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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の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大切な要素をまとめて，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，相談者の学校に

おける教育相談の成果と課題を整理しました。

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した。

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した。

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した。

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表し，当

センター支援班のウェブサイトで公開しました。

(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

仮想事例の相談シナリオを追加作成しました。その際，課題の多い対応の相談シナリ

オのみを示し，望ましい対応については，教職員自身がシナリオを考えながら相談を進

める形式としました。

②研修講座や学校支援講座での活用及び修正

教育相談に関わる講座において，作成した相談シナリオを活用し，修正を加えました。

③教育相談の考え方・進め方のまとめ

日々の教育相談や①で示した教職員自身がシナリオを考える形式の研修に向けて，教

育相談の考え方・進め方を整理しました。また，校内研修会の進め方をまとめました。

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表し，当センター支援

班のウェブサイトで公開しました。
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Ⅱ 教育相談の考え方・進め方

１ 信頼関係を築く教育相談の考え方

相談しても対応しない，話を聴いてくれないということがあると，児童生徒や保護者，

地域の住民は教職員や学校に対して不満を感じることになります。その一方で，教職員が

共感をもって相談に乗り，適切に対応すると感謝の気持ちを抱くことになります。

どちらにも共通しているのは，対応の仕方や話の聴き方です。人は人間関係で傷付き，

人間関係で癒やされます。誰もが自分のことを分かってほしいという気持ちを抱いていま

す。そのため，人の気持ちを分かろうとする相手に好感をもつと考えられるのです。

(1) コミュニケーションの取り方

教職員や学校に対する児童生徒や保護者の不満は，信頼関係に起因するものが多いと思

われます。その背景には，一方的な決め付けによる指導や対応によって生じる不安や不満

があるようです。大抵の場合，関係が悪化してしまうのは，日々の指導に対する思いの積

み重ねが原因となっていることが多いものです。

適切に事実を伝えれば，相手はそれを客観的に受け止めやすくなります。しかし，事実

だけでなく，教職員の先入観や感情など主観が入り交じった情報を伝えてしまうことが，

良好な関係の構築を阻害してしまうものと思われます。

(2) 留意したいポイント

よりよい信頼関係を築くためには，児童生徒や保護者，地域の住民の気持ちに寄り添う

ために，次の３点に示されるような姿勢をもつことが大切です。

①いたわる気持ちを忘れない

教職員からの話は，指導やお願い，報告ばかりだと思われてしまうことがないように，

児童生徒の頑張った姿や，保護者の協力への感謝の気持ちこそを伝えたいものです。児

童生徒も保護者も，しっかり見てもらえていることが分かったり，認めてもらえたりす

るとうれしいものです。指導やお願いの場面でも，「協力できることはないか。」と，寄

り添う姿勢を見せるなど，苦労している保護者をいたわることは大切なポイントです。

②双方向のコミュニケーションを心掛ける

「言われるばかりで，私の気持ちを聴いてもらえない。」と感じさせてしまわないよ

うに，事実を伝えることと一緒に，心配している気持ちも感じてもらう必要があります。

双方向のコミュニケーションを心掛けましょう。教職員が児童生徒のことを分かろうと

努力している姿勢が伝わると，児童生徒や保護者も自分の思いを話そうという気持ちに

なるものです。発信するだけでなく，受け取ることにも目を向けていく必要があります。

③直接会える機会を生かす

保護者や地域の住民とは，時間を設定して行う面談だけでなく，放課後に児童生徒を
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迎えに来たときなど，日頃から直接会える様々な機会を大切にしたいものです。僅かな

機会も逃さず，関係を築こうとする姿勢は，協力関係をより確かにしてくれると考えま

す。

２ 信頼関係を築く教育相談の進め方

学校には様々な相談や意見が寄せられます。教職員や学校との立場の違いから温度差が

生じることはあります。それでも，先入観を捨て，相手の気持ちに注意を向けて話を聴こ

うとすれば，言葉に表れない相手の感情を察することができます。教職員や学校の立場と

しての思いがあったとしても，一旦保留し，最後まで聴くことが問題の深刻化や長期化を

防ぐことにつながります。

(1) 初期対応のポイント

問題が起きたときは複数の教職員で速やかに対応します。保護者や地域の住民が相手の

場合，最初に確認したいことは，児童生徒によりよく育ってほしいと思う気持ちは，立場

が違っても共通しているということです。

また，教職員は一人で抱え込まずに管理職等にすぐに相談します。その上で，次のよう

に対応します。

①事実確認の冒頭では，まず相手が心で感じたこと（心理的事実）について理解するこ

とに努め，教職員や学校が反省すべき点があれば謝罪する。

②実際にあったこと（客観的事実）を丁寧に確認し，その度に連絡する。

③必要に応じ，複数の教職員で面談を行い，組織として対応することを伝える。

④組織で解決につながる仮説を立て，今後の方針と対応を検討する。

⑤客観的事実の報告をし，具体策を実施する。

問題に対してできるだけ迅速かつ丁寧に対応し，経過も含めて丁寧に報告していくこと

が，問題の複雑化や長期化の防止につながります。なお，対応結果を評価し，必要に応じ

て具体策を改善していくことはもちろん，一連の対応を時系列で記録に残す必要もありま

す。

(2) 傾聴の重要性とポイント

傾聴とは，どちらが正しくどちらが間違っているかということにとらわれず，人とのつ

ながりを大切にしながら，話し手に興味をもち，話し手が伝えたいことを理解しようとす

る積極的な態度で話を聴くことです。相談者と信頼関係を築くには，たとえ教職員が問題

を感じていない場合であっても，相談者の話したいことを傾聴する必要があり，よい聴き

手となるためには，次の３点が大切です。

①受容的に聴くことで共感する

自分の価値観は一旦置いて，話し手の評価を交えず，受容的に話を聴きます。受容す

ることで話し手の気持ちを感じ取り，感じ取った気持ちを言葉にして返して確認するこ

とで，話し手と気持ちを共感することができます。ここで留意する必要があるのは，話

し手を理解しようとすることと，話し手の意見を支持することは違うということです。
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それはつまり，話し手の意見には同意できなくても，どのような気持ちで訴えているの

かを感じ取ることはできるということでもあります。

②解決策を伝える前に，気持ちの整理を手伝う

話し手の悩みや苦しみに対して，すぐに自分の経験を話したり，解決のアドバイスを

したりしてしまうことがあります。しかし，悩みを人に打ち明けるときは，必ずしも話

した相手にその悩みを解決してもらいたいと思っているわけではなく，話しながら実は

自分自身と対話しようとしていることがあります。自分の気持ちを整理して，問題解決

の糸口を見付けようとしているのです。そのようなときの聴き手には，解決策を教える

のではなく，気持ちの整理の手伝いをするという心掛けが大切です。

③質問に込められた思いを理解する

受け入れてほしい，分かってほしいという話し手の気持ちが質問として表現されるこ

とがあります。このような場合，質問に客観的に答えるだけでは，話し手が分かっても

らえたと感じることはあまりありません。質問に込められた思いを理解して返すことが

大切です。どうしてそのような質問をしたのかを考え，言葉で返すことで，話し手は分

かってもらえたと感じるものです。

傾聴され，自分のことを自分の身になって理解され，受け入れられたと感じた相談者は，

自分の思いを自由に表現してもよいと感じるようになるので，更に自分のことを話すよう

になっていきます。このような人間関係が築かれると共感が進み，深く正しく相手を理解

できるようになっていきます。これが繰り返されることで，相談者の心の自然治癒力が働

き出し，痛みが癒やされていくことにつながります。

(3) 信頼につながる技法と姿勢

傾聴の中で行う「繰り返し」「明確化」「質問」などで，相談者の心配や不安な気持ちを

より丁寧に聴くことができます。

①「繰り返し」とは，話し手の話のポイントを復唱し，話し手が話したい内容や気持ち

を確認することです。

②「明確化」とは，まだ言葉にならない話し手の気持ちを言語化し，言葉にして伝え，

自分自身の気持ちに気付かせることです。

③「質問」は，必要な情報を得るほかに，聴き手に関心をもたれていると感じさせ，安

心感を与えることができます。

立場や考え方の違いなどから，捉え方に違いが生じることはあります。その場合でも，

自分の意見が全てであると教職員が決め付けては，相談者の気持ちを聴くことはできませ

ん。重要なのは，客観的な内容だけでなく，伝えたい気持ちに寄り添うことです。相談者

には，心配や不安を解消してほしいと思う以上に，聴いてほしい，分かってほしいと思う

気持ちがあります。話を聴いてもらうことで，自分の気持ちが整理できると，自分のこと

を理解してもらえた，尊重してもらえたと感じ，教職員や学校に対して信頼を寄せるよう

になります。

(4) リソースを探して勇気づける

悩み続け，疲れ，落ち込んでいる相談者に解決策ばかりを伝えても，未来に向かおうと
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する気持ちになれないものです。未来に向かうにはエネルギーが必要であり，自分がもっ

