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〈資料〉

2017年度「学びのパネル」講演録

石本雄真・小谷健一

はじめに

学校は，教科指導だけを行う場ではなく，生徒指導も重要な役割となる。生徒指導においては，まず学級経

営という形での環境整備が重要である。学級経営が良好であることは，教科指導を行う上でも必須の条件とな

ろう。また，生徒指導は児童生徒への働きかけのうち，教科指導以外のものすべてを含むものであるが，生徒

指導の中でもとりわけ意図と形式が明確化した働きかけを教育相談と呼ぶ （ただし， 場面によってこの使い分

け方は異なることがある）。教育相談には，大きく分けて予防的なものと治療的なものが存在し，いずれも生

徒指導上非常に重要なものである。このような背景をもとに，今年度は，「学びのパネル」（パネル・ ディスカ

ッション）として，「学級経営」，「教育相談」という 2つのテーマでそれぞれ3名のパネリス トに登壇いただ

いた。ここでは，「学ひ、のパネル」（パネノレ・ディスカッション） の様子を逐語録として紹介する。

なお，個人情報に関する内容については削除・ 改変を行っている。また，講演は写真を含めたパワーポイン

ト資料をプロジェクターで投影して行われており，写真やスライドを指示しながらの場面が含まれるが，文中

には特にその箇所を明示していない。

テーマ1 「学級経営」

（小谷）これから第 l回目のパネノレデ‘イスカッションを始 たちが発表しようとしなかったり，友だちと相談できなか

めます。今日のテーマは 「学級経営」です。 ったり，わからないところを友だちとか先生に聞いたりで

パネリストの先生を紹介します。まず，左側が鳥取市立大 きなかったりということになります。そうすると， やっぱり

正小学校教諭の米村立郎先生です。次が八頭町立郡家西小 学力は伸びてし、かないということが出てきます。また， 不登

学校教諭の田中薫子先生です。その右側が鳥取市立美保南 校とかそういった問題に関しでも，当然学級での居心地が

小学校教諭の霜田文子先生です。今日の司会は鳥取大学教 よくなかったら，それだけで要因にはなりませんけども，学

員養成センターの石本雄真先生です。それでは，よろしくお 校に行きにくくなってくるっていう可能性も出てきますよ

願いします。 ね。例えば，発達障害，もしかしたら特性の問題だから学級

（石本）教員養成センターの石本です。今日の学ひ。のパネル

のテーマは 「学級経営」ということです。もしかしたらまだ

l年生の方とかは，何で学校に経営があるのかと思われるか

もしれません。経営っていったらなんとなく ヒゃジネスっぽ

いですよね。なんで学級経営としづ言葉を使うのかは，僕も

よくわからないんですけれど， 一般的に学級の運営とかク

ラスづくりとか，そういったことを学級経営っていうこと

があります。これってけっこう重要で，すごく初歩的で肝心

なことなんですけど，学秘経営を教わるってことは，あまり

大学の授業ではないと思うんですよね。でも， いざ教員にな

って， 最初からしないといけないのってそこですよね。 一番

時間を割くのも多分そこです。

皆さんは，子ど、もの問題って，どういうものを思い浮かべ

ますか。いろいろあると思うんですけど，例えば学力の問題

とかあります。それに関して， 算数とか，国語とか，どれだ

け上手に教えても，学級経営がうまくいっていなければ子

どもの学力は伸びません。例えうまく教えられでも，子ども

経営とかあんまり関係ないと思われる方もいるかもしれま

せんけど，そんなことはないです。学級経営がうまくいって

いるクラスでは発達障害の率は下がります。学級経営がう

まくいってなかったら発達障害の率は上がります。これ， l

年生，まだ学んでいない人はピンとこないかもしれません

けど，基本的に発達障害っていうのは特性だけでは決まら

ないんですよね。それは本人が困っているかどうかで決ま

ります。困るかどうかは，クラス環境， クラス運営のあり方

によって変わってきます。だから同じ特性を持っていても，

学級経営がうまくいっているところでは，全然何の困りも

示さない子どももいるんですよね。でも，学年が変わって担

任の先生も変わり，さらにクラスメンバーも変わって，なん

となく落ち着かないクラスになった途端にすごく困り出す

子どもも出てきてます。これは学級経営の差です。本人の特

性だけで決まってこないっていうのは，そういう意味なん

ですよね。学級経営っていうのは，本当にすべてにかかわる

根幹的な話なんですよね。

今日は， 3人の学校現場の先生方からお話を聞きたいと思
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います。貴重な機会ですので，よく聞いて参考にできるとこ

ろは参考にして，疑問に思うところは，後で聞いてくれれば

と思います。お一人 20分ずつくらいで話していただいて，

後で皆さんからの質問も，ぜひあげていただきたいと思い

ます。それでは，米村先生，お願いします

( 1 ) パネリスト講演：

米村立郎鳥取市立大正小学校教諭

（米村）では，始めさせてもらいたいと思います。あらため

まして，皆さんこんにちは。僕は鳥取市立大正小学校で勤務

しております，米村立郎と申します。今日はよろしくお願い

いたします。簡単に自己紹介をします。僕は小学校の教員に

なって，今年で 19年目になります。大学を卒業した 1年目

は，もともと自分の実家が中部なんですけども，倉吉市にあ

る「中部適応指導教室」で，不登校など様々な理由で学校に

行くことができない小・中学生と一緒に学習したり遊んだ

りするっていう指導員をしていました。その後，次のような

流れで今日に至っています。さきほども言いましたけども，

中部出身なので，講師時代は3年間中部勤務が続きました。

その後，採用が東部で，このすぐ隣にある湖山小学校での勤

務を四年間させてもらいました。そのあと，倉田小学校，そ

して今の大正小学校というふうに続いています。ご覧にな

ってお気づきの通り，高学年を担任することがとても多か

ったので，これから今日；お話しする学級経営についても，高

学年の学級を担当したときのことがもとになっています。

低・中学年には当てはまらないことも多々あると思います

けども，どうぞよろしくお願いをします。

さて，僕は，基本的に学級経営はこうすれば絶対にうまく

いくっていうようなマニュアルはないと考えています。な

ぜなら，毎年目の前の子どもたちは異なるからです。クラス

のメンバーが変われば，その学級の持っている雰囲気や文

化も違いますし，もっと言えば，同じ子どもでも日々刻一刻

と変化をしています。ですから，今日皆さんのお役に立てる

お話ができるか自信はないんですけども，改めてこの 19年

聞を振り返ってみて，自分が目の前の子どもたちに，そのと

きに必要だと感じて行ってきた実践を紹介できたらという

ふうに思っています。

まず始めに， マニュアルはないと言いつつも，これまで担

任してきた子どもたちに必ずしてきたことがあります。そ

れは始業式の日，初日ですよね。学級聞きの際に子どもたち

と宝探しをすることです。 4月の始業式の日ですから，僕も

なんですけれども，子どもたちもとっても緊張しています。

そんななかで，ふいに 「これから宝探しをします。宝は6個

あります」と言うと，子どもたちは大盛り上がりです。宝は

前日に教室内のいたるところに隠しておきます。ほどなく

子どもたちは 6つの宝を探しあてます。その宝っていうの

は，こんなものなんです。 1文字ずつひらがなを書いていま

す。これをよくみたらドラゴンボールみたいになってるん

ですけども， 1文字ずつひらがなを書いたものを6つ教室内

のいたるところに隠しておいて， 「じゃ，これから宝探しす

るからね。ヨーイドンjということで， 子どもたちに探させ

ます。子どもたちがこの6つのカ｝ドを見つけてきたら，黒

板に貼ります。 6つの宝を並べると，ある言葉になるんです

けども，皆さんどんな言葉になるかわかりますか。宝ってい

うぐらいですから，1年間子どもたちに大事にしてほしいっ

ていう担任の思いを込めた言葉になるようにしています。

子どもたちもすごくいろいろ考えてくれて，例えば，「う～

ん，何が大事かな。学ぶかな。時聞かな」などと出てきます。

僕が子どもたちに伝えたい言葉，「なかま ・じぶんJという

言葉になります。これを子どもたちに紹介して，担任の思い

を語ります。「宝って言ったでしょう。宝物って大事だよね。

仲間は宝物です。だからこそ大事にしていくんだよ。そして

自分も大事にするんだ、よ」というふうに， まず初日に，担任

として子どもたちに伝えたいことを伝えます。まあちょっ

とね，子ども煽しなところもあるんですけども，こういった

形でスター トしていきます。僕がこれまで担任をしてきた

なかで，あくまでも高学年中心なんですけども，大切にして

きたことは，誰とでも安心できる学級をつくる，そしてその

ための仕掛けをする，そのための努力をするということで

す。では，子どもたちにとっての安心とはいったい何でしょ

うか。それは，認めてくれる仲間，先生がし、るということだ

と思います。 したがって僕は，学級経営ということなんです

けども，学級づく りという言葉に置き換えて考えてみると，

学級づく りは，仲間づくりというふうに捉えています。その

ため年聞を通じて子どもたちがお互いを認め合ったり協力

し合ったりする場をできる限り多く設定することに努めて

います。

このあたりから具体的なお話ができたらというふうに恩

うんですけども，例えば，日々の取り組み，毎日の取り組み

として，毎日，帰りの会というのをしてるんですけども，そ

の帰りの会のなかで，取り組んでいる， 「キラリみつけ」と

いうものがあります。これはどんなものかといいますと，毎

日隣の席の友だち同士，その日に頑張っていたことや，キラ

リと輝く姿を伝え合うというようなものです。6年生ですか

ら，だんだんと男の子女の子，お互い意識をし始める時期で

はあるんですけども，この瞬間はとってもいい笑顔になっ

て，キラリを見つけてくれた子のほうも， 「ありがとねJっ

ていうような形で， とてもあったかい雰囲気になります。こ

れはずっと続けてきてよかったなあっていうふうに思って

いるものの lつです。それから毎日の取り組みではないん

ですけども，定期的な取り組みとして， 「キラリカード交換」

というのをしています。例えば，毎月 1回席替えをするんで

すけども，席替えをする直前に， 1カ月間隣同士お世話にな

りましたっていうような気持ちをカードに書かせています。

それを，写真のほうにも出していますけども，いつでも誰で

も見返すことができるような形で教室内に掲示をしていま

す。

それから，定期的な取り組みの2つ目として，「学級全員

遊びJというのをしています。毎週木曜日，大正小学校では

掃除時間をカッ トして昼休憩の時間を長くして，触れ合い

時間を取りましよ うという取り組みをしています。月に2回
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程度 「学級全員遊びjというのを行っています。全員という

ぐらいですから， 1人ももれなく参加します。これはフル｝

ツバスケットですかね。天気が悪かったので，教室の中でで

きることということで， まあ珍しくもなんともない遊びで

す。天気がいいときには，外で鬼ごっこをしたりしています。

それから定期的な取り組みの3つ目として，まあ学期にl

回程度，鳥取市は前期後期2学期制ですので，まあ年に2回

程度ぐらいしかできてないんですけども，学級の仲間づく

りと して，学級活動の時間にちょっとしたレクリエーショ

ンをしています。 どんなことをしているかといいますと， 写

真の右下は，これは3年ぐらい前のものです。 6年生でした

ものなんですけども。特別なことではなくて，チラシですよ

ね。広告チラシをハサミであらかじめ切っておいて，切った

ものを 10ピースぐらいに分けておきます。それを茶封筒に

入れて，各グ、／レープに袋を渡して，どのグ〉レープがいちばん

最初に完成させることができるかというようなことをして

います。子どもたちは，男の子女の子同じ班にいますけども，

ワイワイガヤガヤ，ああでもないこうでもないって言いな

がら，お互いに協力する心とかを高めているといったとこ

ろです。それから，その他の3枚につきましては， 今年の写

真なんですけども， 子どもたちが机の上にいろいろなパラ

パラとしているカードが置いてあります。私たちのお店屋

さんといって，白地図みたいになっている町の地図がある

んですけども，それぞれの場所が何屋さんでしょ うってい

うようなものです。ヒントカードがありまして，例えば 「四

角い建物はスーパーと蕎麦屋です」っていうようないくつ

かのカードを紐解きながら，どこが何屋さんだ、っていうよ

うなことをグループで協力しながらやっていくというよ う

な活動を定期的にしています。ちなみにということで，左下

の方に紹介させてもらっていますけども，グ、ループ活動で

すとかリ クリェーションですとかっていうときに僕が参考

にしている本です。 2冊紹介していますので，また興味のあ

る方は手に取ってみていただけたらなというふうに思って

います。

では次に，別の視点から仲間づくりを考えてみたいと思

います。小学校では，年聞を通じてたくさんの行事が行われ

ています。その一つひとつに，仲間づくりの視点を入れると

いうことをやっています。学校行事などを通じて共通の成

功体験をさせ，学級に一体感を持たせることも仲間づくり

に一役買ってくれます。これは運動会の応援に使う旗を作

成しているところです。こちらはなるべく口を出さずに，子

どもたちに任せて，頑張ってつくってごらんというような

ことを意識的にしています。グループでやりますので，なか

にはデザインが得意な子， 色塗りが得意な子など， 一人ひと

りの得意なことを合わせながら作業を進めていきます。そ

んななか，徐々に子どもたちのなかでリーダー性を発揮し

て全体をまとめようとする子どもが現れてきます。ただ， 学

級経営をする上でリーダーだけが育っていてもなかなかう

まくいかないなってし寸実感は持っています。これも学校

行事を通じての仲間づくりの lつ，運動会なんですけども，

これは15人 16脚かな，リーダー1人が頑張っていても，う

まくいかないっていうようなことをあえて仕組んで，運動

会の競技にいれていくという取り組みです。真ん中に立っ

て右の方を向いてる子がリーダーで，「おい， ちゃんとしよ

うでjって言ってるんですけども，なかなかうまくいかない

ですよね。そのうちに周りの子が，フォロワーっていうふう

に僕は呼んでいるんですけども，リーダーではない子ども

たちが，リーダーに協力的になっていく というような場面

を化組んでいくっていうことをやっています。

これは 3番目，一手聞かけてというふうにありますけど

も，以前は，運動会のスローガンづくりは，運営委員会の子

どもたち 10人ぐらいが， 1枚の大きな布に，スローガンを

書いていくというようなことが続いていました。校長先生

に「今年は6年生にさせてください」とお願いをしました。

僕の今持っているクラス 22人，転校する前だから23人で

す。 この写真は23文字あると思うんですけども，I人 l文

字ずつ担当して仕上げました。 当日はスローガンづく りと

同じくひとり一人が役を持って運動会を支え，成功させる

ことができて，学級の一体感が高まったかなと感じていま

す。また， 子どもたちにとって一番楽しみな学校行事は，修

学旅行かなっていうふうに思っています。その修学旅行の

前は，例えば見学地でのマナーとか，お風呂の入り方とか，

パスの乗り降りの仕方なとーについての事前指導を行います。

ここでも仲間づくりの視点を持って指導を行し、ました。こ

れは，修学旅行に行く 1週間前に教室のドアのところに貼

ったクイズです。毎日 1個ずつクイズの答えを貼っていき

ます。で，修学旅行で大切にしたい4つのキーワード、ってい

うふうにだしていますけど，僕が子どもたちに，こんなこと

を大事にして修学旅行に行こうねっていうメッセージにな

ります。どんな漢字が入るでしょ うか。もちろん修学旅行と

いう漢字以外だよっていうことで，子どもたちに考えさせ

ました。皆さん，どんな漢字が入るかわかりますか。もちろ

んに仲間づく りに関するもので， 仲間を大切にするために，

お互いに念頭においてほしいという気持ちを込めた漢字が

入ります。例えば，「シュウガク リョコウ」の「シュウIは，

子どもたちに伝えたのは 「集I，集まるっていう字ですよね。

集団行動の 「集J，勝手な行動はみんなに迷惑をかけますよ

っていうようなメッセージを伝えました。 「シュウガク リョ

コウJの 「ガク」は楽しいという字， 「リョコウ」 の 「リョ」

は配慮、の慮という字，「リョコウJの 「コウ」は考えるとい

う字というように，子どもたちに仲間を大切にしてほしい

というメッセージを入れていきました。例えば，楽しいとい

うのは，一部の仲良しグ、ループの子だけが楽しむような修

学旅行ではダメですよというようなことを書いて子どもた

ちに伝えました。それから慮のなかには，お互いに心配りを

することができたなら，きっとみんなが楽しいと思える修

学旅行になります。最高の思い出をつくってまた鳥取に帰

ってこようねっていうようなメッセージを伝えながら子ど

もたちの仲間づくりを目指しました。 こんな感じで，1日l

枚l文字，1文字ずつ貼っていって， 子どもたちが「集楽慮

考」というのを完成させていったという取り組みです。それ

から学校行事のなかで，やはり大きな行事の 1っと して学
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習発表会というのが秋にあるんですけども，との学習発表

