。校内で相談しながら「学校も保護者と一緒

によい支援を見付けていきます」という姿勢を示しましょう。
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(3) 予防的対応，予防教育的対応のポイント

① 教員の意識

日々児童生徒と向き合っている教員は，いじめについてどのような意識をもってい

るのか，「教員アンケート調査」の結果から分かったことを紹介します。

1) 近の児童生徒の傾向をどう捉えているか〔とても思う・だいたい思う〕

・人間関係がうまく結べない 70.0％

・携帯電話やインターネット，ゲーム等の影響が生活に表れている 80.5％

・ストレスを抱え込みやすい 70.0％

携帯電話やインターネット，ゲーム等が児童生徒の生活に影響を与えていると感

じている教員がとても多いことが分かります。これらは，人と人が直接つながるも

のではありません。また，人間関係がうまく結べず，ストレスを抱え込んでいると

感じている教員も多くいます。ここで考えてみたいのは，これらの関連性です。

人と直接は関わることのない携帯電話やインターネット，ゲーム等の影響を受け

た児童生徒は，児童生徒間のつながりがうまく結べないために，人との関わりの中

でストレスを強めているのかもしれません。

いじめの衝動を発生させる要因の一つに心理的ストレスがあります。過度のスト

レスを集団内の弱い者への攻撃によって解消しようとするのです。学習にまつわる

不快感とともに，人間関係の不快感もその要因の一つです。いじめを未然に防ぎ，

減らしていくためには，いじめの促進要因を減らしていく必要があります。

2) 教員がいじめを発見するためにどのようなことに注意したらよいか

図Ⅱ－13 児童生徒の傾向（教員アンケート調査）
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教員がいじめを発見するためには，「いじめはどこでも起こりうるものと認識す

る」「教員間の連携・共通理解を図る」など，取り組むべきことが多岐にわたるこ

とが意識されていますが，その中に「児童生徒と触れ合いを多くする」ということ

も重要視されていることが分かります。

様々な教育活動を行う基盤となる学級では，教員と児童生徒との信頼関係づくり，

児童生徒同士の人間関係づくり，そして学級集団づくりという段階を踏んで一人一

人の成長を目指していくことになります。教員と児童生徒の信頼関係を築くために，

教員自身が積極的に自己開示し，児童生徒と触れ合いを深めていくことはとても大

切なことです。その良好な人間関係がいじめの抑制要因になるのです。

② 児童生徒間の人間関係づくりの重要性

いじめの未然防止にとって重要な児童生徒間の良好な人間関係ですが，現状は決し

て好ましいものではありません。「9,000人調査」の結果からも児童生徒間の「関係

性」に危惧を感じる部分が見られます。本来，他者からの肯定的な評価も一つの要因

となって形成される自己有用感が十分に高まっていないのも，この人間関係の希薄さ

に原因があると考えられます。

いじめを未然に防ぎ，児童生徒が健全に成長していく環境を整えるためにも，児童

生徒間の人間関係づくりに向けた取組を具体的に進めていく必要があるのです。

自分は，周りの人の役に立っている〔あまり思わない・ぜんぜん思わない〕

小全体 50.9％ 〔あまり思わない 39.5％ ぜんぜん思わない 11.4％〕

中全体 61.9％ 〔あまり思わない 47.1％ ぜんぜん思わない 14.8％〕

高全体 75.3％ 〔あまり思わない 57.8％ ぜんぜん思わない 17.5％〕

図Ⅱ－14 いじめ発見のために注意すること（教員アンケート調査）

秋田県総合教育センター 平成22年度 研究紀要
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③ 教員と児童生徒との信頼関係を築くスキル

いじめを未然に防ぐ良好な人間関係には，教員と児童生徒の信頼関係が占める割合

も大きいと言えます。いじめの指導にかかわらず，様々な教育活動を効果的に進める

ためには，日常の学校生活を通して，教員と児童生徒の信頼関係を築くように努める

ことが大切です。信頼関係は教員の児童生徒に対する日頃の接し方や言動によって築

かれるものです。

一般的に，コミュニケーションで伝わる内容は，言語的内容が30％で，非言語的内

容が70％と言われています。つまり，教員は言葉だけではなく，言葉と同じメッセー

ジを態度など非言語でも伝えているという自覚が必要なのです。

教員が留意したい非言語的なスキルを次に挙げてみます。

1) 視線（アイコンタクト）

目と目を合わせて話すことでメッセージが伝わります。ただし，強過ぎる視線

を嫌う児童生徒もいますので，アイコンタクトを基本にしながらも，一緒に同じ

ものを見るという工夫や配慮が大切です。

2) 表情

その時々の言葉にふさわしい表情をすることが大切です。怒りの表情は怒りの

メッセージとして伝わります。言葉と表情が一致しないと，相手に不信感を抱か

せたり，必要以上に気を遣わせたりしてしまいます。

3) ジェスチャー（体の動き）

例えば，「腕組みは心が閉ざされていることを表す身体言語」と言われ，取っ

付きにくさや威圧感を与えてしまうことがあります。また，貧乏揺すりは相手に

「もう話を聞きたくない」「飽きた」「イライラする」というメッセージを与え

ます。体の動きは相手の視覚に映りやすいため，より強いメッセージ性があるこ

とを意識したいものです。

4) 声の大きさと質

声の大きさ，高さ，明るさ，抑揚なども重要な要素です。場面や相手，目的，

話の内容を考えて声の大きさや質を調整して自分の思いを正確に伝えるようにし

ましょう。狭い空間で大きな声を出すのは，イライラしているメッセージを伝え

てしまい好ましくありません。「大切なことは小さい声で言うよ」など，児童生

徒の集中力を引き出す工夫が必要です。

5) 言葉遣い

何より分かりやすい言葉を使うことが大切です。品のない言葉やセクハラまが

いの発言は厳に慎むべきです。

6) 服装・身だしなみ

服装や身だしなみは，目に見える分かりやすい非言語の部分です。状況に応じ

た配慮をすることが大切です。
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4)や5)については，「児童生徒がそれを教員の個性と思い，親しみを感じており，