ているリソースに気付くことがエネルギーになります。

①リソース

リソースとは，資源・資質です。個人の中にある力や興味・関心などの内的リソース

と，個人の周囲にあって個人を支えている人々や物などの外的リソースがあります。リ

ソースは特別なものではなく，誰にでもあるものです。今ここにあるもの，今できてい

ることもリソースです。相談者がもつ多くのリソースを探すことで，エネルギーを蓄え

ることができます。

②勇気づけ

勇気づけとは，相手が自分に自信をもてるように，相手の存在を認め，長所やリソー

スに目を向ける態度や行動です。

勇気づけには，リソースをフィードバックすることが重要ですが，フィードバックす

るのは結果ではなく，過程であることが重要です。努力と成果が比例しないことは多く

あります。それでも，問題を少しでも改善しようと，悩み，考え，継続して取り組んで

きたことで，かすかな光が見えたり，人々とのつながりができたりします。そのことに

自ら気付くことで，これまでの努力がリソースとなり，再出発のエネルギーになります。

次の目標を考える気持ちが湧いてきたら，達成できるというイメージがもてる目標を

設定します。少しでも今できていることに目を向け，それを目標設定のベースにします。

そうすることで，できたという実感を積み重ねることになり，それがまたリソースとな

って，相談者が自らを勇気づけることにつながっていきます。

このように苦しい気持ちに寄り添い，これからを一緒に考えてくれた教職員や学校に対

して，相談者は信頼感を高めていきます。

３ 連携する上での保護者理解

貧困などの社会的背景や発達障害，疾病などの個人的要因から，教職員や学校と連携す

ることが難しい保護者もいます。困難さを抱えている保護者を，一概に「非協力的な保護

者」と捉えず，「子育ての面での困難さを抱え，支援を必要としている保護者」という視

点をもちたいものです。それぞれの保護者によって，問題の現れ方や要因が異なりますの

で，多様な視点から保護者理解を図り，連携の在り方を検討していく必要があります。教

職員個々の対応ではなく，組織として校内で連携していくことが大切です。

保護者の子育て面の負担が大きい場合には，市町村の医療・福祉機関等との連携を図る

など，社会的なサポートによって子どもへの対応を援助します。

また，教職員が当たり前と考えることであっても，子育て面での困難さを抱えている保

護者には負担となることがありますので，保護者への要望等について見直しを検討するこ

とも必要です。
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Ⅲ 校内研修会の進め方

１ 仮想事例の相談シナリオを活用した校内研修会

本研究で作成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。校内研修会のもち方については，回数や時間等，各校の

実情に合わせて様々な取組が考えられます。本研究においては，ロールプレイングを用い

た研修会の進め方を示します。「役割演技」をすることで，教育相談における大切な要素

の意味が具体的に理解でき，自分自身の相談対応を振り返ることができます。そのことに

よって，物事を捉える視点の客観性を高め，自己を再発見したり，課題解決のための気付

きを得たりすることにつながると考えます。

２ ロールプレイングを用いた研修会の進め方

各校の実情に合わせた研修会を計画できるように，実施時間を三つのパターンに分けて

進め方を示します。

(1) 10分間で行う研修会

時間 研修内容 留意点等

１分 １ 研修の目的を確認する。

１分 ２ ペアを決める。

１分 ３ シナリオの「ケースの概要」・利用できるシナリオ

を読む。 小学校：シナリオ１～４

中学校：シナリオ５～８

高等学校：シナリオ９～13

特別支援学校：シナリオ14

５分 ４ 教職員役と保護者（児童生 ・「Ａ先生の場合」終了後，役割を交換して，

徒）役を決め，ロールプレイ 「Ｂ先生の場合」を実施する。

ングをする。

２分 ５ ペアで感想を伝え合う。 ・見習いたいところや今後気を付けたいこと

などについて伝え合う。

※研修後，各自で「解説」を読み，日常の取組について振り返る。

（※シナリオ１～14は，当センター支援班のウェブサイトからダウンロードできます。）
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(2) 20分間で行う研修会

時間 研修内容 留意点等

１分 １ 研修の目的を確認する。

１分 ２ ペアを決める。

１分 ３ シナリオの「ケースの概要」・利用できるシナリオ

を読む。 小学校：シナリオ１～４

中学校：シナリオ５～８

高等学校：シナリオ９～13

特別支援学校：シナリオ14

５分 ４ 教職員役と保護者（児童生 ・「Ａ先生の場合」終了後，役割を交換して，

徒）役を決め，ロールプレイ 「Ｂ先生の場合」を実施する。

ングをする。

６分 ５ 小グループになり協議をす ・「適切で見習いたいと感じた対応と理由」，

る。 「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」を話し合う。

・これまでの自分の対応について振り返る。

３分 ６ 小グループで協議した内容 ・小グループの協議の様子を踏まえて，幾つ

を発表し合う。 かのグループから発表してもらい，全体で

共有する。

３分 ７ 相談における留意点を確認 ・「解説」を読み，教職員の対応のポイントを

する。 確認する。

（※シナリオ１～14は，当センター支援班のウェブサイトからダウンロードできます。）

(3) 30分間で行う研修会（Ｂ先生の対応を自分たちで考える仮想事例を利用する場合）

時間 研修内容 留意点等

１分 １ 研修の目的を確認する。

１分 ２ ペアを決める。

１分 ３ シナリオの「ケースの概要」・利用できるシナリオ

を読む。 小学校：シナリオ15～17

中学校：シナリオ18～20

高等学校：シナリオ21～23

特別支援学校：シナリオ24～25

３分 ４ 教職員役と保護者（児童生 ・相談シナリオが示されている「Ａ先生の場

徒）役を決め，ロールプレイ 合」のみを実施する。

ングをする。
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４分 ５ ペアで協議をする。 ・「Ａ先生の場合」を踏まえて，「相談の課題

は何か」，「どのような相談が望ましいか」

について協議をする。

９分 ６ 協議した内容を発表し，全 ・数人の発表後，「解説」を読み，目指すゴー

体でＢ先生の目指す対応を確 ルを確認する。

認する。

５分 ７ Ｂ先生の対応をその場で考 ・「Ａ先生の場合」と役割を交換して，「Ｂ先

えながら，ペアでロールプレ 生の場合」を実施する。

イングをする。

３分 ８ ペアで振り返りをする。 ・相談の内容について，ペアで意見交換する。

・これまでの自分の対応について振り返る。

３分 ９ ペアで振り返った内容を全 ・幾つかのペアから発表してもらい，大切な

体で共有する。 ポイントを確認する。

（※シナリオ15～25は，「Ⅳ 仮想事例の相談シナリオと解説」にあります。）

60分程度のまとまった時間が確保できる場合は，複数のシナリオを組み合わせて実施す

るなど，各校の実情に合わせて工夫することができます。

３ 教育相談に関わる資質・能力を高める校内研修会

仮想事例の相談シナリオは，「Ａ先生の場合」「Ｂ先生の場合」両方の対応を示したケー

スと「Ａ先生の場合」の対応のみを示したケースの二種類あります。研修の順序としては，

「Ａ先生の場合」「Ｂ先生の場合」両方のシナリオについてロールプレイングをし，自己

の教育相談について考えることから始め，「Ｂ先生の場合」を自分たちで考え，ロールプ

レイングをする研修へと発展させていくのが望ましいでしょう。

研修会を実施するに当たっては，一回で終わらせないことが大切です。一年間の研修計

画を立て，繰り返し実施して，成果を積み重ねていくことで教育相談に関わる教職員の資

質・能力の向上を目指します。

仮想事例の相談シナリオは，校種ごとに複数用意されています。自校の校種だけでなく，

様々な校種の相談シナリオを体験していくこともレベルアップにつながります。様々なシ

ナリオで研修をする，教職員が互いのロールプレイングを見合うなど，研修の方法を工夫

することで教職員の教育相談の力量が上がり，それが信頼される学校づくりにつながりま

す。
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Ⅳ 仮想事例の相談シナリオと解説

本研究で示す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，修正を重ねてきたものです。

１ 課題の多い対応と望ましい対応の両方が示された仮想事例（平成28年度作成）

シナリオ１～14については，当センター支援班のウェブサイト（http://www.akita-c.e

d.jp/~cjid/）からダウンロードできます。

(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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２ 課題の多い対応のみが示された仮想事例（平成29年度作成）

