
平成28年度 センター研究

信頼される学校を目指した教育相談の進め方
－ 児童生徒や保護者と適切に関わる力を高める教職員研修への提案 －（１年次）
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Ⅰ 研究の概要

１ 研究の背景

社会の急激な変化や価値観の多様化により，学校に対する保護者や地域の住民からの相

談や要望等も多岐にわたっています。これらの相談や要望等への対応の中には，学校の初

期対応や事実確認，保護者等の思いや願いに対する受け止め方や問題に対する認識等が不

十分なために，問題が長期化，複雑化，理不尽な要求へと変化してしまうケースが見られ

ます。児童生徒はもちろん，保護者や地域の住民から信頼される学校を目指して，様々な

相談や要望等に初期段階から適切に対応していく力を高める必要があります。

２ 研究のねらい

本研究は，秋田県総合教育センター（以下，当センター）が教育相談機関として蓄積し

てきた，様々な相談や要望等の理解と対応についてのエッセンスをまとめて，校内研修等

で活用できるように提供し，各学校及び教職員の教育相談に関わる資質・能力の向上に寄

与することをねらいとしています。

３ 研究の内容

児童生徒や保護者，地域の住民から寄せられる様々な相談や要望等に対して，その内容

に応じて教職員が適切に対応し，児童生徒の健やかな成長に向けて，協力体制を整えるこ

とが大切です。そのためには，一人一人の教職員が教育相談に関わる資質・能力を高め，

児童生徒や保護者，地域の住民から信頼される学校となる必要があります。

本研究は，各学校がより効果的な校内研修等を進められるように，教育相談の考え方や

進め方，仮想事例の相談シナリオ等の資料を作成して提案します。

(1) １年次（平成28年度）の研究内容

①教育相談における成果と課題の分析

当センターが蓄積してきた教育相談事例を整理・分析するとともに，来所者の学校に

おける教育相談の成果と課題を整理します。

②仮想事例の相談シナリオ等の作成

整理・分析した成果と課題を踏まえ，学校の教育相談場面で大切にしたい要素を含ん

だ仮想事例の相談シナリオ及び留意点をまとめた解説を作成します。

③研修講座や学校支援講座での活用及び修正

教育相談に関わる研修講座や学校支援講座において，作成した相談シナリオを活用し
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た研修を行い，研修実施者の反省や受講者の感想・意見を基に修正します。

④教育相談を行う上での基本的な考え方・接遇応対のまとめ

教育相談を行うに当たっての基本的姿勢・考え方や，相談以前の日常における来校者

等への接遇応対を含めた基本をまとめます。

⑤成果の発信

１年次の成果と２年次の見通しについて，秋田県教育研究発表会において発信し，支

援班のウエブサイトで公開します。

(2) ２年次（平成29年度）の研究内容

①仮想事例の相談シナリオ等の追加作成

１年次の成果と課題を踏まえて，より幅広い仮想事例の相談シナリオ等を追加作成し

ます。

②研修講座や学校支援講座での活用及び修正

教育相談に関わる研修講座や学校支援講座において，作成した相談シナリオを活用し

た研修を行い，修正を加えます。

③教育相談の考え方・進め方のまとめ

教育相談の考え方・進め方を整理してまとめます。

④成果の発信

２年間の研究成果について，秋田県教育研究発表会において発信し，支援班のウエブ

サイトで公開します。
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Ⅱ 研究の実際

１ 教育相談を行うに当たっての基本的姿勢・考え方

児童生徒や保護者，地域の住民から寄せられる様々な相談や要望等に対して，その内容

に応じて教職員が適切に対応し，児童生徒の健やかな成長に向けて，協力体制を整えるた

めには，一人一人の教職員が教育相談に関わる資質・能力を高める必要があります。

当センターが教育相談機関として関わってきた相談事例を整理・分析したところ，学校

の教育相談場面での基本的姿勢・考え方として，以下に示すようなことを大切にしていく

必要があることが明らかになりました。より詳細な留意点については，「Ⅳ 仮想事例の

相談シナリオと解説」に示しています。

(1) 主に保護者との相談

① 教職員から見て小さな出来事や激しい口調での要求であっても，心配して相談して

きた保護者の心理的事実に寄り添い，保護者が不安に思っていることをきちんと聴き，

保護者のこれまでの工夫や努力を認め，保護者と一緒に考えていくという姿勢を示す。

② 曖昧な受け答えや責任逃れとも受け取られる対応をせず，適切な質問により事実関

係を確認し，新たなトラブルを回避する。その際，トラブル等の原因を一方的な見方

だけで捉え，憶測で判断したり，主観的な考えを押し付けたりしない。どのような事

実がどのように受け取られているのか，丁寧に聴き取り，その事実に対応する。

③ 要望に対して学校ができることを明確にして，今後の指導方針を丁寧に伝える。

(2) 主に児童生徒との相談

① 今対応できる時間や後日じっくり対応できる時間を設定したり，決まりだからと突

き放したりせず，児童生徒の発言をしっかり傾聴し，児童生徒の言葉を繰り返したり，

質問したりして，心の中にある本当の気持ちを引き出す。

② 教職員が一方的に決め付けず，適切な情報提供とアドバイスをし，児童生徒に自己

決定の場を与え，その目標に向けての道筋を一緒に考える。

２ 接遇のマナー

教職員の「言葉遣い」や「電話の応対」などの接遇のマナーは，保護者や地域の住民に

信頼される学校づくりを進めていく上で重要な要素です。

教職員にとっては，毎日の業務の一コマであっても，保護者や地域の住民にとっては，

その応対が学校の印象となります。初期段階にもった印象が，その後の問題解決に悪影響

を及ぼすようなことがないようにしたいものです。

様々な応対が求められる学校においては，「Ⅲ 接遇応対の基本」で示す基本どおりに
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ただ実行すればよいというわけではありません。「自分だったら，こうしてほしい」と置

き換えて，相手に満足してもらえる接遇になるように，自分自身の接遇マナーを見直し，

初期対応力を高めていきたいものです。

３ 仮想事例一覧

本研究では，学校の教育相談場面で大切にしたい要素を含んだ仮想事例の相談シナリオ

及び留意点をまとめた解説を作成しました。この仮想事例の相談シナリオと解説は，当セ

ンターの教育相談に関わる研修講座や学校支援講座において活用し，検討・修正を重ねて

きたものです。

研究１年次の本年度は，小・中・高・特別支援の学校を想定した以下の14のシナリオを

作成しました。詳細な相談シナリオと解説は，「Ⅳ 仮想事例の相談シナリオと解説」に

示しています。

(1) 小学校

シナリオ１ 休み時間のトラブルに対して保護者が強く抗議してきたケース

シナリオ２ 授業中のトラブルを不安に思った保護者が相談してきたケース

シナリオ３ いじめの情報提供に適切に対応できず，保護者が不信感をもったケース

シナリオ４ 支援が必要な児童への担任の対応に，保護者が不安を抱えているケース

(2) 中学校

シナリオ５ 暴力を振るった生徒への対応について，保護者が抗議してきたケース

シナリオ６ 生徒が部活動の悩みを相談してきたケース

シナリオ７ 生徒が進路の悩みを相談してきたケース

シナリオ８ 生徒の苦手さや困り感について，適切な対応が必要なケース

(3) 高等学校

シナリオ９ 部活動の指導方針に対し，保護者が要望を伝えてきたケース

シナリオ10 ＳＮＳ上のトラブルに対して保護者が強く抗議してきたケース

シナリオ11 精神疾患の自覚がない生徒の保護者と連携して受診につなげたいケース

シナリオ12 生徒がデートＤＶの悩みを相談してきたケース

シナリオ13 自閉症スペクトラムの生徒の進路について，保護者が相談してきたケース

(4) 特別支援学校

シナリオ14 保護者の努力を理解し，協力体制を築くことが必要なケース（小学部）
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※相手が一方的に話し始めてしまっ
た場合などは，「メモを取りますの
で，少々お待ちください」と伝え，
落ち着いて応対する。

Ⅲ 接遇応対の基本

１ 電話応対の基本

保護者や地域の住民が，連絡や質問，相談のために学校に電話することはよくあること

です。「なかなか電話に出ない」「不在でかけ直すと言ったのに連絡が来ない」など，内容

以外の部分で，不満や不信の種になることもあります。

学校ではあまり意識していないことでも，一般社会では非常識だと受け取られてしまう

こともあります。民間の企業などの応対等も参考に，日頃の学校での電話応対を見直して

みましょう。

(1) 電話の受け方

①電話が鳴ったら，近くの人がすぐに出る。

②明るいトーンで，こちらの所属と氏名を名乗る。

「（おはようございます。）はい。○○学校の○○でございます。」

③先方の氏名を確認する。

「（○年○組の）○○様でございますね。」

「失礼ですが，どちら様でしょうか。」（相手が名乗らないとき）

④気持ちのよい挨拶をする。

「いつもお世話になっています。」

「今日は，どのような御用件でしょうか。」

⑤名指しの教職員につなぐ。

1)取り次ぎをする場合

「少々お待ちください。おつなぎいたします。」

「○○先生，（○年○組の）○○様から○○の件でお電話です。」

※３回以上呼び出し音が鳴った場合は，
「お待たせしました」の一言を添える。

※相手が同じことを繰り返さないで済む
ように，氏名や内容を伝える。

※相手を待たせるのは１分以内。それ以
上時間が掛かる場合は，折り返す。

※音漏れを防ぐために，保留にする。
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2)取り次ぐ教職員が不在の場合

「○○は，ただいま出張（外出，授業）中です。○日（時）に戻る（終わる）予定

です。御伝言でよろしければ承りますし，後ほど，こちらから連絡をさせていた

だくこともできます。いかがいたしましょうか。」

「○○が戻り次第，連絡させていただきます。御都合はいかがですか。」

「確かにお伝えいたします。○○の○○が承りました。」

3)取り次がれた教職員

「先ほどは，お電話ありがとうございました。○○の件と伺っておりますが，詳し

くお聞かせください。」

⑥終わりの挨拶をする。

「お電話ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。」

⑦相手が切ってから，受話器を置く。

(2) 電話のかけ方

①かける前に，話す内容を整理する。

②こちらの所属と氏名を名乗り，呼び出しの依頼をする。

「こちらは，○○学校の○○です。」

「○○の件についてお伺いしたいのですが，○○様をお願いいたします。」

「（○年○組の）○○様でいらっしゃいますね。」（相手が名乗らないとき）

③用件を伝える。

1)相手がいる場合

〔挨拶〕 「おはようございます。」

「いつもお世話になっています。」

〔用件の予告〕「○○について，○つ用件がございます。」

〔依頼〕 「お願いできませんでしょうか。」

「是非お願いいたします。」

〔意志の確認〕「いかがでしょうか。」

「御了解いただけましたか。」

〔確認〕 「恐れ入りますが，念のため確認させていただきます。」

※不在の理由と連絡が取れる時期を伝え，
相手の選択に添って応対する。

※自分の理解でメモせず，相手の言った
とおりに復唱して確認する。連絡先を
確認し，自分の氏名を名乗る。

※苦情や不審な電話については，担当の
教職員に確認するとともに，管理職に
一報を入れて指示を仰ぐ。

※該当の教職員から，なるべく早く折り
返しの電話をかける。

※つないだ教職員は，連絡をしたか必ず
確認する。

※必要な書類等は手元に置き，相手の電
話番号，氏名を確認する。

※簡潔に順序よく用件を述べる。
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2)相手が不在の場合

〔伝言の依頼〕「差し支えなければ，伝言をお願いしたいのですが。」

「恐れ入りますが，どなた様でしょうか。」

（相手が名乗らないとき）

④終わりの挨拶をする。

「どうもありがとうございました。」

「どうぞよろしくお願いいたします。」

⑤電話を切る。

２ 保護者や地域の住民が来校したときの応対

保護者や地域の住民が，直接来校することがあります。最初の教職員の応対で学校に対

するイメージが決まります。職場にふさわしい服装で，親切に，丁寧に，学校を代表して

いるという意識をもって応対しましょう。

また，電話での対応がこじれ始めた場合は，可能な限り，直接お会いしてお話を伺う必

要があります。

(1) 応対のポイント

①明るく挨拶をする。

「おはようございます。」

「お待たせいたしました。」

②先方の氏名を確認し，用件を伺う。

「○年○組の○○様でございますね。どのような御用件ですか。」

「失礼ですが，どちら様でしょうか。」（相手が名乗らないとき）

③名指しの教職員につなぐ。

1)取り次ぎをする場合

「少々，お待ちください。」

「○○先生，○年○組の○○さんの保護者が○○の件でお越しになっています。」

2)取り次がれた教職員

「お待たせしました。○○でございます。御案内いたします。」

※原則として，かけた方が先に切る。

※あらかじめ来校時刻が分かっている場
合は，玄関前で出迎える。

※案内する部屋を事前に確保し，環境を
整えておく。

※来校予定時刻にどうしても不在にする
ときは，戻る時刻を明確にし，他の教
職員に伝言しておく。

※相手が同じことを繰り返さないで済む
ように，氏名や内容を伝える。

※落ち着く部屋へ案内する。対応が難し
い相談等の場合は，複数で応対する。

※必ずメモを取る。
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3)取り次ぐ教職員が不在の場合

「せっかくお越しいただきましたが，あいにく授業に出ております（不在です）。」

「申し訳ございませんが，○○は，ただいま出張中（外出中）です。○○日（時）に

戻る予定です。」

「差し支えなければ，私が御用件をお伺いいたしましょうか。」

「かしこまりました。○○が帰りましたら，そのように申し伝えます。○○の○○が

承りました。」

④挨拶をして見送る。

「ありがとうございました。お気を付けて。」

「御足労をおかけいたしました。」

(2) 座席の工夫

お互いに円滑なコミュニケーションをとるためには，座席もポイントです。次の例を参

考に工夫しましょう。（図で，○印は保護者を，◇印は教職員を表します）

①１対１で会う場合

〔望ましい例〕 〔よく見られる例〕

○ ○
保護者の横か，斜め前の位置

に座り，保護者が視線をずらす

◇ ことができるようにします。

↑ 真正面に座ると，対決の構図
◇←どちらか ◇

になってしまいます。

②１対２で会う場合

〔望ましい例〕 〔よく見られる例〕

○ ○
学級担任が斜め前，学年主任

等が横に座り，緊張感を和らげ

◇ ます。

二人とも保護者の正面に座る
◇ ◇ ◇

と，緊張感が高まってしまいま

す。

③１対多数で会う場合

〔望ましい例〕 〔よく見られる例〕

◇ ○ ○
保護者の隣に，養護教諭等の

教職員が一人座ると，孤立感を

◇ 和らげます。

全員が正面に座ると，保護者
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

を精神的に追い込んでしまいま

す。

※自分の理解でメモせず，相手の言った
とおりに復唱して確認する。自分の氏
名を名乗る。

※玄関まで見送る。
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Ⅳ 仮想事例の相談シナリオと解説

ここに示した仮想事例の相談シナリオと解説は，各学校において校内研修会等で活用さ

れることを想定しています。各学校の実情に応じて，校内研修会のもち方，資料の活用の

仕方は様々ではあると思いますが，平成29年度の２年次の研究では，より詳細な校内研修

会の進め方を例示したいと考えています。

およその校内研修会の進め方は，以下のとおりです。

仮想事例の相談シナリオを活用した校内研修会

１ 学校の実情に合わせて，仮想事例を選ぶ。

２ ペアで，教職員役と保護者（児童生徒）役に分かれロールプレイをする。

・「Ａ先生の場合」終了後，役割を交換して「Ｂ先生の場合」を実施

３ ２ペア（４人）ほどの小グループで，以下の２点について協議する。

・適切で見習いたいと感じた対応と理由

・課題があり，今後の相談で気を付けたいと感じた対応と理由

４ グループで協議した内容を発表し，全体で共有する。

５ 解説を読み合うなどし，共通理解を図るべきポイントを確認する。

６ 個々にこれまでの自分の対応について振り返る。
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１ 休み時間のトラブルに対して保護者が強く抗議してきたケース