児童生徒との人間関係も上手くいっているのなら問題ないのではないか」という反論

もあることでしょう。しかし，そのような教員を受け入れ「先生，先生」と寄ってく

る児童生徒ばかりではありません。思春期に入り性的なことに過度に嫌悪感を抱く児

童生徒もいます。「教員の個性」で済ますことはできないのです。

「廊下を歩くときはゆっくり歩く」，「児童生徒とすれ違うときは，目を合わせる，

声をかける，笑顔を見せる」，「廊下で児童生徒に声をかけられたら，足を止める，

身体を正対させて話を聴く」，「職員室などで仕事中に声をかけられたら，ペンを置

く，パソコンのキーボードから手を離す」など，言語と非言語の両面をきちんと自覚

して適切な言動をとることが，児童生徒との信頼関係を築く上でとても大切なことな

のです。
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Ⅲ 予防的対応の充実に向けて

１ 関係づくり，社会性の育成に有効なプログラムの活用と留意点

自分の個性を押さえ心を透明にして，周りに同調する児童生徒が増えていると言われて

います。このような状況の中，教員が意識的に児童生徒の対人関係能力を育成するための

取組を実施していく必要があります。「人は人との関わりで学ぶ」のです。いじめ未然防

止のため，教員主導で児童生徒に取り組ませる活動を紹介します。

(1) アイスブレイク

アイスブレイクとは，見知らぬ者同士の出会いの緊張をほぐす演出法です。ま

た，よく知っている者同士でもアイスブレイクすれば出会い直しをすることにな

ります。心をほぐし，つなぎ合わせ人脈をつくっていくことを目的としています。

全校や学年，学級，ＰＴＡ等で活用されています。

① バースデイライン バースデイチェーン

１月１日を先頭に，誕生日順に時計回りの大きな一つの円を作るものです。初めに

人数や学年に応じて時間を設定しておきます。その後，声を出さずにジェスチャーで

伝え合うことを指示します。この円の中に教員自ら入ることが大切です。

完成したら１月１日から確認します。間違っていてもＯＫです。そのおかげで場が

和むことを話します。実施後は，誕生日が近い人とのグループ編成が可能になります。

誕生日は誰もがもっているものです。教員が作ったグループではなく誕生日が作っ

たグループができることになります。そのため次の活動に移行しやすくなります。

② アウチでよろしく

人差し指と人差し指のスキンシップとアイコンタクトを通して親和的な出会いを作

ります。笑顔で優しくお互いの目を見つめ合うことを伝えます。人差し指の先どうし

を触れ合わせ，「アウチ」と声を出してあいさつします。全員とあいさつできるよう

に動くことを指示します。

男女が恥ずかしがっているときは，教員が先頭になって列を作り全員とアウチしま

す。また，ホームランを打った選手をベンチで迎えるような人差し指の先どうしのハ

イタッチ式でアウチを行ってもよいと思います。

③ 全員と握手

校長のリーダーシップにより，４月１日の職員室，入学式直後の体育館，初めての

ＰＴＡ等で全員と握手する機会を設けている学校があります。当センターの講座でも

グループ協議をする前に実施しています。大人の方が新鮮さを感じることが多いよう

です。学級懇談など保護者との出会いにも活用できるエクササイズと言えます。
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(2) 構成的グループ・エンカウンター

いじめ発生の背景には，多くの場合，仲よしグループの固定化が見られます。普

段からクラスのいろいろな人と関わる場面を設定することが大切です。他者の気持

ちに触れ，共感し合う活動がいじめの予防に効を奏します。人間関係の固定化を防

ぎ，自己理解や他者理解を促進し，クラス全体のつながりを優しく，柔らかくする

ようにしましょう。

□ 構成的グループ・エンカウンターとは

エンカウンターとは「出会い」という意

味で，情報や知識や物事の善悪ではなく，

感情の交流を主とし，自己についての発見

や他者の存在や他者との関係を確認し，行

動の変容と成長をねらいとしたグループ体

験です。

リーダーの指示した課題をグループで行

い，そのときの気持ちを率直に語り合う「心

と心のキャッチボール」を通して，徐々に

エンカウンター体験を深めていきます。

□ エンカウンターの手順

1)インストラクション

（活動の目的や方法を知る）

2)エクササイズ

（グループ体験の課題）

3)シェアリング

（体験を通して得た感情や思いを他の

メンバーと分かち合う）

□ 学級づくり

いじめ等の問題行動を起こす児童生徒の

中には，自己肯定感やコミュニケーション

能力が低い児童生徒が多く見られます。い

じめのない温かで，互いに本音で触れ合え

る学級づくりをするためには，構成的グル

ープ・エンカウンターを活用することが有効

であり，それがいじめの予防策になります。

□ 学級の実態把握

Ｑ－Ｕを活用するなど，学級の一人一人

の児童生徒の理解と対応方法，学級集団の

状態と今後の学級経営のヒントをつかむこ

とが大切です。

□ エンカウンター実践のポイント

いじめのない学級づくりのために，次の

３点を基盤としたエンカウンターを計画し

ます。

①自己受容（自己を肯定的に受け入れる）

②他者受容（他者の感情を受け入れる）

③自他理解（相互に理解を深める）

大切なことは，１年間を通じて早い段階

から取り組み，繰り返し継続的にエンカウ

ンターを実施することです。そして学級だ

けでなく，学年・学校全体で取り組んでい

くことで，いじめ予防の効果を高めること

ができます。
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【構成的グループ・エンカウンター 具体例１】