会のなかでも仲間づくりの視点を持って指導にあたりまし

た。これは学級通信の一部なんですけど，例えば，「子ども

たちが，小道具づくりしていて，絵の具や墨を床に落として

しまった子どもたちがいたら， 率先して掃除を手伝ってく

れた子がいましたよIとか， I代わりに荷物を運ぼうとした

子どもがいましたよ」というような，子どもたちの変容を保

護者に伝えるということをしています。今年の学習発表会

なんですけども，一生の思い出に残るような共通の成功体

験をさせたいなと思いまして，書道ノ4フォーマンスに挑戦

しました。練習では墨が垂れてしまって判別不能な文字に

なってしまったりとか，いろいろあったんですけども， 本番

ではうまく完成させることができ，会場からたくさんの拍

手をいただくことができました。また，これは昨年のことな

んですけども，校内縄跳び大会で，学級の一体感を持たせる

ために，校内だけではなく，ネット上に自己申告することで

簡単に参加できる県教委主催の学びの王様ランキングにお

いても 1位を目指して練習に励みました。縄跳びの得意な

子は苦手な子が輸に入るタイミングを，背中を押して教え

るなどの協力がみられました。その結果，校内縄跳び大会で

は， 6年生を抑えて優勝することができました。なによりも

学級の一体感が高まったということが印象として残ってい

ます。仲間づくりに役立ちそうなものは，どんどん利用しち

ゃおうというような考えで，学級経営をいま進めていると

ころです。これは番外編になるんですけども，お世話になっ

た先生とのお別れの日にサプライズをおこなったシーンで

す。（動画）今年の9月ぐらいなんですかね。お別れする先

生はもう号泣ですよね。それを見ながら子どもたちと「大成

功，イェーイJなんて言いながら，教室でまた一体感が高ま

ります。一tね惑を高めることができそうなことは，どんどん

取り組んでいこうというよ うな感じでやってきました。忙

しい学校現場では， 学校行事っていうのが，ついついこなし

ていく感覚になる場合もあります。ただ，みんなで 1つのこ

とに向けて取り組んでいく過程は，子どもたち一人ひとり

の心の距離を縮めてくれます。そして，一つの目標をみんな

で達成したときの達劇惑は 「仲間って大事だよjっていう僕

の言葉よりも，何倍も説得力があるんじゃないかなという

ふうに思います。ときに意見の対立や喧嘩もありますけど

も，それを乗り越えることも貴重な体験だなというふうに

思っています。

ここまでは仲間づく りに関して，子どもたち同士認め合

い，あるいは共通の成功体験をさせるというような視点で

お話をしました。もう 1つ僕が大事にしていることは， 教師

と子どもは友だちではないんだけど，素敵な学級を一緒に

つくっていく仲間であるという視点です。 子どもたち同士

がつながっていても，担任が子どもたちから信頼されてい

ない学級はちょっとやばいですよね。さきほど先生からも

お話がありましたけれども，学級崩壊という言葉がありま

す。学級崩壊した学級って， 実は子どもたち同士はすごく仲

がよかったり，粋が深かったりする場合が往々にしてあり

ます。ただそこに教師が入れてないだ、けであって，そういっ

た場合というのは多々あるように感じています。教師と子

どもの聞に信頼関係がなければ，学習も成り立ちません。さ

きほどもお話がありました。そんな学級は勉強したい子ど

もたちにとって， 安心できる学級とはし、えないですよね。子

どもたちとの信頼関係を築くために，僕が取り組んでいる

ことは次のことです。一般的に言われていることなので代

わり映えしないんですけども， やっぱり褒めること，子ども

たちの姿を捉えて， 肯定的に褒めていくことがとても大切

だなあと思っています。学校生活の様々な場面で褒めるこ

とを意識しているんですけども， 褒められるとやっぱり嬉

しいですし， いつも先生が見てくれているという安心感が

生まれます。それが信頼関係につながっていくんじゃない

かなと考えています。これは最近，高知大学の鹿嶋真弓先生

に教えていただいたことなんですが，次の 3つの承認、が大

事だというふうに教わりました。私たちがよくする承認のl

つだと思うんですけども，「00さんすごいね，さすが00

さん。00先生から聞いたけど…」というような，子どもた

ちの行動の結果を褒める結果承認。それから，挨拶を交わし

たり， その子のよし、ところをどんどん伝えていく相生承認、

もう lつ大切なのが，「静かに廊下を歩いているねJとか，

「やさしい声かけができたねjなど，その行動の事実を伝え

る行動承認、， これがとても大事なんだということを，最近教

わりました。高学年の子どもたちなので，あまりレベルの低

いというか，なんてことないことを褒めると， 「先生，そん

なんで褒めるなんて， 当たり前だし」 みたいな，けっこう醒

めてる子どももいるんですけども，行動承認っていうのは，

害｜！とすんなり と受け止めてくれる子が多いなあと感じてい

ます。また，こう したら褒められるとしづ行動規準を示すこ

とにもつながりますので，特に規範意識が低い学級ですと

か，やや荒れがみられる学級のときにはとても有効だなあ

と感じています。それから，直接的な言葉かけによっての承

認も大事だと思うんですけども，僕のクラスでは， なるべく

毎日，朝の黒板メッセージという取り組みを行っています。

これはマラソン大会の次の日ですかね。黒板に書いたメッ

セージなんですけども， なんかI真剣な眼差しが・.Jとか「自

分との勝負に勝てたようですねIなんて，言葉で言うとちょ

っと照れくさいようなことも， 文字にするとまあ表現でき

るなっていうふうに思ってます。黒板メッセージを始めた

頃は，けっこう子どもたちも見逃していて， 「これ読んでく

れたIなんて言ったら「ああ，気づきませんでしたIみたい

な子もあったんですけども，続けているうちに， I先生今日

は何を書いてるかなあ」っていうふうに楽しみにしている

子どもも出てきました。こっちがうっかり書き忘れている

と， f先生， 今日はどうして書いてないんですか。昨日忙し

かったんですか」なんていうふうにツッコミを入れる子ど

もも出てきました。 それから，これは学習発表会の次の週で

すかね，週明けに書いたものですね。こういった黒板を使つ

てのメ ッセージ，それをもとにした承認というのをしてい

ます。それから余談なんですけども，この黒板メ ッセージは

常に承認の言葉だけではなくて， 褒める以外の目的で書く

こともあります。これ下足の様子，昨日の放課後の下足の様
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子がたいへん素晴らしいっていうふうに，いっけん承認し

ているようなんですけども，本当はそうじゃなくて，むしろ

逆で，実はできてなかったんです。そういうときに，このよ

うに書くと， 「先生見とるなjとか，「自分は適当に軒tJ!llJ，、で

帰っとったと思うんだけど，自分以外はちゃんとしとった

んかなjとか，「今日はちゃんとしないといけないなjとか，

子どもが自分自身を振り返るきっかけづくりという意味で

黒板メッセージを書くこともあります。それから，子どもた

ちにとって，担任の先生以外から褒められるということも

すごく喜びます。そういった意味で，こちらが，担任以外の

先生方からも褒められる機会をセッティングするというよ

うなこともやっています。例えば， こちら側が朝登校してき

たときの落ち葉拾い，落ち葉掃き提案しました。子どもたち

が実際に行動に移すと，教務主任の先生から「おっ，さすが

6年生だな。ありがとな」っていうような形で褒められて，

喜んでいるということもあります。それから右の方の写真

は，「スマイル大正」って書いであるんですけども， 6月で

したかね，鳥取市ではスマイル月間っていうのがあって，い

じめ防止に関する月間なんですが，それに向けて全校のみ

んなに訴えかけるようなものが作れなし、かなあということ

で，特に頼まれではないんですけども，こういった大きなも

のをつくって， 3階の校舎の窓の外に向けて貼りました。校

長先生や教頭先生から「さすが6年生だね」と褒めていただ

いたことがありました。

最後になりますけども，子どもを褒めたいと考えたとき，

まずすることは褒める材料探しです。そのためには，アンテ

ナを高く張り巡らせて，担任が見ていないところでの子ど

もたちの様子，情報を収集すること。これがとても大事だと

いうふうに感じています。ひいてはそのことが児童理解と

いうことにつながり，先生への安心感，信頼感につながって

きます。安心できる仲間，安心できる先生と過ごせる学級づ

くりの手法は様々だと思いますけども，今日僕の話を聞い

ていただいたなかで，将来皆さんのお役に立てていただけ

るものがあれば嬉しいなと思います。 そしていつかここに

おられる皆さんと，同じ教壇に立てたら嬉しいなと思いま

す。ったない実践でしたけど，これで僕のお話を終わりにし

たいと思います。どうもありがとうございました。

（右本）ありがとうございました。今いろいろと楽しい雰囲

気の写真とか，動画とか学級通信とかを見せていただきま

した。もうそれだけで学級がすごく楽しい雰囲気で，すごく

仲のよい雰囲気の学級なんだなあということがわかりまし

たよね。その雰囲気づくりというのが，要するに学級経営と

いうことですよね。米村先生がね，集まったメンバーによっ

て変わってくるとか，唯一の解答というのはないってこと

をおっしゃっていたみたいに，いろんな工夫を紹介してい

ただきましたけど，当然， これは先生の個性とも関係するの

で，教わった内容をそのまま試しでもうまくし、かないこと

もあるかもしれません。もちろん，最初は，みようみまねで

やったらいいということもあります。先生自身の個性と子

どもたちの個性が生かされるのが一番よい学級経営になっ

てくると思うんですよね。そうし、う意味で，他の先生方の学

級経営のことも聞いていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。

次は田中先生からお話をいただきたいと思います。

(2) パネリスト講演

田中薫子八頭町立郡家西小学校教諭

（田中）あらためましてこんばんは。郡家西小学校の田中薫

子といいます。よろしくお願いします。教職は 12年目にな

ります。1年目から数えると，何年生担任したかというと，

3年生， 2年生， 3年生， l年生， l年生， 5年生＇ 6年生， l

年生， I年生で，ここまでが中部の小学校です。 こちら東部

に来させてもらって5年生， 2年生， 2年生で，今は2年生

25人の担任をしています。今，児童玄関の掲示があたって

いまして， 4月の最初に自画像を描くんですけれども，私は，

実は図工は苦手です。とても苦手なんですが，同僚にとって

も得意な先生がおられるので，「どうしたらいいですかjっ

て聞きながら，いろんなアイデアをもらって，作ってみまし

た。どんなこともですけれども，今まで，たくさん，同僚の

先生に助けてもらったなと感じています。では発表させて

いただきますが，今まで低学年の担任を持つことが多かっ

たので，私も 2年生ですし，低学年中心の話になると思いま

す。よろしくお願いします。

自分が学級経営で意識していることは，今までの自分の

やってきたことを整理してみますと，次の 3つに分けられ

ます。1つ目は， 縦糸を張る，ルーノレ，決まりを守るという

ことです。これは，主に教師~子どもとの上下関係の確立を

するということです。そして2番目は横糸を張る。 子どもた

ち同士の通じ合い，主に子どもたち同土の心の通い合いで

す。縦糸，横糸を張りながら，子どもたちとの信頼関係を築

いていくということをしてきました。子どもたちは基本的

に学校では集団生活をしますし， 学校では基本的に一斉指

導です。そうなると学力をつけるためにも，縦糸を張るのと

ころのルールや決まりを守るということは大事になってき

ますG また， 将来働く ときに人間関係というのはとても大事

ですし，コミュニケーションをそこでとるというのも大事

になってきます。その力をつけていくということで横糸を

張るということが大事になっていく と思います。そして 3番

目は，自分の学級だけではなく，学校全体にかかわるという

ことを意識してきました。

では具体的に，縦糸，ルール，決まりを守るということに

ついてお話をします。やはり，この秩序の形成がなくては学

級は成り立たないということを感じています。そのなかで

も，特に3つのことに気をつけています。1つ目は時間を守

るということです。学校生活， 1日のなかに時間を守らない

といけないことはたくさんあります。 私自身も教師として，

始まりの時間，そして終わりの時間，時刻ですね，時刻を守

って生活をするということを意識をしています。 2つ目です。

挨拶，返事，言葉遣いです。名前を呼んだときに 「はい」 と

返事ができたり，配布物をもらう ときに 「ありがとうござい
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ますjのひとことが言えたり，提出物を出すときに「お願い