■ケースの概要

太郎さんは１学年上の次郎さんにちょっかいを出されることがあり，太郎さんの保

護者は，休み時間の過ごし方についての指導を学級担任に要望していた。学級担任は

その後トラブルがないことから様子を見ることにしていた。ある日，休み時間に太郎

さんと次郎さんがぶつかり，太郎さんが足を擦りむくけがをした。保護者は次郎さん

がわざと転ばせたと思い，学校の責任を問うとともに，次郎さんの保護者を学校に呼

んで謝罪させることを要求して来校した。

Ａ先生の場合

保１：（廊下でＡ先生を見付けて話し始めた。）うちの太郎がけがさせられて帰ってきたん

です。

Ａ１：朝，次郎さんとぶつかって転んだ話ですか。日中は普通にしていましたよ。

保２：先生，違います。次郎さんに転ばされて，けがさせられたんです。それなのに，な

んの連絡もないですよね。

Ａ２：はあ，すみません。でも，次郎さんは，わざとやったわけじゃないと言っていたみ

たいで…。

保３：ちょっかいを出されて嫌がっているから休み時間も見守ってくださいと，ずっと頼

んでいたのに，学校が何もしてくれなかったからこんなことになったんじゃないで

すか。

Ａ３：休み時間のことは，二人に話をしましたよ。その後トラブルもないと聞いています。

保４：誰かが付いてくれていれば，こんなことにならなかったのに。うちの子が次郎さん

とのことで嫌な思いをしていたことを先生は知っていたでしょ。それなのに，連絡

もよこさないし，病院にも連れて行かないなんて，おかしいんじゃないですか。

Ａ４：さっきも話しましたが，太郎さん，元気そうでしたよ。けがと言うほどでは…。

保５：頭でも打っていたらどうするんですか。

Ａ５：はあ，すみません。でも，お母さん，足をちょっと擦りむいただけですし…。

保６：大変なことにならないかどうか，先生に判断できるんですか。次郎さんの親も呼ん

で謝らせてください。

Ａ６：いや，それはちょっと…。

保７：わざとけがをさせたんだから，親も謝るのが当然でしょう。次郎さんの親を学校に

呼んでください。

Ａ７：そう言われましても，わざとかどうか分からないし。いきなり学校に呼ぶのはちょ

っと。次郎さんの担任の先生に話してみますけど…。

保８：わざとじゃないと誰が言っているんですか。何なのこの学校。先生たちがこんなに

当てにならないなら，うちの子を安心して通わせられませんから，当分休ませます。
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Ｂ先生の場合

保１：（廊下でＢ先生を見付けて話し始めた。）うちの太郎がけがさせられて帰ってきたん

です。

Ｂ１：御心配をおかけしました。太郎さんの様子はいかがですか。痛がっていますか。

保２：そんなに痛がっているわけではないんですけど。でも，うちの子は次郎さんに転ば

されたんです。それなのに，連絡もないなんて，おかしいんじゃないですか。

Ｂ２：御連絡が遅れて申し訳ありませんでした。太郎さん，あまり痛がってはいないよう

で少し安心しました。心配していましたが，その後は比較的元気でしたので，様子

を見ていました。次郎さんがぶつかってきて転んでしまったと，太郎さんから聞き

ましたが，太郎さんは転ばされたと話しているんですか。

保３：太郎は次郎さんとぶつかって転んだと言っています。これまでも，ちょっかい出さ

れてきましたし，今回もきっとわざとですよ。

Ｂ３：お母さんは，次郎さんがわざと転ばせたと思ってらっしゃるんですね。もう少し詳

しく聴かせていただけますか。ここでは詳しい話をお聴きすることもできませんの

で，会議室へどうぞ。（会議室へ案内）

保４：前から次郎さんにちょっかいを出されていたのは知ってますよね。しばらくは我慢

していたんですけど，太郎がかわいそうで。だから，先生には休み時間などの指導

をしてほしいと頼んだんですよ。学校の責任ですよね。次郎さんの親にも謝っても

らいたいです。

Ｂ４：そうですか。太郎さんの気持ちを考えることが足りなかったようですね。ずっと嫌

な思いをするようなことが続いていたのですか。

保５：いえ，しばらくはなかったみたいで，私も少し安心してたんです。でも，やっぱり

こんなことが起こってしまったでしょう。学校の責任ですよ。

Ｂ５：しばらくはなかったのですね。でも，今回のことが起こったので，またちょっかい

を出されたとお考えなんですね。太郎さんも次郎さんがわざと転ばせたと話してい

るんですか。

保６：いえ，そうは言っていません。でもこれまでもいろいろありましたから。とにかく，

次郎さんの親も呼んで謝らせてください。

Ｂ６：おっしゃることは分かりました。事情の分からない点もありますので，次郎さんの

担任から事情を聴いてみます。また，次郎さんの御家庭にも今日のことを詳しくお

話ししなければなりませんので，少しお時間をいただけますか。

保７：ほんとに，ちゃんとやってくれるんですか。

Ｂ７：まず事実関係をよくつかんでから御自宅に御説明にあがります。お母さんも，転ん

でしまったいきさつについて，太郎さんからも詳しく聴いていただけませんか。都

合のよいお時間に伺いたいと思います。何時頃がよろしいでしょうか。

保８：この後なら，いつでも大丈夫です。

Ｂ８：分かりました。調べた上で後ほど伺います。大変御心配をおかけしました。
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解説

◆教育相談のポイント

・激しい口調での要求であっても，保護者の心情を思いやり，相手の話を遮ったり反

論したりせずに誠意をもって聴く。

・内容をよく把握せず曖昧な受け答えや責任逃れとも取れる対応をしない。

・適切な質問により事実関係を確認する。

・曖昧な回答をしないことで，新たなトラブルを回避する。

保護者はこれまでのトラブルのこともあり，心配のあまり冷静さを失った状態で来校し

たようです。Ａ先生は突然の来校と激しい口調に困惑し，保護者の心情を思いやることも

できないまま，内容をよく把握せず曖昧な受け答えや責任逃れとも取れる対応をしていま

す。

こうした対応により，保護者は更に不安や不信感を増幅させ，次第に激しい口調になり，

落ち着いた話合いができなくなっています。また，「相手の親を呼ぶ」「わざと転ばされた」

という主張に対する曖昧な受け答えが原因で，次郎さんの保護者との新たなトラブルに発

展することも予想されます。

このような場合，冷静に話をしてもらえるよう，「まず話をよく聴く，言い訳をしない，

対応を焦らない」などの適切な初期対応が必要ですが，まず，「子を思う親の心」に思い

を巡らすことが対応のスタートと言えます。

Ｂ先生は興奮して学校への不信感をもって来校した保護者に対して，以下のように対応

しています。

・太郎さんを心配し，来校をねぎらう言葉をかけている。

・ある程度話を聴いた後，様子を見て落ち着いて話ができる場所に場を移している。

・言葉を繰り返すなど，話(気持ち)をしっかりと受け止めているというメッセージを返し

ている。

・同じ話の繰り返しに対して，それを指摘せずにじっくりと話を聴いて保護者の主訴を捉

えるとともに，曖昧な事柄は確認を取っている。

・「わざと」と思い込んでいる点については，焦って否定せず，まず全面的に受け止め，

再度調査することの承諾を得ている。

・学校全体の責任として受け止め，責任逃れをしていない。

・「相手の親を呼べ」という要求に対して即答せず，まず事実確認を行うことを確認して

いる。

相手の話を遮ったり反論したりせずに誠意をもって聴くことで，保護者は落ち着きを取

り戻すことができました。さらに，適切な質問により事実関係を確認するとともに，わざ

と転ばせたことや相手の保護者に謝罪させることなどについては曖昧な回答をせず，新た

なトラブルを回避しています。

初期対応を誤らないためには，こうした事態を想定した研修を行い教員の対応力を高め

るとともに，どんな案件でも誠意をもって対応するという当事者意識をもつことが必要で

す。
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２ 授業中のトラブルを不安に思った保護者が相談してきたケース

■ケースの概要

音楽科の授業時に，太郎さんは次郎さんから鉛筆で背中に落書きされた。次郎さん

を怖がって何も言えないでいる太郎さんの様子を心配した太郎さんの保護者から学級

担任に電話で相談があった。学級担任は音楽科を担当しておらず，授業を担当してい

た教員からも特にトラブルの連絡は入っていなかった。

Ａ先生の場合

保１：今日の音楽の時間のことなんですけど，うちの子が背中にクラスの子から鉛筆で落

書きされ

Ａ１：（話の途中で）音楽の時間は，工藤先生なんです。私はあまり状況は分かりませんけ

ど。

保２：うちの子，帰ってきて黙ってたんですけど，Ｔシャツの背中に鉛筆の線がついてい

たので，聴いてみると，次郎さんという

Ａ２：（話の途中で）次郎さんですか，なるほど。ハハ，次郎さんねえ。ところで線ってど

の程度のものですか。

保３：３㎝くらいの薄い線がいくつか。

Ａ３：ああ，そうでしたか。あまり目立たなくて，私も気付かなかったんですね。洗った

ら落ちますかね。

保４：いえ，Ｔシャツの汚れのことはいいんですけど。次郎さんに時々こんなことをされ

ているのかなぁって思って心配なんです。うちの子に聴いてもはっきりしないので。

Ａ４：みんなにいたずらしたのか，太郎さんにだけしたのかですよね。みんなにやってい

たのなら，そんなに気にすることもないと思うんですけどね。

保５：その辺のことはよく分からないのですけど，とにかく，文句を言ったりはしなかっ

たと言ってます。ちょっと，怖いっていうか。うちの子，本当は次郎さんのこと先

生に言わないでほしいと言ってたんです。

Ａ５：次郎さんは，そんな怖いとか，特に乱暴とかいう子どもじゃないですよ。

保６：先生にはそうかもしれませんけど，うちの子から見たら，落書きされても黙ってい

たんですよ。もし，私が見付けなかったら，そのまま我慢してたわけですし。

Ａ６：何も，次郎さんに注意しないと言ってるわけではないですよ。明日，私から叱って

おきます。それから，自分で親にもそのことを言わせます。

保７：それで，太郎が親に言いつけたから怒られたとかって，恨まれたりしませんか。意

地悪とか悪さとかしな

Ａ７：（話の途中で）そんな悪い子ではないんですけどね。

保８：でも，実際，授業中に友達の背中に落書きするような子なんでしょう。先生方の知

らないところで，何か，他の子が怖がったり，遠慮するような

Ａ８：（話の途中で）いやあ，そんな根っから悪い子ではないですよ。明日，私からガツン

と注意して，それで大丈夫です。
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Ｂ先生の場合

保１：今日の音楽の時間のことなんですけど，うちの子が背中にクラスの子から鉛筆で落

書きされたらしいんです。

Ｂ１：そうでしたか。知らないままで帰して，申し訳ないです。太郎さん，けがとかして

ないですか，大丈夫ですか。

保２：ありがとうございます。大丈夫です。そんなに強く書いていなかったみたいで。（Ｂ

：そうですか）けど，Ｔシャツの背中に線が数本ついていて。うちの子は黙ってた

んですけど，私がそれを見て，どうしたのって聞いたんです。

Ｂ２：よく気付いてくださいました。私も気付かないといけないのに。

保３：いや，まあ，薄い線ですから。

Ｂ３：すみません。それで，太郎さんは何と言っていましたか。

保４：はい。授業でグループ練習中に次郎さんという子に書かれたと言うんです。

Ｂ４：次郎さんですね。

保５：はい。音楽の先生は見ておられないようで，（Ｂ：はい）グループを回って指導して

いたときのことらしいです。

Ｂ５：そうなんですね。次郎さんは，太郎さんだけに落書きしたんでしょうか。

保６：うちの子も，それは分かっていないようです。（Ｂ：はい）そもそも，うちの子はそ

のとき，次郎さんに文句言ったり，やめてくれとも言えてないんです。どうも，怖

いっていうか，やめてくれって言いにくいような感じがあるようで，次郎さんには。

Ｂ６：そうですか，文句も言えなくて黙っていたんですね。それは，辛い思いをさせまし

た。これまでもそういうことはあったと言っていますか。

保７：そこは，あまりはっきり話さないんですよ。

Ｂ７：話さない。そうですか。明日，私からも聴いてみます。お母さんからも，落書きの

ことよく話してくれたねって，これまでも我慢してたのなら話してって，もう少し聴

いてあげてください。

保８：もう，私もかなり聴いてみたんですが。ちょっと黙り込んでしまったので，それ以

上聴けなくて。それで，普段の次郎さんとの様子とか，その辺りを先生にお伺いしよ

うと思って電話したんです。

Ｂ８：そうでしたか。よく電話してくださいました。

保９：それに，本当は次郎さんのことを先生に言わないでほしいと言ってたんです。それ

も，かばっているというより，何か不安そうで。

Ｂ９：不安そうで…。お母さん，よかったら，今からお宅に伺って話させていただいても

いいですか。次郎さんへの指導のこともあるし，太郎さんにもできたら今日のうち

に，いろいろ聴くことができたらと思いますので。

保10：お忙しいのに，ありがとうございます。お待ちしてます。
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解説