「サイコロトーキング」と「いいとこさがし」

＜対象＞小学生～高校生

＜時期＞学年始め，各行事後，長期休業明け（通年）

・休み明けの「サイコロトーキング」（年度初め，ＧＷ明け，夏休み明け・・・）

・行事の後の「いいとこさがし」（運動会，修学旅行，校外学習，文化祭・・・）

＜時間＞学級活動，帰りの会等

・ 初の１時間は時間がかかりますが，児童生徒にとって理解が容易で，時間のロスが

少なく，２回目からは帰りの会プラス20分でできます。

「サイコロトーキング」（例）

（準備）グループの数だけのサイコロ

サイコロの目の話題シート

＜インストラクション＞ 「これから，お

互いをもっとよく知るために，サイコロト

ーキングをします。相手がどんな人か，自

分と比べながら聞いてください。」

＜エクササイズ＞ 机を向かい合わせ，順

番にサイコロを振り，出た目の話題につい

て話をする

目 話題（夏休み明け）

１ 夏休みの一番の思い出は？

２ 夏休みの二番目の思い出は？

３ 夏休みにおいしかったものは？

４ 夏休みに行って楽しかった所は？

５ １回休み

６ 夏休みの一番のドジは？

＜シェアリング＞ 「友達の話を聞いてど

んな気持ちになりましたか。」「心に残った

話があれば発表してください。」

「いいとこさがし」（例）

（準備）友達のよいところを書くカード５枚

＜インストラクション＞ 「これから，学

習発表会までの間に，自分のグループの人

たちのがんばっているところや，よい点を

見付けて３つ書いてください。行事が終わ

った後で本人に渡してあげます。」

（５人グループの場合は残りの１枚は，他の

グループの１名を自分で決めて書きます）

＜エクササイズ＞

○○さんへ

あなたのよかったところは

△△より

※教員は必ず書いた内容を点検し，傷付け

てしまう活動にしない配慮が必要です。

＜シェアリング＞ 「カードを見て感じた

ことや，思ったことを発表してください。」

以上の２つの活動を年間計画に位置付け，全校体制で継続的に行うことによって，いじ

めの未然防止にも大きな威力を発揮することができると思います。またエンカウンターが

うまくいくかどうかは，リーダーである教員の自己開示と適切な介入が大きなポイントに

なります。
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【構成的グループ・エンカウンター 具体例２】

みんなでリフレーミング

あなたが日頃，短所だと感じていることをメンバーから長所に変えてもらいましょう

◎あなたの名前を書きましょう。

① さんは

◎あなたが短所だと感じていることを書きましょう。

②

（こと）を短所だと思っています。

◎ここまで書いたらとなりのペアに渡しましょう。

◎さて，①さんの短所をリフレｰミングしてあげましょう。

③ しかし，見方を変えれば，それは

という長所と言えます。

◎ リフレｰミングした結果を①さんに教えてあげましょう。

①②③の順番に読みながら渡してあげてください。

自分の短所が見方を変えれば長所でもあることを知り，自己肯定感を高めることをねら

いとするエクササイズです。

まず 初に，自分の短所と感じていることをワークシートに書き込みます。

２人組を作った後，２つのペアで４人組になり，相手のペアとワークシートを交換しま

す。

交換した相手ペアのシートについて，２人で話し合い，知恵を絞って短所を長所に変え

る作業をします。４人組に戻り，書き換えた文章を本人に伝えます。

リフレーミングされた結果を聴いてどう感じたか，グループでシェアリングします。か

らかったり，ふざけたりしないように配慮します。つまずきには教員の介入が必要です。
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【構成的グループ・エンカウンター 具体例３】

い い と こ 四 面 鏡

書いてくれたメンバーの名前いろいろな
「いいところ」

さん さん さん さん
１．しっかりしている
２．頼りになる
３．心くばりのある
４．公平な
５．堂々とした
６．エネルギッシュな
７．人なつっこい
８．活発な
９．好奇心たっぷりな
10．何でもよく知っている
11．意志が強い
12．てきぱきした
13．かわいらしい
14．誠実な
15．何ごとも一生懸命な
16．優しい
17．ユーモアがある
18．さわやかな
19．あたたかい
20．気どらない
21．ねばり強い
22．穏やかな
23．思いやりのある
24．落ち着いている
25．正直な
26．笑顔が素敵な
27．親切な
28．まとめる力のある
29．話を聞いてくれそうな
30．がまん強い

①自分の名前（ ）

肯定的な印象を伝え合うことで自己認知を変え，個々の自己肯定感を高めるきっかけを

設けることをねらいとします。

５人グループを基本とします。自分の名前を書いたら時計回りにシートを回します。

回ってきたシートの「書いてくれたメンバーの名前」の欄に自分の名前を書き，①にあ

る相手のよいところ３つに○を付けます。○の数は選び抜いた３つです。これはシートを

もらったときに，人によって○の数が違わないための大事なルールです。数を増やしたい

という要望に安易に乗らないこと， 後に理由を聴き合う時間を設定すること，どんな気

持ちになったかシェアリングすることがポイントになります。なお，１－30の項目は児童

生徒の発達段階に合わせて変更してください。
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(3) ソーシャルスキル教育

学校という集団生活の場で，ソーシャルスキルが不足した児童生徒が増えると，

学校は居心地の悪い場所となり，集団でいることに苦痛を感じるようになります。

そして人付き合いの煩わしさと居心地の悪さから暴力を振るったり，苦痛を紛らわ

すために誰かをいじめたりする場合もあります。こういったことから，学校では不

足したソーシャルスキルを学習する必要があります。

□ ソーシャルスキルとは

ソーシャルスキルとは，対人関係を円滑

に運ぶための知識とそれに裏打ちされた具

体的な技術やコツという意味です。日常生

活においては，幼い子どもが母親から，①

教えられて，②まねをして，③試してみて，

④結果から学んでという４段階を踏んで，

対人経験の中で学習しています。

□ 「ソーシャルスキル・トレーニング」

と「ソーシャルスキル教育」の違い

ソーシャルスキル・トレーニングとは，

ソーシャルスキルが不足し，対人関係上の

問題を抱えている特定の児童生徒に対して

行われるもので，ソーシャルスキル教育と

は，学級集団全体を対象として意図的，計

画的に行われるものです。

□ ソーシャルスキル教育の進め方

1) インストラクション（動機付け）

2) モデリング（手本を示す）

3) リハーサル（ロールプレイ）

4) フィードバック（評価）

5) 定着化（宿題）

1)-4)までは授業の中で行い，5)の定着

化は日常場面で実行できるように促し支援

します。

□12の基本スキル

○ コミュニケーションスキル

(1) あいさつの仕方

(2) 上手な聴き方

(3) 自己紹介の仕方

(4) 質問の仕方

○ 受容・共感スキル

(5) 温かい言葉のかけ方

(6) 気持ちを分かっての働きかけ方

○ 受容・遊び参入スキル

(7) 仲間の誘い方

(8) 仲間への入り方

○ 主張スキル

(9) 優しい頼み方

(10) 上手な断り方

(11) 自分を大切にした伝え方

○ 問題解決スキル

(12) トラブル解決策の考え方

□ ソーシャルスキル教育実践のポイント

① 楽しく行います。

② 「なぜ学ぶのか」を考えさせます。

③ スキルのできている児童生徒にも配

慮します。

④ 適切なフィードバックを継続し，「日

常生活で使える」という視点をもつこ

とを心掛けます。
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【ソーシャルスキル教育 具体例】

「上手な聴き方」

＜対象＞小学生，中学生

＜獲得目標スキル＞

①相手に体を向ける ②相手を見る ③相づちをうつ

④ 後まで聴く ⑤質問する ⑥繰り返す

＜準備＞ ストップウォッチ，聴き方カード，チェックカード，振り返りシート

＜指導案＞

学習活動と子どもの様子 留意点

(1) 人の話を聴くと，どんないいことがあるのかを考える。 話を聴くことは相手
導 ・「いろんなことが分かる」「相手のことが分かる」「仲よくなれる」 に心理的報酬を与える
入 ことに気付かせる