(1) 小学校

シナリオ15 スポーツ少年団での人間関係について児童と相談するケース

シナリオ16 虐待が疑われると養護教諭から連絡を受け，児童と相談するケース

シナリオ17 通常の学級か特別支援学級かで保護者が学びの場を迷っているケース

(2) 中学校

シナリオ18 けがへの配慮が足りず，保護者が苦情を伝えてきたケース

シナリオ19 ＳＮＳの利用に関して，生徒が相談してきたケース

シナリオ20 学力や学習意欲が低い生徒の進路について，保護者が相談してきたケース

(3) 高等学校

シナリオ21 生徒へ事情を聴いたことについて，保護者が苦情を訴えてきたケース

シナリオ22 自己推薦書作成で，自信がもてない生徒が相談してきたケース

シナリオ23 インターンシップで適応できなかった生徒と相談することになったケース

(4) 特別支援学校

シナリオ24 行事に強い不安を抱く生徒を保護者が心配しているケース（中学部）

シナリオ25 自分の進路について悩み，生徒が相談してきたケース（高等部）
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シナリオ15

スポーツ少年団での人間関係について児童と相談するケース

■ケースの概要

小学校５年生の太郎さんは，サッカースポーツ少年団に所属している。学級担任は，

学級内での友達との関係は良好と捉えていたが，太郎さんの母親から，同じ学級で，

同じスポーツ少年団の次郎さんなど数人から意地悪をされて本人が困っているという

相談の電話があり，翌日，太郎さんから事情を聴くことになった。

Ａ先生の場合

Ａ１：お母さんから昨日電話がありました。スポ少で，次郎さんたちに意地悪をされてい

るそうですね。

児１：はい。

Ａ２：どんな意地悪なのですか。

児２：わざと強いパスを出してボールをぶつけてきたり，パスを回してくれなかったりす

るんです。

Ａ３：それは意地悪なのですか。スポーツだとそういうことは起きるのではないですか。

児３：でも，いつもわざとするんです。

Ａ４：本当に「いつも」「わざと」なの。どうしてわざとだと分かるのですか。

児４：次郎君たち，笑っているから…。

Ａ５：太郎さん，サッカーは上手ですか。

児５：いいえ，それほど…。

Ａ６：次郎さんは運動が得意だよね。サッカーも上手ですか。

児６：はい…。

Ａ７：太郎さんに上手になってほしいだけではないのですか。次郎さんは教室でも何か意

地悪をしますか。

児７：いいえ。

Ａ８：そう，もし教室でも何か困ることがあったらいつでも相談してください。次郎さん

には，先生から優しく教えてあげてねと注意しておきます。

児８：はい…。

Ａ９：スポ少でのことはスポ少の指導者に相談してみるとよいと思うよ。

児９：…。分かりました。

Ｂ先生の場合

Ｂ１：お母さんから昨日電話がありました。スポ少で，次郎さんたちに意地悪をされてい

るそうですね。

児１：はい。

Ｂ２：
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解説

◆教育相談のポイント

・学校外の人間関係の問題は，学校での人間関係にも影響を及ぼすと考え，児童の不

安感や学校への期待感をしっかりと受け止める。

・事実を確認する段階で，本人にも問題があるというメッセージを伝えてしまうこと

がないよう，受容的に傾聴する。

・教職員の思い込みで，出来事の背景や因果関係を決め付けてしまうことがないよう

に注意する。また，児童が心身の苦痛を感じている場合はいじめの疑いがあると捉

えて対処する必要がある。

スポーツ少年団は社会教育団体であり，クラブ活動とは違って学校の活動ではありませ

ん。そこで起きた問題との関わり方で，悩んでいる先生方も多いと思います。

保護者が学校に子どもとの相談を依頼したのは，相当の不安感，そして「学校に相談す

れば何とかなるかもしれない」という強い期待感があってのことだと考えられます。対人

関係の問題は，起きたその場だけでなく，学校での人間関係にも影響を及ぼすと考え，誠

意をもって子どもや保護者と向き合いたいものです。

Ａ先生は，正確な事実をつかもうとするあまり，「いつも」「わざと」なのかなど，太

郎さんの心情を無視した問い返しをしています。これは太郎さんの不安を募らせることに

つながります。また，事実関係を簡単に押さえると，すぐに行為の原因を探ろうとしてい

ます。そして，太郎さんはサッカーが不得意で，次郎さんはスポーツ万能であるため，太

郎さんが苦労しているだけではないかという一方的な決め付けによって相談を進めていま

す。学校外のことは学校外で解決してほしいという気持ちも透けて見えます。これでは，

太郎さんはスポーツ少年団でのことは，たとえ同じ学級の次郎さんとのことであっても先

生に相談することはできないと思ってしまうでしょう。

相談に当たっては，まずは子どもの思いや願いを受け止めるということが大切です。先

入観を捨て，相手の気持ちに注意を向けながら心理的な事実を受容的に聴きます。さらに

「繰り返し」「明確化」「質問」などで，事実関係を整理していきます。本人から十分に

話を聴いた後，次郎さんたちからも事情を聴く必要があります。

また，児童が心身の苦痛を感じていると保護者からの連絡を受けているので，いじめに

該当すると捉えて，事実関係を調査する必要があります。その場合，個々の教職員が抱え

込むのではなく，いじめ対策組織を中心とした対処していくことになります。
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シナリオ16

虐待が疑われると養護教諭から連絡を受け，児童と相談するケース

■ケースの概要

小学校２年生の秋子さんは，けがの手当てのために保健室に頻回来室している。服

に隠れて見えない場所に，あざややけどのような水ぶくれがあることに気付いた養護

教諭から虐待の可能性があるとの連絡を受け，本人から詳しく話を聴くことにした。

Ａ先生の場合

Ａ１：(太ももの内側のあざを指して)秋子さん，これどうしたのですか。

児１：ちょっとぶつけました。

Ａ２：これはちょっとじゃないですよね。青くなっています。どうしてこんなふうになっ

たのですか。

児２：昨日ドアにぶつけました。

Ａ３：ここは普通はぶつかりませんよ。誰かに叩かれたり，蹴られたりしてできたものじ

ゃないのですか。誰にやられたの。

児３：自分でぶつけました。

Ａ４：昨日はやけどのような水ぶくれがあって保健室に行ったと聞いています。それはど

うしたのですか。

児４：…。

Ａ５：この前もお腹の辺りにあざがあったよね。こんなにたくさんのあざや傷ができるの

はおかしいでしょう。

児５：…。

Ａ６：おうちの人は秋子さんを叩いたりしますか。

児６：しません。

Ａ７：もう一度質問します。先生は秋子さんのことが心配なの。正直に答えてくださいね。

先生は誰にも言いません。おうちの誰かが秋子さんを叩いたりするのですか。

児７：…。

Ａ８：叩かれたら嫌ですよね。隠していても何も変わりませんよ。

児８：…。

Ａ９：何も言わないってことは，先生の言っているとおりなんですね。おうちの人に聴い

てみますがよいですか。

児９：…。

Ｂ先生の場合

Ｂ１：(太ももの内側のあざを指して)秋子さん，これどうしたのですか。

児１：ちょっとぶつけました。

Ｂ２：
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解説

◆教育相談のポイント

・学校や教職員には児童虐待の早期発見努力義務・早期通告義務等が課されている

が，直接話を聴くなどの判断は管理職と相談の上で，慎重に行う必要がある。

・虐待を受けていても，子どもは保護者が好きで，大切な存在であると考えているこ

とも多い。そのため，保護者を一方的に悪者にすることがないように配慮が必要で

ある。

・子どもが虐待を受けていることを話すには，相当な覚悟がいることを理解し，状況

把握の前に，まず安心感を与えることが大切である。

虐待等，子どもの生命に危険が及ぶかもしれない重大な事態においては，管理職や関係

者に状況説明をして，情報共有を図った上で対応をします。子どもは，心身の安全・安心

の確保がされておらず，保護者から虐待を受ける危険性がある状況では，本当のことを話

しづらいものです。そのような場合であっても，子どもが発するサインを見逃さず，情報

を総合的に判断して「虐待の疑い」の早期発見に努めることが大切です。

Ａ先生は，身体的な虐待の事実を確認したい気持ちが強く，子どもの自由な発言を妨げ，

問い詰めるような質問をして，かえって事実関係をつかみづらくしています。「おうちの

人に叩かれた」と決め付けて，虐待の事実を確かめようとしていますが，このような聞き

方では，保護者に依存して生活するしかない子どもを追い詰め，不安感を募らせることに

なります。

まずは，普段の関わりの中で「先生に話しても大丈夫」という安心感，「先生に話せば

何とかしてくれる」という信頼感を醸成しておきたいところです。

相談の際には，核心にいきなり切り込んだり，根掘り葉掘り聴き出したりしようとせず，

子どもの話したいことを聴きながら，その内容や話す際の表情，態度にも注意を払って情

報を集めます。子どもが話しづらそうなときは，漠然とした質問をしながら話を続けます。

質問する際には誘導的にならないように気を付け，あくまでも話す主導権は子ども自身に

与えるようにします。そして，子どもの話の内容を拾いながら，けがを心配しているなど，

対象児童を大切に思っていることを伝えていきます。もし自分を責めるような言葉が発せ

られたら，「あなたは悪くない」というメッセージを伝えて，自己肯定感を支える必要が

あります。子どもが安心して話ができる雰囲気づくりも大切です。

なお，児童虐待の中でも，身体的虐待は再発や死亡につながることもあり，安全の確保

が重要です。相談の中で虐待が疑われる情報が得られた場合や子どもからＳＯＳが発せら

れた場合は，管理職等と協議の上，児童虐待防止法第６条に基づき，速やかに市町村，都

道府県の設置する福祉事務所，若しくは児童相談所等に通告する義務が課されます。その

際，対象児童に「誰にも言わない」という安易な約束はせず，「あなたを守るためには助

けが必要である」「多くの人が守ってくれる」ことを理解させることも必要です。
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シナリオ17