◆教育相談のポイント

・教員から見て小さな出来事でも，心配して相談してきた保護者の心理的事実に寄り

添い，不安を与えたことに対する謝意を伝える。

・家庭訪問を行うなど，学校が我が子を大切にしてくれていると保護者に伝わる対応

をする。

Ａ先生は，「ハハ」と軽く笑ってしまっています。さらに，「目立たない」「気にするこ

ともない」など，相談を軽く扱ったという印象を与えてしまっています。このような最初

の対応が，後々まで保護者の不信感をぬぐいされない原因となってしまうことがあります。

また，全体を通したＡ先生の問題点は，保護者の話を最後まで聴かないことです。不安

や怒りを伝えたいと思っている保護者の話は，十分に受け止めて最後まで話してもらうこ

とが大切です。保護者は，できるだけ多くの情報を伝えることで，問題をしっかり理解し

てもらえると考えています。十分に話を聴いてもらえずに，一方的に対応を告げられると，

不安や不満が残ります。

さらに，Ａ先生は最後まで太郎さんの状態や思いについて自分から尋ねていません。心

配もしていないように思えます。Ａ先生の経験を踏まえた自信が，かえって手早く解決し

てしまいたいという雰囲気を保護者に与えてしまうのです。このようなことが，本当に我

が子のことを考えてくれているのか分からないという，保護者の不信感につながってしま

いかねません。

Ｂ先生は，最初に「申し訳ない」と言っています。世の中には「初めに謝ると，裁判の

ときに不利になる」などという人もいます。そういう姿勢こそ，裁判になるようなこじれ

を生じさせる一因となりかねません。

次に，太郎さんの様子について聴いています。保護者にとって安心できる対応です。さ

らには，「よく気付いてくださいました。」「よく電話してくださいました。」など，保護

者に感謝する発言をしています。相談の電話は，やっかいなことや面倒なことではなく，

子どもについての大切でありがたい情報だという姿勢が，保護者の信頼感につながります。

また，共感や促しや繰り返しや明確化，要約，いろいろなカウンセリングの技術を自然

に使いながら話の内容を整理しています。保護者も，受け止めてもらえて気持ちよく話が

できているようです。

最後には，家庭を訪問する提案をしています。複雑な話は，長々と電話で話しているよ

りも，顔と顔を合わせて話すほうが保護者の不安な思いに寄り添い，信頼を得ることにつ

ながります。
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３ いじめの情報提供に適切に対応できず，保護者が不信感をもったケース

■ケースの概要

友達からいじめられていると訴えて学校を休んでいる秋子さんの保護者が，いじめ

の実態を明らかにするように求めて来校した。直前に実施したいじめについてのアン

ケート調査では，いじめを訴えるような記述は全くなかった。

Ａ先生の場合

保１：うちの秋子がいじめを受けているのではないでしょうか。調べてもらえませんか。

Ａ１：つい先日やったアンケート調査では，いじめなどの特別なことは，うちの学級では

ありませんでしたよ。

保２：でも，秋子は友達からいつも悪口を言われるって言ってるんですよ。それに，その

せいで，ここ数日，学校に行けずにいるんです。

Ａ２：確かに，仲のよいグループで口げんかはよくあるようです。それは，私も把握して

います。ただ，原因はお互いに言い分があるようで，お互いさまの小さなことです。

いじめられているというようなものではないと思います。

保３：でも，うちの子は休んでいるんですよ。どうしてうちの子だけ休むようなことにな

っているんですか。いじめられて，嫌な思いをしているからじゃないんですか。

Ａ３：だから，嫌な思いをしているのはお互いさまなんです。相手の子どもたちも口げん

かで，嫌な思いをしているんです。秋子さんだけがいじめられているということで

はありません。

保４：いじめはうちの子の思い込みだと言うんですか。それじゃ，秋子が休んでいるのは

どうしてなんですか。

Ａ４：それは，分かりません。何か気になることが他にあるのではないですか。そう言え

ば，秋子さん，夏休みの課題もまだ出していませんね。今週には提出するように話

したばかりですが，もしかして気にしているんじゃないですか。

保５：課題ができないから，うそをついて休んでいるって言うんですか。

Ａ５：そうは言っていません。ただ，アンケート調査では，いじめはありませんでしたし，

別の理由があるのではないかと言っているだけです。

保６：うちの子がいじめられて苦しんでいるのに，先生は，うちの秋子がさぼっていると

思っているんですね。なんてひどい。

Ａ６：お母さん，我が子が言っていることを信じたいのは分かります。でも，秋子さん本

人も，他の子どもたちも，いじめはないと書いているんです。それに，ちょっと申

し上げにくいのですが，秋子さんはこれまでも，課題を提出できない言い訳で，う

そをつくことがありました。今回ももしかしたらと考えたのです。そうであれば，

今後のことも考えて，きちんと話して聞かせる必要もあるのではないですか。

保７：うちの子が言っていることと，まるで違っています。アンケート調査は本当に正し

いのですか。それに，うちの子をうそつき呼ばわりする先生では話になりません。

校長先生を呼んでください。担任を替えてもらいます。
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Ｂ先生の場合

保１：うちの秋子がいじめを受けているのではないでしょうか。調べてもらえませんか。

Ｂ１：つい先日，アンケート調査をしたばかりなのですが，その調査では，いじめなどの

訴えは，うちの学級ではありませんでした。

保２：でも，うちの子は友達からいつも悪口を言われるって言ってるんですよ。それに，

そのせいで，ここ数日，学校に行けずにいるんです。

Ｂ２：御心配をおかけしています。秋子さんは，いつも自分が悪口を言われていると言っ

ているのですか。

保３：はい。グループの中で，数人の子がそろって言うと聞いています。それで，我慢で

きずに言い返すこともあるって。

Ｂ３：なるほど，我慢できずに。

保４：うちの子も口調がきついので，いつだったかは，相手の子が泣いてしまったと言っ

ていたこともあります。

Ｂ４：相手の子が泣いてしまったこともあると。

保５：はい。私も，そんな口調で話していると，友達がいなくなるよって，心配していた

んです。

Ｂ５：秋子さんの口調がきついと，以前から心配していたのですね。

保６：えぇ。他の子とうまくやれないんじゃないかって。言い訳でうそをついたりするこ

ともあったらしくて，仲間外れにされたり，いじめられたりしないか心配していた

んです。

Ｂ６：なるほど，ずっと心配していたことが，今回起こってしまったと思われたのですね。

保７：えぇ。心配していたとおり，いじめられたんです，きっと。

Ｂ７：分かりました。お互いに言い合っていて，お互いに嫌な思いをしていたことで，調

査では出てこなかったということがあるのかもしれません。もう少し，丁寧に子ど

もたちと話をしてみたいと思います。明日，改めて連絡させていただきますが，都

合のよい時間などありますか。

保８：午後５時過ぎなら帰っています。

Ｂ８：分かりました。５時を少し過ぎるかもしれませんが，連絡させていただきます。そ

れまでに，お母さんの方でも，もう少し，秋子さんから話を聴いてもらえませんか。

保９：分かりました。明日，連絡をお待ちしています。
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解説

◆教育相談のポイント

・いじめの事実が把握できない場合でも，否定的な言葉を返すだけの対応をしない。

・いじめ調査の結果がいつも正しいとは限らないといういじめ対応の難しさに十分に

配慮する。

・どのような事実がいじめられたと受けとられているのか，丁寧に聴き取り，その事

実に対応する。

いじめの事実を把握するためにアンケート調査を多くの学校で実施していることと思い

ます。しかし，いじめ対応の難しさとして，調査の結果がいつも正しいとは限らないこと

を認識する必要があります。いじめの事実が把握できない場合でも，保護者の要求・苦情

に対して，「それは違います」「誤解です」と返していたのでは問題は解決しません。まず

は，否定的な言葉ではなく，保護者や子どもの立場に立った肯定的な言葉を使い対応しま

しょう。

また，Ａ先生は，子どもの怠学傾向について問題にして保護者に対応しましたが，これ

も問題があります。きちんとした事実に基づかない，思い込みによる対応は，保護者の学

校に対する不信感をあおることになります。

学校は「いじめの実態を明らかにしてほしい」という保護者の要望の中身を丁寧に聴き

取り，具体的に確認して実態を把握するように努めていくことが大切です。いじめを受け

て嫌な思いをしているのであれば，すぐにその思いを取り除く気遣いや言葉かけが必要で

す。Ｂ先生は，いじめと受け取られた事実を，繰り返しや質問をして丁寧に聴き取り，明

らかにしています。その上で，再調査することを約束し，保護者の不安に寄り添おうとし

ています。

なお，平成25年９月から，いじめ防止対策推進法が施行されています。いじめの定義は，

社会通念上のいじめという捉えよりかなり広範囲です。正しい理解と対応について校内で

研修を深める必要があります。少なくとも，「いじめられている」という訴えに対して，「そ

の程度のことはいじめではない」という対応はありません。いじめと認知するかどうかは

別の問題として，苦しんでいる子どもに手を差し伸べるために，組織として対応すること

が基本です。その際，保護者の訴えや苦情はきちんと記録をし，調査の結果と子どもの言

い分に違いがあった場合も，記録して再調査に生かします。
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４ 支援が必要な児童への担任の対応に，保護者が不安を抱えているケース

■ケースの概要

小学校４年生の太郎さんは，忘れ物が多く，家では家庭学習になかなか取り組まな

い。学校では，授業中にぼんやりしていることがあり，学習内容を聞き逃しているこ

とがある。友達とのトラブルもあり，保護者は発達障害なのではないかと心配してい

る。学級担任の先生に相談しても，「大丈夫ですよ。」「様子を見ましょう。」と具体

的な支援は提案されず，不安が大きくなって来校した。

Ａ先生の場合

保１：うちの子，家でなかなか家庭学習に取り組まなくて困っています。声をかけると「今

やる」と答えるんですが，ゲームをしたり漫画を読んだりして，ちっともやらない

んです。

Ａ１：そういう子どもは多いですよ。みんなゲームが好きですからね。

保２：忘れ物も多くて，学校からのプリントを見せないことも多いんです。昨日も，習字

セットを忘れてしまって。大事なプリントも見せないので，本当に困ってしまいま

す。メモも取っていないようですし。

Ａ２：そう言えば，忘れ物は多いですね。私もいつも注意していますよ。

保３：友達とのトラブルも多いみたいですし。会話がかみ合わないというか。

Ａ３：いやあ，お母さん。男の子は，みんな元気で毎日小さなけんかはあるものですよ。

うちのクラス，男子が特に活発なんですよ。

保４：でも，本当に何度注意しても変わらないんです。同じことを何度も言っているんで

すけれど。学校の勉強もよく分かっていないようです。本当にぼんやりしていて。私

も叱ることに疲れてしまいました。実は，発達障害じゃないかと心配しているんで

す。

Ａ４：勉強は，算数が苦手ですね。あとは，国語かな。作文は苦手な子どもが多いですけ

どね。グループ活動では，友達と話をしているので，あまり心配しなくても大丈夫で

すよ。

保５：みんなとちゃんと勉強しているでしょうか。

Ａ５：大丈夫ですよ。席も立ちませんし。

保６：うちでは，算数と国語の宿題は特にやりたがらないんです。感想文を書くのも，本

当に大変なんです。

Ａ６：感想文は難しいですね。苦手な子どもが多いですよ。書き方が分からなくてね。

保７：そうなんです。何を書いたらいいのか分からないみたいで。

Ａ７：感想文は，だいたい書く順序が決まっているんですよ。まあ，本は読んでいるみた

いですけど。社会の時間は積極的に発表しているので，大丈夫でしょう。

保８：そうですか。私の心配のし過ぎでしょうか。

Ａ８：もう少し様子を見ましょう。自分のお子さんのことは，皆さん心配されていますよ。

保９：そうですか。このままでいいでしょうか。

Ａ９：何かあったら，お母さんに連絡しますね。
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Ｂ先生の場合

保１：うちの子，家でなかなか家庭学習に取り組まなくて困っています。声をかけると「今

やる」と答えるんですが，ゲームをしたり漫画を読んだりして，ちっともやらない

んです。

Ｂ１：そうでしたか。ゲームは好きな子が多いですね。家庭学習は，いつも何時頃やって

いるんですか。

保２：夜の10時過ぎです。声をかけても，動かないんです。

Ｂ２：夜10時は遅いですね。

保３：忘れ物も多くて，学校からのプリントを見せないことも多いんです。昨日も，習字

セットを忘れてしまって。大事なプリントも見せないので，本当に困ってしまいま

す。メモも取っていないようですし。

Ｂ３：そうですか。忘れ物は，時々ありますね。メモを取っていなかったのは，気付きま

せんでした。すみません。

保４：友達とのトラブルも多いみたいですし。会話がかみ合わないというか。

Ｂ４：なるほど。他に何か気になっていることはありますか。

保５：学校での勉強もよく分かっていないようです。特に，算数と作文が苦手みたいです。

Ｂ５：そうですか。太郎さんは，社会の時間は，手を挙げて積極的に発表しています。い

ろいろなことを知っていますよ。算数では，文章題や図形の問題が難しいみたいです

ね。作文は何を書いたらいいのか，決まるまで時間がかかっています。何を書くのか，

私とやり取りをしてメモしてから，書き始めるようにしています。

保６：先生，実はうちの子，発達障害じゃないかと心配しているんです。

Ｂ６：そうでしたか。お母さんは，特にどんな点からそう思うのですか。

保７：忘れ物が多いことと，時間を意識していないところです。

Ｂ７：お母さんの心配なお気持ちは分かりました。もう少し，学校でも太郎さんの様子を

気を付けて見てみます。私一人では，気付かないこともあるかもしれないので，学年

部の先生とも相談してみます。

保８：勉強が難しくなってくると思うんですが，大丈夫でしょうか。

Ｂ８：どんなことにつまずいているのか，確認してみます。忘れ物については，学校でメ

モを取っているか，その都度確認するようにします。大事なプリントを入れるケース

を御家庭で準備してもらえますか。

保９：分かりました。

Ｂ９：まずは，本人の思いが大事ですからね。太郎さんと，勉強や忘れ物について，どん

な方法なら分かりやすいのか話し合ってみますね。

保10：本当に心配で。

Ｂ10：この後も太郎さんの様子を見ながら，どんな方法がよいのか一緒に考えていきまし

ょう。

保11：ありがとうございます。
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解説

◆教育相談のポイント

・保護者が不安に思っていることをきちんと聴く。

・学校の様子を伝え，どのような支援が効果的か話し合う。

・保護者と一緒に考えていくという姿勢を示す。

Ａ先生は，「大丈夫ですよ。」「もう少し様子を見ましょう。」という言葉でまとめ，保

護者の不安を受け止めていません。保護者は，悩んだ末にどのようにしたらよいのか何ら

かの手立てを求めて相談します。保護者の不安を大きくするような言動は慎むべきですが，

学校側が「大丈夫」と安易に答えてしまうことで，保護者がその後相談することをやめて

しまう場合もあります。

Ａ先生の問題点は，自分の見立てで間違いはないと決め付けてしまっていることです。

Ａ先生が大丈夫だと思っても，実は「何か困っている子ども」「周囲の支援が必要な子ど

も」であるかもしれません。自分の思い込みではなく，子どもの様々な場面を丁寧に見て

いくことが必要です。学年部や特別支援教育コーディネーターと相談し，複数の目で子ど

もを捉え，情報を共有していくことが大切です。校内体制で支援することは保護者の安心

感にもつながります。

また，医療機関等へすぐにつなぐ必要はないと判断しても，保護者の心配や不安をきち

んと受け止め，どのように様子を見ていくのか，どのような支援が効果的なのか，具体的

な内容についても話題にできるとよいでしょう。

Ｂ先生は，子どものことを決め付けずに，保護者が心配に思っていることをしっかりと

受け止めて聴いています。また，複数の目で見て確認していくということも伝えています。

発達障害の診断は，医療で行うことです。学校では，本人の特性を理解した上で，支援し

ていくことが必要になります。ただ，保護者が心配しているとすれば，どのようなところ

から発達障害かもしれないと感じるのか話を聴くことも必要な場合があります。学校での

様子と家庭での様子が異なっている場合もありますので，家庭での様子を聴くことは欠か

せません。

学校での様子を伝える際には，本人のよさや頑張っている面を伝え，その上で苦手とし

ているところも伝えるようにします。苦手なこと，できていないことだけを伝えられると

保護者の不安が増してしまいます。苦手なことに対しては，学校ではどのような支援をし

ているのかを具体的に伝えるとよいでしょう。保護者と一緒に考えていくという姿勢を示

し，連絡ノートや電話連絡，個別面談などで保護者と情報を共有していくことが大切です。
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５ 暴力を振るった生徒への対応について，保護者が抗議してきたケース