(2) ロールプレイを見て，聴き方について考える。
相手の話をしっかりと聴くためには，どんなことに気を付けたらい ・モデリングの役割

いのだろう？ 話し役：１名
①２つのモデリングを見る 聞き役：２名
聴き方Ⅰ：望ましくない聴き方 聴き方Ⅱ：望ましい聴き方 ・話す内容（昨日のこ
ワークシート（聴き方カード） と，一番欲しいもの

聴き方Ⅰ（望ましくない） 聴き方Ⅱ（望ましい） など）
次のことに気を付けて，相手の 次のことに気を付けて，相手の
話を聴いてください。 話を聴いてください。
○相手に体を向けない ○相手に体を向ける
○話している人を見ない ○話している人を見る

展 ○相づちをうたない ○相づちをうつ
②話し役が感想を述べる

開 ・「 初の聴き方は話すのが嫌だった。後の聴き方は話しやすく，
いい気持ちになった。」

③２つの聴き方の違いを話し合う ・２つの聴き方の違い
・「後の聴き方はていねいに聴いている感じがした。」 を指摘させる。

④聴き方の３つのポイントを確認する ・ポイントはカードを
・体を向ける ・話す人を見る ・相づちをうつ 準備しておく。

(3) 実際にロールプレイをして練習する。 ・３人の場合は観察役
①ペアになって聴き方を練習する をつくる。
・２分で役割（話し役，聴き役）を交代する ・時間を区切り，話し

②感想を話し合う 手，聞き手の両方を
・「話しを聴いてもらって，気持ちがよかった」 体験する。

③相手を替えて練習する
(4) お互いの聴き方のよかったところを話し合い，振り返りシートに記 ・聴き方はペアで相互

ま 入する。感想を発表する。 にチェックする。
と (5) 学習したスキルを確認し，日常生活でも実践する。 ・チェックカードを配
め ・１週間後にチェックカードを確認する。 付する。

振り返りシート チェックカード
月／日（曜） /（） /（）

氏名（ ） ○今日あなたが上手に相手の話

◇友達の話を上手に聴くことができましたか？話を を聴けたのはどんな時？

聴いてくれた友達に◎か○を書いてもらおう。 体を向ける

○話しの聴き 話す人を見る

上手に聴くためのポイント ◎・○ 方はどうでし 相づちをうつ

１ 相手に体を向ける たか 質問する

２ 話す人を見る 後まで聴く

３ 相づちをうつ 繰り返す

４ 質問する ○感じたこと

５ 後まで聴く
６ 相手の言葉を繰り返す ○先生から
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「上手な聴き方」のシート（中学生用）

年 組 番 氏名

〔演習〕上手な聴き方

２人１組のペアをつくって，１人が簡単な話をして，もう１人が聴き役に

なってみよう。

話のテーマ 「昨日観たテレビ番組」

「いま一番興味のあること」

「好きなゲーム」 から１つ決めよう

① テーマが決まったら１分間やってみよう。

② 交代して１分間やってみよう。

③ どんな聴き方をしたら，相手の人は話しやすくなるんだろう。

※下のア～カについて説明する。

④ テーマが決まったら１分間やってみよう。

⑤ 交代して１分間やってみよう。

⑥ 話の聴き方はどうでしたか？話をした相手に，よくできたところは○，もう少

しのところは△を記入してもらおう。

上手に話を聴くために ○△ 具体的に気付いたこと

ア 相手の顔を見る

イ 相手に体を向ける

ウ 相づちをうつ

エ 後まで聴く

オ 質問する

カ 相手の言葉をくり返す

⑦ 「①・②」のときと，「③・④」のときと比べながら，聴き方や話しやすさに

ついてまとめてみよう。

※ 小学生には，言葉を簡単にするなど，カードを作り替えて実施してください。
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(4) アサーション・トレーニング

近の児童生徒は，「トラブルを恐れるあまり言いたいことが言えない」，また逆

に「相手を傷付けるようなことを平気で言う」など，お互いを大切にした自己表現

力が十分に育っていないと思われる傾向が感じられます。そのために人間関係がう

まく構築できずに，いじめのきっかけになる場合も少なくありません。学校ではお

互いを大切にする自己表現力を育てる必要があります。

□ アサーション・トレーニングとは

ソーシャルスキル・トレーニングで求め

られる12の基本スキルのうちの，「主張ス

キル」がこれに当たります。「優しい頼み

方」「上手な断り方」「自分を大切にした伝

え方」の３つのスキルです。

□ アサーションとは

アサーション（assertion）とは，辞書

では「主張」，「断言」という意味もありま

すが，ここではもっと広い意味を含みます。

「自分の考え，気持ち，意見，希望などを

率直に正直に，しかも適切な方法で自己主

張すること」であり，「自分と相手の相互

を尊重しようとする精神で行うコミュニケ

ーション」という定義でまとめられます。

□ アサーションの視点から見るいじめ

いじめは，どの児童生徒にとっても「自

分と相手の両方を大切にしていこう」とい

うアサーションの考えから逸脱した行為で

す。

□ アサーション・トレーニングの基本的

な進め方

第一段階：「アサーションとは何か」

『受け身的』『攻撃的』『相互尊重的』な

自己表現のそれぞれの特徴と違いを捉え，

見分ける力を育てます。

例) ３つの自己表現をロールプレイング

で体験させて，自分や相手の気持ちを

身体で感じ取れるような活動を展開し

ます。

第二段階：「アサーションを育む」

どんな場面や相手に対してどんな自己表

現が出てきやすいか，自分の傾向を理解し

ます。

例) アサーションチェックシート等を使

い，自分の傾向について理解を深めま

す。

第三段階：「相互尊重の精神を育む」

他者に対して心を開き，自分の考えを表

現し合い，それぞれを互いの個性として尊

重し合うことを体験的に学びます。

例) 自己紹介をして相手に自分を理解し

てもらったり，相手を褒める言葉をカ

ードに書いて伝え合ったりすることに

より，相互理解を図り，自尊感情を高

めます。

□ 指導上の留意点

①教員自身が日頃から児童生徒のアサー

ションのモデルとなるように心掛けま

す。

②相手や自分の気持ちに気付くような体

験的な活動を取り入れます。

③児童生徒の発達段階や学級等の実態に

応じて，計画的に行います。
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【アサーション・トレーニング 具体例１】

