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（６）生徒指導・教育相談

１ 生徒指導の基本的な考え方

(1) 生徒指導の意義

「生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質

や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことです。すなわち、生徒指導は、すべて

の児童生徒のそれぞれの人格のよりよい発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生徒に

とって有意義で興味深く、充実したものになることを目指しています。生徒指導は学校の教育目

標を達成する上で重要な機能を果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意

義を持つものと言えます。」 文部科学省(平22)『生徒指導提要』p.1
キーワード；人格の尊重 個性の伸長 社会的資質や行動力

ね ら い；自己実現 自己指導能力の育成

(2) 自己指導能力の育成

ア 自己指導能力を育成するためには

発達の段階に応じた自己指導能力の育成を図るには、各学校段階や各学年段階、また年齢と共

に形成されてくる精神性や社会性の程度を考慮し、どの児童生徒にも一定水準の共通した能力が

形成されるような計画的な生徒指導が求められる。

イ 自己指導能力育成上の三つの留意点

(ｱ) 児童生徒に自己存在感を与えること

○一人一人の存在は何ものにも代え難い存在であるという認識に立ち指導していくことが基

本となる。

○所属する集団から自分は必要な人間だと思われているという有用感や自分はこんなことが

できるんだという有能感、「できた」「わかった」という成就感などを味わうことができる

ようにする。

(ｲ) 共感的な人間関係を育成すること

○相手の立場で、相手の気持ちを理解し、互いの人格を尊重することができるようにする。

○教師は、児童生徒を受容し、児童生徒がお互いに認め合い、支え合うことができるような

温かい雰囲気づくりに努める。

(ｳ) 自己決定の場を与え自己の可能性の開発を援助すること

○自らの行動を選択・決定、実行させ、責任をとる場や機会を与えることによって、自らの

可能性について自信を確かなものにしていくことができるようにする。

(3) 生徒指導の内容

学業指導、個人的適応指導、社会性・公民性指導、道徳性指導、進路指導、健康・安全指導、

余暇指導など多岐にわたる。最近では、次のようなことが大切にされている。

○教師と児童生徒、児童生徒相互の望ましい人間関係の促進

○児童生徒の学校生活への適応や自己実現に関する問題の解決についての援助と指導

○しつけやマナー、社会性の育成など習慣形成に関わる指導

(4) 生徒指導の方法

生徒指導は、基本的に個別性を重視したものであるが、学校教育は学級単位の指導に代表され

るように、集団を中心として進められている。このことから、生徒指導における指導方法は、個

別指導と集団指導の二つに分けることができる。個別指導の代表的なものとしては教育相談があ
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り、一方、集団指導は学級経営がその基盤となっている。両者は、相互に密接な関連をもちつつ、

生徒指導の目標達成にかかわっている。

なお、集団指導と個別指導のどちらにおいても、「成長を促す指導」、「予防的指導」、「課題解

決的指導」の三つの目的に分けることができる。

２ 教育相談の基本的な考え方

(1) 教育相談の意義

「教育相談は、児童生徒それぞれの発達に即して、好ましい人間関係を育て、生活によく適

応させ、自己理解を深めさせ、人格の成長への援助を図るものであり、決して特定の教員だけ

が行う性質のものではなく、相談室だけで行われるものでもありません。・・・・教育相談は、

生徒指導の一環として位置付けられるものであり、その中心的な役割を担うものといえます。」

文部科学省(平22)『生徒指導提要』p.92

一人一人の児童生徒が、自己成長していくためには、受容される喜び、共に学び合う喜び、自

分のもてる力を発揮できた喜びなどを味わうことが大切である。そのために、教師は、「児童生

徒は、もっとよくなろうとする意欲や力をもった存在である」ことを信じ、それらを伸ばすため

の指導・援助を行っていくことが大切である。

(2) 教育相談の機能

ア 予防・開発的な機能

児童生徒の個性を伸ばし、社会性を身に付け、自己実現が図れるように指導・援助する機能で

ある。また、問題をもつ可能性の高い児童生徒や断続的欠席、服装の乱れなど問題を示しはじめ

た児童生徒を対象に、早期発見・早期対応を図ることでもある。問題行動が慢性化してからの支

援は、解決が一層難しくなるため、早期からの支援体制の確立など、その働きが一層強く求めら

れている。この予防・開発的な教育相談は、すべての児童生徒を対象にあらゆる教育活動を通し

て行うものである。

イ 治療的機能

いじめ・不登校、非行など適応上の問題や発達面、心理面の問題など明らかになった児童生徒

に対し問題に向き合い、児童生徒自身がそれを乗り越えられるように指導・援助する機能である。

この機能で特に留意したいことは、表面的に問題が消えたときが終結だと考えるのではなく、学

校という諸条件の中でも、可能な限り根本的解決につながる援助・指導を継続することである。

そのためには、専門機関と連携した取組が必要となる。

※ 教育相談を進めるには、教師がいかに相手の立場に我が身を置くことができるかが重要な課

題となる。そのためには、以下のことを大切にする。

①謙虚に自らを振り返ること

②研修を深め成果を同僚と分かち合うこと

③実践を通して学び続けること

教育相談は、知的な理解にとどめるものではなく、継続的に実践を通して学ぶものである。

(3) 教育相談と生徒指導

生徒指導と教育相談は自転車の車輪のように一つ一つとして喩えられるものではなく、「生徒

指導の中核」であるとし、非連続的に捉えられていた教育相談と生徒指導の関係を連続性のある

ものとして、両者の関係をとらえる。
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生徒指導も教育相談も、目の前の児童生徒最優先の姿勢（児童生徒理解）に徹し、一貫して指