■ケースの概要

普段から太郎さんと次郎さんは一緒にいる。ある日，廊下で次郎さんが太郎さんに

殴りかかり，通りかかった学級担任に制止された。学年主任と学級担任が双方から事

情を聴いた。太郎さんは思い当たることはないと言う。次郎さんはたわいもないこと

から腹が立ったと言う。今回は学年主任が次郎さんに口頭で注意をし，学級担任が次

郎さんの母親に電話で状況を連絡した。夜になって，子どもが注意を受けたことを不

満に思った次郎さんの保護者から，学級担任に電話があった。

Ａ先生の場合

保１：次郎が太郎さんを殴ったことなんですが，次郎に暴力のこと叱ってから，ゆっくり

話を聴いてみたら，うちの子は，ずっと太郎さんからからかわれていたって

Ａ１：（話の途中で）そのことですか。それは，どっちもどっちなんです。一方的なからか

いではないんです。言い訳でそういう言い方してるんじゃないですか。

保２：でも，次郎は，いつも先に言い始めるのは太郎さんの方で，それがきっかけで言い

合いになって，これまでは我慢してたけど，爆発したと言うんですよ，今日。

Ａ２：じゃあ，そういうことにしたとしても，結局，手を出した方が負けですよ。世の中

はそうなってるんですよ。それを今，教えておかないと。お母さん，手を出すこと

はいいことですか。

保３：もちろん悪いです。当たり前じゃないですか。そんなこと，分かってますよ。今日，

家でそのことも注意はしました。ですけど，一方的に悪いって決め付けないでほし

いんです。原因にも目を向け

Ａ３：（話の途中で）次郎さんは言わなかったですか。こちらでも，言い合いから始まった

ことだって分かっていますよ。けど，言い合いはどっちもどっちということで，何

回も言いますが，手を出したことについて注意したんです。

保４：太郎さんがからかってくることについては，注意されないんですか。それが今後も

続くなら，こういうことが繰り返されるんじゃないですか。

Ａ４：繰り返さないように，暴力を注意してるんです。

保５：暴力を注意するのは分かります。でも，原因を取り除く必要もあるでしょう。

Ａ５：しかし，殴られた太郎さんに注意するわけにいかないでしょう。殴られた上に，注

意される。太郎さんの立場だったら怒るでしょう。

保６：でも，同じことが繰り返されないためにも注意をする必要があるでしょう。

Ａ６：そんなこと言ってたら，またからかわれたときには殴っても仕方ないって言ってる

ことになりますよ。とにかく，まず暴力はいけないということが先なんですよ。

保７：でも先ということなら，からかいが先なん

Ａ７：（話の途中で）後先っていうことじゃなくて，何が大切かということですよ。

保８：じゃあ，後でもいいから，からかったことも注意してください。そうでないと，次

郎が

Ａ８：（話の途中で）言い訳で，そんなこと言ってるんですよ。明日もう一回，話を聴くっ

て言っておいてください。自分の子どもの肩をもつ気持ちは分かりますけどね。そ

れが，かえって暴力の問題を曖昧にしてしまうんですよ。
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Ｂ先生の場合

保１：次郎が太郎さんを殴ったことなんですが，次郎に暴力のこと叱ってから，ゆっくり

話を聴いてみたら，うちの子は，ずっと太郎さんからからかわれていたって言うん

ですよ。

Ｂ１：はい，次郎さんがそう言ってるんですね。

保２：そうです。いつもからかわれていたんだって。

Ｂ２：いつも。

保３：そうです。からかってくるんだって。それで腹が立っていたって。

Ｂ３：以前から腹が立っていた。

保４：はい，ずっと太郎さんにいろいろ言われるのがうっとうしかったって言っています。

Ｂ４：それでとうとう殴ってしまったと。

保５：そうです。次郎には，何言っても言い訳になるんだよ，とは話したものの，先生に

は，次郎の気持ちも分かってあげてほしいし，そういうことを太郎さんにも一応注

意してほしいと思って，それで…。

Ｂ５：分かりました。よく連絡してくださいました。これまで私が見ていた限りでは，い

つも二人ともお互いふざけ半分で言い合いをしているという感じだったんです。今

日もそんな感じだったという話でした。けれど，もう一度，二人に明日話を聴いて

みます。ずっと，からかいがあったなら，それはもちろん注意します。

保６：ありがとうございます。お願いします。

Ｂ６：それで，お母さん，暴力については十分注意していただいたんですね。

保７：もちろん叱りました。とにかく手を出したあなたが悪いことになるんだよって。

Ｂ７：そうですね。暴力を振るうという行為は絶対いけないということですね。そこを粘

り強く今確認しておいてあげることが，次郎さんのためになります。もちろん，か

らかわれて悔しかった気持ちは分かる，それでも，とにかく暴力はいけないよって

ことです。

保８：暴力を振るった方が悪いってことになるのは分かるんですが，いじめてくる子やか

らかってくる子に，つい手を出してしまうってことも，やっぱりあるような気はし

てるんです。親としては，やっぱり自分の子が可哀想で…。

Ｂ８：親としての気持ちはよく分かります。でも，つい手を出してしまうのも分かるって

なってしまうと，暴力は絶対いけないということが曖昧になってしまいますよ。そ

れは，次郎さんの将来に決してプラスにはなりません。いじめたり，からかったり

する子がいれば，それを注意してやめさせるのは学校が指導します。御家庭では，

やっぱり暴力はだめだよって教えてもらうことを，お願いします。

保９：ついかっとなってしまうのが，いけないんですよね…。

Ｂ９：嫌なことや腹が立つことがあっても，心にため込まず，手を出さず，感情を言葉に

して出せるように，学校と御家庭で協力して教えていきましょう。御家庭でも，時

々ゆっくり話を聴いてあげることを心掛けてあげられたらと思います。気持ちを言

葉にするトレーニングにもなります。

保10：分かりました。お父さんにも言って，協力していきたいと思います。
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解説

◆教育相談のポイント

・けんかやトラブルの原因を一方的な見方だけで捉え，憶測で判断したり，主観的な

考えを押し付けたりしない。

・日頃の生徒の人間関係を把握するなど，生徒の気持ちに寄り添って事情を聴く。

・保護者の要望に対して学校ができることを明確にして，今後の指導方針を丁寧に伝

える。

・生徒のために保護者と学校が一緒の方向を向いて協力していきたいという思いを伝

える。

Ａ先生は，すぐに「どっちもどっちなんです。」と原因を決め付けています。さらに，

「言い訳でそんなこと言ってるんですよ。」「世の中はそうなってるんですよ。」など，保

護者の思いを受け止めず，教員側の意見だけを押し付けているという印象を与えてしまっ

ています。このような最初の対応が，後々まで保護者の不信感を払拭できない原因となっ

てしまうことがあります。

全体を通したＡ先生の問題点は，保護者の話を最後まで聴かないことです。不安や怒り

を伝えたいと思っている保護者の話は，十分に受け止めて最後まで話してもらうことが大

切です。保護者は，十分に話を聴いてもらえずに，一方的に対応を告げられると，不安や

不満が残ります。Ａ先生は太郎さんにも注意をしてほしいという保護者の要望をはねのけ，

とにかく暴力を振るった方が悪い，指導するのは暴力を振るった次郎さんであるという姿

勢を続けています。次郎さんがこれまで感じていた思いに寄り添おうとしていません。

Ａ先生の一方的な見方によって，この先生は話を受け止めてくれない，結果ばかりで判

断して原因を取り除こうとしてくれないという印象を保護者に与えてしまうのです。この

ようなことが，本当に我が子のことを考えてくれているのか分からないという，保護者の

不信感につながってしまいかねません。

Ｂ先生は保護者の話を受け，「よく連絡してくださいました。」と保護者の連絡に感謝

しています。要望や苦情を伝えるときは心苦しいものです。その行為に対して，感謝の気

持ちを伝えることは，保護者の「思いを学校に伝えてよかった」という気持ちにつながり

ます。また，思い込みで聴くことなく,保護者の考えや要望を正しく受け止めていく努力

が求められます。確認（明確化）をしながら聴くことは,話し手と聴き手のずれを小さく

していく上で大切なことです。

また，「これまで私が見ていた限りでは」と，これまでの自分の捉えを伝えた上で，更

に話を聴いてみる，必要な場合には太郎さんに注意するということも明確にしています。

暴力はいけないという本筋はしっかり通しつつ，保護者の協力を得ながら，次郎さんのた

めに，これからも学校と保護者が同じ方向で指導をしていきたいと伝えています。学校で

するべき指導と家庭での指導を伝える際，「御家庭では，やっぱり暴力はだめだよって教

えてもらうことを，お願いします。」「心にため込まず，手を出さず，感情を言葉にして

出せるように，学校と御家庭で協力して教えていきましょう。」「気持ちを言葉にするト

レーニング」という具体的な提案をしています。そうすることで，保護者も見通しをもつ

ことができ，学校に対する信頼感や安心感にもつながります。
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６ 生徒が部活動の悩みを相談してきたケース

■ケースの概要

友達との人間関係に悩み，今所属している卓球部を辞めたいという思いをもってい

る花子さんが，職員会議の直前，学級担任に相談したいことがあると訪れる。卓球は

好きだが，自分の技術不足も感じており，そのため仲間から邪魔者扱いされていると

思っている。学級担任に相談してどうしたらよいのかヒントがほしいと思っている。

Ａ先生の場合

生１：先生，部活動のことで，ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。

Ａ１：どうした。今，会議があって時間がないんだよ。今じゃなくちゃだめなのか。

生２：あのー。ちょっとだけでいいんですけど…。

Ａ２：なんだ，時間ないんだけどな。何かあったのか。

生３：私，部活動に行くのが嫌だなと感じてて，卓球部を辞めようかなと思っています。

Ａ３：だめ，だめ。入部届を出して入部したら，簡単に辞められないって知ってるだろう。

生４：それは知っているんですけど…。

Ａ４：どうせ友達とトラブルでも起こしたんだろう。辛いことがあっても我慢することは

大切なんだぞ。ちょっと嫌なことがあれば直ぐに逃げ出すのか。

生５：いえ，そういうわけではないんですが，卓球部の友達が…。

Ａ５：ほら，やっぱりな。そうやって何でも人のせいにするのが悪いんだよ。お前は友達

との関係をよくするために自分で何か努力しているのか。

生６：…。

Ａ６：人は嫌なことから逃げ出さずに，乗り越えていくことで成長していくんだ。私も中

学校時代にいろいろ辛いことがあったけど我慢して部活動は続けたんだ。そこでの

経験はかけがえのないものだったぞ。一度やると決めた部活動は辞めない。最後ま

で頑張る。分かったか。

生７：は，はい。ありがとうございました。

Ａ７：今度相談に来るときは，時間があるときにしてくれよ。何でも相談に乗るからな。
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Ｂ先生の場合

生１：先生，部活動のことで，ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。

Ｂ１：どうした。今，会議があるから10分位しかないけど，いいかな。

生２：はい，ありがとうございます。

Ｂ２：花子さんは卓球部だったよね。（生：はい）それで。

生３：私，部活動に行くのが嫌だなと感じてて，卓球部を辞めようかなと思っています。

Ｂ３：なるほど，花子さんは今，卓球部を辞めようと思っているんだ。それで。

生４：私なんて，いてもいなくてもいいと思われているんだと思うんです。

Ｂ４：ふうん，そうか…（ぐっと沈黙する）。

生５：大会でベンチにも入れないし…。私，卓球あまり上手じゃないから…。

Ｂ５：なるほど，それで辞めたいと思っているんだ。

生６：せっかく入ったんだし，卓球は嫌いじゃないんだけど…。

Ｂ６：卓球は嫌いじゃないんだね。でも，卓球部を辞めたいと思っている。

生７：だって，監督のいない練習のときとか，ペアになってくれる人がいないから…。

Ｂ７：そうか…，監督の先生とはもう相談したのかな。

生８：あ，いえ，まだです。

Ｂ８：私から，監督の先生にこのことを伝えようか。

生９：いえ，大丈夫です。今度，自分で監督に相談してみます。その後で，また先生に相

談してもいいですか。

Ｂ９：もちろんいいですよ。話してくれてありがとう。私にできることがあれば力になる

よ。今日は時間がなくてすまなかったね。

生10：いえ，話を聴いてもらえてうれしかったです。ありがとうございました。
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解説