「上手な断り方」

○ 児童生徒に分かりやすくアサーションの考えを伝えるには次のように示します。

① のび太君タイプの主張（ノン・アサーティブ：受け身的）「もじもじさん」

相手を大切にしようとするが，自分の気持ちや意見を大切にしないスタイル

② ジャイアン君タイプの主張（アグレッシブ：攻撃的）「いばりやさん」

自分の気持ちや意見だけを大切にし，相手の気持ちや考えを大事にしなかったり，間違
っていると決めつけて話したりするスタイル

③ しずかちゃんタイプの主張（アサーティブ：自分も相手も大切にする）「さわやかさん」

自分も相手も大切にするスタイル

※アサーション・トレーニングでは，③のしずかちゃんタイプの主張を目指します。

＜対象＞小学生，中学生

上手な断り方

ねらい ・ 断り方の種類（攻撃的・非主張的・主張的）を知る

・ 断りの言葉の内容（謝罪＋理由＋断りの表明＋代わりの意見）を知る

・ 断っても友達でいられる言い方を知る（心を伝える言い方ができる）

目 標 ・ 上手な断り方

内 容 ・ ペアになって，相手の要求を１分間断り続ける。

・ 相手は一度断られても１分間ずっと要求し続ける。

・ 時間になった時点で，断った人は，上手に断れた満足感を味わえるようにする。

・ 断る人，断られる人，見ている人の役を決めます。見ている人は，断る人の次の点を

チェックします。

○相手を見ている ○声の大きさ ○表情 ○相手との距離

【ケース：ノート貸し】

相 手：昨日の宿題を見せてくれないか。

ジャイアンだったらどう言うかな？（ ）

のび太君だったらどう言うかな？（ ）

しずかちゃんになったつもりで言ってみましょう！

あなた：例）悪いけど，できないなぁ。

相 手：いいじゃない。あなたはもうできてるんだし・・・・。

あなた：（ ）

秋田県総合教育センター 平成22年度 研究紀要
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○ どんな場面や相手に対して，どのような自己表現が出てきやすいのか。自分の傾向

を理解することも大切です。そのために，チェックシートを活用します。

ａ･･･自分はどうかチェックしてみましょう。

ｂ･･･のび太①，ジャイアン②，しずか③の，どの言い方（態度）か記入しましょう。

№ 質 問 項 目 ａ ｂ

１ 自分の意見に反論されても，言い返さないことが多い

２ 相手に腹が立つときは，アホとかバカとか悪い言葉をつかうときがある

３ つごうが悪かったり気まずいときは，相手に近づかないようにする

４ 長電話や長話の時，自分から打ち切る提案ができる

５ 他の人の行為がわずらわしいときは断ることができる

６ 自分は絶対に正しいと思うことが多い

７ 自分が間違えているとき，それを認めることができる

８ 人からほめられたとき，素直に対応できない

９ 話合いがまとまらないときは，自分が先に立って決めてしまう

10 分からないことがあっても説明を求めることはしない

①は（ ）個

②は（ ）個

③は（ ）個

自分はのび太，ジャイアン，しずかのどのタイプに近いだろう？ →

参考：松木繁編著『ストレスマネジメント教育』あいり出版

【ｂに入るタイプ】

１→① ２→② ３→① ４→③ ５→③ ６→② ７→③ ８→① ９→② 10→①

アサーションチェックシート
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【アサーション・トレーニング 具体例２】

○ 具体的な場面を想定し，アサーティブな考え方で上手な断り方のセリフ作りを行い

ます。

「今週の土曜日，100円ショップへ行くからショッピングモールに付き合って。こ

の前は，あなたに付き合ってゲームしたんだからいいでしょ」と友達から誘われまし

た。しかし，あなたは100円ショップには用事がありません。今週の土曜日は部屋の

掃除をしようと思っていました。

しずかちゃんタイプのセリフを作って答えてみましょう！

「アサーティブ」とは自分の言いたいことや自分の気持ちを素直に言えて，同時に相手

の話に耳を傾け，相手の考えや気持ちを分かろうとする人，また自己主張が過不足なくき

ちんとできるという意味でもあります。この基本姿勢は児童生徒ばかりでなく，教師とし

て教育相談や人間関係づくり，保護者連携にも役立つ考え方です。

答え方のヒント答え方のヒント

• お礼や謝罪

「ごめんね・・・」

「誘ってくれてあ
りがとう」

・理由

・断りの表明

・代わりの提案

ごめんね。誘ってくれたのに。

私、土曜日は部屋掃除をし

なくちゃいけないんだ。

だから買い物につきあえな

いんだ。

日曜日だったら大丈夫だよ

どう？ 来週だったらつきあ

えるよ。 今回は行けない

けどまた誘ってね。

セリフを考えてみようセリフを考えてみよう

答え方のヒント答え方のヒント

• お礼や謝罪

「ごめんね・・・」

「誘ってくれてあ
りがとう」

・理由

・断りの表明

・代わりの提案

セリフを考えてみようセリフを考えてみよう
【指導上の留意点】

悪い例は児童生徒に考えさせず教員が

例を示します。例えば，

〔ジャイアンタイプの断り方〕

「だめ。無理。行くわけないじゃん。」

「勝手に行けば。やることあるし。」等。

〔のび太タイプの場合〕

「あ・，うん・・。」

と言いながら当日行かない。

うそをついてその場を乗り切っても，

自分の心にうそをついているから後で苦

しくなることを伝えます。

一人で考えたら周りの友達と確認して

みるように指示します。

セリフが浮かばない児童生徒には教員

がアドバイスします。

自己主張が悪いのではなく，セリフの

読み合いを通してどのような断り方が相

手も自分も大切にしているか考える機会

とします。

断り方のセリフ作り
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(5) 構成的グループ・エンカウンターとソーシャルスキルトレーニングの違い