導・支援にあたることができたとき、生徒指導と教育相談は完全に統合し「一体」と捉えられる。

なお、教育相談と生徒指導の相違点としては、教育相談は主に個に焦点を当て、面接や演習を

通して個の内面の変容を図ろうとするのに対して、生徒指導は主に集団に焦点を当て、行事や特

別活動などにおいて集団としての成果や変容を目指し、結果として個の変容に至るところにある。

(4) 教育相談の進め方

ア カウンセリング･マインドを生かした教師の態度を重視する

一人一人の児童生徒の心を緊張から開放し、そのよさを伸ばしていこうとする教師の受容的な

態度が必要である。児童生徒一人一人は、教師や友達に認めてもらいたいという欲求があり、そ

の欲求を充足させることが、児童生徒の活動へのエネルギーを引き出すことにもつながる。欲求

を満たすためにも次のような教師の姿勢・態度が大切である。

＜受容的態度＞

自己決定へ
傾 聴 → 受 容 → 共感的理解 →

の働きかけ
（承認）

○傾聴･･非言語的姿勢・態度で（あせらず、あわてず、最後まで）聴く。

○受容･･内容の是非よりも、言葉に込められた児童生徒の思いや願いを受け止める。

○承認･･成果を確かめ、成長を喜ぶとともに、次の目標設定への意欲を高める。

○共感的理解･･児童生徒の考えや感じていることを児童生徒の気持ちになって理解しようと

する。

○受容的態度･･行動の背景にある児童生徒の感情や態度を受け入れようとする。

イ 教育相談の基本的な聴き方、話し方（積極的傾聴）

教師が、児童生徒や保護者の話に積極的に耳を傾けることで、児童生徒や保護者にとって「自

分の気持ちを受け止めてもらっている」という安心感を与えることができる。また、不安を言葉

で整理することにより、児童生徒や保護者の心の安定を図ったり、自分の問題に気づいたり、解

決への意欲をもったりすることができる。そこで、(ｱ)～(ｴ)の技法を生かした傾聴が有効となる。

(ｱ) 単純な受容 （Ｃ：児童生徒 Ｔ：先生）

日常会話のうなずきにあたる｡うなずきで応答して、発言内容を理解したことを伝える。

Ｃ「先生、きのう、動物園に行ったよ！」

Ｔ「そうか！（そう！）」

(ｲ) 内容の繰り返し

児童生徒がかすかに言ったことでも、こちらが同じことを繰り返す。児童生徒は、自分の

言葉が届いているという実感を得て自信を持って話すようになる。

Ｃ「もう少し強くなりたい。」

Ｔ「そう、強くなりたいんだね。」
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(ｳ) 感情の伝え返し

児童生徒が少しでも感情の表現を出したときには、同じ言葉を児童生徒に返し、感情表現

を応援します。

Ｃ「一人ぼっちで寂しかった。」

Ｔ「寂しかったんだね。」

(ｴ) 感情の明確化

児童生徒が感情表現に的確な言葉を見いだせない場合、教師が言語表現して援助する。

Ｃ「 (興奮して)先生!できたよ!…できたよ!…(興奮したまま)」

Ｔ「そう、逆上がりが初めてできて、うれしいんだね。」

Ｃ「うん。」

３ 児童生徒理解について

児童生徒理解は、生徒指導・教育相談を進める上で基盤となる。

(1) 児童生徒理解に求められる姿勢

「教科指導においても生徒指導においてもその他のどのような教育活動においても、教育実

践が成果を上げるための大前提の一つは児童生徒理解です。なかでも生徒指導においては児童

生徒理解そのものが教育的関係の成立を左右するといっても過言ではありません。人は理解し

てくれている人には安心して心を開きますが、理解してくれていない人に対しては拒否的にな

り、心を閉ざしたまま対応するものだからです。しかも生徒指導においては愛と信頼に基づく

教育的関係が成立していなければその成果を上げることはできません。

そのため生徒指導においては共感的理解が求められるのです。児童生徒を共感的に理解する

ためには児童生徒について、また児童生徒の生育歴や環境などについて客観的事実を知る必要

があります。生徒指導はまず児童生徒理解から始まるといえるでしょう。」

文部科学省(平22)『生徒指導提要』p.40

児童生徒の自己成長を促す教育相談を進めていくためには、教師は一人一人の児童生徒を十分

理解しておくことが大切である。

(2) 児童生徒理解の必要性

生徒指導においてきわめて重要なものは、まず「教師が児童生徒一人一人を正しく理解する」

ことである。

このことは、教育におけるすべての基盤になるものである。

ア 教師の児童生徒理解

○教師が、児童生徒一人一人の特徴、傾向を把握することにより、その児童生徒にあった指

導・援助の目標、ねらい、内容、方法、場、機会などを決める手がかりとなる。

イ 児童生徒自身の児童生徒理解（自己理解）

○児童生徒が自分のよさを発見し、自分を肯定的にとらえることができる。
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(3) 児童生徒理解の内容