◆教育相談のポイント

・決まりだからと杓子定規に突き放さない。

・忙しくても，可能な時間帯を設定したり，今，相談に使える時間を提示したりする。

・決め付けた見方をすることなく，生徒の発言をしっかり傾聴し，生徒の言葉を繰り

返したり，質問したりして，生徒の心の中にある本当の気持ちを引き出す。

・生徒の要望に対して，勇み足にならないように気を付けつつも，教員がいつでも力

になるというメッセージを伝える。

Ａ先生は，時間がないために，相談に来た花子さんを相手にしていられないという様子

が感じられます。さらに，話を聴かずに「だめ，だめ。」「辞められないって知ってるだろ

う。」と校内のルールのみで判断し，結論を出してしまっています。悩んだ末に勇気を振

り絞って相談してきた生徒の気持ちを粗末にしている対応と言えます。

また，Ａ先生の問題点は，生徒の言葉に耳を傾けず，原因は生徒本人にあり，我慢が足

りない，努力していないと決め付けている点です。自分の経験を基に信念を押し付け，こ

れが正しいのだという決め付けをしていては，生徒は二度と相談したいとは思いません。

むしろ相談しなければよかったと感じるでしょう。

Ｂ先生は，最初に「10分しかないけど，いいかな。」と言っています。たとえ忙しくて

も，相談に使える時間を伝え，誠意をもって対応しています。

花子さんの言葉を受け止め，繰り返したり，質問したりすることで言い出しにくい悩み

を打ち明けられる雰囲気を作っています。また，沈黙することで，しっかりと聴いてくれ

ている，真剣に話を受け止めてくれているという安心感を与えています。

相談を受け，直ぐに教員が動き出すことが必要な場合もありますが，勇み足にならない

ように気を付ける必要がある場合もあります。生徒の気持ちを察して，必要かどうかを生

徒と確認することが大切です。丁寧に生徒の心に寄り添い，傾聴し，一緒に考えていこう

という姿勢が信頼感につながります。

また，相談をしてくれたことに対する感謝の気持ち，いつでも力になるというメッセー

ジを伝えることで，生徒は次に何かあったら相談できるという安心感をもつことができま

す。
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７ 生徒が進路の悩みを相談してきたケース

■ケースの概要

最近，成績が低迷し，実力テストの結果も振るわなかった中学校２年生の太郎さん

が勉強に関しての相談をしたいと学級担任を訪れた。志望校は野球の強豪校で，自分

の夢に向かって頑張りたいという思いはあるが，勉強に対してのやる気が起きないと

いう悩みを抱えている。家族との関係でもストレスを感じており，アドバイスがほし

いと思っている。

Ａ先生の場合

生１：先生，勉強のことで悩んでいて，相談したいのですが。

Ａ１：どうしたの。勉強の悩みって，どんな悩みかな。

生２：僕，小さいときからずっと野球をしてきて，プロ野球に入るのが夢なんです。

Ａ２：それで。勉強と野球の両立のことかな。

生３：はい，そんな感じです。この前の総体で３年生の先輩が引退したんですが，先輩方

の話を聞くと，高校野球の強豪校に進学するかどうかがすごく大切なんだそうです。

Ａ３：なるほど，それであなたはどうしようと思っているの。

生４：甲子園にいつも出場しているＳ高校に行きたいと思っています。

Ａ４：そうか。家の人は無理なんじゃないかって言っていないかな。

生５：無理だとは言われていないのですが，Ｓ高校に行きたいんなら勉強しなくちゃ駄目

だといつも言われています。

Ａ５：そうだろうね。かなり成績がよくないと入れない学校だからね。

生６：でも，今，野球部の練習も厳しくて，疲れているので言われるたびにイライラして

しまって，やる気も全く起きないんです。

Ａ６：そうか。今のあなたの成績で，しかもその状況だと，まず合格できないね。どうし

てもＳ高校でなくちゃ駄目なの。

生７：はい，できれば入りたいと思っているんですけど…。

Ａ７：Ｔ高校なら，今の成績でもちょっと努力すれば何とか合格できるんだけどね。Ｔ高

校だって野球はできるし，Ｔ高校を目標にしておくのがあなたには合っていると思

うんだけどな。

生８：強いチームに入って，精一杯頑張ってみたいんです。

Ａ８：いくら強いチームに入っても，高校というところは学業もしっかりやれないといけ

ないところだよ。もし合格できたとしても，きっと勉強について行けなくなって部

活動を続けるどころではなくなってしまうんじゃないかな。そんな先輩もいたよ。

生９：でも，プロで活躍するには強豪校に行くことが

Ａ９：（話の途中で）プロ野球で活躍できて，それで食べていける選手なんて，一握りだ

よ。もう少し現実を見ることも必要なんじゃないのか。おそらく100点以上も点数

を上げなければならない。それだけの努力が今のあなたにできるの。勉強の意欲が

わかないんだよね。どうしてもと言うのなら，仕方ないが，先生は責任は負えない

な。悪いことは言わないから，Ｔ高校にしておいたら。

生10：は，はい…。
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Ｂ先生の場合

生１：先生，勉強のことで悩んでいて，相談したいのですが。

Ｂ１：どうしたの。勉強の悩みって，どんな悩みかな。

生２：僕，小さいときからずっと野球をしてきて，プロ野球に入るのが夢なんです。

Ｂ２：あなたは１年生の頃からレギュラーで活躍しているからね。

生３：はい，この前の総体で３年生の先輩が引退したんですが，先輩方の話を聞くと，高

校野球の強豪校に進学するかどうかがすごく大切なんだそうです。

Ｂ３：なるほど，それで。

生４：甲子園にいつも出場しているＳ高校に行きたいと思っています。

Ｂ４：そうか。家の人は何て言っているの。

生５：Ｓ高校に行きたいんなら勉強しなくちゃ駄目だといつも言われています。

Ｂ５：そうか，あなたの思いを応援してくれているんだね。

生６：でも，今，野球部の練習が厳しくて，疲れてしまって，言われるたびにイライラし

て勉強にしっかりと打ち込めないんです。やる気が全く起きないと言うか…。

Ｂ６：なるほど，あなたは夢に向かって頑張ろうとしているんだ。それは大切なことだと

思うよ。でも，自分の今の成績では厳しいし，なかなか勉強に打ち込めないと悩ん

でいるんだね。

生７：はい。先輩たちも勉強を頑張っているみたいだし…。Ｓ高校に行くなら，100点以

上は成績を伸ばさなきゃならないって先輩からは聞いています。そんなに急には無

理かなって思ってしまって…。

Ｂ７：そうか，一気に100点と言われて不安に思っているのかな。でも，急には無理でも，

まだ１年半あるからね。少しずつ目標を立てて努力していけばいいんじゃないのか

な。

生８：はい。でも，やる気が起きなくて。

Ｂ８：そうか。勉強に打ち込むことができないということだったけど，何が原因か，思い

当たることはあるの。

生９：部屋の中に漫画とかゲームとか，いろいろ気が散るものがあって，勉強する前に手

に取ってしまうことかな。

Ｂ９：なるほど，それで。

生10：野球で疲れているから，そんなことしているうちに眠くなってきちゃって。

Ｂ10：そうか，どうしたらいいと思う。

生11：漫画とかゲームとか，近くになければいいと思うんですけど…。でも，時間がある

ときは，それで気分転換したいです。捨てるとかは厳しいな。

Ｂ11：疲れて眠くなってしまうことが問題なんだよね。

生12：あっ，夜は早く寝ちゃって，朝早く勉強するとか，漫画やゲームに時間をかけてな

いように，家族のいる居間で勉強しちゃうとか。

Ｂ12：そうか，なかなか面白い方法だね。あなたがそんなふうに頑張っていれば，家族も

安心して応援してくれるんじゃないかな。どうする，両方ともやってみる。

生13：まず，居間で勉強してみます。もし，まだ眠くて勉強できないようなことがあった

ら，また相談に来てもいいですか。

Ｂ13：もちろんいいよ。夢の実現に向けて，自分で決めたこと，努力していこうね。

生14：ありがとうございます。

- 29 -



解説

◆教育相談のポイント

・教員が一方的に決め付けず，生徒に自己決定の場を与える。

・適切な情報提供とアドバイスをし，自己決定とその目標に向けての道筋を一緒に考

える。

・目標に対して努力を重ね，どのような結果も受け入れられる意識がもてるような，

丁寧な対応を心掛ける。

生徒の進路についての教育相談は，教育相談期間を設定して行っている学校がほとんど

だと思います。しかし，生徒の悩みは教育相談の時期に合わせて出てくるものではありま

せん。今回の事例のように先輩のアドバイスや家庭での出来事がきっかけで，突然不安に

なってしまうこともあります。悩みを教員に打ち明けようと訪れた太郎さんの気持ちを考

え，前向きな気持ちになれるようなアドバイスが大切です。

Ａ先生は，現状の厳しさだけではなく，その先の困難や結末まで，自分の経験で想定し，

こうするべきであると押し付けています。そのため，太郎さんは自分の夢を否定されたよ

うな気持ちになってしまったのかもしれません。判断して決定したのは自分の意志だとい

う気持ちがなければ，その後の結果も他者に責任転嫁をしてしまいかねません。決定する

に当たって情報を提供し，正しい決定をするためにどうしたらよいか，その達成に向けて

どのように努力したらよいか，道筋を一緒に考えるのが私たち教員の役目です。

Ｂ先生も，現状の厳しさを伝えていますが，決め付けることはしていません。太郎さん

の希望を受け止め，どのようなことで悩んでいるのか，解決の方法はないかを一緒に考え

ています。相談の中で現在の問題点を整理し，その解決策を太郎さん自身に選択させるこ

とが，その後の自己実現につながっていくことでしょう。スモールステップで取り組み，

成功体験を積み重ねることで，志望校に向かって努力していこうという前向きな考え方に

結び付きます。

様々な場面で物事を判断して決定する際，生徒と保護者，更には教員の意見が違ってい

ることはよくあります。しかし，大切なのは，生徒の自己決定とその実現に向けた努力を

促す関わりです。この事例のように，進路などの大きな節目の自己決定に向けて，日常の

様々な生活場面で自己決定を促していく継続的な指導が重要なのです。これは保護者にも

正しく理解してもらう必要があります。
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８ 生徒の苦手さや困り感について，適切な対応が必要なケース

■ケースの概要

中学校１年生の花子さんは，学習意欲があり成績もよい。学級の係活動にも真面目

に取り組んでいる。テレビゲームが好きな花子さんは同級生と話題が合わず，休み時

間も一人でいることが多くなってきていた。また，体育で着替えるときに，狭い更衣

室の床に制服を広げたままにしていたり，授業中，同級生に「そんなことも分からな

いんだ。」と言ってしまったりしたことから，友達関係が悪くなった様子が見られた

ため，相談の場を設けた。

Ａ先生の場合

Ａ１：最近元気がないように見えるんだけど，どうしたの。

生１：…（間）。私，みんなに嫌われているんだ。

Ａ２：何かあったの。

生２：数学の時間に言った私の言葉で，秋子さんが傷付いたって。みんなに責められて…。

Ａ３：何て言ったの。

生３：「そんなことも分からないんだ。」って。

Ａ４：それはひどいわね。みんなの前で言ったの。

生４：前の日に習ったばっかりの簡単な問題なんだよ。分からないなんてありえないし。

Ａ５：秋子さんがどんな気持ちになるか考えなかったの。

生５：だって簡単な問題だったから。

Ａ６：だから言ったって言うの。自分が言われたらどんな気持ちになるか考えてみなさい。

中学生なんだから。

生６：私がいけないんですか。

Ａ７：そうね。相手の気持ちを考えないのはよくないわね。それと，体育の着替えのとき

に脱いだ服を広げたままにしていて，みんなに迷惑をかけてるって聞いたわよ。

生７：更衣室が狭くて着替えにくいから。

Ａ８：みんなも窮屈だけど我慢してるのよ。そういう人の気持ちを考えない言葉や行動は，

みんなに迷惑をかけるているのよ。それが分からないの。

生８：だって，誰も特に何も言わなかったし。

Ａ９：中学生なら誰でも分かることでしょ。どうすればよかったか，自分で考えなさい。

生９：私が悪いんだね。私はこのクラスにいない方がいいんだ…。
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Ｂ先生の場合

Ｂ１：最近，元気がないように見えるんだけど，どうしたの。

生１：…（間）。私，みんなに嫌われているの。

Ｂ２：何かあったの。

生２：数学の時間に私が言った言葉で，秋子さんが傷付いたって。みんなに責められて…。

Ｂ３：何て言ったの。

生３：「そんなことも分からないんだ。」って。

Ｂ４：花子さんは，そう思ったから言ったんだよね。どうしてそう思ったの。

生４：前の日に習ったばっかりの簡単な問題なんだよ。分からないなんてありえないし。

Ｂ５：そうか，花子さんは，習ったことをしっかり理解できていたんだね。

生５：はい，私はすぐに解けました。

Ｂ６：そうだね，花子さんは分かったんだね。数学の勉強を頑張っていることは，私も見

ているよ。

生６：はい。

Ｂ７：秋子さん，みんなの前で言われて悲しかったと思うよ。

生７：そうか…，私が悪いんだね。

Ｂ８：言われた人が悲しくなる言い方だったね。でも，花子さんがそのことに気付いてく

れて，うれしいな。

生８：う，うん。

Ｂ９：どうしたらよかったのか，一緒に考えてみようか。

生９：はい。
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解説

◆教育相談のポイント

・生徒一人一人の特徴（特性）に応じた配慮や支援を心掛ける。

・相手の気持ちを想像することが苦手である生徒の場合，うまくいかないことを指摘

するだけでなく，どうすればうまくいくかを肯定的，具体的に教える。

花子さんは学習意欲があり成績もよい生徒であるにもかかわらず，相手の気持ちを考え

ない言動をしています。花子さんは，相手の立場になって考えたり，状況に合わせたりす

ることが苦手だと推察されます。場にふさわしくない言動があったり，状況を読み取れな

かったりしたときには，その場を捉えて，どうすればうまくいくのかが分かるように支援

していく必要があります。

行動の善悪を教えることは必要です。しかし，Ａ先生は「よくなかった」「迷惑をかけ

ている」等の否定的な言葉かけだけをしてしまっています。これでは自己肯定感を低下さ

せてしまいます。

また，「どんな気持ちになるか考えてみなさい。」という言い方では，次に自分がどうす

ればよいのかは分かりません。「悪かった」「いけなかった」で終わらず，次にどうしたら

よいのか分かるまで話していくことが必要です。一緒にどうすればよいのかを考え，生徒

が自分でできるやり方を身に付けるまで寄り添っていくようにしましょう。

Ｂ先生は，花子さんが勉強を頑張っていることを花子さんに伝えています。その上でト

ラブルの基になった言動に気付かせ，これからどうしたらよいかを一緒に考えていこうと

しています。花子さんのような生徒は，失敗経験が多くなりがちですので，自己肯定感が

低下していることがあります。日常生活の中で良いところを見付けて認めたり，褒めたり

しながら自己肯定感を高めていくことが大切です。

通常の学級には「発達障害」の診断がある生徒はもちろん，診断がなくても，社会性の

発達に遅れがあったり，友達や教員とのコミュニケーションが苦手だったりする生徒が在

籍しています。

やる気がないとか，周りを困らせようとわざとやっているのではなく，「生徒自身が困

っている」という認識をもち，丁寧な支援をしていきたいものです。

一般に，発達障害のある生徒には，次のような特徴があると言われています。

・空気を読んで，みんなと合わせられない ・感情のコントロールが苦手

・関心事には没頭し，関心のないことはやりたがらない

・感覚の過敏あるいは鈍感 ・能力のアンバランス

生徒一人一人困難なことは違っているので，丁寧に観察して一人一人に合った支援を考

えていく必要があります。得意なことや好きなことを応援し，自己肯定感，自己効力感を

育てる姿勢が大切です。教員は，生徒ができる状況づくりをして，認めたり褒めたりしな

がら課題への取組を支援し，生徒が達成感を味わえるようにしていくことが大切です。
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９ 部活動の指導方針に対し，保護者が要望を伝えてきたケース