構成的グループ・エンカウンター：「ＳＧＥ」，ソーシャルスキルトレーニング：「ＳＳＴ」

ＳＧＥは「感情の教育」であり，ＳＳＴは「行動の教育」であると言われています。

「感情の気付き」の促進をねらうか，「立ち振る舞い」の獲得をねらうか，という違

いがあります。同じエクササイズでも，ねらいによってＳＧＥ，ＳＳＴのどちらにも

なります。例えば，アサーション・トレーニングのエクササイズを行い，「ああ，そ

うか」という気付きの促進を狙えばＳＧＥ，相手を嫌な気持ちにさせないような自己

主張の仕方の定着を狙えばＳＳＴのプログラムになるということです。

具体的なエクササイズを例にして，上で述べたことを説明してみましょう。

【エクササイズ：二者択一】４,５人のグループで実施します。

ワークシートの例

選択肢は３～４項目にして，発達段階を考慮した内容にします。難しいテーマよりも，

簡単なテーマの方が，全員で話すことや聴くことの体験につながり実践に結び付きやすい

と考えます。

ＳＧＥとして

お互いの好みや考え方を伝え合うこ

とで，相互理解を促進します。

（自己理解・他者理解）

なぜそれを選んだのか理由を説明し

ます。また，話し手に聞きたいことが

あったら質問します。

ＳＳＴとして

話し手は，相手を見て，聞こえるよ

うな声の大きさで話します。聞き手は

話している人の顔を見て，うなずきな

がら笑顔で聴きます。話し手が気持ち

よく話せるように，大切な聴くポイン

トを示して試してみることが大切です。

二者択一
※ どちらか好きな方に○を付けましょう。

選んだ理由も簡単に考えておきましょう。

１ どちらの季節が好きと聞かれたら
夏 冬

・・が好きです。その理由は・・

２ この冬休みの楽しみは
お年玉 のんびりできる自由な時間

・・です。その理由は・・

自分のことをみんなに知ってもらいましょ
う。！

仲間の話を聞いて人にはいろいろな考え方
があることを知りましょう。

興味や疑問に思ったことを質問してみまし
ょう。

活動を振り返ってどんな気持ちになったか
話し合いましょう。

二者択一
※ どちらか好きな方に○を付けましょう。

選んだ理由も簡単に考えておきましょう。

１ どちらの季節が好きと聞かれたら
夏 冬

・・が好きです。その理由は・・
２ この冬休みの楽しみは

お年玉 のんびりできる自由な時間
・・です。その理由は・・

話し手は
①仲間に聞こえる声の大きさで話します。
②時々は仲間の顔を見て話します。
聞き手は
①相手に体を向けます。
②相手を見ます。
③相づちを打ちます。
話し方,聴き方のよかったところを話し合

います。
学習したスキルを確認して日常生活で実

践します。
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２ 学校支援講座における取組の紹介

(1) 小中連携研究協議会での「人間関係づくり」研修会

年に一回行われる，中学校学区内の小・中学校全教員による研究協議会で，「人間関

係づくり」の研修会を実施した学校があります。その例を紹介します。

① 小・中学校合同研修会の意義

小学校や中学校が単独で「人間関係づくり」をテーマとした学校支援講座を申し込

むことはありますが，小・中学校合同という形態はあまりありません。しかし，同じ

児童生徒が通うことになる小・中学校ですから，児童生徒の特徴や抱える問題などに

は共通するものがあります。小・中学校全教員が一堂に会して研修会を実施し，義務

教育９年間を一貫した方針で児童生徒に接することができたら，その効果は大きいは

ずです。

この協議会では，授業研究会をもつことが多かったようですが， 近の児童生徒の

変化に応じた具体的な実践方法を共有したいという思いから，今年度は「人間関係づ

くり」の内容にしました。

児童生徒への指導を協力して進める上で，教員同士が好ましい人間関係を築いてい

ることは重要なことです。小さな気になることも，関係が良好であればスムーズに情

報交換できます。それが，いじめなどの問題行動の早期発見につながったり，支援の

リソース（資源）となり早期解決につながったりすることもあるのです。

② 教員間の人間関係にも寄与

どの中学校学区にも当てはまることと思

いますが，小・中学校の教員が一緒に活動

するという機会はあまり多くないと思われ

ます。共通の児童生徒の話題で情報交換す

ることはあっても，教員自身がお互いの理

解を深めているとは言えない現状ではない

でしょうか。

この協議会が実施した研修会では，出会

いを演出するアイスブレイク，構成的グル

ープエンカウンター，アサーション・トレ

ーニングなどを実際に体験しながら，それぞれのプログラムについて理解を深められ

るように進めました。このような同じ場を共有して研修したことが，教員間の温かい

雰囲気づくりや研修内容の共通理解に効果をもたらしました。

③ 実施アンケートの感想（一部抜粋）

・ 自校だけでなく，他校の先生方と交流する場にふさわしい内容であった。

・ 教員のチームとしての和づくりのためのよい機会であった。

図Ⅲ－１ アイスブレイクの演習
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・ 生徒たちへの活用に限らず，教員間や保護者との関係づくりに生かせる。

(2) ＰＴＡでの親子合同学習

小学校５・６年生のＰＴＡ授業参観後の学校保健集会で，アサーション・トレーニン

グ等を活用して「気持ちの伝え方」について保護者と合同学習を実施した学校がありま

す。その例を紹介します。

① 学校保健集会 ～子どもの心の健康を支える活動～

これは「友達同士の言葉遣いや対応の仕方などが原因でトラブルが見られることが

あり，自分の気持ちの伝え方や相手の気持ちを考えての対応の仕方を学ぶ機会をもち

たい。保護者にも参加を呼びかけ一緒に体験していただき，児童理解の一助としたい。」

という学校の考えを受けて開催されました。

◇集会の主な内容

・バースデイライン

・二者択一(上手な話の聴き方と話し方）

・アサーション・トレーニング(セリフ作り)

学校の予想を大きく上回る保護者が集まり，

保護者が我が子たちの人間関係に強い関心をもっていることが分かりました。保護者

自身も我が身を振り返るよい機会となったようで，共通実践に向けた基盤づくりとな

りました。

② 実施アンケートの感想（一部抜粋）

・ 話を聞いて感じたことは，思いやりをもって相手に接することです。もし相手

に何かを誘われて断りたいときに，考えた謝罪などを利用して断ると，あまりト

ラブルが起きないということが分かりました。自分や相手のためにも，ちゃんと

自分の考えを伝えることが一番頭に残りました。(児童)

・ 自分の気持ちを上手く伝えられず，困ることがあります。それは相手が悪いの

ではなく，自分の伝え方にも悪いところがあるのだと気付かされた。(保護者)