します」っていうひとことが言えるということなどを意識

しています。そして3つ目は，システムをつくり，徹底する

ということです。いろいろあるのですが，整理整頓や鞄の置

き方等，そういうことを決まった通りにきちんとできる力，

当たり前のことが当たり前にできるということです。また，

当番活動や掃除の仕方を示したり，手Ji頂がわかるように示

したりしておく。そして，その通りにきちんとできるカをつ

けるということです。あと，整列や移動も，さっと並ぶ，静

かに廊下を歩くということなどを徹底することに気をつけ

ています。

では，その縦糸の張り方っていうのは例えばどういうの

があるかというと，決してどなるとか，ルールを貼るとか，

なんかグラフを貼るとか，そういうことではありません。怖

い顔っていうのも使いどきを考えてやっています。基本的

には笑顔で子どもたちに接するようにしています。という

のも，いつも怖い顔をしていては何が大切なのか子どもた

ちには分かりません。普段はニコニコ，機嫌よく接して，そ

うしているからこそ，ちょっと自分が真顔になっただけで，

「あれ，何がいけなかったかなJとか「ちょっといけんこと

があったかな」と，気づくということもできますし，叱った

ときの効果も増します。それと，やり直しをさせるというこ

とです。例えば，教師に対して，何かこう，馴れ馴れしい言

葉というか，友だちみたいな言葉を使ってきた時に，「もう

一度言ってみて」とし、うふうに言うと，「あ，いけんかった

な」と思って，もう l度丁寧な言葉で言うことができます。

また，身体調lj定をした後とかに，そのまま何も言わずに帰っ

ていきそうなときに，ちょっと捕まえて「一言どうぞjと言

うと， IありがとうございましたIというふうに，子どもた

ちが言います。あと，今日あったことですが，整列して図書

室に行く時に，ちょっと喋っている人がいて，「戻りましょ

う」と言って，教室に戻って，「どうしてやり直しだと思う」

って聞くと， 「喋ってしまったからです」とか 「他の学級が

勉強してるのを邪魔してしまったからです」 と答えます。こ

のように子どもたちに考えさせるということは大事です。

しかし， なによりも大事なのは，このやり直しをした後に，

必ず褒めるということです。子どもたちはやり直しをして，

褒めたことがしっかり頭に残っていきます。で，必ず， 「さ

すがjとか 「今のはよかったねjとしづ言葉をは返すことが

大切です。で，厳しさっていうのは，徹底することです。次

に，モテ、ルを示すということです。その前にですね， r2:6: 

2の法則」というのを教えてもらったことがあります。働き

アリの法則ともいわれますが，学級を大きく Aと B と C

に分けます。Aっていうのは，何でも前向きにできる子です。

C というのは，何をしてもなかなか前向きになれない子た

ちです。 目の子たちっていうのは様子見をしている子たちで

す。だいたいこうし寸割合になるというのは，どの学級を持

っても思いました。どこに一番働きかけるべきかなと考え

たときに，私は初めて 1年生を担任したときに， Cの子た

ちにばたばたしてしまったり，いろんなことをしてしまう

子に注意をしたりだとか，声をかけたりだとか， そういうこ

とをしがちでした。 そのときに，初任者研修だったんですけ

ども，その担当だった先生に，「Bの子たちをし、かにAの方

に導くかが鍵だよね」というふうに言われました。「Cの子

たちばかりに目をかけていては，だんだんBの子たちはCの

方に引きずられてしまうんじゃないか」 と言われました。 C

の子たちは支援が必要なんですが，それは，学級の基盤づく

りの上に個別の支援が役立つんだよということを教えても

らいました。じゃあ， Bの子たちはどうやってAの方導くか

というと，モデノレを示すということです0 4, 5月とか，そう

いう始まりの時期に，姿勢がよかったり， よく話が聞けたり

するAの子たちの座席を，前の方に置きました。基本的に前

を向いての授業ですので，見本が前にいてよく分かるよう

にと考えました。こうすればいいんだなということが見て

わかるということです。それと，どの子もですが，特にCの

子には，よいことをしたらすかさず褒めること。それと B

の子たちにも，「ちゃんとやってるね，えらいえらい」とい

うふうなことを，必ず声をかけることが大事だと思いまし

た。あと， 2年生以上の学年ですが， 「2年生だからできるだ

ろうjとか 「高学年だからできるだろう」とか言わなくて，

当たり前だと思うことでも 「こんなこともできるんだ」「あ

あ，すごいなあ」っていうふうに伝えて，認めることも大事

です。それと，ものの並べ方等を視覚的にモデルを示すとか，

子どものよさや頑張りを視覚的にわかるように，目でみて

わかるように示すということもして，学級や学校の決まり，

／レールを身につけさせるということをしてきました。

次に，横糸の張り，通じ合いの張り方ですが，その前に，

所属欲求を満たすというのが大事だなと思います。自分自

身が子どもたちに接するときには，笑顔だったり，微笑みだ

ったり，穏やかに話したり，ときには目を合わせたり，あと，

さっきでいうと， Cの子たち，愛着障害があったりする子に

は，特にこれは有効ですが，優しく触れるとか，そういうこ

とをしてきました。そして，子どもたち同土の触れ合いで，

どういうことをしているかというと，ペアやグループ活動

をしています。ペア活動は，私は朝ちょこちょこ入れていく

ことが多いんですけれども，例えば，朝のスピーチタイムで

1分間ペアスピーチというのをしています。例えば，お題を

「好きな食べ物についてお話ししてください」というふう

にして，「お願いします」から始まります。 「私の好きな食べ

物は…」いうふうに，始め，「誰々さんはどうですか」と聞

いたりしますが，それではなかなか1分間になりません。と

にかく1分間話し続けるっていうルールなので， Iどう して

何々が好きなんですか」と返したり，質問をしたりして， 1

分間話し続けることをしています。あと授業中ですが，これ

は動物の秘密クイズをつくって，お隣さんが本を，答えがあ

る本を探して， 一緒に解いているところです。こういうのも

授業に組み込んだりします。グ〉レープ活動で話し合ったり

する場面もちょこちょこ入れています。そして，米村先生の

話にもあったんですけれども，週に1度は，みんなで遊ぶ日

を入れています。これは外でドッジボールをしているとこ

ろです。子どもたちは家に帰ると，近所の子がけっこう遠か

ったりして， なかなか地域では遊べていないということも
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ありますので，学校でこうやって群れて遊ぶ楽しさを実感

することも大事だなと感じています。また， 一人ひと りに注

目する時間というのを設けています。 子どもたちにとって

誕生日というのは本当に特別な日であると d思っています。

休憩時で，これは11月の誕生日の人，名前を掲示をしたり，

毎月の誕生日の人の掲示をする。給食時間に乾杯をする。牛

乳しかないんで牛乳でですが。あと，これは5年生のときで

すけど，アイスのケーキが入っていた箱がちょうどいいな

と思って，食べませんが，手作りのケーキをつくって，ロウ

ソク立てて，火をつけて吹いてもらうというようなことを

したりして，誕生日をお祝いするということをしています。

また，帰りの会で「ほめほめタイム」というものを設定して

います。日直さんのよいところをみんなで言い合うという

ことをしています。クラスのなかでよかったことを発表し

ましようというのもあるんですけれども，ちょっと偏りが

ちになってしまいがちです。これだと全員が日直をします

ので，日直さんが最後に一言，「みんながたくさんいいこと

をみつけてくれて嬉しかったです」というようなことを言

って，なごやかな雰囲気で Iさようなら」帰りの挨拶ができ

ます。

次に，協力の見える化，蓄積化をしています。ここでは，

みんなでカを合わせて取った栄光を掲示をします。縄跳び

大会で全校 1位になっただとか， 8の字跳びで 1分間に 95

回跳んで新記録が出たとかです。その後に写真を撮って掲

示をして，「ああ，みんなで頑張るって楽しいなあJとか 「協

力するって楽しい，嬉しし、Jということを示し，見える化を

図ります。あと， 学級で取り組んだことを掲示しています。

さっきの l号車2号車3号車の花まるがあったと思うんで

すけど， その花まるの数を， 号車ごとの競い合いというか競

争になっているのかなと恩われたかもしれませんが，結局

は合計して， 20個たまったら花まるパーティーをしようと

か，遊ぼうとかして，みんなで頑張ってよかったなというこ

とを実感できるようにしています。また今年は，ほかほか言

葉っていって，「ありがうJとかそういうような温かい言葉

を集める活動をしています。それを花びらにいろいろ書い

ているんですが， 例えば音楽のときに00さんが I上手だねJ

と言ってくれて嬉しかったですというような掲示をしてい

ます。

3つ目，最後ですが，私は自分の学級だけでなく学校全体

にかかわるということを大切にしてきました。5,6年生は

水泳大会，陸上大会などがあります。その練習に自分が中心

となってかかわったり，あと前任校では M置の合唱コンク

ー／レに出たりしました。音楽がとても盛んな学校でしたの

で，自分はそんなに音楽は得意ではないんですけれども，

「音とりくらいならできますjとか言って，ちょっとかかわ

らしてもらったり，引率をさせてもらったりしました。そこ

には，自分が担任した子は1人もいないんですけれども， そ

ういうようなかかわりを大事にしてきました。また，今勤務

している学校では，特色の一つなんですが，高学年がマーチ

ングというのをやっています。自分は， 2年生担任ですが，

このマーチング、に関して，中心となって取り組ませてもら

っています。どう して，これが学級経営とかかわるのかなと

思われるかもしれませんが，高学年っていうのは， 学校の顔

です。2年生もその姿をみて，「ああ， 私もやってみたいな

あ」「あんな5,6年生になりたいな」ということをつぶやき

ますG 下学年の憧れとなる，見本となる 5,6年生というの

は，やっぱりさっきのモデルを示すと同じですが，目指す姿

っていうのが身近に見られて，下学年もそれに向けて頑張

ろうという気持ちになります。なので，全然関係、がないので

はなくて，やっぱり他の学年とかかわることも，自分の学級

経営に影響してくると思います。以上です。ご清聴ありがと

うございました。

（石本）田中先生，ありがとうございました。今も，いろい

ろと実際の例をみせていただいて，すごく参考になったと

ころがあったかなと思います。縦横と横糸って形で，すごく

わかりやすく整理して話ししていただいたので，わかりや

すかったんじゃないかと思います。 「2:6:2」ってところで

話をしていただいたんですけど，どこに日を向けるかつて

とこですよね。最初にね，米村先生から，うまくいく学級経

営に王道のスタイルはないという話もあったんですけど，

逆に，うまくし、かないパターンっていうのはね，よく見るん

ですよね。僕は巡回相談員って立場で小学校とか幼稚園と

かに行くような仕事をしていたことがあります。例えば，あ

る困った子どもがいるとしづ学級に 「どう対応したらいい

ですかjって呼ばれて行きます。そういうときって， 子ども

自体の特性がどうこうってこともありますけど，学級が 「ん

～」ってし、うときもあるんですよね。けっこう，すごいわち

ゃわちやした学級で，先生は頑張られているんですけど，ま

あ，多分，｛可かしら特性があって，支援が必要な子がいたり

して，そういう子にかかりっきりになっていて，学級全体が

かなりモグラたたき状態になっている。それで，他の子はち

ょっとほったらかしになりがちになってしまっているとい

う状況です。そいうときに，最初に僕は 「とりあえずその子

のことを，極端な話，ほっといてもいいので， 全体のクラス

を先に整えましょう」という話をしています。それをしない

と，うまくいかないですね。だから，今言っていただいたよ

うな形で， 2:6:2の6の部分とか，そういったところに目

を向けて，全体を整えていくのは， すごく大事なことじゃな

いかなと思います。はい。ありがとうございました。それで

は，最後になりますけども， 霜田先生から話を聞きたいと思

います。今日，学級づくりの話を聞いて，先生の雰囲気と，

この学級づくりの雰囲気っていうのはなんとなく一致して

くるような気がしますよね。そういう意味で，次にどんな学

級づくりが出てくるのか，先生の話が楽しみだなあという

ふうに思います。じゃあよろしくお願いします。

(3) パネリスト講演 ：

霜田文子鳥取市立美保南小学校教諭

（霜田）こんばんは。美保南小学校から来ました，霜田文子

です。今ここに写ってる写真で、すけれども，昨年度，本校は

30周年記念ということで，航空写真を撮りました。自分が
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小学生くらいのときにも航空写真を撮ったんですけれども，