■ケースの概要

高校２年生の太郎さんは野球部に所属している。太郎さんの保護者は野球経験者

で，息子の部活動に熱心である。監督の先生は野球未経験者であるが，放課後は毎

日グラウンドに出ている。土曜日，日曜日に練習試合等が多いため，毎週月曜日は

練習を休みにするなど教育活動の一環として，勝利にこだわり過ぎない方針を打ち

出している。

ある日，太郎さんの保護者から野球部の部長に，現在の練習では勝てないので監

督を替えてほしいと電話があった。

Ａ先生の場合

保１：昨日の練習試合を観ていて感じたのですが，選手の力が十分に発揮されていないの

ではないですか。監督はどう考えているのですか。

Ａ１：はあ，どうでしょう。監督も選手たちもよくやっていると思いますが。

保２：何を根拠によくやっていると思うのですか。

Ａ２：部活動は教育活動です。監督も選手たちも生き生きとやっているじゃないですか。

それで，いいと思いますよ。

保３：楽しくやるだけでいいんですか。厳しい練習に耐えて勝つことで，選手たちは喜び

や楽しさを味わえるのではありませんか。

Ａ３：私は監督ではありませんから，それ以上は分かりません。そもそも能力の高い選手

が多くいるわけではないですし，勝つことはあまり期待できないのではないですか。

保４：何か他人事ですね。選手たちはどう思っているのか，聞いたことはありますか。練

習内容についても，選手たちが満足しているのか分かりませんよね。

Ａ４：私は直接聞いたことはありませんが，選手たちも勝つことが大事だと思っていない

のではないでしょうか。

保５：生徒の気持ちを確認していない部活動運営など考えられない。他校は勝利を目指し

て練習しているんですよ。練習内容も含め，改善がなければ監督を替えてもらいた

い。

Ａ５：監督は選手たちの気持ちを確認しているとは思いますが，部活動に対し，御意見が

あれば，直接監督に話したらどうですか。お父さんも練習を最初から最後まで観て

いるわけではないですよね。練習試合の一場面だけ観て判断していませんか。私た

ちは，土曜も日曜もなく部活動の指導をしているんですよ。納得がいかないようで

したら，校長に言ってくださっても構いませんよ。

保６：分かりました。先生がそう言うのでしたら，保護者会の皆さんとも話し合って，そ

うさせてもらいます。
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Ｂ先生の場合

保１：昨日の練習試合を観ていて感じたのですが，選手の力が十分に発揮されていないの

ではないですか。監督はどう考えているのですか。

Ｂ１：お父さん，昨日は，練習試合を観に来ていただきありがとうございました。何か，

気になることがあったのですね。どうぞ話してください。

保２：ちょっと気になったのですが，日々の練習が甘いから，肝心な場面で力が発揮でき

ないのではありませんか。

Ｂ２：そうですか。そういう見方もあるかもしれませんね。

保３：もっと，練習を厳しくやればいいのではないですか。走り込んで，バットを振らせ

て，精神的に追い込んで強い気持ちを育てていく。今の練習じゃ甘過ぎると思いま

す。

Ｂ３：厳しさが足りないと感じていらっしゃるんですね。確かにお父さんが言われるよう

な厳しい練習もありますね。ただ，うちの部活動は監督の指導方針の下，勝つこと

よりも野球を通じての人間形成を優先して運営しています。このことは，保護者会

でも，部活動通信の中でも発信してきたつもりでしたが。

保４：そういったところ，選手たちはどう思っているのか聞いたことはありますか。練習

内容についても，選手たちが満足しているのか分かりませんよね。

Ｂ４：確かに選手たちの気持ちは大切ですね。その点に関しては，監督は選手たち一人一

人と「野球ノート」の交換をしています。また，毎週月曜日は練習が休みになって

いますが，毎回ミーティングを開いて意思疎通を図っています。

保５：選手たちは監督の指導に対して，納得しているということですか。

Ｂ５：おっしゃるとおりです。監督は野球経験がない分，選手たちと話合いをもち，不足

を補おうとしています。練習内容も選手たちがメニューや到達目標を決めて行って

いますよ。

保６：そうだったんですか。分かりました。そのように運営されているとは知りませんで

した。安心しました。保護者の一人として精一杯応援させていただきます。

Ｂ６：ありがとうございます。大会も近いですので，お父さんの気持ちも十分に分かりま

す。どうか，監督の指導方針を御理解いただき，今後も部活動の運営に御協力，御

声援をお願いします。時間があったら是非，練習試合だけでなく，普段の練習も観

にいらしてください。選手たちの成長が確認できると思います。また，何かありま

したら御連絡ください。
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解説

◆教育相談のポイント

・保護者の心情に寄り添い，意見を伝えてくれたことに感謝の気持ちを伝える。

・部活動の運営方針を丁寧に説明し，その上で，運営に協力してほしいことをお願い

する。

・今後もよりよい関係を築いていきたい旨を伝える。

Ａ先生は，このような苦情に慣れているためか，丁寧に話を聴かず，まるで他人事のよ

うな対応に終始しています。その電話でのやり取りが，不信感や怒りを招いてしまってい

ます。「能力の高い選手が多くいるわけではない」「勝つことが大事だと思っていない」な

どの，選手側に原因があると受け取られるような発言は，不適切な対応と言えます。さら

には，「文句があるのなら，校長に」と話しているのは，誰が指導しても子どもの成長に

期待はできないという指導者としての責任逃れにも感じられます。このような対応から，

保護者は学校全体として子どもたちの指導にきちんと取り組んでくれないのではないかと

いう不信感を増幅させてしまうかもしれません。

Ｂ先生は，練習試合を観に来てくれた保護者に，まず感謝の気持ちを伝えています。厳

しい練習を課し，勝利を糧に成長させいたいという保護者の心情に寄り添いつつ，一方で

部活動の方針や取組を丁寧に保護者に伝えています。野球の経験者ではない監督の指導に

対する保護者の不安をきちんと受け止め，選手たちの自主的な練習や監督とのコミュニケ

ーション方法などの説明を通して，子どもたちの成長が感じられるように配慮しています。

それが，子どもを成長させたいという保護者の願いと合致し，安心と納得につながってい

ると言えます。

最後に，日々の練習にも誘うなど，今後もよりよい関係を築いていきたいという気持ち

を伝えていることも，信頼関係を構築することにつながります。
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10 ＳＮＳ上のトラブルに対して保護者が強く抗議してきたケース

■ケースの概要

高校１年生の太郎さんに関する不快なコメントがＳＮＳ上に記載されていた。それ

を見付けた次郎さんが，太郎さんのことを心配して，記載されている内容を太郎さん

に伝えた。その内容に精神的苦痛を感じた太郎さんは，次郎さんから教えられたＳＮ

Ｓのことがショックであることを保護者に告げた。翌朝，学級担任に太郎さんの保護

者から，次郎さんの行為をいじめとして訴える電話があった。

Ａ先生の場合

保１：昨日，太郎が落ち込んで帰ってきました。元気がなくて夕食も摂らずに部屋から出

て来なかったんです。私も初めてのことで，どうしたらよいか分からなくて。

Ａ１：何かあったんですかね。学校では普通でしたよ。いつもどおり，放課後に清掃をし

て帰りましたが。

保２：私も，学校で何かあったのかなと思って，太郎に聴いてみたんです。そしたら，自

分に対する不快なコメントがＳＮＳ上に載っていたということでした。次郎さんか

ら言われたらしいです。

Ａ２：えっ。次郎さんですか。間違いないですか。次郎さん，そんなことをする生徒には

思えませんが。うちのクラスの模範生ですよ。

保３：先生は次郎さんを擁護するのですか。太郎は，次郎さんから言われたコメントでシ

ョックを受けているんですよ。今朝だって，なんとか登校したんです。

Ａ３：でもね，お母さん。普段の次郎さんは親切で，責任感もあってクラスのまとめ役な

んですよ。太郎さんともよく遊んでいて二人は仲がいいですよ。

保４：私も二人のことは知っています。でも，仲がいい友達だからこそショックが大きい

とも言えるんじゃないですか。とにかく，うちの子が精神的苦痛を受けているんで

す。これって，いじめですよね。

Ａ４：いじめですか…。お母さん。そんなに大げさにしなくてもいいのではないですか。

まあ，友達同士のことは，もう高校生ですからね。本人たちで関係を修復していく

ようにしないといけませんね。小さな子どもじゃないのですから。まあ，今日，二

人から話を聴いてみますよ。

保５：本人の問題だとおっしゃるんですか。これは，いじめですよ。太郎に何かあったら

どう責任を取ってくれるんですか。次郎さんを処分してください。そうしないと，

私も太郎も安心できません。きちんと反省させてください。

Ａ５：お母さん，そう興奮なさらないでください。仲のよい友達がいなくなって，この先，

太郎さんも困ることになるのではないかと私は言っているんです。太郎さんにもあ

まり大げさにしない方がいいと伝えてください。

保６：いじめの行為があるのに対応もしないなんて驚きです。教育委員会へ訴えさせてい

ただきます。
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Ｂ先生の場合

保１：昨日，太郎が落ち込んで帰ってきました。元気がなくて夕食も摂らずに部屋から出

て来なかったんです。私も初めてのことで，どうしたらよいか分からなくて。

Ｂ１：御心配をおかけしました。昨日は帰りの清掃時間まではいつもどおり元気でした。

そのまま帰ったと思っていたのですが，何かあったのでしょうか。気付かずに帰し

てしまって申し訳ありませんでした。

保２：私も，学校で何かあったのかなと思って，太郎に聴いてみたんです。そしたら，自

分に対する不快なコメントがＳＮＳ上に載っていたということでした。精神的な苦

痛を受けているんです。これって，いじめですよね。

Ｂ２：不快なコメントが載っていたのですか，いつ気付いたのでしょう。

保３：はい，帰宅する途中で次郎さんに言われたと言っています。次郎さんを処分してく

ださい。そうしないと，私も太郎も安心できません。きちんと反省させてください。

Ｂ３：次郎さんに言われた…。なるほど。そのコメントは次郎さんが書いたものなのでし

ょうか。太郎さん，その辺りはどう言っていましたか。

保４：えっ。私は，次郎さんに言われたと聞いて，すっかり次郎さんが嫌なコメントを書

いたのだとばかり思っていたのですが…。

Ｂ４：突然のことで，お母さんも動揺してしまったのですね。分かりました。ただ，私が

見ている普段の様子では，太郎さんと次郎さんはとても仲のよい友達なんです。次

郎さんは責任感もあり，クラスでも信頼されているお子さんです。次郎さんが伝え

た内容が，次郎さんの書いたものなのか，学校で太郎さんから話を聴かせてもらい

ますね。その上で，必要であれば次郎さんとも話をしたいと思います。

保５：それは，太郎がうそを言っているということですか。

Ｂ５：いいえ，事実を正しく把握した上で対応したいということです。万が一，事実では

ないことを基に対応して，せっかく仲のよい二人の関係が気まずくなっては大変だ

と思うのです。私に少し時間をいただけないでしょうか。

保６：分かりました。動揺してしまって，太郎の話をしっかり聴いていなくて申し訳あり

ません。

Ｂ６：いえ，太郎さんの様子に気付いて，声をかけていただいて助かりました。この後，

学校で対応させていただきますが，今日一日では時間が足りないかもしれません。

その場合でも，夕方に，一度連絡させていただきます。御都合のよい時間はいつ頃

ですか。

保７：ありがとうございます。午後６時以降だとありがたいです。よろしくお願いします。
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解説

◆教育相談のポイント

・保護者が自分の子どもの情報だけに基づいて判断している可能性に留意する。

・生徒の普段の様子を根拠に，一方的な思い込みで保護者の話を否定しない。

・互いの情報が偏っているかもしれないことを自覚し，繰り返しや質問を適切に使い，

できるだけ正しい情報を集めて相談を進める。

Ａ先生は，日常の次郎さんの様子から判断し，太郎さんの保護者からの訴えに耳を傾け

ようとしていません。また，「高校生であれば友人関係の問題は，自分たちで解決するべ

き」という考えから，積極的に関わろうとさえしておらず，それが保護者の不信感を煽っ

てしまっています。

高校生であれば，友達とのトラブルくらいは当事者が解決するべきだという考え方もあ

るとは思います。しかし，「いじめ防止対策推進法」（平成25年９月28日施行）の第八条に，

「学校及び学校の教職員の責務」として，「学校及び学校の教職員は，（中略）学校全体で

いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに，当該学校に在籍する児童等がいじめを受

けていると思われるときは，適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」と明記され

ています。まず，いじめか否かの判断以前に，どのようなことがいじめと受け止められて

いるのかを丁寧に聴き取り，事実を確認するための対応を進める必要があります。

Ｂ先生は，生徒を日常的にしっかり見ていますが，帰りの太郎さんの様子を見逃したこ

とを謝罪し，繰り返しや質問を適切に使って，保護者の気持ちに寄り添いながら，事実を

把握しようとしています。その結果，保護者の理解が事実と違っているかもしれないこと

に気付き，誤った対応による新たなトラブルを回避することができています。

また，二人の関係性や次郎さんの人となりにも触れながら，学級担任として心配してい

ることを伝え，保護者が我が子を大切にしてもらえていると感じられるようにしています。

「様子に気付いて，声をかけていただいて助かりました。」など，保護者との今後の連携

に向けた良好な関係を築こうとしていることも重要です。

保護者から寄せられる相談の中には，自分の子どもの情報だけに基づいた不確かなもの

が混じっていることもあります。それと同様に，学級担任の生徒理解も一面の理解である

可能性があります。思い込みで保護者の訴えを否定し，判断を誤らないためにも，まず互

いの情報が偏っているかもしれないことを自覚し，できるだけ正しい情報を集めた上で，

相談を進めていくことが重要です。

- 39 -



11 精神疾患の自覚がない生徒の保護者と連携して受診につなげたいケース

■ケースの概要

最近，高校２年生の太郎さんはブツブツと独り言を言っていたり，同じ行動を何度

も繰り返したり，服装等に汚れが目立ったりしている。先日は，「友人が悪口を言っ

ている。」とトラブルになりかけたこともあった。その様子を気にかけていた学級担

任が養護教諭に相談したところ，精神疾患の可能性を指摘された。太郎さんへの適切

な診断と治療が必要であるとの共通理解のもと，早期に専門医の受診を勧めるため，

保護者に来校していただき，学級担任が面談することにした。

Ａ先生の場合

Ａ１：太郎さんの学級担任のＡです。

保１：いつもお世話になっています。

Ａ２：実は，太郎さんが最近，学校で変なことを言うようになりまして。先日も，友達が

「自分の悪口を言った。」と言い出して，突然，その友達につかみかかったんです。

保２：そんなことがあったんですか。大変申し訳ありません。相手の子にけがをさせたり

しなかったでしょうか。

Ａ３：たまたま，その場にいた先生が止めてくれたので，騒ぎにはなりませんでした。相

手の生徒は「何も言っていない。」と話しているんですが，太郎さんは「悪口を言っ

た。」と言い続けていまして，困ってしまいました。

保３：御迷惑をおかけして，申し訳ありません。

Ａ４：授業中もブツブツと独り言を言っていたり，頭髪や服装も乱れたりしているようで

すが，お風呂にちゃんと入っていますか。

保４：疲れているのか，最近，お風呂に入らずに寝てしまうことがあるようです。そうか

と思うと，逆に全く眠れないときもあるようで，朝，起こしても起きられないこと

もありました。学校で何かあったんでしょうか。

Ａ５：学校では何もありません。養護教諭に相談したら，病気じゃないかということでし

た。一度，専門の病院を受診されてはどうですか。

保５：えっ，太郎は病気なのでしょうか。

Ａ６：普通じゃないことは確かです。お母さんも気付いているんじゃないですか。

保６：心配なことは，確かにありますが，病院に行かなければならないほどの病気なので

しょうか。

Ａ７：このままにしていても，何も改善されないと思います。むしろ，今度は友達を傷付

けたり，もっと悪いことになるかもしれません。そんなことになったら，お母さん

も困りますよね。

保７：…。

Ａ８：そうなる前に，ちゃんと受診して診断してもらって，お薬をもらってくることが必

要だと思いますよ。お父さんとも相談してみてください。

保８：分かりました…。父親にも相談してみます。本当に御迷惑をおかけしました。
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Ｂ先生の場合