・ 爽やかなコミュニケーションやリアクションの引き出し方，伝え方の勉強にな

って自分のビジョンが広がった感じがします。自分でも家庭でも部活動でも生か

していきたいと思います。(保護者）

(3) 外部機関を有効に活用して研修を進める生徒指導協議会

地区の小学校生徒指導協議会で，学級づくりや仲間づくりといった積極的な生徒指導

の在り方を継続的に研究し，その際に当センターなどの外部の専門機関を有効に活用し

て研修を進めているところがあります。その例を紹介します。

図Ⅲ－２ 親子で合同学習
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① 社会性を育むための指導力向上を目指して

生徒指導は，一人一人の児童に対し，そ

の個性の伸長を図りながら社会的資質や態

度を育成し，将来，社会の中で自己実現が

できるように援助していくという積極的・

開発的な役割をもっています。この協議会

では，この点を踏まえて，社会性を育むた

めの具体的な方法に関しての指導力向上を

図るために，継続的に研修を積み重ねてい

ます。

◇ 近の研修会の主な内容

・「Ｑ－ＵアンケートとＫ－１３法について」

・「集団と個を育てる教育活動」

・「学校における情報モラル ～ネットトラブルの未然防止について～」

・「異学年交流を中心とした，

社会性を育む人間関係づくりに関するプログラムについて」

② 外部機関と連携した研修会

ここ数年は，適応教室や当センターなどに講師依頼をして研修を進めています。昨

今の児童生徒の変容や取り巻く環境の変化について理解を深めたり，様々なプログラ

ム等の有効性を確認したりするためには，外部の専門機関の協力を得ることも必要で

す。

新しいネットワークを築き，リソース（資源）を広げ，必要に応じて有効に活用し

ていけるように，情報の収集と共有化を図ってほしいと思います。

３ 成長を促す生徒指導

(1) いじめが起こっていないときを大切にする

何事も生じていないときというのは，心にゆとりがあるときです。その期間に児童生

徒や保護者との信頼関係を築いておくことが大切です。普段，よい関係を築いていると，

いざ何事かが生じたときに，問題解決が比較的円滑に進むことになるでしょう。

① 児童生徒との関係

日頃から児童生徒一人一人に積極的な関心をもって，児童生徒理解を図るように心

掛けることが大切です。また，児童生徒に「よいところを常に発見する」という姿勢

で接し，教員自らが自分を率直に表現し，児童生徒と真摯に関わるよう心掛けたいも

のです。

図Ⅲ－３ 演習で学ぶ異学年交流

秋田県総合教育センター 平成22年度 研究紀要
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② 保護者との関係

保護者は我が子の教育に当たる教員について２つの方法で理解を図っています。

１つは直接的に教員と関わったり観察したりする方法，２つ目は間接的に教員を理

解する方法です。学級だよりの記事や成績表の所見，答案用紙へのコメントや採点の

仕方，我が子から聞く教員の姿，他の保護者からの情報，意欲的に生き生きとしてい

るとか，無気力で学校に行きたがらないなどの我が子の学校生活への態度から推し量

ります。

保護者が保護者会や学校行事で来校したときには，教員も児童生徒に大きな影響力

をもつ保護者について理解し，少しでもよい関係を築く手がかりを得るつもりで積極

的に関わることが大切です。

教員から進んであいさつし，その児童生徒についてのプラスの情報をまず伝えるよ

うにしましょう。「親自身も知らなかった我が子の『よさ』」を教員から教えられる

ことは保護者にとってうれしいことです。教員が我が子をいつもよく見守り，我が子

の「よい面」を積極的に見てくれていると知ることは，保護者にとって大きな安心で

すし，子育ての意欲と喜びをもたらすものになるに違いありません。

何事も生じていない時期に，直接的に，間接的に信頼関係を築き上げていくことが

いじめ等の早期発見を可能とし，適切な対応に結び付くのです。

(2) 全校で取り組むための体制づくり

各学校では，「校務分掌表」を作成して，「年間指導計画」に基づいて様々な活動が

行われます。この段階で確かめておきたいことが，次の２点です。

第一は，校務分掌（分担）ごとに作成するそれぞれの役割・機能を示す段階で，「生

徒指導についての項目」を位置付けることです。「学習指導」という分掌なら，学習指

導の中にどのような生徒指導の機能があるのかを明示するのです。例えば，「授業の規

律を学ばせることにより，集団の一員として参加したり行動したりする意識を育てる」

ことや，「学習活動を行う中で，発言する人の方を向いて聞く姿勢を育てる」ことなど

の，学習における規律を尊重する姿勢や態度を育てる指導を行うといった示し方が考え

られます。また，保健・安全指導の分掌では，「他の児童生徒の安全や安心を尊重する

意識や態度を育てる」ことは，生徒指導の理念と重なり合います。

第二は，このような校務分掌における生徒指導の機能を目標として位置付けたなら，

それをどのように具体的に児童生徒に定着させていくのかのプロセスを，時期や段階を

踏まえて具体的な計画として共有することです。そのためには，生徒指導担当だけでな

く，全ての教員が関わることが必要です。全校で取り組む体制づくりのためには，計画

段階から，全教員が参画するという意識をもつことが望まれます。

その上で，年度途中の様々な段階で，目標の達成についての評価を行うことです。そ

れぞれの分掌ごとに，当初の目標の達成度を検証して，不足していることは何か，それ

はどのように改善する必要があるかを検討し，新たに中期的な目標を立て直し，具体的

に行動化することが，学校としての生徒指導の体制を確固としたものにしていくことに
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なります。