空を飛んでくる飛行機を待って，それで写真撮影をした記

憶があります。しかし，この日はドローンで撮っていました。

みんなで「おおーっ」って言いながら，ぐーっと上がるドロ

ーンを見たっていうのを思い出します。美保南小学校出身

の方はおられますか。あ，おられますね。去年参加されまし

たか。実は去年とても大きなことをしました。ギネスに挑戦

ということで，新聞にも載せさせていただいて，ぜひ参加し

てくださいっていう呼びかけをしました。また，それもあと

で話をさせていただきます。

では，学級j経営で大切にしていること。自分がこうだなと

思うことをどんどん盛り込んでいきます。レジュメを配っ

ていただいたようなので，それをみながらお聞きください。

はい，では最初に学校紹介をさせていただきます。本校は，

30年前に美保小学校と別れてできた学校です。創立のとき

には，周りは田園風景。そして，児童数も 300人弱ぐらいだ

ったんですけども，それから学校周囲が宅地化されて，今は

大規模校になっています。児童数は566人です。低学年は30

入学級ということで， l年生は4学級あるんですけれども，

2年生はギリギリの90人をちょっと切っているってことで，

3学級です。その2年生を私は担任しています。で， 2年生

から 6年生が 3学級で，特別支援学級が情緒と知的と肢体

不自由ということで3学級の全22学級です。開校した 30年

前から，とても地域とのつながりが強くて，地域の方が学校

にたくさん来られます。そういうふうに地域から協力して

いただけるような学校です。そして，これがさきほど言った

創立30周年の記念事業なんですけれども，おむすびで世界

を握るということで，みんなで5分間おむすびを握って，梅

干しを必ず入れないといけないんですけれども，形もよく，

梅干しも出ないものを認定員さんが数えて，それでギネス

記録を出すという事業に取り組みました。約 2年がかりだ

ったんですけれども，実は， 1500人を集めて， 1463人とい

うギネスを達成しました。当初は 1000人の方を募集してい

たんですけれども，直前の1週間前に，それまでのギネスの

記録が破られて，急逮新聞で公募して， 1500人を集めたと

いうような状況です。とても達成感がありました。そういう

ふうな，まだまだ若い学校です。

では，私の経歴なんですけれども。私は講師歴3年です。

いまは採用の人数も多いんですけれども，私のときは40人

ぐらいで，講師は 2,3年ぐらいするのは当たり前でした。

で，2年間で4校の学校に勤務しました。産休育休代員とい

うことで勤務して， 1年聞は教育委員会の方にお世話になり

ました。そして，採用初任校は鳥取市の小規模校で単学級で

4年問。次は八東町の小規模校で単学級で5年問。というこ

とで，小規模校でしたので，新採用といえども，いろんな主

任の役もありましたし， 学年のことも全部自分がしなけれ

ばいけないということで，いろいろたいへんでしたけれど

も，いい勉強になりました。 3校目は鳥取市に戻ってきまし

て，中規模校，久松小学校ですけれども， 9年間お世話にな

りました。各学年2学級です。ここで，そこにおられる小谷

校長先生と出会いました。 4校目が今の学校です。大規模校

で6年目になります。で，教師歴 27年なんですけれども，

低学年は 12年，それと中学年4年，高学年 10年というふ

うに低・高学年を持つことが多かったです。今， 2年生なん

ですけれども，久しぶりの低学年で，本校になってからも上

学年が多かったです。今日は，そういういろいろな子どもた

ちゃ先生方と出会ったことをお話しさせていただきたいと

思います。

では，私が学級経営で大切にしていることで， 5つのこと

をお話したいと思います。まず，一番大事にしているのが，

子どもたちのとの出会いです。子どもたちにも，最初に出会

ったときのイメージが大事だよって話していますけれども，

初日ですね。初日を迎える前に自分がいつもしていること

なんですけれども，前年度の担任から，どういう子どもがい

るのかっていう引き継ぎを受けます。そして，家庭環境票っ

ていうのもあるんですけれども，そういうものをみて，兄弟

関係とか保護者の願いとかを確認したり します。あと誕生

日はいつか， 4月7日が始業の日なんですけれども，すでに

誕生日を迎えている子もいるので，その日に 「お誕生日おめ

でとうJというようなことを言うようにしています。それと，

あの居住町区ですね，どこに住んでいるのかも確認します。

また顔写真っていうのは，どこの学校も，多分，前年度に撮

っていると思います。顔写真などもプリントアウトして，

「ああ，この子が今度，自分の担任する子なんだな」ってい

うように，できる限りの情報は最初に入れておきます。ただ

まあ，あんまりそのことで先入観にとらわれないように心

がけています。それと，初日子どもたちと出会ったときの自

己紹介なんですけれども，それは，なるべく子どもの印象に

残って，家庭で話題にできるものをと考えています。今年は

久しぶりに低学年の担任です。こういうものを子どもたち

に見せました。ちょっと実物を持ってきたんですけれども，

これを出すと，子どもたちがそれまでちょっとざわざわっ

としていたんですけれども食いついてきました。で，「何が

でる。 3つあるんだよ」というふうに言って，見せたんです

けど，わかりますか。うなずいてくださっている方もおられ

ますが，プリンとスヌーピーですね。それと，これはちょっ

と2年生にはわかりにくかったんですけど，嵐です。これ

は＇ 3つがなんでもいいわけじゃなくて，食べ物とキャラク

ターと好きなタレントみたいな感じで

伝えました。そうすると，すぐね，帰ってからお家の人に

お話をして，名前だけじゃなくって， いろいろ話題になって

いるようです。高学年になったら，こういうふうに，自分の

名前で自己紹介をします。シモダのシは 「知らない人ともす

ぐに仲良しJ，モは「ものすごく大きな笑い声J，ダは I大好

きな食べ物はプリン」，フは 「ファン歴9年嵐」， ミは 「み

んなに負けないじゃんけんJ，じゃんけんとか，腕相撲です

ね。 それが得意と言うと，すぐ子どもたちが「じゃんけんし

よう。 腕相撲しよう。」というふうに寄ってきます。 それと

コ， Iこんな私と対戦してね」っていうふうな感じで自己紹

介をして，それで子どもたちにも， 「自分たちも考えてきて

ね」っていうふうな，そんな感じで，学級開きのときはして

います。それと，その日に，とっても忙しいんですけれども，
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「今日はじゃあみんなの得意なことを 1つだけ聞くねj と

いうふうに言って聞きます。その後は毎日ちょっとずっ，子

どもたちのことを知るように，それと会話ができるように，

短い時間でも好きなことをどんどん聞いています。それと，

担任の思いというのも，その日のうちに伝えます。これも今

年， 2年生に示したんですけれども，「失敗は成功のもとj

とか 「人に優しく自分に厳しくJとか，これをしばらく貼っ

ています。そしたらまあ，今日も子どもたちが 「失敗は成功

のもとだもんね」とか言っていましたが，誰が失敗してしま

ったときにも 「大丈夫，大丈夫。失敗は成功のもとだから」

みたいな感じで，子どもたちのなかでも，よく会話が聞かれ

ます。それと，このことは，子どもたちだけじゃなくて，保

護者の方にも伝わるように，学級通信で担任の思いを伝え

ます。できればその日のうちに思い出の学級写真を撮りま

す。そういうものは機会を捉えて撮るようにしています。

「こんなことあったよね」というふうに，後で振り返るとき

にとても有効です。それと，初日でもよい行し、をした子ども

を褒めるようにしています。いいことをした子を褒めると，

自分も何かしようというふうに，どんど、んのってきます。

「聞き方上手だね。君の名前なに」っていうふうに，子ども

たちに声かけをしています。そういうふうな初日の出会い

です。

次は， 「環境・ルール，授業づくりは子どもたちむとい

うことです。最初に環境・ルールづくりをします。学校全体

でのルールっていうのは，小学校には必ず「00小学校のき

まりJ「よい子のきまり」とかあります。そのなかでも，特

にこういうことはみんなで声かけをしていきましよ うとい

うようなことがいくつかあります。まず名札をつける。ただ，

名札をつけるっていうことだけなんですけど，とても大事

なことです。朝登校したら，とにかく名札をつける。うちの

学校は登下校では名札をつけないっていうふうになってい

ます。防犯上のことからです。で，学校で3は名札をつけて生

活します。その他に挨拶とか服装とか下足箱の靴揃えとか

あります。ちっちゃなことでも守らせるように心がけてい

ます。例えば輯闘1えですが，最初は下足箱を毎日のように見

て， I誰々さんが今日は一番だったJとかいうふうに個人で

褒めます。次第に「この列がよかった」とかつて言うと，友

だち同士で声かけをするようになります。あと，学習環境を

整えるということで，学級みんなで使うものとか，個人で持

つものとかを，必ず確認をします。特に，高学年になってく

ると，筆箱の中身がすごく増えてくるんですけれども，なか

には， ベンを 10色くらい持ってくる子もいますG 他にもい

ろんな子がいるんですが，そういうのも，子どもたちで 「筆

箱の中身，何が必要か」っていうことを話し合わせて， 「じ

ゃあ，これとこれ。これ以外は必要ないね」っていう感じで，

それは守ろうというよ うな形で共通理解しています。それ

で，そのきまりを，みんなで守るっていうことを徹底させて

います。下学年は，教師主導なんですけれども，なんでそう

いう決まりなのかっていうことは， 下学年なりに考えるこ

とができるので，その理由も考えさせて納得させています。

上学年は，自分たちで決まりをつくらせて， 「自分たちでつ

くったんだから守ろうねj っていうふうに芦かけをしてい

ます。また，守れなかった場合は， 「じゃあどうするJって

いうように，その時に話し合いをさせます。

また，どんな学級にしたいのかっていう，そういう思いを

学級目標にして，それを合言葉に1年間取り組んでいます。

学級旗っていうのを，今日いくつか持ってきたんですけれ

ども，作っています。そのときの学級によって，どういうデ

ザインにするかっていうのを学級会で話し合いをするんで

すけれども，いろんな場面に役立ちます。例えば，委員会主

催の縄跳び大会だとか，運動会だとか，あと宿泊学習，登山

をしたときに持って上がって，山頂で写真を撮ったりしま

す。頑張ったとき，みんなで何か達成したときなどに使うこ

とが多いですロそれと，学級目標が意識できるように， 米村

先生も黒板にいろいろメッセージを書いたって言っておら

れましたけれども，私も必ず学期の初めとか，夏休み明けと

か，冬休み明けには，黒板に子どもたちへのメッセージって

いうものを書きます。あと，目立たないところで周りの人の

ために働いている子どもを大いに褒めるようにしています。

友だちによく呼びかけたり，注意するのはもちろんなんで

すけれども，サッと汚れたところを拭いたりだとか，サッと

友だちに手助けをするっていうような子どもですね，そう

いう子を褒めるようにしています。

次に授業づく りです。授業づく りでは， 日々 の耕イ研究を

しっかりと行うのは当たり前なんですけれども，子どもた

ちにとってl年目の先生だろうとベテランの先生だろうと，

そんなの関係ありませんから，とにかく子どもたちがのっ

てくるような授業づくりっていうのを目指しています。そ

れと，私自身も苦手な教科とかあるんですけど，そういうの

は見せないで，苦手な教科を得意にするということで，子ど

もたちが 「今日はわかったj とか， 「最初はできんかったけ

ど，できたjっていうような喜びが少しでも持てるような授

業づくりを目指しています。それと，何よりも聞くことが一

番大事だと思っています。「友だちの考え， 先生の話をよく

聞ける子は，賢く優しし、Jとか「心が強くなるよって」子ど

もたちによく言ってるんですけれども，聞くことができる

っていうことを一番の目標にしています。 また，一時間の学

習のめあての振り返りをどの教科も入れるようにしていま

す。そして，その学習の跡がわかるようにノートづくりに取

り組んで、います。教室にモデルとなるものを掲示したりだ

とか，学級通信で紹介したりだとかしています。また，子ど

もたち同士がつながる学習という ことで，リレーで発言と

かグロループ学習とかに取り組んでいます。「じゃあリレーで

して，つながって」っていうふうに言ったら， 「ねえ，だれ

だれさんどうですか」というふうにつながる発表をしてい

ます。グループ学習についてですが，グ、ループ学習のなかで

も，班がいくつかあるんですけれども，さらに斑のなかでも

1番2番3番4番という人を決めていて， 「じゃあ今日 1番

の人が司会で， 2番の人は記録ねJっていうように，グルー

プで誰もがいろんな役をできるよ うにしています。のちほ

ど，保護者や地域の方のことについても話しますけれども，

いろいろな人を巻き込んで，学習に参加していただいたり，
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みていただいたりというふうにしています。本当に地域の の願いだと思うので，子どもが楽しくいられる場所をつく

方は，九九を聞きに来ていただいたり，高学年になるとミシ るっていうことを大きな目標にしています。ただ， 一人ひと

ンを使うんですけれども，ミシンは本当に担任l人では， も りの学力をつけるということも大切ですので， 今，その子そ

う対応しきれません。そんななか，地域の方が来ていただい の子に必要な力は何なのかっていうことを考えて対応して

て，6人いるんですが，I班に1人ついていただいたりとか， います。 それと，学級通信で今の子どもたちの頑張っている

そういうありがたいこともあります。 ことだとか，担イ壬の思いを知っていただくっていうことは

では，担任としての，L構えなんですけれども，まず子ども 大事だと思し、ます。今日は＇ 6年生を担任したときの1年間

たちにルールを決めさせて，確認したりするんですけれど の学級通信持ってきました。今はデータで学校にも残しで

も，教師もその／レールを守ります。学習の時間をきちんと始 いるので，他の先生方にもみていただけます。193号ですか，

めるだとか，時間を守って終わるだとか， そうならないとき 毎日学年だよりを出しましたロ学年を 2人で担任していた

もあるんですけれども，そうならないときは， Iごめんね」 んですけれども，順に出しました。そういうのはとても財産

って，すまないとしサ気持ちを表すことが大事です。あと， になっています。 学年だよりを個人懇談のときなんかに廊

子どもの話をしっかり聞く。「先生聞いて」って言ってくる 下に置いておいて，保護者の方に読んでいただいたりだと

子はいいんですけれども，そうできない子に，意識して目を か。同窓会に呼ばれたりすることもあるんですけどれも，そ

配るっていうふうにしています。また，けじめをつけるとい ういうときに持っていったら「あ， こんなことあったね」つ

うことですね。友だちではないので，先生に対する言葉遣い ていうふうに子どもたちと話をしたりだとかして，本当に

だとか，目上の人，上級生に対する言葉遣いだとか，そうい よい財産になっています。これは自分だけのものじゃなく

うものもけじめをつけさせています。 そして何より，絶対に って，あとの先生にも残すっていうことで，必ずどこの学校

守らせるのだっていう厳しい姿勢っていうのも示すように にもそういうものが溜まっていると思います。それをみる

しています。お二人の先生方も言っておられましたけれど だけで，この学年は，こういうふうな学習をするんだとか，

h指導は指導として徹底して，褒めるところはしっかり褒 こういうことを気をつければいいんだとか，そういうこと

めてやります。担任以外の先生から褒められる，間接的に聞 がわかると思います。また，保護者との間で問題が起こった

くというのも子どもたちは喜びます。 また，いろんなときに たときは， とにかく誠意をもって対応するっていうことが

笑顔とユーモアっていうのは大事だなと思っていまして， 大事です。また，困ったときには，学年団や管理職と相談す

ユーモアを交えて学習を進めたり，子どもたちに接したり るということも大事です。それと私が心がけているのは，保

するように努力をしています。で，子どもの変化に気づいた 護者の方と出会ったときに，挨拶だけではなく， 「00君，

ら，良くも悪くもすぐに声かけをして対応するということ 最近こんなことができるようになりましたよ」というよう

がとても大事です。それで，子どもと解決することはいいん に，何か一言，頑張っていることを伝えるっていうことです。

ですけれども，保護者に知らせたり，管理職に知らせたり， 自分が子どもを褒めたときに，褒めたことって直接その保

そういうこともあります。また， 結果よりも過程を大事にと 護者に言わなくても， 「先生がこんなんで言ってくださって

いうふうに思っています。 努力を認めるですね。具体的にい たみたいですね」と言われたりします。昨日， 一昨日と個人

うと，テストの点を子どもはとっても気にするんですけど 懇談があったんで‘すが，話しをすることは，9割方子どもの

も，それより も自主学習でコツコツと努力してる子だとか， 頑張っていること，ょいところです。あとは2,3点， 2個

漢字練習を丁寧にしている子などを認めるようにしていま ぐらいですかね，学習の面，生活の面で頑張ってほしいこと

す。マラソン大会が 10月にあったんですけれども， マラソ を伝えます。保護者の方には，なるべくょいところ，頑張っ

ンだと子どもたちはやっぱり順位が気になるんですが，そ ているところを伝えるようにしています。

れだけではなくって，毎日マラソン練習で、校庭を周った回 次です。周りの人からも学ぶということです。先輩から学

数が多い子を表彰したり，タイムが縮んだ幅の大きい子を びます。時聞がないようなので， 資料を読んでいただいたら

表彰したりとかはしました。保護者が， 「とても子どもが喜 わかると思うんですけれども，ここに書いてあるようなこ

んでいて自分も嬉しかったですIっていうふうに言ってお とですが，最初はわからないことはいっぱいあります，それ

られましたけれども，根気強く努力している子を認めるつ は当たり前なので，どんどん積極的に聞くっていうことが

でいうのをしています。あとこれも大事なんですけれども， 大事です。それと，盗むっていうことも大事です。授業がど

自分が間違ったことをしたり失敗したりすることもあるん んなのかっていうのは，ちょっと授業のあとに学級に行か

ですが， 素直に謝ったり，その気持ちを表したりってことも せていただいて，そこの板書を見るってことだけでも全然

大事です。「あ， 先生もそうなんだ」って思ってもらうこと 違いますし いろんな印刷物だとか，あとデータだとかそう

も大事です。それで，初めの1カ月は，焦らないで，授業も いうものを見て学ぶっていうことも大事です。それと，教え

進めないといけませんが，授業をおいてでも， 何かあったら ていただくっていう謙虚さも大切です。

子どもたちととことん話し合うということを上学年ではし 次に地域の方から学ぶです。地域の方は，地域のことをよ

ています。 く知っています。特に地域のお年寄りは知識の宝庫です。な

次は保護者との信頼関係づく りについてで、す。とにかく ので，地域の方との交流っていうのも大事にしています。地

子どもが学校に楽しく通っていることが保護者さんの一番 域の方と親しくなるためには，やっぱりさっきと一緒なん
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ですけれども，地域の方と挨拶だけではなくって，たわいの