通常の学級か特別支援学級かで保護者が学びの場を迷っているケース

■ケースの概要

小学校４年生の太郎さんは，最近，登校を渋るようになってきた。授業では，他の

子どもに比べると言葉の理解や行動がゆっくりで，本人は「勉強がよく分からない」

と話している。休み時間も一人でいることが多く，友達もほとんどいないようである。

このまま通常の学級でよいのか，それとも特別支援学級の方がよいのか，保護者が学

びの場を迷って学級担任に相談したいと来校した。

Ａ先生の場合

保１：太郎のことで相談があります。勉強が難しくて，全然分からないと言うんです。

Ａ１：そうでしたか。

保２：最近，学校に行くのを嫌がるようになってきたんです。勉強が分からないのに，た

だ座っているだけでは，かわいそうだと思って。このままみんなと一緒に勉強して

いてよいのか，それとも特別支援学級がよいのか迷っています。

Ａ２：確かに太郎さんは，学習についていけずに，ぼんやりしていることが多いですね。

算数は，この前のテストでも全然分かっていませんでした。

保３：やはり，特別支援学級を考えた方がよいのでしょうか。

Ａ３：そうですね。太郎さんのようなタイプは，やはり特別支援学級でしょう。分からな

い勉強に耐えているのはつらいですからね。

保４：特別支援学級では，どんなことをしているのでしょうか。

Ａ４：私は，専門ではないのでよく分かりません。特別支援学級の先生に相談してみたら

どうでしょう。

保５：そうですか。

Ａ５：苦手な国語や算数をきっと分かりやすく教えてもらえるんじゃないですかね。

保６：特別支援学級には，どんな子どもがいるのでしょうか。

Ａ６：元気で明るい子どもたちですよ。みんな楽しそうにしていますよ。

保７：そうですか…。

Ａ７：大丈夫。きっと楽しく勉強できると思いますよ。

保８：でも，本人が何というか…。

Ａ８：まずは，ちょっと利用してみたらどうですか。早速，特別支援学級の先生に話して

みますね。

保９：はい…。

Ｂ先生の場合

保１：太郎のことで相談があります。勉強が難しくて，分からないと言うんです。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・学びの場を迷っている保護者に対しては，結論を急ぐのではなく，本人や保護者の

思いや願いを十分に聴いて，気持ちの整理を手伝う。

・本人や保護者に具体的な情報を提供しながら，継続的な教育相談を行っていく。

・学びの場は，学級担任一人だけで決定するのはなく，本人や保護者の意見を尊重し

ながら校内委員会等で検討していく。

Ａ先生の問題点は，勉強が全然分からないのであれば，本人のために特別支援学級の方

がよいと保護者の話を十分に聴かずに結論付けてしまっているところです。たとえＡ先生

が「本人のため」と思っていても，学びの場は学級担任一人で決定するものではありませ

ん。通常の学級と特別支援学級とで学びの場を迷っている保護者の気持ちに寄り添い，保

護者の思いや願いをしっかりと聴き，気持ちの整理を手伝っていくことが大切です。さら

に，本人からも十分に話を聴き，「困っていること」や「どうしたいか」について確認す

る必要があります。

小学校低学年では，みんなと同じように学習内容を理解できていても，学年が進むと学

習の進度が速くなり抽象的な内容も多くなるため，学習につまずいてしまうことがありま

す。子どもに合った指導となっているか再検討するとともに，場合によっては，学びの場

を特別支援学級等へ変更することも考えられます。

保護者は，子どもが通常の学級で学んでいくことが難しくなってきていると感じても，

なかなか自分からは特別支援学級のことを話題にできないことがあります。学級担任には，

必要に応じて保護者へ適切に情報提供していくことが求められます。保護者に対して，現

在の学級での様子や特別支援学級での学習についての情報や，選択により今後どのような

ことが予想されるのか十分に説明することが必要です。どちらを選択した場合も，よい点

や課題となる点があると考えられるため，十分な情報提供をし，時間を掛けて検討しても

らうことが大切です。

学びの場の選択に当たっては，本人や保護者の意見を尊重しながら，学年部や校内支援

委員会等の複数の教職員で検討していくことが必要です。特別支援学級が既に自校にある

場合には，見学や体験等を行うことも考えられます。子どもにとって適切な学びの場を選

択できるように，相談を重ねていくことが大切です。
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シナリオ18
けがへの配慮が足りず，保護者が苦情を伝えてきたケース

■ケースの概要
中学校１年生の太郎さんは，部活動で手首を捻挫した。固定などはしていないもの

の，文字を書きづらい状態であった。母親は学習への影響を心配し，学級担任に電話
で配慮をお願いしたいと伝えていた。ある日，美術の学習で生徒が描いた絵を生徒同
士で鑑賞する時間があった。太郎さんは家に帰ると母親に「学校で恥をかいた。もう
学校には行きたくない。」と訴えた。心配した母親が，事情を聞きたいと来校した。

Ａ先生の場合

保１：うちの子が美術の時間に友達の前で恥をかいたから，もう学校には行きたくないっ
て言っているんです。

Ａ１：そうですか。何があったのか，美術の担当からは聞いていませんが。まあ，嫌な思
いをしたとは思いますが，もう中学生ですから乗り越える強さが必要だとは思いま
すよ。

保２：太郎がけがをして，思うように手が動かないこと，先生は知っていましたよね。そ
れなのに，そのときに描いた絵を友達みんなで見るなんて，美術の先生には何も伝
えていないのですか。子どもの気持ちを考えたことはないのですか。

Ａ２：美術の学習として，鑑賞という学習があるんですね。けがをしていたことは分かっ
ていても，年間の計画に沿って授業を進めていますので，どうすることもできなか
ったのかもしれませんね。

保３：計画があるとは思いますが，少し配慮をしてくれてもよいのではないですか。うち
の子は学校に行きたくないとまで言っているんですよ。

Ａ３：先ほども言いましたが，太郎さんは中学生ですから，それを乗り越える強さが必要
だと思いますよ。

保４：そういうことではなくて。先生にけがで文字が書けないことを伝えていたのに，授
業をなさる先生方へ連絡されていないことが問題だと言っているんです。他にも黒
板に書かれたことをノートに写す前に消されたって言っていました。どういうこと
ですか。

Ａ４：太郎さんには，後で友達に見せてもらうように話しました。太郎さんから何も聞い
ていないのですか。

保５：そのような話は聞いていません。本当にそんなふうに言ったんですか。太郎は何も
言っていませんでしたよ。

Ａ５：その辺しっかり確認していただかないと…。まあ，太郎さんがしっかりと聞いてい
れば，誤解もなかったかと思いますが。

保６：話を聞いていないうちの子が悪いって言うのですか。
Ａ６：いや，悪いだなんて言っていませんよ。ただ，こちらで配慮したことが伝わってい

ないので，確認してほしいということです。
保７：配慮って…。うちの子がけがをして，配慮が必要なことも共有していないで…。つ

らい思いをして学校に行きたくないって言っているんですよ。これがきっかけで本
当に学校に行けなくなったらどうしてくれるのですか。

Ａ７：その辺はお母さんが，学校に行くようにしっかりと話してください。不登校になっ
て困るのは太郎さんですからね。

保８：…。話になりません。校長先生と話します。校長室はどちらですか。

Ｂ先生の場合

保１：うちの子が美術の時間に友達の前で恥をかいたから，もう学校には行きたくないっ
て言っているんです。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・教職員の考えを伝える前に，質問に込められた保護者の気持ちを丁寧に聴く。