ア 児童生徒本人に関する事柄

○本人の能力、性格、身体状況、習癖、発達の程度、生育歴など

○興味・関心、要求、希望、悩み、自己理解など

○学業、出席状況、集団活動の様子、交友関係、家庭生活など

イ 本人を取り巻く環境条件

○家庭環境、地域環境、所属する部活動、情報メディアなど

(4) 児童生徒理解の方法

ア 共感的な理解（直接的なふれあいを通しての理解）

○教育相談活動や日常のあらゆる場と機会において、児童生徒の言動や表情からその心情に

迫る。

イ 客観的な理解（収集資料からの理解）

○観察、面接、調査、検査、作品、事例研究等を通して、学力、性格、友人関係、身体の健

康、家族関係等、様々な側面から児童生徒の実態を把握する。

※ 心理検査（テスト）の実施にあたっては、次の点に留意する。

① 実施にあたっては、必ず保護者の承諾を得る。

② 見方を固定せず、様々な角度から理解しようと心掛ける。

③ 目的を明確にし、目的以外に使用しないなど個人情報の取扱いには十分気を配る。

④ 一人で抱え込まず、必要に応じて専門家に相談する。

⑤ 可能な限り検査結果を本人に伝える。

(5) 資料収集にあたっての留意点

ア 個人情報の保護

○個人情報を学校としてどのように守っていくか、情報を共有する範囲はどこまでかを明記

した文書を、保護者や児童生徒に配付する必要がある。

イ 関係諸機関等との連携・情報共有

○収集した資料は教員個人で所有するだけでなく、目的に応じて整理し、教員同士の情報共

有や、地域、各機関との行動連携につながるような情報の共有が求められる。

ウ 計画的、多面的、継続的な資料収集と客観的な資料解釈

○観察法を始め、様々な方法で収集した資料は、目的に応じて適宜整理される必要がある。

質問紙調査法などは、年間計画に組み込むことが可能な場合もある。

○一つの方法で一人の教員が一回だけ資料を収集するのではなく、目的に応じて、複数の方

法で複数の教員が、必要であれば専門家の協力を得て複数回資料を収集することが大切で

ある。また、各手法についての実施方法から結果の解釈の方法まで、最低限の学習、研修

が求められる。

(6) 児童生徒の発達段階を考慮する

ア 児童期初期（小学校１～２年生）

この時期は、十分に相手の立場を理解し、相手の人格を尊重することは困難である。しかし、

後半になると、学校での規則的な生活や友人関係を通して、周囲が自分の思う通りに動かないこ

とを知り、次第に自己中心性が減少していく。児童期初期のものの考え方は、非常に具体的、実

際的であり、論理的、抽象的な思考は未熟であり、この特徴は容易に消えるものではない。

イ 児童期中期（小学校３～４年生）

この時期は｢徒党時代｣ともいわれ、これまでになく集団生活が盛んになる。自分たちの手で集
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団の決まりを作り、仲間集団との行動を通して、自分が仲間からどのように評価されているかを