ないことでも言葉を交わすっていうことが大事です。そう

すると，困ったときに地域の方は助けてくれます。

最後ですけれども，今できることは何かっていうことで，

私自身のことは，ここで書きました。読んでください。で，

みなさんなんですけれども，まず，今目の前にある勉学に励

むっていうことはもちろんです。やりたいとともいっぱい

あると思いますが，教員としての指導力とか技術っていう

のは，やっぱり経験を積まないと身につきません。それは教

員になってからいくらでも身につけられますロ今でしかで

きないような，様々な経験をして，いろんな人たちと出会っ

て交流するっていうことが大事です。それと，社会人として

恥ずかしくない礼儀や常識っていうのを身につけるってい

うことも本当に大事です。そういうことを心がけながら，教

員になるまで頑張ってほしいと思います。これが今の私の

学級ですけれども，交流学級の子と合わせて 31人です。最

初は， 2年生はたいへんでした。本当にしんどかったです。

でも，今は楽しいです。かわいいです。自分が楽しくかわい

いと思っているっていうことは，子どもたちもそうなんだ

ろうなって思います。自分が 「えらいなあ」と思っていると

きは，たぶん子どもも先生と距離を感じていると思います。

そういうふうな，楽しい学級，子どもがかわいいなと思える

テーマ2 「教育相談』

学級をつくってほしいなと思います。学校現場で，みなさん

と一緒に働けるのを待っています。頑張ってください。ご清

聴ありがとうございました。

（石本）ありがとうございました。ちょっと急いでいただい

ですいません。申し訳ないです。今日は3人の先生からお話

をお聞きしました。4年生のなかには，来年からもう学校の

先生になる方もいるかもしれませんけど，学校で使えるア

イデアをたくさん聞けたので，本当に活用できるものがあ

って，よかったんじゃないかなというふうに思います。最後

一つだけ言います。今学校現場はすごく忙しいので，先生方

はすごくいろんな工夫とかされていたし，いろんなイベン

トとか行事とか紹介していただきましたけど，学校に着任

したら「そんなこといつの間にするんだろう」 と思われる方

もいるかもしれません。でも，話のなかにもありましたけど，

学級が落ち着くと学習もうまく進む。他の行事もうまく進

むっていうことで，実は時間の節約になることもあるんで

す。だから学級経営を最初に整えておく， 環境を整えておく

ことで，むしろ，時間は増えるというくらいの意識で思って

もらったらいいんじゃないかなと思います。じゃあ，あらた

めて3人の先生方に拍手をして終わりにしたいと思います。

（石本）今日の流れですけども，まず今から趣旨説明をしま 教員だけではないです。それは個別ですけど，それ以外に，

す。このあとで先生方の紹介を小谷先生の方からしていた 心理的な適応，ちょっと心理的な適応っていう言葉も聞き

だきたいと思います。そして，20分ずつ先生方からお話を 慣れない人にはわかりにくい言葉だと思いますけど，まあ

いただいて，そのあと，みなさんから質問をいただいたり， 要は心の健康みたいなものと思ってもらったらいいです。

僕からの確認だったり補足だったりをする時間を最後に残 そういったものとか，成長の促進を目的とした，集団への心

しておきたいと思います。人数多かったら質問を挙げにく 理教育，これもあまり聞かない言葉ですよね。教科の指導を

いと思いますけど，全然そんなこと気にせずに，ぜひ話を聞 目的としたというよりは，例えばストレスマネジメントだ

きながら質問を考えておいてくださいね。 ったりとか，感情の扱い方だったりとか，そういったことを

先生方からお話をいただく前に，教育相談の授業をとっ 教える授業のことを心理教育っていったり します。そうい

てる方は，復習になっちゃいますけど，そうではない方もた ったものも，教育相談のなかには含まれます。教育相談って

くさんいらっしゃるので，教育相談とし寸言葉について若 私は受けたことないっていう人がいるかもしれませんけど，

干の説明をしておきたいと思います。教育相談って言葉の 意外とそうではなくって，こういう広い定義なので，必ずみ

意味をちゃんと聞いたことがないよっていう人がね，特にl なさんど、っかで‘l回は教育相談を受けてると思います。

年生を中心にいると思うので，若干説明しておきます。教育 似たような言葉としてね，生徒指導つてのがあるんです

相談について，みんなが納得するような共通した定義って よね。これちょっと，本当ややこしいんですロ 生徒指導と教

いうのがあるわけじゃないんですよね。でも，ざっと説明す 育相談，かなり重なってます。生徒指導の方は，どちらかと

るとこんな感じです。児童生徒，つまり子どもたちの適応を いうと目的が明確に意識されずにおこなわれるものを含み

支えて，発達を促すための働きかけのうち，比較的目的が明 ます。さっき，教育相談は目的を明確に意識するものって言

確に意識されておこなわれるもの。ちょっとややこしいで いましたけど，目的を明確に意識するってことは， つまりこ

すけどね，表現が。例えばですけど，個別の面談。学校の先 の働きかけは，この子どもの適応をよくするためだとか，子

生が， 例えば学期に2固とか，1人ずつ10分ずつぐらい面 どもの発達を促進するためだってことを考えながらやるこ

談したり とか。もしくは何か悩みがあるときに，個別に相談 とですよね。それに対して生徒指導は，そこまで意識されな

したりとか。勉強わからないときに相談するのを含めて，そ いものも含みます。例えば，給食とか掃除とか，行事。まあ，

ういうことはありますよね。で，教員だけじゃなくって， 心 遠足とか修学旅行とか，社会見学とか。そういうときに，子

理士がおこなう場合もある。スクーノレカウンセラーってい どもたちとかかわる，かかわり。別に指導じゃなくて， たわ

う場合もあるし，学校外の教育相談っていうのもあるので， いない話も含めて。そういったものも生徒指導ですし授業
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の最初などで話す小話，例えば土日明けの月曜日のときに，

「先生は土日にこういうことしてたんだ」っていうような

話をするのも生徒指導の lつ。まあ一般的には，もしかした

らこのイメージが強いかもしれない，規律を破った児童生

徒，子どもたちへの叱責とか指導。生徒指導っていったら多

分このイメージが思い浮かぶ人いるかもしれませんけど，

本来はそうではなくって，全部含みます。そして，教育相談

も含む，広い概念なんですよね。

もう 1つだけ， ちょっと説明しておきたいんです。そのう

えで，教育相談って， 3つあるんですよね，段階が。レベル

っていってもいいです。 1つ目。ちょっと言葉がややこしい

んですけど，あまり言葉は気にしなくてもいいです。開発的

教育相談っていうのは，すべての子どもが対象で，予防的・

促進的って書いてますけど，すべての子どもなんで，特にな

んか問題があるっていう子どもだけじゃなくって，学校全

員，クラス全員の子どもに対してやるのがいちばん上のや

つです。2番目の予防的教育相談は， 問題とか不適応を起こ

し始めた子どもとか，起こしそうな子どもを対象にして，そ

れ以上問題が起きないようにするっていうのが2番目です。

で， 3番目は，問題解決的とか治療的教育相談っていわれま

すけど，すでに問題とか不適応を生じてる子どもに対して

おこなうようなもの。このように3つの段階があって，教育

相談ってひとことでいってもけっこう広い段階を含むと思

ってもらったらいいと思います。ここまでは，基礎的な話で

す。じゃあ， これを踏まえて今日の話を聞いていただきたい

と思います。

( 1 ) パネリスト講演：

中津達也鳥取市立湖山西小学校

（中津） みなさんこんにちは。鳥取市立湖山西小学校にいま

勤務しています，中津達也といいます。今日は学ひ、のパネノレ

っていうことで，教育相談について自分の経験や学んだこ

とを紹介させていただきたいなっていうふうに思っていま

す。教育相談，さきほどいわれましたけど，広い意味でって

いうことで，フォローしていただいたなあっていうふうに

思うんですけども，どちらかというと，教育相談，私いま生

徒指導やってますので，生徒指導関係、であるとか，または学

級経営，または学年経営っていうようなとこの，話になるか

なと思います。少し趣旨と外れるとこもあるかもしれませ

んけども， 聞いてやってください。よろしくお願いします。

最初に少し自己紹介をさせていただきます。私は 3人の

子どもを持つ44歳の父親で，今湖山西小学校に勤務してい

ます。 今年は初めて担任を外れて，担任ではない立場で体育

主任とか，高学年主任とか，生徒指導主任っていうような，

学校全体にかかわる仕事をさせていただいています。私自

身がいままでほとんど5年生6年生を担任することが多く

て， 今回の話も 5,6年生の話，小学校の話になるかなあと

いうふうに思っています。好きな教科は算数と体育と特別

活動。あと，苦手な教科は家庭科っていうことで。趣味は魚

釣りで，いま写真でてますけど，我が子と大きなヒラメを釣

った，そんな毎週土日はだいたいこんなふうに子どもと過

ごすことが多い， 1週間を過ごしています。今回，発表させ

ていただくのは大きく 3点です。 1つ目は私の考える教育相

談。 2つ目は具体的な実践で，問題を解決するための教育相

談を通してという ことと，予防のための取り組みをお話し

させていただきます。で，最後がまとめになります。個別に

対する，個別の子どもに対する教育相談というもの，集団に

対する予防的な教育， 言い換えれば，学級経営を中心に話を

させていただくかなというふうに思いますので，お聞きく

ださい。

学校における教育相談とはどんなものがあるでしょ うか，

ということで，学校における教育相談っていうのは，学校生

活における学習相談，生活相談， 進路，就職相談などを総括

したものだと思っています。どんな内容なのかっていうと，

おおまかに，学習のことを相談されたり，人間関係，障害に

よる困り感，問題行動，進学進路， 不登校，家庭生活などが

あります。小学校でいちばん多いのは， ど、れかつて想像でき

ますかね？僕のいままでの経験でいうと，教育相談って， 子

どもが相談してく ることってやっぱり人間関係がいちばん

多かったです。あと，その内容がじゃあ誰からの相談かって

いうとこなんですけど，大きく 3つに分けられて， 1つはや

っぱり児童とか生徒。 2つ目；が保護者や家族からの相談。そ

して，最近いちばん僕が多いなあと思うのは，教員自らが教

員に相談を受けるというようなことも，多くみられるよう

になっていますo そこで，教育相談とは， 相談では1人の子

どもを大切にっていう気持ちを常に持っておこなうことが

大切だなあと自分は考えています。1人の子どもを大切にす

るっていうことは，学級のみんなを大切にする，ということ

にもつながると考えています。そこで， 私の考える教育相談

には2つ，いまあるように考えています。 1つ目は，問題を

解決するための教育相談です。問題や課題が発生した場合，

それに対して， 教育相談を通して解決に向かうという形で

す。2つ目は，予防のための取り組みです。これは，特に教

職員のなかで，さきほどあがりましたね，教職員の相談が多

いんですけども，教職員のなかでおこなわれます。どういう

ことかつてという と，最初に職員で共通理解をしたり，共通

実践をおこなったり しながら， 学年，学級というのを持つこ

とになると思いますので，学年学級経営をおこない，問題や

課題が発生しにくい環境をつくるという形です。問題が起

こるんですけども，問題を予防的に防ぐというよ うな環境

をつくることも大事かなというふうに，思っています。私は

この両方の取り組みを，同時に機能させながら，子どもたち

に丁寧で誠実な対応をおこなうということが，いちばん大

切なことかなと思っています。そこでまず， 私の経験からお

話をしたいと思います。

1つ目の取り組みは， 問題を解決するための教育相談なん

ですけども， 事例として，いじめです。いじめが自分の学級

にもあったんですけども，いままたいじめの定義も少し変

わってます。どのいじめも深刻なんですけども，例えばから

かわれたとか，そういうこともすべていじめに含まれてい

ます。で，今回， 「Q-U」っていう検査を，学校でアンケー
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トでとり，その回答を私が子どもたちに確認すると，実際に