・繰り返しや明確化などで，話したい内容や気持ちを確認する。

・質問をすることで，必要な情報を得るとともに関心をもっていることが伝わるよう

にする。

・生徒のために保護者と協力していきたいという思いを伝える。

保護者は，子どもから「学校に行きたくない」と言われると動揺し，不安を感じるもの

です。そんなとき保護者は，何が原因なのか，どう対応したらよいのか学校に意見を求め

てくることがあります。ときには学級担任等，学校の指導に原因があると訴えられること

もありますが，感情的に反応しないよう，初期対応に十分留意する必要があります。

不登校は初期対応がとても重要です。登校渋りの段階から家庭と連携することが不可欠

です。保護者との面談を通して，今後の協力体制を築きたいものです。

Ａ先生は保護者から「子どもが学校に行きたくないと言っている」と相談を受けたとき，

すぐに「乗り越える強さが必要」と伝えています。「中学生なのだから，こうあるべき」

という自身の価値判断を伝えるだけで，相手の心情を理解しようとしていません。また，

美術の学習で受けた対応に不満をもっている保護者に対して「年間計画がある」と，正論

で受け答えをしています。保護者は正論を言われても，伝えたい気持ちを受け止めてもら

えないため，一層不信感を募らせてしまいました。さらに，「授業をなさる先生方に連絡

されていないことが問題」であると指摘されたのに対して，Ａ先生は「太郎さんから何も

聞いていないんですか」と問い返しています。このような対応では，保護者に原因が我が

子にあるように伝わり，納得することができず，教職員に対する不信感を募らせてしまい

ます。

最終的に，協力しようとする姿勢を感じることができない保護者は，教職員を信頼でき

ないと判断し，学校長に直接主張を伝えようとしました。

話を聴く際はまず，保護者の思いを受け止めることが大切です。教職員と保護者の立場

や考え方の違いなどから，生徒の様子の捉え方に違いがあることがあります。その場合は，

自分の意見が全てであると教職員が決め付けていては，保護者の気持ちを聴くことはでき

ません。重要なことは，保護者の話の内容だけでなく，伝えたい気持ちにも心を傾けるこ

とです。そして，「繰り返し」「明確化」「質問」などで，事実関係を整理していきます。

客観的な事実を確認した際，学校や教職員の対応で反省すべき点があれば反省し，謝罪し

ます。

保護者は話を聴いてもらうことにより，自分の気持ちを整理することができるとともに，

自分のことを理解してもらえた，尊重してもらえたと感じ，教職員に対して信頼を寄せる

ようになります。

また，面談では，今後も生徒のために協力していきたいという姿勢を伝えることも大切

です。
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シナリオ19

ＳＮＳの利用に関して，生徒が相談してきたケース

■ケースの概要

中学校２年生の花子さんは，学級の仲のよい数人の友人とＳＮＳ等での交流をして

いる。最近，深夜までメッセージのやり取りが続くようになって，疲れを感じている。

学級担任に適度に切り上げるにはどうしたらよいか，相談に訪れた。

Ａ先生の場合

生１：先生，ＳＮＳのメッセージとか，やっぱり返信しないといけませんよね。

Ａ１：返信するかどうかはその人の判断だろう。必ず返さなくてはいけないという決まり

はない。

生２：友達とＳＮＳでやり取りしているんですけど，12時過ぎてもメッセージが届くんで

すよ。

Ａ２：そんな遅くまで起きているのか。もっと早く寝ないとだめだぞ。

生３：メッセージを返さないといけないと思って。

Ａ３：学校のルールでは９時以降は使わないことになっているぞ。返信するからいつまで

も続くんだ。返信しないようにしなさい。第一，そんな時間に誰がメッセージを送

ってくるんだ。

生４：みんなです。

Ａ４：みんなだと。今度，学級会で問題にするか。

生５：いいえ，大丈夫です。

Ａ５：大丈夫ではないだろ。ルールが守られていない。もう一度確認する。

生６：私が言ったって言わないでください。

Ａ６：とにかく，今日から返信しないようにしなさい。

生７：…。分かりました。

Ｂ先生の場合

生１：先生，ＳＮＳのメッセージとか，やっぱり返信しないといけませんよね。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・生徒の相談に対して，すぐに解決のアドバイスをするのではなく，まず心配なこと

や不安に思っていることを聴く。

・質問に込められた思いを理解し，言葉に表して伝える。

・本人が問題だと感じていること，これからどうしたいのかについて確認する。

・相談者の立場を守ることを確認し，安心させる。

ＳＮＳに関する問題は見えにくく，その背景に人間関係に関する悩みが隠れていること

が多いものです。いじめ等の問題行動まで至っていないケースであっても，深刻な問題に

発展する可能性を含んでいるケースもあります。教職員から見えにくいからこそ，普段か

ら気を配り，適切に対応することが求められます。相談が寄せられた際は，本人から十分

に話を聴いた後，関係する生徒たちからも事情を聴いて事実確認をする必要があります。

そして，関係する生徒への対応を慎重かつ迅速に進めます。

Ａ先生は，生徒の「返信しないといけませんよね」という質問に対し，「返信するかど

うかは，その人の判断だろう」と，内容のみを捉えて答え，なぜそのような質問をするの

かという生徒の気持ちに目を向けることができていません。

また，ルールが守られていないことから，Ａ先生は学級会で問題にすると言っています。

生徒は自分が話したことが他の生徒に知られるのではないかと，不安になっています。し

かし，Ａ先生は「とにかく」と話を打ち切り，生徒の気持ちを受け止めず，説明もしてい

ません。このような対応では，生徒に新たな悩みが生じ，先生へ今後は相談はできないと

いう不信感が生じます。

分かってほしいという生徒の気持ちが質問として表現されることがあります。質問に込

められた思いを理解し，言葉に表して伝えるようにします。この場面では，「返信しない

といけませんよね」と質問してきた生徒に対して，すぐにアドバイスをするのではなく，

まずは生徒の心配や不安を聴くようにします。

解決策を教えるのではなく，「繰り返し」「明確化」「質問」などの技法を使って，生徒

が問題だと感じていることや，これからどうしたいのかということを生徒と一緒に整理し

ていくことが大切です。

このようにして話を聴いてもらえた生徒は，自分のことを理解してもらえ，尊重しても

らえたと感じ，教職員に対して信頼を寄せます。それから生徒の客観的な事実，ここでは

夜遅くまでメッセージのやり取りが続いていることについて，アドバイスや指導をします。

その上で学級会や関係する生徒から事情を聴くなどの具体的な対応を進める際には，情

報源を明らかにしないなど，相談してきた生徒が孤立してしまうことがないように十分な

配慮が必要です。その配慮が欠けてしまうと，生徒たちは次に何かあっても教職員に相談

しようとは思わなくなるでしょう。
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シナリオ20

学力や学習意欲が低い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

中学校３年生の太郎さんは，母親と二人暮らしである。１年生の秋頃から欠席が多く

なり，２年生からは教育支援センター（適応指導教室）を週４回利用するようになった。

３年生の４月時点での進路先調査では，「みんなと同じように高校へ進学したい」と書

いていたが，定期テストを受けたり，体験入学に参加したりしていない。そこで，進路

を心配した母親が学級担任にアドバイスを求めて来校した。

Ａ先生の場合

保１：太郎は高校に入学したいと言っているけど，具体的な学校名を話してくれないので，

先月下旬に締切りだった進路希望調査票を提出できませんでした。

Ａ１：そうですね。他の生徒は保護者と相談して，第３希望まで記入した上で提出してい

ますよ。

保２：親としては希望する高校に入学させたいし，応援したいと思っています。でも，ど

れくらい点数を取れれば入れるのか，全く分からなくて…。

Ａ２：太郎さんはテストを受けていないので，学校でも学力が分からないんです。

保３：教育支援センターが休みの日に，学級担任の先生と相談するように話しているので

すが。

Ａ３：私は授業の準備や部活の指導もあって忙しくて，本人の気持ちを確認することがで

きない状態です。来月の三者面談では進路先を絞りたいと考えています。

保４：えっ，そうなんですか。初めて知りました。

Ａ４：そうです。あまり時間がないです。まずはちゃんと太郎さんとも話をして，進路希

望調査票を提出してください。

保５：分かりました。早く提出できるようにしますので，もう少し待ってもらえませんか。

それと，太郎の学力を確かめるためのよい方法はありませんか。

Ａ５：進路希望調査票を持ってこなければ，本人との面談ができないことになりますので，

早めにお願いします。それと太郎さんの学力を把握する件ですが，来週の実力テス

トの結果を参考したいので，必ず受けるように話してください。

保６：もし太郎がテスト当日に学校に行かないと言ったら，どうしたらいいですか。

Ａ６：進路先を決めるテストなので，必ず受けなければならないと伝えてください。

保７：分かりました。自信はありませんが話してみます。

Ｂ先生の場合

保１：太郎は高校に入学したいと言っているけど，具体的な学校名を話してくれないので，

先月下旬に締切だった進路希望調査票を提出できませんでした。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・非協力的な保護者と捉えずに，家庭での生徒の様子を尋ねるなどして，一人で