気にするようになる。また、直感や具体的な経験を基にものごとを思考していた段階から論理的

に内容を解釈したり、客観的にものごとを見たりするなど、抽象的な思考力が急速に伸びてくる。

ウ 児童期後期（小学校５～６年生）

この時期は、保護者や教師への依存的な態度は、大幅に減少し、自立的な態度が発達するにつ

れて、自分の行動は自分で決定しようとする自律的な傾向が強くなる。また、社会的な行動も自

主的な判断に基づいて行うようになり、社会性や情緒面の発達も著しい。さらに、家庭や教師、

友達など身近な人の立場を考えて行動したり、共感したりするようになる。

エ 青年期初期（中学生頃）

この時期は、義務や権利、自由や責任などへの意識も高まるが、公的と私的の区別が混在した

移行期でもある。したがって、論理的に納得がいかないことがあった時や自分のやりたいことを

制限された時、仲間に同意を得られない時などにストレスが発生しやすい。そして、自分の中で

消化しようとしてイライラやモヤモヤが増幅されることも多くなる。青年期初期は、感情的なコ

ントロールが必要とされる時期である。

５ 生徒指導・教育相談の実際

(1) 学級・日常活動

ア 望ましい人間関係を育てる（支持的風土づくり）

(ｱ) 体験を通した人間関係づくりの活動

例 構成的グループ・エンカウンター（ＳＧＥ）、グループワークトレーニング、アサーシ

ョントレーニング（自己主張訓練）、ソーシャルスキル・トレーニング（ＳＳＴ）など

(ｲ) 日常活動の工夫（教師の自己開示）

○児童生徒との遊びや活動を一緒に楽しむ（昼休みや放課後など）。

○いろいろな話題で毎日話をし、ときには自分の失敗談を含めて自分のことを話す。

（朝の会や帰りの会、学活、全校・学年集会で）

(ｳ) 朝の会・帰りの会の工夫

それぞれの個性を発揮したり、互いの個性を認め合ったりする場にする。

○スピーチ活動（時間や題材などを工夫して）

※朝・帰りの会の先生の話が伝達にならないよう教師もスピーチを磨く。

○レクリエーション（班対抗のクイズやゲーム）

○掲示物作成（児童生徒相互の考えや思いが交流できるように）

(ｴ) 当番活動や係活動の充実（観点）

○自分のやりたいことが生かされているか。

○自分たちで工夫できるところはないか。

○自分たちで協働する場所はないか。

○メンバー、仕事内容が固定化されていないか。

イ 集団活動を通して個の成長を図る

(ｱ) 発達段階に応じた社会性の育成

○発達段階の特徴を理解する。

○人間関係を調整する力や集団生活を向上する力を身に付けさせる。

○さまざまな人々とのふれあいの場や機会を多く設定する。

(ｲ) 児童生徒の出番を重視する活動の充実

○楽しい出番にする。 ○やる気の出る出番をつくる。

○君だけの出番をつくる。 ○出番の際にみんなで賞賛する。
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(ｳ) 話合い活動の充実