蹴られているってことがわかりました。で，因っていると。

そこからどんな動きをしたか，ということを説明します。ま

ず自分がそれを子どもから聞き取って，実際にそういうこ

とが起こっているっていう事実がわかりましたので，まず

は，いわゆる管理職，校長先生，教頭先生に報告。そして同

学年の一緒に組んでる先生にも報告をおこないました。そ

してすぐに，支援会議っていうんですけども，小学校では。

1回目の支援会議を開いて，被害児童の対応であるとか，事

実がどうかっていうこととか。 どうやってもう少し事実を

深く確認していくのかという方法であるとか。じゃあそれ

をどうやって職員で聞いていくのかっていう，職員の役割

分担などを話し合ったりします。まずは，やはりきちんと事

実関係を確認することが大切ですので，担任と，もう 1人の

教員で， 2人体制で被害児童への聞き取りであるとか，場合

によっては，やってる子がわかる場合は，加害児童への聞き

取りをおこなったりしながら，優先的に事実を確認してき

ます。ただ，その問担任が抜けますので，学級が，誰も担任

がいない，授業者がいないということになりますから，必ず

学級には，担任不在になったときの代わりの先生が入るよ

うな配慮もおこないながら，全体が落ち着いて学習できる

ような，あとは生活できるような環境を整えています。実際

に聞き取りをおこなうんですけども，聞き取りをおこなっ

たあと，また集まります，教員が。で， 2回目の支援会議っ

ていうのを開きまして，事実確認をしながら職員で情報の

共有化っていうことをはかります。そして，実際の対応策を

考え，被害児童や加害児童へのフォローと指導，そして保護

者への連絡をどうするのか，ということを主にここの支援

会議では話し合ったりします。で，その方針が決まりました

ら，担任と，またもう 1人の教員で，被害児童，加害児童へ

のフォローであるとか，または場合によっては指導をおこ

なったりします。そして，放課後には，両方の立場の保護者

の方へ，事実の伝達と指導の内容をお伝えするようにして

います。そしてまた， その後，3回目の支援会議っていうの

を開きます。児童への指導であるとか，保護者への説明をし

たときの様子などを，ここで情報の共有化をまたはかった

りして， 今後の対応策をねっていきます。今後の対応策って

いうのは，どちらかというと，個別的な，さきほどあった被

害児重であるとか，加害児童の個別指導っていうよりも，ど

ちらかといえば， そういう環境があるんじゃないかってい

うところで，全体への対応を中心に，どうしていくのかって

いうことを考えることになります。予防的な意味があって，

実名は出さなくても同じようなことが起こらないために，

学年，学級，全体への指導の在り方を考え，また今回のこと

を，教職員へ情報提供し，担任だけでなくて，いろんな教職

員で子たちをみていく こと，または，同じ学年ではないんだ

けども， 他の学年でも， 「そういうことが起こっている可能

性はないだろうか？」という視点で，情報を共有化，または

提供したりしています。すべての児童が，安心で安全な学校

生活をおくることができるようにしなくてはいけません。

いじめが起こってしまったことは本当に残念なことですし，

担任として自分の児童の見取りがどうだ、ったのかを振り返

るチャンスだと思っています。いじめは起こらない方がい

いです。でも， もっと大切なのは，起こってからの対応だと

自分は思っています。起こってから，誠実でスピーディで，

そして丁寧な対応をすることが子どもたちゃ，またその保

護者からの，さらなる信頼につながっていくと自分は考え

ています。

2つ目の事例は，不登校の問題です。前年度から，不登校

になっている児童を，私は担任することがありました。まず

は，前担任から，その児童の現状把握， または前担任から聞

き取りをおこなって， 1回目の支援会議を開きました。そこ

では，教職員による児童の現状把握であるとか，支援体制に

ついて話し合い， そして1回目の教育相談です。この教育相

談では，校長，担任，保護者，でその児童本人が， 4人が参

加して， 1年間の目標設定をしました。ちなみにこの不登校

の子どもは 6年生だ、ったんですけども， 卒業したいという

目標を持ってましたので，一緒に考えていこ うということ

で，この4人で話し合いをしています。よかったことは， も

う児童本人もこうして学校に夜来てくれて，これ夜ですけ

ども，夜の7時ぐらし、からいつも始めるんですけども，夜の

7時頃からそんなふうに集まってくれる。そうしサ状況があ

ったのはたいへんよかったなと思ってるんです。その目標

に向かって，長期目標と， 1ヵ月の短期目標を決めて，毎月

定期的に教育相談をおこなっていくことを，この 4人で確

認しながら進めていきました。で，次回からは外部の力とし

て，スクーノレカウンセラーさんも参加していくことも確認

したりしました。その場の教育相談では，中学校区の， 鳥取

市は中学校区にスクールカウンセラーが配置されています

ので，そのスクールカウンセラーの方にいま入っていただ

いて，毎月 1回のペースで教育相談をおこなってきました。

児童と保護者が帰られたあとは，その職員，関係、職員とスク

ールカウンセラーさんとで， 今日の教育相談はどうだった

だろうかとか，あの子に無理をさせてないだろうかとか，場

合によってはもう少し高い目標で設定してもし、いかもしれ

んなとか，もう少し家族への役割分担をきちんと明確にし

たほうがよかったかもしれませんねとか，そんなようなこ

とを，職員とカウンセラーさんとで，振り返りをしたり次回

の目標設定なんかを検討したりとかもおこなっていました。

毎月 1固定期的におこなうことには，やはり意味がありま

す。この教育相談としてよかった点と して，1つ目は児童や

保護者に， 年間の予定を知ってもらい，見通しを持ってもら

うっていうことが教育相談でよかったことかなあと思って

います。 2つ目は，児童本人が長期目標と短期目標を決め，

それに向かって児童本人が， 学校と家庭が同じ方向を向い

て，同じ目標を向いて取り組んでいることが確認できるこ

とがよかったかなと思っています。 目標については，できて

もできなくても，この不登校の場合にはょいというスタン

スで取り組んでいます。また，この教育相談までに，家庭訪

問などもしてたんですけども，家庭訪問しながら，先を見通

して，「これなら頑張れそうだjって子どもが思えるような

目標をある程度っくり上げておく。それをつくり上げてお
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いたうえで，教育相談の機会で決定していくようなことも，

見えないところでの動きっていうのも大事なのかなってい

うふうに思っています。児童本人と学校と家庭が，目標に対

して何ができるのかっていうことを明確にしながら，行動

化していくきっかけにもなりました。

今回紹介させていただいた，いじめや不登校の事例で共

通していることと，自分が意識してきたことは大きく 4つ

です。 1つ目は，報告連絡相談ということです。これは，仮

にいま言ったこと，いじめじゃなくても，学校現場ではどん

な場合でも僕は必要だと思っています。報告連絡相談をす

ることによって，情報の共有化ができます。そして，組織で

動く， っていうことも可能になってきます。組織で動くこと

によって，複数の目で子どもを見取ったり。または，教職の

年数も，学校現場はそれぞれ若い人から年配の人，いろいろ

おられますので，やっぱりその経験からのアイデアである

とか，そういうものをいろいろ持ち寄ることによって，的確

で効果的な教育相談ができると考えています。また，その際，

やっぱり先を見通して，っていうことが大事かなというふ

うに思っています。この大きく 4つが，自分としては教育相

談のなかで大事なことなのかなって考えています。

続いて，予防のための取り組みです。問題や課題が発生す

ることは，さきほどのいじめであるとか不登校であるとか，

誰のせいでもないっていうとこもあるんですけども，発生

することは当然あります。で，その後の対応もすごく大切で

すし，できればそういうことはない方がいいですけども，で

きればそうしづ状況，ない状況にしたいなあっていうのが

自分の思いで，予防し，様々な問題を未然に防ぐことができ

る方法がなし、かなっていうことをいつも考えています。そ

のためには，一人ひとりの居場所がある集団づくりが自分

にとっては重要かなと恩っています。一人ひとりの居場所

がある学級とは，いじめのない，または児童自身でいじめに

気づき，解決できるような学級である。また，不登校児童が

教室復帰をすることになるんですけども，そういう子ども

たちが，配慮の必要な子どもたちが，教室復帰したときにも，

安心できる学級がいいなというふうに思っています。そん

な学級にするために，私は学年学級経営と，日々 の授業づく

りに力を入れて取り組んでいました。学年経営，学級経営で

は安心でき，高め合う仲間づく りを，日々の授業づくりでは，

確かな学力をつけ，学習意欲を高めることを意識して取り

組んできました。少し紹介させていただきます。安心でき高

め合う仲間づくりとして，まずはルールが明確になってい

ることが，やっぱり重要だと思います。そこでまず自分が学

級でおこなうことは， 4月の学級担任になって，学級の担任

の発表をされて，いちばん最初に子どもたちに話すときに，

担任の願いとして，こんな人になってほしいっていうこと

を伝えています。言い換えれば，それは学級における，こだ

わっていくルールにもなっていくと思います。私は，大きく

4つなんですけど，いつも，話を聞く人，働く人，ビ、ツグな

人，することはする人，という 4点にこだわって，学年学級

経営をおこなってきました。子どもにわかりやすくて，それ

でいて，あまり欲張らず，ただし決めたこと，この4つにつ

いてはいつもこだわって，徹底することを大切にしていま

す。また，これを教室の見えるところに，いつも掲示してい

ます。担任と児童とで， 一緒につくり上げる学級目標という

のも，非常に有効な手だてだと思います。必ずそれを視覚化

し，行事での頑張りや，問題が起こったときには「この学級

目標に君たちは近づいてきたのか。近づいてきたよねIとか，

「し、ゃあ，これじゃこの目標に遠なっとる，遠のいとるぞ」

とか。そんなことの，自分たちの指標としても，使えるのか

なというふうに思っています。自分たちの考えを，行動を振

り返るよき物差しにもなるのかなとも思っています。

ルールだけではやはりいけません。つぎは，児童による自

治的な活動の推進ということも大切にしてきました。いわ

ゆる学級会っていうのをご存知でしょうか？学級会ってい

うのを，私は特に推進してたんですけども，学級会での話し

合い活動をずっと，どんどんどんどん推進していき，その話

し合い活動のなかで多様な意見がたくさんでてきます，子

どもたちの。いろんな意見，例えば何とか集会をするってい

っても，いろんな集会の名前がでたりとか， こんなことして

みたいと方、 でもそのなかでルールつくろうって言うと，ま

た違う子どもたちの，いろんな視点で， ／レールがたくさんで

てきます。多様な意見がでできます。で，どの意見も，大切

にしていきながら，児童自身が話し合い活動を通して，折り

合いをつける，っていうことを学んでいきます。多様な意見

を知ることとか， 意見をみんなの前で伝えること，そしてみ

んなの意見を尊重しながら折り合いをつけるっていう力は，

学校生活だけでなく，子どもたちがこれから社会に出てい

く上で，とても必要な力だと自分は思っています。そのよう

な話し合い活動をしながら，児童の手によって具体的な活

動が展開されるようになっていきます。私が担任した学級

では，学級の歴史を残そう，ということで自分たちで掲示物

を作成したりとか，全員で，私美保南小学校に勤めとったん

ですけども，美保南小学校ーの掃除名人になろうとか，こう

いうひとつの目標に向けて，取り組んだり しました。その児

童一人ひとりの頑張りなどを，これ見てもちょっとわかり

にくいかもしれませんが，この写真わかりますかね。シール

で，自分たちの，旗なんですけど，シールで、色を貼っていき

ながら学級の旗を完成させるっていうようなことをしたん

です。これも子どもの意見でつく ったんです。子どもの頑張

りを，こういうふうに見える化することによって， 一体感も

出てきます。また，児童一人ひとりの頑張りを，児童自身が

これによってみつけることもできるよい機会になっていま

した。さっきも言ったように，学級の旗を作成しました。こ

れは去年の，私が持ってた6年生の子どもたちが， 自分たち

で考えて，デザインや，まわり実はこれ，棒を入れることが

できるように，裁縫とかも子どもたちが全部します。私はさ

っき言ったように，家庭科苦手ですので。子どもたちに， 「先

生無理なんだけど」って話すると，子どもたち，本当に自分

らで一生懸命縫ったりもしましたし。こんな絵であるとか，

ちゃんと校章とか入れたりとか，いろいろ考えてるんです，

彼らは。自分たちで考えて，っくり始めました。もともとは

真っ白な布です，これ。全部自分たちで色をつけたりとかっ
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ていうことも，考えてつくっていました。で，その際に仕事

分担をして作成するので， あとでお話させてもらいますけ

ども，きちんとその役割分担のなかで，自分の仕事をきちん

と与えられる。逆にいったらそこが自分の居場所になるっ

ていうようなことになりました。高学年児童を私は持つこ

とが多かったので，やっぱり学校の文化をつくろうってい

う目標のなかで，委員会活動っていうのがあるんです。その

充実もはかつてきました。児童自身で，各委員会のマニフェ

ストっていうのをつくって，それを基に活動を， 1年間の計

画を立てて，企画し実践していくようなことをしてます。被

り物も好きで，子どもたち。私も好きなんですけど，被り物。

被り物したり とかしながら，実際に楽しく，こんな集会であ

るとか，場合によってはきちんとした，集会をおこなったり

しています。中学校では合唱コンクールというのはよくあ

ったと思いますが，小学校であまり合唱コンクールつてな

いんです。で，中学校を見据えて，っていうことも考えて，

子どもたちが，合唱コンクーノレをしようっていうこともし

ました。自分のクラスが勝手に合唱コンクールをおこなう

ことを決めましたが，自分の学級だけで合唱コンクールは

できないので，隣のクラスに 「やろう」って言ったりとか，

または，去年6年生だったので， 「し、や， 5年生も巻き込も

うJ，なんていうことを言いながら，提案し，自分たちで集

団を高める工夫をしているのもすごいなって感じました。

児童自身が，自分たちでやるって決めたことなので，歌う曲

もそうですが，練習方法とか，私ピアノも弾けませんけども，

「ピアノ伴奏とかもどうするだいや」っていう話になって，

「先生は弾けんだけど」っていうと，子どもたちで自分で楽

譜を用意して，自分たちでピアノ伴奏の練習をすると方、そ

んなこともするようになりました。自分たちでやっぱり決

めてるので，こうどんどんEんどん自分たちで進めていく

ような，活動が展開されていってました。やっぱりそこでも，

役割分担をしながら取り組んでいましたので，とても意欲

的で本当に全力で努力する姿がみられてよかったなと個人

的に思いました。集団を高める 1つの，みんなの居場所があ

るような，予防的な取り組みになったのかなあと思ってい

ます。これを通してトラブ’ルもよくありました。練習してて，

「あの人は口あけん」とか，「あの人は練習きちんとやって

くれませんJとか，ありますけども，そこでやっぱり自分た

ちでまた解決する，よい機会にもなったかなと思ってます。

本番は，ちょっとこけてしまったんですけどね。伴奏にあわ

なくなっちゃって，どんどん歌う方が速くなっちゃって，結

局， うまくいかなくて涙しとったですけども。それでも，そ

の過程のなかで，練習とか企画をしていくなかで，非常に子

どもたち自身の人間関係が，さらに構築されたように感じ

ています。自主的な活動を展開することで，それぞれの意見

が尊重されて，折り合いを自分たちでつけることができ， そ

の経験が普段生活のなかで展開されることになりました。

そして，安心できる仲間づくりにつながった部分はあった

かなと思います。また，それぞれの活動が展開されるときに，

一人ひと りに仕事が分担されますので，そのため，その役割

に一人ひとりが責任を持つことになる。それがその子ども

にとっての場所になったりとか， または友だちが認めてく

れる機会にもなったりしていました。

日々の授業づくりでは，確かな学カをつけ， 学習意欲を高

めるために，学V合いのある学習展開を取り入れました。ア

クティブ？ラーニングっていうのがこれから入ってくるんで

すけども。たぶん小学校では， けっこういままで，あらため

て言わなくてもみんなが知ってるような感じのイメージが

あるんですが。 わかることが実感できるように，意図的に友

だちと学び合ったり，自分で意見を伝え合う場面を設定し

たりすることで，友だちとの関係づく りっていうのもおこ

なってきました。意図的に也組んでいくことで，自然と交流

ができますので，子どもたちがお互いに認め合う場面にも

なったと思います。いろんな様々な取り組みをするだけで

なくて，それを，大切なのは，視覚化， 一般化する，という

ことが大切かなあと思います。そうすることで，学級に価値

が浸透して，共有化されることになります。私はそれを掲示

物や児童への紹介だけじゃなくて，特に学年学級通信って

いう形で， 啓発し， 子どもだけじゃなくて保護者にも知って

もらうようにしました。私自身， 通信書くの好きなんで，保

護者にも自分の学級学年経営を知ってほしいという思いか

ら，けっこうよく書いてました。学年学級経営を知ってもら

うのには，もってこし、かなあと。保護者を巻き込むのにはも

ってこいかなあというような， 1つのツールだと自分は思っ

ています。 で，必ず時間をとって， 子どもにも自分の書いた

通信を読ませるようにしていました。そうすることで，子ど

もや保護者にも，自分が何を大切にしているのかっていう

ことを伝えるよい機会になったのかなあと思っています。

また，この通信を，子どもたち読むようになって，けっこう

「自分が今日写真載っとるわIなんでよく言うんです。それ

を見せることによって，子どもたちもうちに持って帰って

「今日は僕の写真がでてるjとか 「僕の作品がでてるJとか

「僕のことが書かれてる」っていうようなことを，うちの方

で話をすることによって，子どもたちも，うちでのまた褒め

られるきっかけにもなったりとか， 自尊感情を育むことに

もつながるかなと思っています。通信の見出しをみてもわ

かるように， 自分がこだわっていること，働く姿であるとか，

／レーノレづく りみたいなことも，写真をみせながら，紹介して

います。この学級通信は，結果よりも過程が大切であるって

いうことを伝えているお便りになります。通信に書くこと

で，私自身が子どもたちに価値を伝えるとか，保護者に価値

を伝えるっていうことが大切なんですけど，何よりも自分

自身が子どもの頑張りをちゃんと見取れるかなあとか， 子

どもの悩みにきちんと気づけるかなあってことを，通信を

書くことでなんか学んだなあ，っていうふうに思います。学

校での教育っていうのは，学校と子どもと家庭の 3つの要

素で構成されてるんですけども，私の考える安心できる学

年学級経営っていうのは， この 3つがお互いに関係しあっ

て，つながりあっていくことが，重要だと思っています。目

的は，学校も子どもも家庭も同じ方向を向いていくことが

大切だと思っています。

最後にまとめですけども，教育相談，とりわけ学級経営つ
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ていうことについて大切なのが，いちばんは，僕は予防のた