子育てをしている保護者の頑張りをねぎらう。

・高校入学までの見通しがもてるように，タイムスケジュールやフローチャート

を活用し，視覚的・具体的に説明する。

・客観的な実態把握の方法や放課後の補充学習など，高校入学に向けて活用でき

る校内外のリソースを保護者に伝えて勇気づけをする。

我が子の進路に悩んでいる保護者がアドバイスを求めているのに，Ａ先生の「忙し

い」「分からない」という言葉は，保護者の心を閉ざしてしまうＮＧワードであり，

不信感につながります。また，「進路希望調査票を持ってこなければ，本人との面談

ができない」という否定形を用いた表現も保護者の不安な気持ちを大きくします。太

郎さんは教育支援センターを利用している生徒なので，進路と関連付けながら家庭で

の様子を聴くなどして保護者の悩みに寄り添い，頑張っていることにねぎらいの言葉

をかけたり，登校した際の太郎さんの学校での様子やよい面を伝えたりすることから

面談をスタートするのがよいでしょう。

進路希望調査を提出できない背景には，太郎さんの学習の空白時間が学力に影響し

ていることや，本人と保護者が進路に対する具体的なイメージをもてていないことが

考えられます。面談では保護者が高校入学まで見通しがもてるように，言葉による説

明だけでなく，入試までのタイムスケジュールを図に示したり，どんな選択肢がある

のかをフローチャートを活用して分かりやすく説明したりします。また，高校の体験

入学や放課後の補充学習など，具体的な情報を伝えます。面談で大切なことは，保護

者を説得するのではなく，保護者が納得するまでどんな小さな悩みにも耳を傾けて共

感する姿勢です。

進路先は保護者や学級担任が決めるのではなく，生徒本人の気持ちを優先すること

を確認します。また，実力テスト等の実施については，教育支援センターを利用しな

い日や放課後に実施するなど，生徒ができそうな環境設定を心掛けることも大切です。

高校入学をきっかけに本人の「変わりたい」という気持ちが強くなり，自己理解が

深まったケースや，得意なことを部活動に生かして自分の居場所を見付けたケースな

ど，具体的な事例も紹介しながら面談を進めます。そして，学級担任だけでなく管理

職をはじめ，学年主任や進路指導主事などチームで支援していることを伝え，保護者

に希望を与えるようにします。
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シナリオ21

生徒へ事情を聴いたことについて，保護者が苦情を訴えてきたケース

■ケースの概要

高校１年生である太郎さんの学級で教室内の器物が破損される出来事が発覚し，太

郎さんを含む複数の生徒がこの出来事に関わったとして事情を聴かれることになっ

た。太郎さんの聴取は放課後１時間程度，外から中の様子が見えない部屋で学級担任

と副担任の２名が担当した。事情を確認した後，保護者に迎えに来てもらい経緯を説

明した。翌朝，太郎さんの母親から学級担任に苦情の電話があった。

Ａ先生の場合

保１：昨日の件なんですが，あの後帰りの車の中で太郎と話をしたら，先生から説明され

たことと違っていました。私，昨夜は悔しくて眠れませんでした。

Ａ１：はあ。どこが違っていたのですか。

保２：太郎は物を壊した出来事に関わっていません。そのことがあったとき，たまたま，

その近くにいただけだそうです。

Ａ２：ちょっと待ってください。悪いことをしているのを知りながら，それを止めないの

もよくないですよね。そのことを指導したんですよ。お母さんは大人なのですから

分かるでしょう。

保３：そこにいたのは太郎だけではないそうです。どうしてうちの息子だけが悪者にされ

るんですか。

Ａ３：「だけ」ということはありませんよ。他の生徒から事情を聴いている中で太郎さん

の名前が出てきたから，話を聴いたのです。

保４：誰が言ったんですか。

Ａ４：それはお答えできません。

保５：他にも話を聴かれた子はいるということですか。昨日は，そのことは何も言ってい

ませんでしたよね。

Ａ５：何人か出てきましたけれども個人名などの詳しい内容はお答えできません。周りの

子がどうかでなくて，太郎さんが今どうすべきなのかを考えるべきではないのです

か。

保６：私，本当に悔しいんです。太郎の話では，太郎一人を監禁して先生方が囲んで取り

調べたって言うじゃないですか。

Ａ６：大げさですよ。確かに事情を聴くために個室に入ってもらいました。そんなに広い

部屋ではありませんでしたが，囲んで話を聴いてはいません。お母さんが太郎さん

と話をしたのは帰りの車の中ですよね。それでちゃんと聴くことができたのですか。

もう一度確認してみてはどうですか。

保７：太郎がうそを言っているってことですか。太郎はとても怖かったと言っているんで

すよ。家に帰ってからは夕食も食べませんでした。太郎に謝罪してください。

Ｂ先生の場合

保１：昨日の件なんですが，あの後帰りの車の中で太郎と話をしたら，先生から説明され

たことと違っていました。私，悔しくて眠れませんでした。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・保護者の話をよく聴き，自分の子どもが不当な扱いを受け「悔しい」という思いを

していることを受け止める。

・保護者の話の中で重要だと思われる点を繰り返したり，質問をしたりすることで誤

解している部分に気付いてもらう。

・学校と保護者が連携し，一緒に考えるという姿勢で関わる。

Ａ先生は，太郎さんが不当な扱いを受け「悔しい」という保護者の主張に対して，すぐ

に「ちょっと待ってください」と反論し，保護者の思いを十分に受け止めていません。初

期段階でのこのような対応により，保護者が教員への不満や不信感を抱いた可能性があり

ます。また，話を聴いた際に太郎さんが恐怖を感じたという訴えについても「大げさです

よ」と答え，逆に太郎さんの発言を疑うような返事をしています。事情を聴き取る際の方

法や内容についても十分な説明を行っていません。保護者は謝罪を要求していますが，こ

れは教員への不満や不信感をさらに募らせた結果であるとも考えられます。こうなっては，

客観的な事実を伝えても保護者の耳には入らず，肝心の生徒への指導につなげることがで

きなくなってしまう恐れがあります。

このような場合，まずは保護者の話を遮らずに最後まで傾聴しましょう。客観的な事実

と異なる内容が伝えられた場合も，感情的にならず,「繰り返し」の技法を用いるなどし

て「悔しい」という思いを受け止めます。そして，客観的な事実と異なる部分については

「質問」等で確認していきます。場合によっては保護者が学校に対してどのような対応を

望んでいたのかを質問してみるのもよいでしょう。今回は事情を確認する際の方法につい

て保護者が不信感や不快感を表していますが，そのことについての学校の対応を丁寧に伝

えることも必要です。そのことを納得してもらった上で，今後の対応について学校と保護

者が連携し，一緒に考えていくという姿勢を示します。

事情を聴き取る場合は，生徒が周囲を気にせず落ち着いて話ができるように，また，プ

ライバシーへの配慮等から，個別に行うことが多いでしょう。教職員は配慮から行ってい

ることですが，このことが生徒や保護者にとって心理的な負担になり，トラブルにつなが

る場合があります。そのような事態を避けるためにも，話を聴く場所，時間，その時の生

徒の体調にも十分に配慮することが大切です。また，保護者に対しても話を聴くことにな

った経緯や内容について丁寧に伝えるよう心掛けましょう。
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シナリオ22

自己推薦書作成で，自信がもてない生徒が相談してきたケース

■ケースの概要

高校３年生の花子さんは入学当初から計画的に学習に取り組み，定期考査の成績は

常に学年の上位である。ＡＯ入試で受験することを決めたが，入学当初から大学受験

を目指し学習に専念してきたため，勉強以外でこれといったアピールポイントが見当

たらない。担任への自己推薦書の提出期限になったので，自分の長所だと思っている

ことをまとめて添削をお願いしにきた。

Ａ先生の場合

生１：ＡＯ入試の自己推薦書を書いてきたので見てください。

Ａ１：（一読してため息）本当に合格する気があるの。入学後に勉強したいことは大学の

パンフレットに書いてあるものしかないし，このままだと他の受験生と全然差がつ

かない。そもそもあなたは自分のどういうところをアピールしようと思っているの。

生２：課題にしっかりと取り組めるところです。宿題や提出物は一度も締切りに遅れたこ

とはありませんし，与えられた仕事は計画的に責任をもって取り組みます。

Ａ２：だから，それだとアピールにならないの。あなたの志望校が求めるレベルならそん

なことできていて当然です。これだけは人に負けないと言えることはないのですか。

生３：部活動をしていなかった分，普段の授業や家庭学習は毎日欠かさず頑張ってきたつ

もりですが…。

Ａ３：だめ，だめ。当たり前過ぎる。他にはないのですか。

生４：２年生の後半から生徒会の執行部に入って裏方の仕事を一生懸命やってきました

が，目立つようなことは特に…。

Ａ４：ふう。困ったわね。ちなみに，志望校のアドミッション・ポリシーはちゃんと確認

したのですか。

生５：一応パンフレットを持ってきていますが，いろいろ書いていてよく分からなくて…。

Ａ５：そんな状態で提出したの。ホームルームで進路指導したときにアドミッション・ポ

リシーについても説明したでしょ。何を聞いていたの。そんなことで大学受験しよ

うなんて考えが甘い。もう一回よく見て，それでも分からなかったら質問しに来な

さい。

生６：すみません。ＡＯで受験するって決めてからずっと考えているのですが，うまくま

とまらないので先生に早めに見てもらいたいと思って…。自己推薦書をまとめるこ

とに悩んで，筆記試験の勉強が手に付かないんです。

Ａ６：受験するのはあなたなんだから，甘えないで自分で考えなさい。期限までに書いて

来なければ学校からの書類は準備できないからね。

生７：はい…。

Ｂ先生の場合

生１：ＡＯ入試の自己推薦書を書いてきたので見てください。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・教職員の考える基準が全てではないことを自覚し，意見の押し付けにならないよう