そのような全教員の参画意識の高まりが，いじめが発生してしまった際の「事後的対

応」や，「予防的対応」「予防教育的対応」である，いじめの衝動を発生させにくい良

好な人間関係づくりへの取組にも大きな効果を発揮するのです。

(3) 指導体制の確立と協働のシステムづくり

学校には様々な事例がありますが，どのように対処しているでしょうか。生徒指導の

組織や担当が中心となって対処することは当然ですが，どのような事例に対しても，「学

校全体に関わる問題」であるという意識が生まれにくいことは問題です。ある問題の解

決のために，関係する教員や外部の関係機関が参加する「ケース会議」でさえ，当事者

意識の共有さえ図れないということが起きることがあります。

このような状況を抜け出して，「学校全体で取り組む」ためには，「校務分掌ごとの

生徒指導の機能」についての認識が共有されることが起点になります。学級担任・ホー

ムルーム担任としてどのように考えているのか，養護教諭として，学年のメンバーとし

て，生徒指導担当として，どのような関わりができるのかということについて分掌を超

えて共有するのです。生徒指導担当は，その中心にあって，問題解決の方向性を明らか

にしたり，掘り下げるべき課題はないかを検討したりすることが求められますが，会議

に参加している全員が当事者であるという意識が共有されるように，会議のメンバー以

外の教員も巻き込んでいく働きかけが求められます。そういう学校の体制づくりこそが，

全ての児童生徒が安心して通える学校づくりの礎となるのです。

このような体制を作り上げていくために，年度当初に，「自校における生徒指導上の

課題」を明らかにした上で，その課題を解決するためにどのように取り組むのかを示し，

全体を調整しながら，学校として整合性のある年間計画を作成する必要があります。

また，「自校における生徒指導上の課題」を把握する上で，「いじめ 学校自己診断表」

は，自動で集計・グラフ化されるなど，学校や学年全体の傾向を捉えるという点で有効

です。「生徒指導上の課題」については，これまで述べてきたように，ソーシャルスキ

ルトレーニングや人間関係づくりのプログラムを取り入れるといった具体的な取組も想

定する必要があります。

学校全体として指導体制を整えるとは，「事後的対応」の組織体制を整えることに加

えて，「予防的対応」「予防教育的対応」を学校全体で協働して進める体制づくりも含

まれているのです。
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Ⅳ 成果と課題

１ 成果

今回，県内の小・中・高の児童生徒に「9,000人調査」を実施し，いじめの実態やい

じめに対する意識を調査することができました。このデータを，平成19年度の「8,000

人調査」と比較することで，この３年間の児童生徒の変容が明らかになったことは大き

な成果だと考えます。

また，児童生徒間の希薄な人間関係が影響して，「関係性」「有用感」に危惧を感じ

るという実態も改めて明確になりました。その実態を踏まえ，学校がどのような取組を

校内で進めていけばよいのか，「いじめ 学校自己診断表活用のためのハンドブック」

を改訂することで情報提供することができました。今回，ハンドブックは「予防的対応」

を充実させ改訂されていますので，実践する際に活用していただきたいと思います。

平成19・20年度に作成された「いじめ 学校自己診断表」では，中学校３年，高等学

校３年については，シートは作成したものの，県の数値の提示は残念ながら見送ってい

ました。しかし，今回，「9,000人調査」を実施し，小学校４年生から高等学校３年生

までのいじめの実態及び意識を取りまとめ，「いじめ 学校自己診断表」の全ての学年

シートを更新することができました。

実態を適切に把握することは，いじめの早期発見・早期解決にとって不可欠なことで

す。今回，「教員アンケート調査」を進めていく中で，アンケート実施の重要性を改め

て考えさせられました。質問の中に，今年度にいじめに遭った児童生徒がいるかどうか

を問う項目があったのですが，その回答に大きな違いがあったのです。「いじめ 学校

自己診断表」を活用したことが明らかな学校の教員では69.8％が「いる」と答えている

のに対して，活用したかどうか確かでない学校の教員で「いる」と答えたのは26.8％で

しかありませんでした。実際にいじめがなかったのかもしれませんし，悪ふざけをいじ

めと捉えるかどうかなどの判断上の違いもあったかもしれません。しかし，この違いが

アンケートの実施と関係していると捉えるのが自然ではないでしょうか。

「教員アンケート調査」によると，いじめ問題への対応で「実態把握」に難しさを感

じている教員が全体の80.5％もおり，「指導の在り方」とともに高い割合を示していま

す。実態を適切に把握するためには，いじめのアンケート調査を定期的に実施していく

ことが大切です。

「いじめ 学校自己診断表」及び，「活用のためのハンドブック」の改訂

いじめの実態や，いじめに対する児童生徒の意識の把握
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しかし，学校現場でのアンケート調査に対する負担感が大きいのも事実です。結果を

集計して，分析することを学校内で行うとなると，更にその負担感は大きなものになっ

てしまいます。だからと言って，学校以外のどこかで集計された結果がしばらくしてか

ら届けられたのでは，教員も児童生徒も問題意識がすでにそこにはないということにな

ってしまいます。

このような問題点を解消するものとして，「いじめ 学校自己診断表」は大変有効な

ものであると自負しています。意識調査や入力処理が短時間でできるだけでなく，その

結果がすぐにグラフ化され，自校の状況を簡単に把握することができるからです。しか

も，県の数値と比較することで，より客観的に自校の状況を捉えることが可能です。

いじめの校内指導体制は，これまではどちらかというと「事後的対応」に向けた体制

をイメージすることが多かったと思います。しかし，校内指導体制を整えなければなら

ないのは「予防的対応」も同様です。

今回，「事後的対応」の校内指導体制として，円環的思考に基づいて，全教員が当事

者意識をもって方針を考え，指導に当たる手法を示すことができました。また，関係づ

くりや社会性の育成に効果のあるプログラムを全教員で研修し，取組を進めていくとい

うことが，「予防的対応」の校内指導体制を整えることに当たるのだということも提案

できました。

図Ⅳ－１ いじめ問題への対応の難しさ（教員アンケート調査）

対応ごとの校内指導体制の提案
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いじめのみならず生徒指導上の諸問題の未然防止のためには，全教員が「事後的対応」

や「予防的対応」について共通理解を深め，共通実践を進める必要性が増しています。

各学校がどのように取り組むことができるのか，当センターの学校支援講座を活用して

取り組んだいくつかの研修会を取り上げましたので，今後の参考にしていただきたいと

思います。

２ 課題

平成19・20年度の研究においては，「予防教育的対応」の取組の有効性について，小

学校で検証を行いました。今回は，児童生徒への「9,000人調査」や「教員アンケート

調査」の実施・分析が中心となったため，「予防的対応」の取組の有効性を検証するに

至りませんでした。今後の課題と言えます。

その代わりとして，本研究では，当センターで実施した「学校支援講座」の中から，

参考になると思われる様々な形態の取組を紹介することとしました。各校において，そ

れぞれ自校の実態に合わせて取り入れていただきたいと考えています。また，予防的な

プログラムの体験など，当センターが協力できることには「学校支援講座」などを通し

て協力していきたいと考えています。

「予防的対応」の有効性の検証
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