○話合い活動の場は、個性がある（異質である）ことを認めさせる場、自己主張できる場で

ある。

○追究対象や追究方法ごとにグループ編制を行う。

○事前に、話合いの技能や態度の育成、ルールづくりなどを十分に行う。

ウ 基本的な生活習慣（マナー、ルール）を身に付けさせる

○集団の一員として必要な行動様式を場と機会に即して指導し、習慣化を図る。

○学校生活には一定の規範が必要であり、規範を守ることによって、学校生活が快適に送ら

れることを認識させる。

○生命尊重・他者への思いやり、もの・金銭の扱い、学習習慣、挨拶や言葉遣い、身だしな

み、規則の遵守、公衆道徳などの内容について段階的に根気強く指導するとともに、内面

化・意識化を図り、次第に自律的になるようにする。

エ 環境の整備に努める

(ｱ) 言語環境

○教師の言動が児童生徒のモデルになることが多い。

(ｲ) 物的環境（観点）

○児童生徒一人一人のよさが生かされているか。

○児童生徒一人一人が自分から参加できるようになっているか。

○教室の環境を整備できているか。児童生徒の努力の成果（作品等）を飾ったり、教室を

常に整理したりすることは、心の安定を図り学習意欲を高める。

オ 家庭・地域との連携を密にする

教師の考えや児童生徒の活動の姿・思いを家庭訪問や学級通信、保護者会等で保護者に伝える。

(2) 生徒指導と授業づくり

生徒指導は、教育課程として編成された教育活動はもちろんのこと、学校教育のすべての教育

活動の中で、適切に機能することが期待されている。教科指導における人間関係の調整による学

習意欲の向上、集団活動における適応への援助などがその一つである。児童生徒一人一人は、そ

の能力、適性などさまざまであり、学習内容が理解できず、不適応を起こす児童生徒も少なくな

い。このような不適応な子どもを救うには、個々のもつ学習上の悩みや諸条件を的確に把握し、

一人一人の事情に即した方針を決定して、適切な指導を行う必要がある。

ア 発達の視点をもつこと

年齢的な発達と同時に、個人としての発達にも差がある。同年齢の児童生徒であっても成長の

速さは同じではない。例えば、認知面の発達でいうと、学習の成就の度合いに差が生じることも

考えられる。また、道徳性、社会性の発達についても同様のことが言える。個々の児童生徒には、

今何が課題であり、その解決のためにどういう手だてをとればよいかを考えることが大切である。

さらに、児童生徒の成長を見通した上で、今必要なものを与えることが必要である。

イ 自己指導能力を育てる視点をもつこと

(ｱ) 自己決定の場を重視する

学習を進める際、教師は日頃の習慣から、すぐに適切と思われる内容や方法を与えがちである。

しかし、これからの授業は、児童生徒が自ら考え、自分を深く見つめ直すことを指導・援助する

ことが大切である。そこで、すぐに教師が指示するのではなく、児童生徒が選択・決定できるよ

うに配慮する。児童生徒が自ら考え、判断していく能力を身に付けるには、①学習課題・計画、

②学習場面・学習教材、③学習方法、④表現方法、⑤学習形態、⑥評価について考えたり、判断

したり、選択したりして自己決定させていくことが大切である。このような場面を自己決定の場

と呼ぶ。
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① 学習課題・計画の決定

② 学習場面・学習教材の決定

③ 学習方法の決定

④ 表現方法の決定（表現活動の重視）

⑤ 学習形態や場の決定（交流活動の位置付け）

⑥ 評価方法の決定

(ｲ) 共感的な人間関係を大切にする

共感的な人間関係は、教師と児童生徒、児童生徒相互の間に必要である。教師と児童生徒の人

間関係は教師の姿勢・態度によって培われる場合が多いため、ここでは児童生徒同士の人間関係

をつくるにはどうすればよいのかを中心に述べる。

① 一人一人が安心できる雰囲気づくりをする。

② 一人一人が自由に発言できる雰囲気づくりをする。

③ お互いに教え合い、励まし合う雰囲気をつくる。

④ 友だちのよさを再発見したり、認めたりする態度を育てる。

(ｳ) 自己存在感を与える工夫をする

自己存在感をもたせるためには、一人一人の児童生徒が授業の中で生かされているという実感

をもつことが大切である。そのためには教師が児童生徒の考えや言動を大切にすることが必要で

ある。

① 一人一人の児童生徒に｢授業に自分がかかわっている｣という気持ちをもたせる。

② 授業の中で、自分が必要とされているという実感をもたせる。

③ 児童生徒一人一人を大切にする。

(ｴ) 学習活動の展開例

＜導入＞ ＜展開＞ ＜終末＞

出 願 見 活 結 結
会 い 通 動 果 論
い し

・教材提示 交 ・追究対象 交 ・見直し活 交
・体験活動 流 ・追究方法 流 動 流
等 等 ・表現活動等

自己決定 自己存在感
共感的な人間関係

〈導入〉で学習に対する課題（楽しみ）をつくり、〈展開〉で解決のための力を付け、

〈終末〉で課題解決の喜びを実感するイメージで！

ウ 教師の姿勢・態度が重要であるという視点をもつこと

(ｱ) 授業に臨む教師の姿勢・態度

○一人一人のよさや可能性を把握しようと努める。

○解決の見通しをもたせ、自力で問題を解決するまで待つ。

○表面的な言動にとらわれず、その奥にある気持ちをくみ取る。

○今、どんな思いや願いをもっているかを把握しようと努める。

○児童生徒の発言から、現在のつまずきや誤りを把握する。

○活動や発言から、これまでの学習方法や学び方の特色をとらえる。

○私語・逸脱行動・忘れ物などの背景を探り、児童生徒を理解する。
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(ｲ) 授業中の具体的な言葉かけ

教育相談の基本的な聴き方、話し方スキルを授業中に活用することで、児童生徒の学習意欲や

自信を育むことができる。児童生徒の話をよく聴き、願いを理解した上で、個々の目標達成に向

けて考えるヒントを与えることが、心を交わしながら、学びを援助していくこととなる。

「聴き方」の原則→本人の安心感を高め、自己決定を促すために行うこと

○｢うん、うん｣｢なるほど｣｢そうだね｣（受容）

○｢おもしろい考えだね｣｢さっきとは～違うね｣（価値付け）

○｢それでどうしたいのかな｣｢～と考えるのかな｣（方向付け）

「ほめ方」の原則→自己肯定感を高めるために行うこと

○教師が多様な価値観をもつ。

・ほめるアンテナをたくさんもっている。（情報の収集）

・成績や運動能力などの「見える学力」だけでなく「見えない学力」を認める。

○プラス思考で評価する。

○児童生徒の成長や進歩を本気でほめる。（おだてやお世辞は見抜かれる）

○笑顔で接する。

○愛情や受容の心を児童生徒に伝える方法を教師がもつ。

「叱り方」の原則→本人を援助するために行うこと

○行為を叱る。人間性を否定しない言葉かけ。

※ 人間性を否定する言葉かけの例

「だからあなたはダメなんだ」

「そんなこともできないのか」

○その場で叱る。（ただし、場や状況に応じて事後に叱る場合もある）

○叱る理由を説明する。（善悪・適否などの理由を明確にする）

○できるだけ短く叱る。（くどい、長い叱り方は本人の心に届かない）

○他者と比べない。（「Ａ君、Ｂさんなら…」と言わない）

○過去のことを引き合いに出さない。（「いつもじゃない」「前にもあったよね」と言わない。）

(ｳ) 授業における規範意識の指導

○私語をしない、発表者の意見を聞く等の指導

○授業開始前の学習準備の指導、忘れ物をしない等の指導

５ 問題や悩みをもった児童生徒への対応と予防

児童生徒は、行動を通して、教師に自分の心を伝えようとしている。言葉でうまく表現できな

い、伝えられないために行動となって表れることがある。現象面だけで判断するのではなく、行

動せざるを得ない心を理解して、指導・援助することが大切である。
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(1) いじめへの対応

いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等

と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているものをいう。 平成２５年６月２８日公布『いじめ防止対策推進法 第二条』