Ｂ１：太郎さんの学級担任のＢです。

保１：いつもお世話になっています。

Ｂ２：突然お呼び立てしまして申し訳ありません。最近，太郎さんに元気がないような気

がしてまして，御家庭で太郎さんが何か話しているのではないかと思い連絡しまし

た。

保２：そうですか。元気がないのですか。太郎からは何も聞いていませんが，学校で何か

あったのでしょうか。

Ｂ３：私も直接太郎さんから何か聞いたというわけではないのです。ただ，以前は，休み

時間に友達と楽しく笑い合っていて，授業中の発言も多かったんです。太郎さんは，

みんなを楽しませてくれることが多いクラスのムードメーカー的な存在です。でも，

最近は友達と話している様子もあまり見られなくて心配しています。御家庭で，以

前と変わった様子はありませんか。

保３：そう言えば，最近，あまり眠れないようです。朝，起こしても，なかなか起きられ

ません。遅くまで何かしている様子はないのですが。

Ｂ４：そうでしたか。学校では授業中に独り言を言っていたり，同じことを何度も聞いた

りして，太郎さんらしくないなと感じています。

保４：そう言えば，この前，テレビを見ていたときに，突然，怒り出したことがありまし

た。「テレビに出ている人が自分の悪口を言った。」と言うので，「そんなことあるは

ずないでしょ。」と話したんです。確かに，今まではそんなことはありませんでした。

Ｂ５：先日，整容検査があったのですが，頭髪が伸びていて，汚れているのも気にかかり

ました。

保５：疲れているのか，最近はお風呂に入らずに寝てしまうこともあるんです。気にはな

っていたのですが。

Ｂ６：そうですか。お母さんもいろいろと気になることがあるようですね。私も太郎さん

の様子が心配で，養護教諭に相談したのですが，養護教諭も気になっていたようで，

心配していました。

保６：御心配をおかけして申し訳ありません。

Ｂ７：いいえ。お母さんも心配されているようですし，何より太郎さんがとても困ってい

たり，不安に思っているのではないかと気掛かりです。養護教諭は，一度お医者さ

んに相談してみてはどうかと提案していますが，お母さんとしてはどう思われます

か。

保７：はい。先生のお話を聞いて，改めて考えてみると，いろいろと気になることがあり

ます。父親とも相談して，病院へ行くことも考えてみたいと思います。

Ｂ８：そうですか。ありがとうございます。私も太郎さんから困っていることがないかを

聴いたり，声をかけたりしたいと思います。受診したら，そのときの様子なども，ま

た教えてください。

保８：ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
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解説

◆教育相談のポイント

・精神疾患は本人の自覚がないことが少なくないため，保護者から家庭での様子を聞

き，行動等の変化を把握する。

・病気と決め付けて受診を勧めるのではなく，適切な診断と治療を受けることが生徒

のためになるとの認識に立って保護者と連携する。

統合失調症はその発症のピークが10代後半から20代と言われています。これまでと違っ

た異常な言動が見られるようになった場合，精神疾患を疑うことも必要です。しかし，初

めから病気と決め付けてしまうと，保護者は納得できず，受診につながりにくくなります。

保護者の心情を思いやりつつ，客観的に言動の変化を認識することにより，適切な受診・

治療に向かうことができます。

Ａ先生は，事実を伝えているのですが，太郎さんを加害者と捉え，学校での事実を問題

行動と決め付けて伝えています。さらに，それらの言動が異常であり，病気であると決め

付けて受診を勧めています。保護者は，突然の学級担任からの呼び出しに戸惑い，さらに，

太郎さんが問題行動をしている，病気であるという事実を伝えられたことにより，不安が

大きくなっていると思われます。保護者は，「このままでは，もっと悪い状況になる」と

脅すようなことを言われ，仕方なく受診を受け入れていますが，太郎さんを問題生徒と見

ている教員の思いが伝わり，不信感が膨らんでいますので，今後，態度を一変させること

も十分に考えられます。

さらに，Ａ先生は最後まで家庭での太郎さんの状態や変化について自分から尋ねていま

せん。心配もしていないように思えます。このようなことが，本当に我が子のことを考え

てくれているのか分からないという保護者の不信感につながり，連携の妨げとなります。

Ｂ先生は，始めに，突然の呼び出しを謝罪し，Ｂ先生自身の思いを伝えた上で，家庭で

の太郎さんの様子について尋ねています。保護者にとって，学校から呼び出されることは

悪い事実を連想させますが，このような対応をすることで，保護者の安心感につながりま

す。

太郎さんの最近の言動の変化を伝える場合も，太郎さんのよさを褒めたり，心配してい

るという思いを一緒に伝え，保護者が素直に受け入れられるように配慮しています。我が

子の変化を不安に思う保護者の心に寄り添いながら，一番困っているのは生徒自身である

ことを確認しています。このように，保護者との共通理解が得られると，「生徒のため」

との認識に立って連携することができ，適切な受診・治療へとつながりやすくなります。
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12 生徒がデートＤＶの悩みを相談してきたケース