めの取り組みが，学校では展開されなきゃいけないのかな

と思ってます。子どもたちにとって安心できる学年学級。だ

からこそ，教師や友だちに相談しやすい環境がつくれるの

かなと思ってます。予防の取り組みとして，キーワードはル

ーノレの明確化であるとか，自治的な活動の推進であるとか，

学びのある学習展開であるとか，児童，学校，保護者のつな

がりが特に必要かなと，自分は4つ思っています。もう 1点

は，問題や課題は起こることがありますし，むしろ必ず起こ

るといってもいいと思います。それは小学校だ、ろうが中学

校だろうが高校だろうが僕は一緒だと思うんです。重い軽

いとかいろいろあるかもしれませんが，やはり課題や問題

が発生したら，誠実でスピーディで丁寧な対応を繰り返し

ていくことが，いちばん大切だと思し、ます。そのためには，

報告連絡相談っていうことが必要ですし，情報の共有化，そ

して車比織で動くってこと。そして，先を見通して取り組むこ

とが必要だと思っています。長々とお話しをさせていただ

きましたが， 今回の趣旨にあっていないとこもあったと思

います。また，一緒に学ばせていただけたらなと思います。

どうもありがとうございました。

（石本）ありがとうございました。いま，趣旨にあってない

かもしれないんですけどと心配されてましたけど，全然そ

んなこと，とんでもないですよね。あの，僕は最初に， 3段

階で分けて， 教育相談について説明させてもらいましたけ

ど，あれも，いま最後に言ってもらったように，予防と，実

際問題が起きたときの取り組みとね，実質的にはあんな2段

階になると思います。もしかしたら教育相談っていうと問

題が起きたあとの取り組みの方をイメージしてた人， いる

かもしれませんけど，それに対してね，ちょっと視野が拡が

ったところがあるんじゃないかな， というふうに思います。

じゃあ，引き続き，村中先生の話を聞いていきたいと思いま

すね。

(2) パネリスト講演：

村中ひろみ鳥取市立河原中学校教諭

（村中） みなさんこんにちは。河原中学校から来ました，村

中と申します。中学校に勤務しております。子どもたちが

「将来先生になりたしリ って言って，卒業していく子も多い

ので，こんな感じなのかなと思って， さっきから拝見してい

ました。よろしくお願いします。今日のお話の流れなんです

が，学級経営について， 1つ目のお話をさせていただきたい

と思います。教育相談っていうテーマをいただいているん

ですけれど， つながりの強い学級をつくる，ということが，

不適応であるとか問題行動を予防するのにとてもいいので

はないかなあというふうに考えます。2つ目が，不適応生徒，

こんな具合に対応すると，比較的うまく いったかなあって

いう話をさせていただきます。最後，みなさん先生になられ

たい方が多いようですので，メ ッセージをお伝えしたいな

と恩っています。よろしくお願いします。

まず，学級経営についてです。つながりの？齢、クラスとい

う具合にお話をしましたが，ここに「エンカウンタ－GWTJ

と書いています。 GWTってわかるでしょうか？あの，グ、／レ

ープワーク トレーニング‘っていうんですけれど，要するに

仲間づくりです。年度始め，学級が変わったり，新しく入学

してきたりっていうことで，生徒はたいへん不安に思って

いるんですけれど，年度始めは特に， 重点的に仲間づく りの

活動を仕掛けていきます。学級へ， すごく不安感を持ってい

る子どもたちを，どんだけ早く安心感に変えてやるかって

いうので， たくさん話をさせたり， かかわらせたりっていう

ことを仕掛けていくようにしています。そこに，暗くてちょ

っとわかりづらし、かもしれないんですけども，右上の仲間

の名前の木ってしづ掲示なんですが，それから下の共同絵

画っていうものなんですが，されたことがある方もいらっ

しゃるかもしれません。 いまたく さん，いい木が出ていまし

て， それから仲間の先生からもたく さん教えていただくん

ですけれど， とにかくたくさんかかわらせたい，っていうこ

とが狙いで，仲間づくりを年開通じて頑張っています。つぎ

に，中学校ですので，一大イベントといいますか，大きなイ

ベントは運動会と文化祭の合唱コンクールになるんですが。

木当に絶好の紳を強めるチャンスになります。ここでです

ね， 一生懸命，優勝するぞ，優勝しよう，ただ転がり込んだ

ような勝利には意味がない， みんなが勝とうと思って勝た

んと意味がない， ということを語って，焚きつけると，子ど

もたちは一生懸命頑張り始めます。一生懸命，必勝法を考え

たり，練習プランを考えたり，ネッ トで二人三脚の速い走り

方をみつけてきたり。いろいろするんですけど，そういう，

子どもたちの動きを，中津先生もさっきもおっしゃってい

ましたが，学級通信で伝えていったり，掲示物にしたりする

なかで，すごく一体感が高まって， 連帯感が強まって， 「何

年何組でよかったな」と思うクラスになっていきます。子ど

もたち，たいていあの，練習をしたがるので， 「先生， 朝 7

時半集合なJとか言うんです。たいへん辛いんですけれど，

そこは期間限定，ここは頑張りどころだなと思って， 一生懸

命加わって活動するんです。ここを頑張ると，そのあとの学

級経営がグンと楽になるので，力を入れています。たいへん，

ドラマが生まれて，面白い行事だと思っています。

生徒同士のつながりをお話したんですが，つぎに，担任と

生徒のつながりをつくる，というお話です。1つ目は， ルー

ルを入れてして。ならぬものはならぬ，っていうことを，年

度の初めにしっかり約束をします。規律ある学級，いじめを

許さない学級，ということで，徹底していきたいと思ってい

ます。不安感を強く持つ子がいます。おとなしい子もいます。

音の刺激とかが弱い子もいるんですけれど，教室が安心し

た場に，居場所のある場になるために，よくないことはよく

ない，ということを徹底することがとても大切です。で，よ

くないことをしたときに，「先生はこうするよ」っていうの

を決めておいて，徹底してそれをします。「あの先生はいち

いち引っかかるんだなあJrスルーしてくれないんだなあ」

と思うと， だんだん，その，好ましくない行動っていうのは

減っていく ように思います。私はよく，「よくないことをし
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たんだから，いいことをしてプラマイゼロにして帰ろうJっ

て言うんです。黒板周りをピカピカにしたりとか，よいおこ

ないをして帰るってことをしていますと，だんだんそうい

う行動をしなくなります。それから暖かい眼差し，と書いて

いますが，基本担任の居場所は教室かなあと思っているの

で，授業がない限りは，中学校ですが，白分の教室，学級の

机に座っています。たくさん話をしますし，子どもたちの様

子をよくみるなかで，いろんな姿がやっぱり，みえてきます。

ここにちょっと，育すぎてわかりづらいんですけれど，ちょ

っといし、話って書いであるんです。これ，学級通信のなかで，

自分がちょっとこだわって，好きなコーナーなんです。しょ

うもない 2,3行ぐらいなんで、すけど，「だれだれ君がよか

ったJとか「だれだれさん，こんなとこすてきだった」とい

うところを，紹介するようにしています。楽しい話とかも載

せるようにしてるんですけど，そういうなかで，気配りする

とこんな感じなんだなっていうのが連鎖反応になって， 学

級全体が暖かい雰囲気に成長していけるように思っていま

す。それから，一人ひとりを大切にするということを心がけ

ます。すべての子どもが，自分が最展されてるな，って思え

たら成功かな，と思っているんで、す。 これは寄せ書きなんで

すが，運動会当日の朝の黒板なんです。不登校の子がこのと

きは1人いたんですけど，その子の分も，メッセージのカー

ドに入っているんですね。全員揃って，何年イ嚇且っていう姿

勢をずっと貫くってことは，まあ大事かなあという具合に

考えています。これは教室環境で，自分の学級の様子なんで

すけれど，左上の写真ですと，イーゼルにスナップが，全員

写真なんですけど，スナップが置いであったりとか，右上の

写真ですと，ロッカーのいちばん左端はフォ トフレームに

なってるんですけど，みんなの写真がはまっていくような

感じで，学級全員っていうこ止を大事にしています。それか

ら，トロフィーとか盾をいただいたら，すごく大事にするん

ですね。毎日ハタキをかけて，いちばんいいところに置くん

ですね。で，みんなで勝ち取った物は宝物っていう扱いをし

てやる。それから，右下にカレンダーがあるんですけれど，

学級持ったときに，みんなの誕生日をそこに書いておくん

ですね。で，「今日はだれだれ君の誕生日だねIっていう具

合に，必ず声をかけます。右の下の写真の，窓際にイーゼル

がかかってると思うんですけど，あれ名言集っていうんで

すけど，クラスの子どもたち，面白いことや，すごくかっこ

いいことを言ったりするんです。これいつのころからか書

き溜める習慣ができて， 「今日だれだれ君，何校時，こんな

ことを言いました」とか，「よしじゃあ，書いとこうJっ

ていうのを溜めて，大事にしていたら，けっこうな量， 溜ま

ってすごい楽しかったんです。 クラスの子どもたち，あるい

は一人ひとりの子どもたちの，活動の跡がわかるような学

級にしていきたいなという具合に思っています。さきほど，

中津先生もおっしゃいましたが，担任と生徒のつながりを

つくるうえで，学級通信って本当にいいツールだなという

具合に実感しています。うちの方にとったら，「月の行事予

定がわかるなあ」とか， 「学校はこんなことを持ってきてほ

しいjとか，連絡事項，情報伝達っていう意味で受け取って

くださってる保護者もいらっしゃるんですけれど，担任的

には，昨夏し、を伝えたり，喝を入れたり，こうしづ姿にしたい

から，いまこういう指導を入れてるんだとか，おつきかった

りちっちゃかったりする生徒の活躍を讃えたり，あるいは

おとなしいけれどすごい輝くものを持っている子をここで

紹介してやったり，っていうことで。私も学級通信書くのが

大好きで，子どもたちも一生懸命読んでくれるように思い

ます。

つぎなんですけれど、も，担任と生徒のつながりをつくる，

ということで， 感動を共有する。道徳っていうのは， すごく

これも有効です。すごく頑張って教材研究するんです。1回

きりの授業なんですが，道徳は，失敗することもあるんです

けど，はまったときは本当に感動するなあ，と思います。こ

れから教科になっていったりして，評価とかいろんな問題

もあるんですけれど，道徳は素晴らしいと思います。普段の

日常会話では，絶対これは話題にならないだろうなってい

う話題が，道徳だと話題になって，それに対する本音とか思

いとかが出てくるんですよね。そういう時間っていうのは

なかなか道徳以外には考えられないなって思います。それ

とか，人間ってすごいねとか，素晴らしいね，っていう，価

値に対する感動をみんなで共有する，っていうのは貴重か

なっていう具合に思います。ここは，『おもかげ復元師』 っ

ていう本を題材にして道徳をしたんですけれど，東日本大

震災で亡くなった方を，納棺師の方の話なんですけれど， た

いへんいいお話で，すごく子どもたちが感動したんで、す。教

科の学習とか，帰りの会ではできない感動を共有できたな

あって具合に思います。いくつか持っておくと，先生になら

れたときにすごくいいなぁと思います。例えば，『命のビザ』

の杉原千畝さんとか，『塩狩峠』とか，いろんな感動するお

話があるので，子どもとそういう時間を共有していただく

と，ぐっとつながりが強まるのではないかなあと思ってい

ます。

つぎですが，同じ感動を共有するのでも，学活になるとま

た，少しあの，カラーが変わってくるんです。下の方に男女

交際とか性教育とか，職業のキャリア教育とか書いてます

けれど。語れるクラスになると，こうし寸話でもすごく学級

で面白い話ができる。新たな発見があったり，人を大切にす

るってどういうことだろうね，みたいな話ができるのは，こ

の学級活動の時聞かなあって具合に思っています。それか

ら，学校って出入りがあって，大事な仲間が退出していくこ

ともあれば， 新しい友だちを迎えることもありますし，教育

実習の先生がそれこそ， 2週間ぐらい一緒に生活をしてくだ

さることもありますし，お世話になった先生が産休に入ら

れることもあるんですが， 1個 1個，面倒くさいと思わず

に，いい体験をさせてやれるなあってしサ具合に，プラスに

捉えて，すごく大事にイベントにしていくと，人を大事にす

る，つながりを大事にする， そういう生徒たちに育っていく

ように，思っています。この写真は教育実習の先生を真ん中

にして，みんなで記念写真撮ったんですけれど，楽しい会を

自分たちで考えて， 1時間，展開をしてくれました。で，中

津先生もおっしゃったんですが，私もトップダウンの学級
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経営っていうのはそんなにうまくし、かないなと思っていま