学校は学業だけでなく人間関係を学んだり社会

性を身に付けたりする場所でもある。全てをいじ

めと恐れて排除せず、いじめのメカニズムを理解

し、児童生徒の行為をどのようにとらえ、どんな

指導をしたのか、常に説明できるよう記録したり

相談したりする。

○いじめを許さない教師の毅然とした態度が大

切である。

○いじめはどの学校、どの子にも起こりうると

いう意識をもつ。

○いじめの問題は、いじめられた児童生徒の受

け止め方や立場に立ってとらえなければなら

ない。

○いじめの兆しを感じたときは、関係職員や生

徒指導部に報告し、独断で行動しない。また

具体的事実が確認された際は、管理職の指示

でチームで対応する。

○緊急の対応

・被害者を守る対応策を立てる。

・いじめの集団構造（被害者、加害者、観衆、

傍観者）を正確に把握し、個々に適切に対応

する。

○保護者へ速やかに連絡する。

※ ｢いじめの早期発見・早期対応の手引－小・中学校編－｣及び｢福岡県いじめ問題総合対

策｣（改訂版）を積極的に活用し、日頃から予防的教育活動を心掛けることが重要である。

なお、近年増加傾向になるネットに関するいじめについては、「『ネット上のいじめ』

に関する対応マニュアル・事例集(学校・教員向け)平成２０年１１月、文部科学省」など

も参考になる。

いじめは、教師や保護者には非常に見えにくい行動であり、いじめを発見したときは、重大な

事態になっていることがある。

したがって、いじめを早期に発見し、指導することが大切である。

○早期発見のために

・時間や空間を児童生徒と共有する態度が重要である。特に、休み時間、掃除時間、放課後な

どに児童生徒とのふれ合いを多くもつ。

いじめ問題への対応の手順

いじめの発見

いじめられた児童生徒

一次対応（緊急対応）

いじめた児童生徒保護者との連携

○事実関係の把握
○心のケア

・安全の確保
・全面的な支援

○事実関係の報告
○信頼関係の構築

○事実関係の把握

周囲の児童生徒

○事実関係の確認

児童生徒からの報告

本人の訴え 「サイン」の発見

保護者からの報告

いじめの未然防止に向けた取組

いじめられた児童生徒 いじめた児童生徒保護者との連携

○プロジェクトチーム
による支援

○指導方針の伝達
○協働意識の向上

○いじめの態様に応じた
指導・援助

二次対応（短期対応）

学級での指導 当事者意識の高揚、共感的人間関係づくり、自己存在感を実
感できる学級づくり

いじめられた児童生徒 いじめた児童生徒保護者との連携

○適応の促進
○対人関係能力の向上

○家庭の教育力の
向上

○規範意識の育成
○人間関係づくりの改善

三次対応（長期対応）

全校での指導 人権意識を高める道徳・特別活動等の実践、いじめ問題を解決
できる学級・学年集団育成の指導の充実

協働体制の確立
指導方針の共通理解

いじめ問題対策委員会

教育委員会への報告 関係諸機関との連携
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・校外での児童生徒同士の交友関係に強い関心をもつ。