■ケースの概要

高校３年生の花子さんは，付き合っている同じ学校の３年生の太郎さんから，最近

になって性行為を迫られている。太郎さんのことは好きで，嫌われたくないという思

いがあるが，性行為は望んでいない。ただ，断り切れなくなってきたことで，困って

保健室に相談に来た。

Ａ先生の場合

生１：先生，ちょっと相談があるんですけど…。

Ａ１：花子さん，どうしたの。ちょうど誰もいないから大丈夫だよ。

生２：私が太郎と付き合っていることは知ってるよね。

Ａ２：（パソコンの画面に目を向けながら）前にあなたが話していたから知ってるよ。太郎

さんとけんかでもしたの。

生３：けんかしたわけじゃないんだけど…。最近，二人きりになると太郎がエッチを迫っ

てくるんだよね。私はしたくないから，嫌だって言ってるんだけど，そうするとキ

レちゃって，口聞いてくれないの。嫌われたくないんだけどな。

Ａ３：（パソコンの画面に目を向けながら）そうなの。大変だね。

生４：前は嫌だって言うと，「ごめんね。」ってやめてくれたんだけど，この前は，「俺のこ

とが嫌いなのか。」ってキレて…。嫌いなわけじゃないから，だんだん断るのが辛く

なってきて。でも，子どもとかできたら困るから…。もうどうしたらいいか分から

ないんだ。

Ａ４：二人きりにならなきゃいいんじゃない。

生５：太郎は，私のことが好きだからしたいんだって言ってくるし，私さえ我慢すれば上

手くいくのかなって…。

Ａ５：太郎さんは，ただ性行為がしたいだけなんでしょ。花子さんのことが本当に好きじ

ゃないんじゃない。

生６：そんなことないよ。私が男友達とクラスで話したり，メールをしたりすることも嫌

だって言うくらいだから。ただ，私は友達のことも大事にしたいって思うんだけど，

太郎が嫌だって言うんだったら，やめたらいいのかな。

Ａ６：性行為を迫ってきたり，そんな風に束縛するような男はろくな男じゃないよ。別れ

たほうがいいんじゃない。

生７：でも，太郎のことは好きなんだよ。

Ａ７：やめといたら。そのうち，暴力も振るうようになるかもよ。

生８：太郎に，クラスの男友達とのメールが見付かって，すごく怒られて，叩かれたこと

があった…。

Ａ８：ほうらね。やっぱりろくな男じゃないよ。別れなさい。

生９：…。分かった，考えてみる。
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Ｂ先生の場合

生１：先生，ちょっと相談があるんですけど…。

Ｂ１：花子さん，どうしたの。ちょうど誰もいないから大丈夫だよ。

生２：私が太郎と付き合っていることは知ってるよね。

Ｂ２：前にあなたが話していたから知ってるよ。太郎さんとけんかでもしたの。

生３：けんかしたわけじゃないんだけど…。最近，二人きりになると太郎がエッチを迫っ

てくるんだよね。私はしたくないから，嫌だって言ってるんだけど，そうするとキレ

ちゃって，口聞いてくれなくなるんだよね。

Ｂ３：そうなんだ。二人きりになることはよくあるの。

生４：太郎の家は親が共働きだから，夕方や週末もいないことが多くて，よく遊びに行く

ようになったんだ。

Ｂ４：性行為を迫られるようになったのは，いつ頃からなの。

生５：一か月くらい前からかな。最初の頃は嫌だって言うと「ごめんね。」ってやめてくれ

たんだけど，この頃は「俺のことが嫌いなのか。」ってキレてくるようになって…。

嫌いなわけじゃないから，だんだん断るのが辛くなってきて。でも，子どもとかでき

たら困るから…。もうどうしたらいいか分からないんだ。

Ｂ５：そうかぁ，それは辛いね。花子さんは太郎さんのことが好きなんだね。

生６：すごく好きだよ。太郎は，私のことが好きだからしたいんだって言ってくるし，私

さえ我慢すれば上手くいくのかなって…。

Ｂ６：花子さんが我慢すればいいって思うのね。でも，それは辛いよね。好きっていうこ

とは，自分と同じように相手も大切にすることだと思うよ。花子さんは，太郎さんが

嫌なことをしようとは思わないでしょ。

生７：そうだよね…。太郎は，私が男友達とクラスで話したり，メールをしたりすること

も嫌だって言うんだよね。ただの友達だし，私は友達のことも大事にしたいって思う

んだけど，太郎が嫌だって言うんだったらやめたらいいのかな。

Ｂ７：花子さんは友達を大事にしたいんだね。花子さんはデートＤＶって知ってる。性行

為を迫ったり，花子さんが他の男の子と話したりメールするのを駄目だと言ったり

するのは，デートＤＶって言って，間違った行為なんだよ。

生８：叩かれたりするのもデートＤＶなの。

Ｂ８：叩かれたり，蹴られたりする直接的な暴力はもちろんだけど，無視されたり，スマ

ートフォンをチェックされるような，嫌な行為や言葉もみんなデートＤＶになるん

だよ。

生９：そうなの…。太郎に，クラスの男友達とのメールが見付かると，すごく怒られたり，

叩かれたりしたんだけど，いつも私が悪いからだと思ってた。

Ｂ９：花子さんは全然悪くないよ。叩かれたりしたこともあるのね。けがはしなかったの。

生10：けがはしなかったけど，すごく怖かった。

Ｂ10：花子さんは太郎さんのことが好きなんだよね。だったら，好きだっていう気持ちも，

嫌だっていう気持ちも，どっちもちゃんと伝えて，分かってもらわなきゃね。一人で

伝えるのが不安だったら，ここで私と一緒に話してみたらどうかな。

生11：分かった。話してみる。先生，ありがとう。
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解説

◆教育相談のポイント

・生徒の思い悩んだ心情に寄り添い，けがの有無やＤＶの事実を正確に確認する。

・性行為の強要や暴力等はＤＶであること，自分は悪くないので自分を責めないこと

などを伝える。

・相手との交際関係は「対等」であり，自分も相手も大切にするという気持ちが大切

であることを考えさせる。

花子さんは，一人で思い悩み，意を決して相談に来た様子がうかがえます。しかし，Ａ

先生は，しばらくパソコンの画面から視線を離さず，花子さんを見ないで話を聴いていま

す。そのような様子は，ちゃんと話を聴いていないというマイナスの印象を与えます。コ

ミュニケーションで最も大事なのは聴くことです。このような聴き方では生徒と信頼関係

を構築することは難しいでしょう。会話では，言葉以外から発せられるメッセージに多く

の情報が詰まっているということを意識する必要があります。

さらに，Ａ先生は交際関係を続けたいという花子さんの意思に反し，交際をやめるよう

に意見しており，花子さんに不信感を与えています。このような対応では，「分かっても

らえなかった」との思いだけが残り，二度と花子さんは相談に来ないかもしれません。

Ｂ先生は，事実関係を確認しながら，太郎さんに対する花子さんの心情も丁寧に汲み取

っています。その上で，これらの行為がＤＶであり，許されないことであると毅然と伝え

ています。同時に，花子さんは全く悪くないことを伝え，自分を責めないように言葉かけ

をしています。

デートＤＶをする人は，「力を使って相手をコントロールしてもよい」「暴力を振るえ

ば相手は従うだろう」という誤った考え方をしており，二人の関係が「対等」ではなく「上

下・主従」であると思っています。デートＤＶを受けている人も，「嫌われたくない」「本

当は優しい人だ」という誤った思いから，支配や暴力の事実が見えなくなってしまいます。

よりよい関係を築くためには，お互いにとって大切なことを一緒に考えさせる必要があり

ます。花子さんがきちんと自分の思いを話すことで，太郎さんの行為を改めさせることが

できるとアドバイスし，対等な交際関係について考えさせる機会としています。

- 45 -



13 自閉症スペクトラムの生徒の進路について，保護者が相談してきたケース

■ケースの概要

高校２年生の太郎さんは，自閉症スペクトラムの診断を受けている。高等学校に入

学したが，徐々に勉強が分からなくなってきていた。コミュニケーションが苦手で，

友達もほとんどいない。保護者も太郎さんの変化が気になり，「勉強は，頑張ればで

きる」と励ましている。太郎さんは，高等学校卒業後の進路について進学か就職か悩

み，家庭では部屋に閉じこもることが多くなっている。その様子を心配した保護者が

来校した。

Ａ先生の場合

保１：うちの子が最近，部屋に閉じこもって食事のとき以外出てこないんですよ。以前は，

友達と出掛けることもあったんですが，高校生になったら付き合いがなくなったよ

うなんです。

Ａ１：部屋に閉じこもって何をしてるんでしょうね。

保２：勉強をしている様子もないし，ゲームでもしているのだと思います。ちゃんと勉強

して成績を上げてほしいんですけど。「頑張って。」といつも励ましているのですが，

テストの点数も悪くなる一方で…。学校では授業をちゃんと受けてますよね。

Ａ２：はい。様子を見ていると，時々窓の外を見ていることもありますが，注意をすると

見なくなります。ノートをきちんと書いていますし，授業で大事なところは，繰り

返し話して伝えているので理解してると思いますよ。

保３：そうですか。じゃあ，どうして成績が下がっているんでしょうか。このままで進学

できるのでしょうか。中学校の頃は，授業が分かりやすいように個別に配慮しても

らっていたようなんですが。

Ａ３：そうですか。今の様子を見ていると，特に必要だとは思えません。自閉症スペクト

ラムの診断を受けているようですが，知的な遅れもないようですし，他の教科の先

生からも特に何も言われてません。確かに成績表を見ると，成績はどんどん下がっ

てきているようですね。進路のことについても考えていかなければならない時期で

すので，学校でも「しっかり勉強するように。」と気合いを入れておきます。お母さ

んの方からも，是非，声をかけてください。

保４：毎日，声はかけています。この間，御飯を食べているとき，「勉強やだな，働こうか

な。」なんてつぶやいていたんです。心配なんです。何かよい方法はありませんか。

やればできる子なんです。

Ａ４：就職も考えているんでしょうか。でも，お母さんは進学してほしいんですよね。で

は，まずはゲームの禁止ですね。一日４時間くらいは勉強時間が必要ではないでし

ょうか。努力は嘘をつきません。今頑張れば，まだまだ可能性を広げることができ

ますよ。

保５：そうですか…。あと，友達のことですが，学校ではどうですか。

Ａ５：私も授業の準備などであまり休み時間の教室の様子は分からないんですが，そう言

われると，一人でいることが多いですかね。でも，そんなもんですよ。休み時間に

わいわい騒いでいるのは一部の生徒だけです。

保６：そうなんですか。勉強のこともそうなんですが，何か心配で…。友達がいれば，閉

じこもってないで外に出かけて楽しむこともできるかと思うんです。

Ａ６：大丈夫ですよ。まずは，勉強です。進学できるように頑張らせてください。
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Ｂ先生の場合

保１：うちの子が最近，部屋に閉じこもって食事のとき以外出てこないんですよ。以前は，

友達と出掛けることもあったんですが，高校生になったら付き合いがなくなったよ

うなんです。

Ｂ１：部屋に閉じこもって何をしてるんでしょうね。

保２：勉強をしている様子もないし，ゲームでもしているのだと思います。ちゃんと勉強

して成績を上げてほしいんですけど。「頑張って。」といつも励ましているのですが，

テストの点数も悪くなる一方で…。学校では授業をちゃんと受けてますよね。

Ｂ２：はい。様子を見ていると，時々窓の外を見ていることもありますが，注意をすると

見なくなります。ノートは，きちんと書いていますね。

保３：そうですか。じゃあ，どうして成績が下がっているんでしょうか。中学校の頃は，

授業が分かりやすいように個別に配慮してもらっていたようなんですが。

Ｂ３：そうだったんですね。自閉症スペクトラムの診断を受けているとは聞いていたので

すが，話をきちんと聞いていますし，ノートも書いているので，理解していると思

っていました。もしかしたら，黒板を写しているだけだったのかもしれませんね。

保４：私もノートを見たんですがきれいに書いていました。

Ｂ４：見て書くことはできても，理解しているとは限りませんよね。太郎さんは，もしか

したら聞くことよりも，何か視覚情報を手掛かりにした方が学習しやすいのかもし

れません。聞いてはいるものの，伝わっていないことが多くて，困っていた可能性

もあります。私がどの程度理解しているのか，その都度確認するべきでした。

保５：いえいえ，私も中学校まで勉強についてそんなに困っている様子がなかったので，

高校でも大丈夫だと思っていました。太郎の努力不足ではなかったのですね，きっ

と。あと，もう一ついいですか。（Ｂ：はい）この間，御飯を食べているとき，「勉

強やだな，働こうかな。」なんてつぶやいていたんです。

Ｂ５：そうでしたか。大学は難しいと思ってしまったんでしょうか。進学か就職か悩んで

いるんですね。

保６：大学には行ってほしいんですが，もし，就職となると，高卒で働くところなんてあ

るんでしょうか。アルバイトしかできないんじゃないですか。

Ｂ６：いえ，そんなことはありませんよ。今は，就職に関する相談ができる専門機関があ

りますので，学校の方でも調べてみます。進学を目指すにしろ，就職を目指すにし

ろ，いろいろな情報を集めることが大切ですね。

保７：分かりました，ありがとうございます。太郎は，卒業後，本当はどうしたいと思っ

ているのか，相談できる友達もいないようなので…。

Ｂ７：そういえば，休み時間は一人でいることが多いですね。太郎さんは，「頑張っている

んだけどできない。」と悩んでいたり，友達のことや就職のことなど，一人で悩んで

いるのかもしれません。じっくりと太郎さんから困っていることや考えていること

を聴いてみる必要がありますね。

保８：分かりました。「頑張れ，頑張れ。」って言い過ぎていたのかもしれません。本人が

一番困っているんですよね。

Ｂ８：一生懸命なお父さん，お母さんには言いにくいこともあるかもしれませんね。もし

よかったら私の方でも，面談して話を聴きたいと思いますがいかがでしょうか。

保９：よろしくお願いします。

Ｂ９：太郎さんとの面談の結果を受けて，また御相談させていただけたらと思いますので

よろしくお願いします。
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解説

◆教育相談のポイント

・生徒の困っている状況について，保護者と学級担任が共通の認識をもてるように，

情報を共有する。

・生徒の障害の特性を理解し，努力不足等本人の頑張りに起因する問題ではないこと

を正しく理解する。

・二次障害に移行してしまわないように，生徒の希望を聴きながら，就職に関しての

情報提供も早い段階から行う。

Ａ先生は，成績が上がらない理由を本人の努力不足だと捉え，「しっかりと勉強するよ

うに伝える」だけの対応のみを行おうとしています。保護者から，太郎さんに対する中学

校の配慮について聞いても，自分の考えを押し通しています。保護者からの情報を受け止

めず，生かそうとしない姿勢は，教員や学校に対しての不安や不満につながりかねません。

太郎さんが進学か就職か悩んでいる様子を見せていましたが，保護者の要望のみで進路

指導を進めていこうとしています。また，人間関係の悩みについても原因を探ろうとせず

に問題がないような答え方をしています。このような対応では，保護者は自分の子どもが

大事に扱ってもらえていないと感じてしまうかもしれません。

Ｂ先生は，中学校の頃の配慮を保護者から聞き，自分の対応を振り返り，分析していま

す。障害の特性についての理解は十分ではありませんでしたが，今後の対応を考えている

様子がうかがえます。保護者は，相談した悩みについて真摯に対応し，解決していこうと

いう姿勢を感じることができ，Ｂ先生への信頼を深めているようです。太郎さんについて

の共通理解が図られていると安心できると思われます。

想定していなかった就職の件についても，可能性の一つとして捉え，情報収集の必要性

について話をしています。保護者にとっては，参考となる情報を得ることができ，不安な

気持ちを軽減できました。

また，太郎さんに寄り添い，本人の困っていることを理解しようという姿勢があります。

太郎さんの話を聴くことを保護者に任せっきりにしていないことも大事な部分です。次の

面談の計画を立てることで，保護者は，悩みを解決していけると期待することができます。

さらに，学校と共通理解のもとで進めていけるという安心感も出てきます。

障害のある生徒のケースでは，特性の理解やそれまでの支援内容が引き継がれているか

どうかがポイントとなります。同じ障害だとしても一人一人特性が違うので，その生徒の

理解と困っていることの背景の把握が大切になります。保護者や医療機関からの情報など

の個人情報をまとめておく必要があります。特に，中学校や高等学校は，教科担任制です

ので，生徒の指導に携わる教員全員が共通理解をし，支援に当たることが求められます。

また，保護者が求める情報を提示できるように，障害者の労働面や福祉サービスなどの

支援を行う専門機関の支援内容を十分把握しておくことが必要です。関係機関のパンフレ

ットなどを用意しておき，必要なときに示すことができるようにしておくとよいでしょう。
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14 保護者の努力を理解し，協力体制を築くことが必要なケース（小学部）

■ケースの概要

小学部１年生の太郎さんは，自閉症スペクトラムの診断を受けている。保護者は協

力的で入学以降学級担任と連絡を密にしてきた。

最近，学級担任から偏食が多いことなど，学校の様子を聞かされたり，家庭の協力

を求められたりすることを負担に感じるようになっていた。そんな時期に保護者との

面談が行われた。

Ａ先生の場合

Ａ１：入学前に御心配されていた給食の野菜のことですが，太郎さんは全く食べてくれま

せん。

保１：小さいときから臭いとか歯触りが嫌なのか，野菜はほとんど食べないです。

Ａ２：嫌がったからといって食べさせなかったんですか。

保２：嫌なものがあると食事を受け付けなくなるので，嫌いなものは出さないようにして

いました。

Ａ３：それは困りますね。野菜が食べられないと将来大変なことになりますよ。

保３：前に食べさせようと頑張ったときもあったんですが，無理でした。あまり無理させ

たくないのですが。

Ａ４：御家庭の協力が必要なんです。

保４：家ではハンバーグやミートソース等に野菜をみじん切りにして入れて食べさせてい

ます。年長の頃から少しずつ食べるようになってきました。今はまだ細かくして分

からないようにしてあげないと無理かなと思ってます。

Ａ５：そうですか。それじゃ野菜は食べられますよ。私はこれまでも偏食がある子を指導

して偏食を改善してきました。私も頑張りますから，御家庭でも頑張ってください。

保５：太郎は臭いとか食感に敏感で，一度嫌だと感じたものを口にすることがなかなかで

きないので，食べさせようと頑張るのはちょっと…。

Ａ６：分かりますよ。でもね，お母さん。だからこそ小さいうちに，いろいろなことにチ

ャレンジしていくことが大切なんですよ。すぐに諦めないで太郎さんのために頑張

ってください。

保６：私は諦めているわけではないのですけど…。
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Ｂ先生の場合

Ｂ１：入学前に御心配されていた給食の野菜のことですが，太郎さんは全く食べてくれま

せん。

保１：小さいときから臭いとか歯触りが嫌なのか，野菜はほとんど食べないです。

Ｂ２：そうですか。野菜を食べようとしたけど食感など，苦手だと感じてしまったのです

ね。

保２：嫌なものがあると食事を受け付けなくなるので，嫌いなものは出さないようにして

いました。

Ｂ３：現段階では太郎さんはほとんどの野菜が食べられないので心配になりますね。御家

庭の食事で工夫していることはありますか。

保３：家ではハンバーグやミートソース等に野菜をみじん切りにして入れて食べさせてい

ます。年長の頃から少しずつ食べるようになってきました。今はまだ細かくして分

からないようにしてあげないと無理かなと思ってます。

Ｂ４：それはいいことですね。お母さんは太郎さんが野菜を食べられるように頑張ってく

ださっているのですね。

保４：太郎は臭いとか食感に敏感で，一度嫌だと感じたものを口にすることがなかなかで

きないんです。

Ｂ５：そうですね。太郎さんは臭いや歯触りなど感覚的に苦手としているものがあります

ね。その他にも生活の中で太郎さんはいろいろなことに困っているのかもしれませ

ん。お母さんが気付いたことを教えてもらえると助かります。

保５：はい。ありがとうございます。

Ｂ６：太郎さんが苦手とするものを私たちが理解することから始めましょう。同時に太郎

さんが好きなこと得意なこともたくさん見付けて伸ばしていきたいですね。
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解説

◆教育相談のポイント

・保護者のこれまでの工夫や努力を認め，その心情に寄り添う。

・できていること，できるようになってきていることを具体的に伝え，保護者との信

頼関係を築く。

保護者に学校での児童の様子，指導の方針を丁寧に伝えていくことは大切なことです。

Ａ先生も保護者と協力して子どもを育てていこうという姿勢で保護者に対応していま

す。しかし，給食の野菜を食べられるようにするなどの学校で指導したいことが優先して

しまい，保護者の思いやこれまでの努力などを十分に受け止めることなく一方的に話を進

めています。これでは保護者は理解してもらえないと感じ，子どもができないことにばか

り目を向けるようになります。

Ａ先生は野菜が食べられるようになるという高い目標を示しましたが，スモールステッ

プでできることから少しずつ積み重ねていく必要があります。また，これまでに指導の実

績があったとしても，自分のやり方を押し付けてはいけません。一人一人に丁寧に応じて

いこうとする姿勢が必要です。

保護者が，これまで育てにくさを感じながらも様々な工夫を重ねながら育ててきたこと

を十分に認めることが大切です。その上で共によりよい方向を目指していきたいものです。

Ｂ先生は，保護者の気持ちを受け止めながら，保護者と協力して指導，支援しようとし

ています。そして，障害による困難の予測をしながらも，子どもの可能性を見いだし，保

護者に伝えることで，信頼関係を築いていこうとしています。

保護者の心情に寄り添うこと，子どもの実態をよく理解すること，そして自立と社会参

加を見据えた現段階での適切な課題設定ができることが，特別支援学校の教員に求められ

る力です。
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Ⅴ 研究のまとめ

「教育相談を行うに当たっての基本的姿勢・考え方」で示した，保護者や児童生徒との

相談で大切なことは，文章としてまとめると当たり前に感じることでしょう。すでに多く

の教職員が十分理解しているはずの内容です。

この内容をそのまま校内研修会で読み合わせて確認し合ったところで，教職員の教育相

談は変わらないかもしれません。そこで，仮想事例の相談シナリオの活用を提案したいと

考えます。シナリオを基にロールプレイすることで，教育相談の大切な要素が具体的に理

解でき，自分の相談対応について自省することにもつながるのではないでしょうか。

学校において教職員は，信念をもって児童生徒の指導・相談に当たっていることと思い

ます。ただ，その指導が相手に正しく伝わっているのかということに，もう少し関心をも

つべきなのかもしれません。それは，児童生徒や保護者，地域の住民に「対応した，指導

した“つもり”」から，「どのように届いたのか」への意識の転換です。

本研究において作成した諸資料を御活用いただき，対応すること・指導することを，ど

のように相手に届けるかにも配慮し，児童生徒や保護者，地域の住民から「信頼される学

校」を目指していきたいものです。
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