気を付ける。

・たとえ励ますつもりでも生徒の人格を否定するような発言は厳に慎む。

・生徒の考えや頑張りを尊重し，リソースを探して勇気づけをする。

・進路指導で多忙な時期であっても，余裕をもって接するよう心掛ける。

高校卒業後の進路は選択の幅が広く，生徒一人一人の進路希望に応じた指導が求めらま

す。進路指導で多忙な時期になると教職員も余裕を無くしがちになります。しかし，生徒

は教職員以上に余裕がなく，不安を抱えています。そのことを念頭において接するよう心

掛けましょう。

Ａ先生は，花子さんが提出した自己推薦書の内容が自分の考える基準に達していないた

め，ため息をついています。花子さんが自分の長所として挙げた点についても「できて当

然」として長所であることを認めません。生徒にとって自分の長所を他者に積極的にアピ

ールするということは教職員の想像以上に難しく勇気の要ることです。Ａ先生からすれば

花子さんを志望校に合格させたいという思いから発した言葉かもしれませんが，頭ごなし

に否定するような発言は，生徒の人格を否定することにもつながるので厳に慎むべきです。

これでは花子さんは自信を無くし萎縮してしまいます。

また，自己推薦書について悩み，相談したいという花子さんの気持ちを受け止めず，「甘

えないで自分で考えなさい」と伝えました。これでは花子さんは突き放されたと感じるか

もしれません。「仕事は計画的に責任をもって取り組む」という性格の花子さんにとって，

提出期限までに思うような自己推薦書が書けなかったことは心理的に相当な負担があった

と考えられます。悩み，Ａ先生にアドバイスを求めたとも考えられます。そこで突き放さ

れると，誰に相談してよいか分からず，ますます追い詰められることになるでしょう。

相談に当たっては，たとえ教職員の考える基準に達していなかったとしても，まずは生

徒の考えや頑張り等の努力の過程を認めることが大切です。生徒が挙げた長所を「繰り返

し」等の技法によって受け止め，その上でアドバイスに移ります。その際も教職員の考え

を押し付つけるのではなく，あくまで生徒に寄り添いながら「質問」等によって具体的な

内容を引き出します。そして，引き出された内容を生徒のリソースと捉えて生徒にフィー

ドバックすることで勇気づけることが大切です。

受験期には，将来への不安や焦り等から，教職員の言葉遣いや態度に対して生徒が敏感

に反応します。それに対し毎年のように進路指導に携わっている教職員には，生徒の進路

実現に向けてある程度の見通しがあるものです。生徒の声，表情，振る舞い等の言葉以外

の部分にも気を配り，余裕のある態度で相談を受けましょう。
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シナリオ23

インターンシップで適応できなかった生徒と相談することになったケース

■ケースの概要

高校２年生の太郎さんは，ある会社でインターンシップをした。数日間働いたが，

同じ失敗を繰り返して何度も注意をされた。注意をされるたびに，パニック状態にな

ってしまい，何度か仕事場からいなくなった。会社から学校に連絡があり，後日，学

級担任が太郎さんと面談することになった。

Ａ先生の場合

Ａ１：インターンシップ先から電話があったけど，作業中にいなくなったそうじゃないか。

生１：すみません。ちょっとパニックになってしまって…。

Ａ２：パニックだって。どうしてパニックになったんだ。

生２：店長に何度も怒られてしまったんです。

Ａ３：何か怒られるようなことをしたのか。

生３：作業でミスが続いてしまったんです。

Ａ４：そうか，それなら怒られても仕方がないな。それにしても，その場から逃げ出すっ

ていうのはなあ…。

生４：逃げ出したわけではないんです。注意を受けているのに，同じミスを繰り返してし

まって…。何度も怒られるので頭が真っ白になってきちゃって…，そんなときでも，

「こうしたらよい」，「こうしなさい」って言われるので，パニックになってしまい

ました。

Ａ５：それくらいでパニックになるのか。注意されないように言われたことをちゃんと覚

えなさい。言われたことができないのなら怒られて当然でしょう。将来，どの仕事

に就いたって働けないぞ。

生５：自分でもどうしたらいいのか分からないんです。

Ａ６：自分で分からないんじゃ，他の人はもっと分からないぞ。

Ｂ先生の場合

Ｂ１：インターンシップ先から電話があったけど，途中でいなくなったそうじゃないか。

生１：すみません。ちょっとパニックになってしまって…。

Ｂ２：
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解説

◆教育相談のポイント

・具体的な状況を確認し，本人の困っていることを詳しく聴く。

・本人が頑張っていることを認め，自己肯定感が低下しないようにする。

・本人の特性に関する自己理解を促し，困ったときの対応策について確認をする。

・生徒の頑張りを尊重し，リソースを探して勇気づけをする。

Ａ先生は，太郎さんがインターンシップ中に起こった出来事について，本人がしっかり

と仕事をしなかったことが原因だとしています。太郎さんがパニックになった経緯を話し

ても，本人に寄り添って話を聴くことをしていません。パニックは本人にとってとても苦

しい状態です。どのような状況で，どのように感じていたのか等，その背景について詳し

く確認していくことが大切です。

このように，生活の中でパニックになってしまう生徒の中には，発達障害の可能性があ

る場合もあります。そのような場合は，発達障害の特性について理解し，生活上の困って

いることに対して，本人と相談しながら配慮していくことが必要です。また，発達障害の

有無にかかわらず，日常生活の中で行動面や対人関係などで困っている生徒もいます。で

きないことを責めるのではなく，本人から困っていることや悩んでいることについてきち

んと話を聴くことが大切です。

太郎さんは，「同じミスを繰り返してしまう」「何度も怒られると頭が真っ白になって

しまう」など，自分のことを振り返り，自分を理解しているようです。本人の自己理解を

基に，例えば分かりやすい指示の受け方など対応策を本人と一緒に考えていきます。本人

の対応だけでは十分でない場合は，周りの支援も必要です。周囲の理解を促す場合は，本

人についての情報をまとめ，本人と保護者に情報提供の承諾を得て，関係者が連携して対

応していくことが大切です。本人は困っているのに，周囲から叱られたり，注意をされた

りすることが多いと本人の自己肯定感が低下してしまいます。「どうせ自分にはできない」

「やってもまた失敗する」などと思い込んでしまい，様々な活動に対して意欲的に向かう

ことができなくなってしまいます。どう行動するかについて，「～しないようにする」と

いう表現ではなく，「～と行動する」のような肯定的な表現で具体的に伝えることが大切

です。本人の得意なことを生かしたり，できている部分を認めたりすることは，苦手なと

ころはあっても頑張っていこうという気持ちにつながります。できたという実感を積み重

ねることで，本人のリソースとなり，自分を勇気づけることになります。
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シナリオ24