・いじめの早期発見のためのアンケート調査の実施や定期相談日・相談週間等の設定をする。

○当該児童生徒への援助・指導

・いじめられている児童生徒はもちろんのこといじめている児童生徒に関しても事実関係を的

確に把握し心の内にある心情を聴くことが大切である。そのためにも、教育相談的な姿勢・

態度で丁寧に、真摯に聴き取りをする必要がある。本人の心の痛みを温かく受容し、児童生

徒の立場で発達段階を考慮して、共感的理解に努めながら信頼関係を築くことが肝要である。

・本人（いじめられている子どもといじめている子どもの両方）の苦しい気持ちを受け入れる。

・あらゆる機会と場を活用し、その児童生徒の長所を引き出し、認めて自立への自信をもたせ

る。

・いじめの構造（『生徒指導提要』p.173）を理解し、望ましい学級集団づくりをする。

(2) 不登校への対応

不登校の定義

｢何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しな

いあるいはしたくともできない状況にあること（ただし、病気や経済的な理由によるものを除

く）｣ 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

ア 不登校児童生徒に対して

不登校には、いくつかのタイプがある。タイプに応じて適切な対応を取ることが大切である。

また、学校に行きたくても行けないなど、本人の状態や心情を共感的に理解し対応する。

○児童生徒の話をじっくり聴くことから始める。

・相づち（｢うん｣｢そう｣）をうったり、うなずいたりしながら聴く。

・児童生徒の話の内容を繰り返しながら聴く。

・児童生徒の表した感情をそのままの言葉で言い返す。

※ 児童生徒がとっている行動の意味や背景などを児童生徒の立場に立って推し量ることが大

切である。

○罪の意識や緊張感から解放する。

・精神的に追い詰めたり、登校を強制したりしても決して効果は上がらない。心理的不安や緊

張感から解放されない限り、登校はできない。（学校へ行けないことに対する罪の意識があ

ることに留意する。）

（教師の「なぜ」は、児童生徒の緊張や不安をあおるので慎む。）

・家庭訪問は、児童生徒の状態に応じて行い、人間関係づくりに努める。

※ 登校することに焦点をあてるのではなく、その児童生徒の登校したくてもできない心に焦

点をあてる。

○自然に受け入れられる学級づくりをする。

・特別扱いせず、ごく自然に接し、登校時の特別な歓迎は避ける。

・机の位置や班員の構成に配慮し、性急な学習への参加のさせ方は避ける。

イ 保護者に対して

不登校生徒を持つ保護者の気持ちを共感的に理解し、信頼関係づくりに努める。保護者と一緒

に解決していく姿勢を大切にする。

○保護者との連携を深める。

・不登校の児童生徒は会ってくれないが、保護者との面談で、児童生徒が登校を始めるケース

は多い。児童生徒同様に不安な保護者の気持ちを十分に受け入れ、支えることで保護者の態
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度に変容が表れる。それが児童生徒の気持ちの安定につながり、変容が促進される。

ウ 組織的な対応

(ｱ) ｢マンツーマン方式｣

不登校児童生徒と関わりの深い人達でプロジェクトチームを組織し、そのうち当該児童生徒と

最も信頼関係ができている教師が担当者となって年間を通して指導・援助を行う。

○担任一人で抱え込まずに、マンツーマン方式の活用や校内支援体制を機能させた取組にゆだ

ねる。

(ｲ) ｢児童の欠席状況調査（個表）｣の実施及び小・中連絡会等の開催

中学校が小学校から情報を入手し、不登校を未然に防止するための基礎資料とする。

(ｳ) 他の職員・関係機関との連携

校長、教頭、主幹教諭、同学年への報告や生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー・

スクールソーシャルワーカー等との連携を図り、児童生徒の状態に応じた対応を行う。また、状

況に応じて少年相談センター、教育支援センター（適応指導教室）等の関係機関との連携を行う。

(3) 問題行動の対応と予防

ア 問題行動への対応の基本的な考え方

(ｱ) よいことはよい、悪いことは悪いと是々非々で対応する姿勢をもつ

○悪い行為はきちんと指導して認めさせる。理由を聞くのはその後にする。

(ｲ) 問題行動等への具体的な対応手順を決め、教職員の共通理解を図る

○学校組織として臨機応変に対応できるよう、事前に生徒指導部会などで検討しておく。

(ｳ) 児童生徒の状況把握につとめる

○チェックリスト（遅刻、集中度、表情など）、心理検査の活用

○休み時間の動向（仲間関係、遊びの傾向、過ごす場所など）

○保護者との日常的な連携（友人関係、家庭での様子など）

○他の教師との情報交換や協力体制づくり（一人で抱え込まない）

イ 落ち着きのない行動を取る児童生徒への対応

落ち着きのない行動をとる理由とその背景を理解することが大切である。成長過程における様

々な環境の要因が人の体質・素質と相互作用し、その結果、独特の性格を形成する。したがって

児童生徒の性格特徴はかなりの程度、家族の在り方の反映であり、幼稚園、学校社会の在り方の

反映であり、それらに直接的、間接的に影響する社会の在り方の反映である。問題行動は突然に

出現するものではない。環境とかかわりながら発達の進む中で徐々に準備されるものである。

○本人に「落ち着きがない子」と意識させることはかえってマイナスの場合が多い。

・「みんなに迷惑をかける」「自分はダメな子」という意識をもってしまう。

・「今、気になることがあるのかな。」「何か心配なことがあるんだね。」と言語化し、それ

から指導する。

○責任をもたせる場をつくる。

・自分の所在が不安定で集中できない。そこで、小さな役割を与え、きまりや約束を守らせ

ながら責任をもたせていく。

○感情のはけ口や感情交流の場をつくる。

・楽しい遊び・おしゃべりなど自分の感情を発散できる場と時間を保障したり、感情を交流

したりできる場をつくる。

○保護者と連携し、生活態度・生活環境の調整を図る。

○担任以外の教職員や養護教諭の対象児童生徒へ対する見方・考え方等、多面的に児童生徒

を見とれるように積極的な連携を図る。

○専門機関との連携を図る。
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諸機関や施設と平素から連絡を密にしてその機能、目的をよく理解することが大切である。

これらの機関の利用には当然、保護者の理解を得る必要がある。

・児童相談所、福祉事務所、保健所、精神科医、小児科医、臨床心理士、教育センター、

相談センター、適応指導教室、特別支援学校 など

ウ 暴力行為への対応

暴力行為とは、｢自校の児童生徒が故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為｣

をいい、暴力の対象により｢対教師暴力｣（教師に限らず用務員等の学校職員も含む）、｢生徒

間暴力｣（何らかの人間関係がある児童生徒同士に限る）、｢対人暴力｣（対教師暴力、生徒間

暴力の対象者を除く）、学校の施設・設備等の｢器物損壊｣の四つの形態に分けられています。

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

(ｱ) 暴力行為を行う児童生徒に対して

児童生徒は生まれながらに乱暴であったわけでない。成長過程で学習してきた結果である。乱

暴にでも振る舞わなければ、自分の感情を処理することができないために行動となって表れてい

る。乱暴な行動をとることによって、「シグナルを発している」と理解する。

○その行動の背景に潜むものを理解する。

・乱暴さえ抑えればいいというものではない。

「うるさい、関係ないだろ！」という発言の背景に「わたし（ぼく）の気持ちを分かって

よ。」という気持ちが込められている。

○乱暴というシグナルを大切にする。

・ついつい見失いがちなその児童生徒とのふれ合いのチャンスである。

・「今の気持ちをどうしたらよいのか」という自分では解決できない思いを発している。

○人との関係で乱暴になったことを、人との関係の中で改善していく。

○行為については、厳しく戒める。

・行為の内面には共感しても、「行為は決してよくない」といった毅然とした態度で接する。

・暴力行為は認めないが、気持ちは受け入れる。

・自分の暴力行為について考えさせ、本人が納得するまで話し合う。

○力をもって押さえようとせず、気持ちを考える。

「すごくしゃくにさわっているんだね。」「悔しいんだね。」

○当該児童生徒への接し方が周りの児童生徒の接し方のモデルになることを意識する。

○アンケートや心理テストを実施してみて客観的な見方を一度行ってみる必要もある。

○その児童生徒の長所を認め、伸ばす。

・認められることによって、暴力行為が消失する。

○校内の環境整備（美化）につとめる。

○保護者との連携を深める。

・保護者の気持ちを十分に受け入れ、支えていくと保護者の態度に変容が現れ、共に協力し

ていくことにつながる。

(ｲ) 出席停止について

学校が継続的に指導してもなお改善が見られず、暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に

対し、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、市町村教育委員会は、出席停止制

度の措置をとることができる。この制度は、出席停止を命じる児童生徒本人に対する懲戒という

観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するとい



- 183 -

【生徒指導・教育相談】

う観点から設けられている。

○当該児童生徒が学校へ円滑に復帰できるよう学習を補完したり、学級担任等が計画的かつ

臨機に家庭への訪問を行って読書等の課題をさせたりする。

○出席停止の期間終了後においても、保護者や関係機関との連携を強めながら、当該児童生

徒に対する指導を継続する必要がある。

(ｳ) 警察等関係機関との連携

問題行動の中でも、校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合は、学校だけで

抱え込むことなく、直ちに警察等の関係機関と連携し、対応する。また、警察、児童相談所、保

護司、民生・児童委員等の関係機関の協力を得たサポートチーム等を組織し立ち直り支援を図る。

(4) 配慮を要する児童生徒への対応

以下の様な児童生徒の行動が見られる時は、特別に配慮が必要となる場合がある。

・忘れ物が多い。 ・同じ過ちを何度も繰り返す。

・学校でも家庭でも落ち着きがない。 ・よく動き回り授業中離席することが多い。

・強いこだわりがある。 ・学習成績に大きな偏りがある。

こうした児童生徒には、行動観察チェックリストを用いて行動観察したり、他の教職員からの

意見を聞いたり、家庭での様子を尋ねたりするなど多面的な情報を集め、再度、十分な児童生徒

理解をする必要がある。また、｢なぜ指導がうまくいかなかったのか｣と自分自身の行動や態度な

ど指導の在り方を振り返ることも必要である。（具体的な方法は、特別支援教育の項を参照）

(5) 命の教育と自殺の防止について

ア 命の教育の意義

(ｱ) 命を取り巻く危機的状況と命の教育の必要性

児童生徒の命に関わる深刻な事件や事故が続いている。生や死の意味について真剣に考え、命

のかけがえのなさや人生が一度しかないことについて理解し、命の大切さや生きる喜びを実感と

してとらえる場が必要である。

(ｲ) 命の教育を進める視点

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育で、命の大切さを考えさせることが必要である。具

体的には、道徳の時間はもとより、総合的な学習の時間や教科の中で、また特別活動との関連も

図りながら、生や死に関わるテーマを立て、教育課程全体を見渡して取り組む必要がある。

(ｳ) 命の教育から自殺予防教育へ

児童生徒を直接対象にした自殺予防教育を学校全体の教育活動として位置付け、小学校から系

統立った命の教育の実践を積み上げていくことが大切である。そうすることで、教員自身の命や

死、自殺の問題への理解が深まっていく。

イ 自殺の防止

(ｱ) 自殺の危険因子

自殺は様々な要因が複雑に関連して生じる現象で、危険因子が多く当てはまる児童生徒には潜

在的に自殺の危険が高まる可能性がある。特に重要な自殺の危険因子として、自殺未遂歴、心の

病、孤立感、事故傾性などがある。

(ｲ) 自殺の危険を感じた場合の対応

自殺の危険を察知した場合の対応としてＴＡＬＫの原則がある。これは、Tell（心配している

ことを言葉で伝える）、Ask（真剣に自殺について尋ねる）、Listen（傾聴）、Keep safe（一人に

せず一緒に居る）の頭文字をとってまとめたものである。