行事に強い不安を抱く生徒を保護者が心配しているケース（中学部）

■ケースの概要

中学部１年生の太郎さんは，小学校の自閉症・情緒障害特別支援学級から特別支援

学校に入学した。太郎さんは，運動会や校外学習など普段の生活とは違う学校行事が

近づくと不安定になる。宿泊学習の時期となり，家庭で大きな声を出したり，学校へ

行くのを嫌がったりする様子が見られ，心配した保護者が相談に訪れた。

Ａ先生の場合

保１：太郎が宿泊学習が近づいてきて，とても不安定になってきているんです。

Ａ１：そうですね。ちょっと落ち着かない様子が見られますね。

保２：小学校のときから運動会や発表会は嫌いで，ほとんどみんなと一緒にできなかった

んです。最近，家で大きな声を出したり，学校へ行こうとすると泣いたりするんで

す。

Ａ２：学校では，教室から出て行くことが多くなりました。

保３：今度の宿泊学習には参加しなくてもよいと思っているのですが。

Ａ３：宿泊学習はとても大事な行事です。ここを乗り越えれば，学校生活に見通しもでき

てくると思いますよ。是非参加させたいですね。

保４：でも，家で暴れると困るので。

Ａ４：太郎さんが見通しをもてるように，御家族で事前に宿泊学習の場所に行ってみるの

がよいですね。きっと，実際の場所を見ると安心できると思いますよ。

保５：そうでしょうか。

Ａ５：どこへ行くのかが分かれば，大丈夫ですよ。他の子もそうしています。

保６：でも，小学校のときも宿泊学習に行けなかったんです。

Ａ６：中学部に入学したので，変わるチャンスですよ。学校でも励ましてみます。

保７：大丈夫でしょうか。

Ａ７：大丈夫ですよ。何が不安なのか，本人に聴いてみますね。

保８：でも，家で暴れると困るんですよ。

Ａ８：少しずつ学校には慣れてきていますよ。新しい友達もできたので，友達からも声を

掛けてもらうようにしてみます。

保９：負担にならないでしょうか。

Ａ９：見通しをもてれば大丈夫ですよ。これまで宿泊学習に行けなかった生徒は一人もい

ませんよ。御家庭の協力もよろしくお願いします。

保10：分かりました…。

Ｂ先生の場合

保１：太郎が宿泊学習が近づいてきて，とても不安定になってきているんです。

Ｂ１：
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解説

◆教育相談のポイント

・保護者の不安を受け止め，質問をすることにより保護者の思いや考えを明確化する。

・必要な支援については，本人や保護者と話し合い，個別の支援計画や個別の指導計

画に明記し，活用していく。

・学級担任だけでなく，学年部や学部で共通理解を図りながら学校として検討する。

Ａ先生は，宿泊学習は参加すべき行事だという考えで，保護者の不安にあまり耳を傾け

ようとしていません。また，保護者の意向を確認せずに，「見通しがもてれば大丈夫」と，

事前に見学に連れて行くように依頼しています。効果的な支援が見いだせずにいる中で，

学校での指導について十分な説明をしないまま一方的な依頼だけになってしまうと，保護

者の不安や学校への不信感につながってしまいます。

困っている保護者に対しては，まずはその気持ちを受け止め，心配事や不安な気持ちを

丁寧に聴く姿勢が大切です。質問することにより家庭での様子や保護者の意向を確認した

り，学校側から配慮している点などを伝えたりしながら，双方向のコミュニケーションを

とることが保護者の安心感につながります。

自閉症スペクトラム障害の子どもは，急な予定変更や行事が苦手な場合が多くあります。

見通しをもたせることはもちろん大切ですが，その方法は一人一人の子どもによって異な

っています。そのため，現在行っている指導・支援を再検討した上で，保護者と指導の方

向性や具体的な支援について共通理解することが重要です。面談の際には，「個別の支援

計画」や「個別の指導計画」を介して，保護者と確認しながら評価・改善していくことが

求められます。

また，行事の参加の仕方等については，学級担任の考えだけで回答してしまうのではな

く，学年部や学部等の組織で検討することが必要な場合があります。保護者に一度伝えて，

後から変更する必要が出た場合，保護者との信頼関係が崩れてしまう可能性もあります。

学校側でも十分に検討した上で，保護者と共に解決策を見付けていくことが重要です。
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シナリオ25

自分の進路について悩み，生徒が相談してきたケース（高等部）

■ケースの概要

高等部２年生の太郎さんは，様々な会社の現場実習に参加し，自分の進路を自分で

決めようと経験を積み重ねていた。卒業後に働きたいと思っている会社での現場実習

評価票が，「このままでは就職は難しい」という厳しい評価となっていたため両親に

相談すると，「諦めた方がよい」と言われた。諦めたくない太郎さんは，今後どうし

たらよいのか悩み，学級担任に相談に来た。

Ａ先生の場合

Ａ１：後期の現場実習の評価票を見て，どう感じましたか。

生１：よい評価ではなかったです。

Ａ２：そうだね。この評価を見ると，希望している会社だけれど，就職は無理そうだね。

生２：無理ですか…。

Ａ３：総合評価が，４段階の中の２だからね，かなり厳しいです。しかも，「このままで

は就職は難しい」と書いてあるからね。

生３：親にも「無理だ。諦めろ。」って言われました。

Ａ４：そうか。誰が見てもそう思うだろうね。

生４：先生，どうしたらよいと思いますか。

Ａ５：そうですね。先生も就職は難しいと思います。どうしても就職したいのであれば，

別の会社で現場実習をして判断してもらったらどうですか。無理だと分かっている

会社で実習を続けていても無駄だと思いますよ。

生５：でも，この会社で働きたいんです。今までやった実習先で一番，仕事内容が好きだ

し，頑張れると思います。

Ａ６：仕事内容が好きという理由だけで就職できるわけではないだろ。就職は，そんなに

簡単なことではないぞ。就職ができるかどうかを判断をするのは，太郎さんではな

くで会社の人です。会社の評価が全てなのです。

生６：でも，次はもっと頑張るのでもう一回，現場実習をやらせてください。

Ａ７：両親も無理だと言っているのだし，諦めて別のところで頑張ってみないか。

生７：別の会社ですか…。

Ａ８：そうですよ。きっと太郎さんにぴったりの会社がありますよ。来週まで，家の人と

相談して，現場実習先の希望を出してください。

Ｂ先生の場合

Ｂ１：後期の現場実習の評価票を見て，どう感じましたか。

生１：よい評価ではなかったです。

Ｂ２：
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解説

◆教育相談のポイント

・生徒の目指していることに対して，無理だと決め付けず，本人の課題の解決に向け

て一緒に考える。

・質問に込められた思いを理解して相談を進める。

・進路に関して広く考えることができるように，適切な情報提供とアドバイスをする。

・本人，保護者，学級担任の三者面談を設定し，情報を共有する時間を確保する。

進路についての教育相談は，進路希望，現場実習先の調整，現場実習の評価など様々な

内容で行われます。生徒により悩みはそれぞれであり，保護者，教職員は，本人主体の方

針で支援に当たることが大切です。学校は，様々な体験的な学習や情報提供により，自己

理解を促し，主体的に進路選択ができるようにしていく必要があります。自己理解は，自

己評価を基に，他者評価も交えながら進めていきます。自己評価が高過ぎる場合や低過ぎ

る場合など，ケースに合わせて支援をしていくことが必要です。自己理解を促すことで，

進路先のマッチングもうまくでき，離職せずに，継続した就労につながる可能性が高まり

ます。

Ａ先生は，評価票を見て，希望している会社への就職は無理であるということを前提に

相談を進めています。現状の厳しさのみを伝え，頑張ろうとする意欲や姿勢を無視してい

るようです。評価票から読み取れる本人の課題にはふれず，就職が無理という結果のみを

提示しています。このような対応では，生徒が成長する機会を奪うだけでなく，やる気を

失い自己肯定感の低下にもつながります。

就職に関する相談では，本人の希望を十分に聴き，どうしたら希望する進路先に進むこ

とができるのかを一緒に考えていくことが大切です。その際，生徒が自分の課題を理解し，

その解決に向けて意欲的に向かうことができるように配慮をしていきます。希望が必ずし

もかなうわけではないことも踏まえ，その他の就職に関する情報提供を行っていくことも

必要です。

相談を進めていくに当たっては，本人と保護者の進路に関する思いが一致することで円

滑に進んでいきます。意見が違う場合もありますが，情報を共有し，双方の思いを受け止

めながら，十分に話し合い，将来の自立に向けた相談を続けていくことが大切です。
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Ⅴ 研究のまとめ

「教育相談の考え方・進め方」で示した内容は，既に多くの教職員が十分理解している

内容でしょう。しかし，そのまま校内研修会で確認しただけでは，教職員の教育相談は変

わらないかもしれません。

そこで，本研究では仮想事例の相談シナリオと解説を作成し，ロールプレイングを用い

た研修会を提案しました。前述のとおり，シナリオに沿って役割を演じることで，「教育

相談の考え方・進め方」で示した，教育相談における大切な要素の意味が具体的に理解で

き，自分自身の相談対応を振り返ることができると考えたからです。

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，その指導が相手を正しく理解した上での適切なものであ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。相手を“分かったつもり”になっているこ

とはないでしょうか，また，分かろうとする努力は十分でしょうか。教育相談の役割はと

ても重要です。

本研究において作成した諸資料を御活用いただき，対応・指導するためにどのように相

手を理解するか，どのように相手に伝えるかに配慮し，児童生徒や保護者，地域の住民か

ら「信頼される学校」を目指していきましょう。
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