す。自分たちが自分たちのクラスをよくしていくっていう

クラスをつくりたいなあと思っています。学級会もします。

班長会もします。で，そのなかで，子どもたちって意外に本

当にちゃんとよくみていて， Iここがいまのうちの課題なん

だIっていうことが，ちゃんとわかってるんですね。それを，

どうしたらよくなるんだろう，どういうルールを入れたら

変わるんだろう，というのを考えるので，考えて実行して達

成したら球技大会しようとか，そういうこと言うんです。

「しようしよう」って言う とすごく盛り上がって，頑張りま

す。右上のベッ トボトルのやつは，毎日の宿題が全員分出た

ら1個貯めよう，ビー玉を， みたいな感じで，各班がチーム

名をつけて，ビー玉を貯めていった活動なんです。自分たち

でやっぱりこれも考えました。これ，真ん中の男の子同士が

向かい合っているのは，賞状あげしてるんです。 学期を閉じ

て終わるときに， 1年間，頑張ったみんなに賞状あげたいと

か言い出して。班の試みなんですけど，各班の，出し物の。

「僕たちの班は賞状をみんなにあげる」とかつて言って，賞

状を授与しているところです。で， いちばん下のものは，ク

ラスをよくするためにどんなことを頑張ろう，というのを

すごく考えて， 条文にして，つくって掲示していた「未来作

戦」ってやつなんです。合言葉に掲げて，ときどき検証しな

がら，頑張ったものです。また，大人が思いっかないような

面白いことを，子どもたちはよく言うので，さきほどの名言

集もそうなんですが，誕生日がきたらいつの間にか給食の

時間に，ハッピーパースデーを歌うみたいな，変なしきたり

ができたので，最後までやりきったんです。そんなことを面

白がって乗っかつて， 「やろうやろうJ言ってると，そのク

ラスのローカルルールじゃないですけど，うちのクラスは

こうなんだっていう，色が生まれてくるように思います。そ

んな活動をするなかで，きっちり子どもたちのなかで仕切

ってくれるリーダーが育ってきます。そして，「先生いいよ。

見てても大丈夫だからね」って言って，自分たちで回してい

く，暖かい風土が醸成されていくような気がしています。

2番目の話なんですが，不適応生徒への対応についてとし、

うことで，一生懸命，予防的に学級経営頑張るんです。それ

でもどうしてもいまの時代，クラスに何人か学校に行きづ

らい子どもがいるものですが，こんなことをしてきました。

1つ目は，あまりに普通なんですが，思いをしっかり聞くっ

ていうことを大切にしています。語りたいことがいろいろ

あるんですけれど，むしろ聞くっていうことを心がけてい

ます。いつもクラスで会う子どもじゃないんですけれど， い

つも心に留めておいて定期的に会いに行ったり，物を届け

たり，電話をしたり，「忘れてないよ」っていうことは必ず

伝えるようにしています。「心はみえないけれど，心遣いは

みえる」 と書いていますが，必ず伝わる，届くなあと思って，

続けています。つぎに，連携を大切にする。 さきほども報連

相って具合におっしゃってましたが，1人だけで仕事をする

ことは絶対にできません。強い味方にいままでたくさん助

けていただいたんです。保健室の養護の先生，それから相談

室の先生，スクールカウンセラーの先生， 「すなはま」とか，

いろんな関係諸機関の先生方， とてもお世話になり，力を与

えていただいたなという具合に思っています。どう しても，

やっぱり本流の，たくさんいるクラスの子どもたちの前に

いないといけないときに，その子の話をしっかり受け止め

て聞いてくださって， あとから情報をくださったり， 専門的

な立場から「し、まはこんなことをした方がいいと思うよJと

アドバイスをくださったり。仲良くしておくと，本当に自分

のクラスがよくなっていくなあっていう具合に感じていま

す。ぜひ仲良くなっていただきたいなと思います。それから，

長い目で見守るということですが， 1年でどうにかしよう，

自分が担任持ってる期間にはどうにかしようって思うのは，

本当に不遜な考え方だなあと思っています。 思い詰めたり，

私がこんな成果を出したって思おうとしない，この子はな

るべくして， いまこんな状態になってるので，エネルギーが

たまるのを待ってやる。そういう気持ちも大事かなあ，とい

う具合に思っています。責めない。「なんで学校来ないのつ」

とか，「なんでうちの方は学校に押し出してくださらない

の？Jとか， 「なんて自分は力がないんだろう」とか， 誰を

責めても絶対うまくいかないので，責めない。大事な姿勢か

なあと思っています。教育活動は，本当に，種をまくような

仕事だなって思います。いまいま，「ああ，この種は芽を出

さんかったなあ」と思って送り出した子どもたちも， 大きく

なって再会したり，会いに来てくれたりしたときに，すごく

いい姿になって会えることがけっこうあります。そのとき

に， そのとき恩いをきくと， うーん，やっぱりその子なりに

いろいろ育ってたんだなあってことを実感することも多く

ありました。「し、まいま何とかしよう」と恩わないと，自分

の気も，すごく楽になるんじゃないかなあというふうに思

います。

最後に， みなさんにメッセージということで， 1つ目です

が，この大学生の期間に，いまの豊かな感性をお持ちなんだ、

と思いますが，しっかり感受性とか，感動するカとか，素敵

だなあと思う力を，ぜひ磨いてほしいなあと思います。教員

は俳優だと思ってます。演技しなくちゃいけないところが

いっぱいあるし，子どもみたいに感情を出さなくちゃいけ

ないところもいっぱいあるので，そもそもの感性がないと

成り立たないかなあと思いますんで。子どもみたいに，いつ

でも豊かな瑞々 しい感性でいることはすごく大事かなあと

思っています。 2つ固に，コミュニケーション能力が必要な

仕事だと思います。 相手にするのは子どもです。それから保

護者です。一緒に働くのはたく さんの先生たち，同僚です。

それから，いろんな地域に出ていくこともあります。関係、諸

機関の先生方とお話することもあります。とても大事なの

はコミュニケーション能力だと思います。アルバイトされ

る方もいるでしょう。ボランティアをされる人もいるでし

ょう。 地域で，なんか活動をされる人もいるでしょ う。いっ

ぱい，いろんな人とかかわって，いろんなタイプの人聞を知

っているっていうのは，教員には強みだと思いますので，コ

ミュニケーション能力を高めてぜひ現場に来ていただきた

いなと，思っています。最後，最後にこれってどうかなと思う

んですが， タフであることはすごく大切です。思ってる以上
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に，消耗する仕事なんですね。からだ，身体的にもそうです 先生とか， ひどい子は「おばばjとか，私を呼んでいますけ

が，精神的にもけっこうたいへんな仕事かなと思っていま れど，正しくは養護教諭といいます。で，子どもたちにいっ

す。 一晩寝たらリセットして元気に学校に向かえるぐらい もききます。 「先生の印象どう？」ってきくので，ちょっと

の人じゃないと，先生はできないかなと思います。すごく感 紹介したいと思います。よくあるのが「保健室の先生って，

動することもあれば，すごく悔しい気持ちになることもあ 勉強教えないのに先生なの？それとも看護師さんなのワ」

りますし。元気じゃないとダメだなと思っていますので，タ それからいちばんよくあるのは，「暇そう。 暇そうだな。楽

ブである，そんな精神力を，この大学時代に培っていただい そうだなあ。何してるの，毎日 刊とか。 同僚からは， 「先

て社会に出ていただきたいなと思っています。若干ブラッ 生がいないと本当に困るんですJと，言われることもあるん

クな面もありますが，学校現場はとても楽しいです。ド‘ラマ ですが， 「学級の担任の先生はお忙しいので，学校全体にか

よりもドラマなことが起きるのが学校だなあとし寸具合に かわる仕事をお願いしますJとか，「先生は勉強を教えない

思っていますので，ぜひ先生になっていただきたいなあと のでいいね」とか「子どものことは担任の仕事だから， 口を

思います。リ クエストに応えるようなお話ができたかどう 出さないでね」なんてことを少し聞くこともあります。さき

かわかりませんが，以上で終わりたいと思います。ぜひ将来 ほど言いました， 養護教諭という職なんですけども，まず他

一緒に働きたいなと思います。よろしくお願いします。あり の先生といちばん違うのが，なんせ， 保健室という部屋があ

がとうございました。 ることです。 部屋を持っているのは，校長先生と私だけです。

（石本）ありがとうございました。さっきの中津先生から引

き続きでしたけど，日本の先生方，すごいですよね。大学で

は，そんな掲示物のっくり方とかね，ほとんど習わないんで、

すけどね。学習通信のっくり方とかもそんなに習わないん

ですけどね。やっぱり先生それぞれに創意工夫をされて取

り組んでおられて。聞いていたらすごいたいへんって思う

ところもあるかもしれませんけれど，それを徹底しておく

と，むしろその後の学級運営がうまくいって，いろんな問題

が発生しにくくなるとしづ意味では，むしろ自分を守った

り，自分を楽にする面もあるっていうふうにね，思ってもら

ったらいいんじゃなし、かなと思います。じゃあ最後に，磯見

先生からのお話を，お聞きしたいと思います。お願いします。

(3) パネリスト講演：

磯見弘美 鳥取市立修立小学校養護教諭

（磯見）みなさんこんにちは。 修立小学校の磯見と申します。

よろしくお願いします。遅くなりましたし， 長時間になりま

したが，さすが大学生ですね。小学生だ、ったら， 10分もた

てば，もうそわそわしたりとか，ぼーっとしてみたりってい

うのありますけど，さすがは若いみなさまは，この集中力は

素晴らしいなと，いまみなさまの様子を見かけながら思っ

ています。私の方からは，学校に行きづらい児童対応という

ことでお話しさせていただきます。中津先生や村中先生は，

学級担任とし、うお立場です。ですが，私は保健室の先生とい

うことで，どちらかといえば，不登校になりやすいとか，不

適応になってしまったという個別での子どもたちの対応が

多いですので，そのことを中心にお話ししたいと思ってい

ます。 それから，もう 1つは，保健室の役割というものを先

生方に知っていただければありがたいかなと思って，用意

させていただきました。

養護教諭あるある，つでありますけれども，みなさま，い

ままで保健室の先生の本当の職名って知っておられました

か？養護教諭っていうのを，小学校や中学校のころに知っ

ていたという人，おられますか？だいたいみんな保健室の

他の担任の先生たちは，いろいろ年度が変わると変わりま

すけれど， 私だけは保健室とし、うお部屋があります。それか

らもう 1つ違うのが，直接身体を触ることができます。特

に，男性の先生なんかは，高学年の女子なんかが Iお腹が痛

い」なんて言って，ど、れど、れどれって触ろうものなら，「あ，

ちょっと，セクハラじゃないかjっていうふうに疑惑の目で

みられてしまいますが，私は男の子だろうが女の子だろう

が，身体を触ります。で，身体を触ることを通して，子ども

たちのケアをしていきます。ですので，難しく学校教育法で

は，養護教諭は養護を司るという仕事になっていますが，よ

くわかりませんよね。私たちの役割は，身体を通して心をみ

る。ちょっとオーバーで、すけれども，身体と心の専門家と呼

んでいます。

では，保健室の来室の状況をみたいと思っています。いま

話題の，ちょっと私は大好きでいまはまってるんです （注

テレビドラマ「先に生まれただけの僕」について）。こうし、

う校長先生だったら私は毎日楽しく学校行けるんかなあっ

ていうふうに思います。あるときこんな場面がありました。

「昔はね，保健室って怪我や病気の手当てをするところっ

て恩われていましたが，いまはほとんど心に問題を抱えて

いる子どもが利用しています。Iこのドラマは高校生なんで

すけども，これは小学生で、も同じです。そして，最初は身体

の不調から始まります。 「先生，悩みがありますJなんて来

る子は，ほとんどありません。熱が出たり，だるかったり。

なんとなくだるいとか，お腹が痛いって。で，その子どもも

なんでそんなふうになってるかっていうことが，まったく

言えませんし，特に小学校の場合は言葉がまだ未熟ですの

で，言葉で伝えることはできません。 そうこうするうちに，

不適応であるとか不登校になっていくんですけれども。じ

ゃあ，その子どもたちを，不適応な子どもたちを，他の子ど

もたちがどのように感じてるかというのを，不登校あるあ

るってことで伝えてみたいと思います。まあ多いのが， 「な

んで学校に来ないの？」とか， I不登校って，心の病気なん

ですか？Jとか，「せっかく教室行こうと誘ったのに来ない

し，本当にウザし、」。クラスの友だちは，さきほどもありま

したけども，給食や当番をその子の代わりに代わってやっ
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てくれたりとか，本当に負担に感じてると思います。それ，

本当に正直な話だなあと思っています。なかには一生懸命，

教室に誘おうと，思って， 一生懸命かかわってくれているん

ですけども，やはり，それに期待に応えてもらえないので，

がっかりして，心ない言葉がでてくるんだと思います。それ

から， I保健室では遊んでばかりいる」「ずるいj。教室や学

校以外では本当に元気なので，周囲の子どもたちは，本当に

「はてなJとか，「ずるいなJっていう気持ちになってしま

うと思います。それから，「自分の好きな教科の間だけきて，

嫌いなことはしなし、」「怠けているだけじゃないですか」。少

しずつエネルギーが溜まって，元気になると，やはり好きな

教科からとか，抵抗ない場面からチャレンジしていきます

よね。そうすると子どものなかには，そう感じてる子もいる

ようです。じゃあ，周辺の親たちはとか，大人はどうみてる

かつてことも，ちょっといってみたいと思います。多いのが，

「親の育て方が悪し、」「わがままなんですよ」 「嫌なことから

逃げているJ「甘えているじゃないかな」「こんな些細なこと

で学校行けないなんて，我慢が足りないんですよJ「保健室

で甘やかさせるので，教室行けないんですよ」「保健室には，

だから行かせないようにしてます」「教室に入ると普通に過

ごしてますよ」「やはり，あれは怠けで与すよ」「夜，寝るのが

遅くて生活のリズムが乱れているせいですよ」印、まよく話

題にあがります，愛着，愛情不足ですよんある担任なんか

は，「やはり私のかかわりが悪いのかしら」「こんなに一生懸

命してるのに」って，悩む先生方もおられます。

では，不適応になった原因っていうものを，述べてみたい

と思っています。本当に，これは一人ひとり違います。いろ

いろありますし，たった 1つの原因ってことはありません

し，とてもたくさんのことが絡み合っています。その主なも

のや大きなものをあげてみたいと思います。まず，学習の苦

手やつまずきです。学習がわからないのに黙ってじっと 6限

まで席に座っていることが，本当に辛いことだと思います。

それから，友だち関係のことも多いです。いじめも含まれて

います。さきほどから村中先生も言われました。やはり，コ

ミュニケーションの力というのがまずくて， トラブったり

とか，うまくかかわれなかったりとか，不安になってること

が多いです。本当に，年々，そういう子どもたちが増えてい

ってるってことが，現状として感じています。それから発達

の課題のある子。自閉症スペクトラムとか， ADHDという

のが背景にあるお子さんは，やっぱり障害の特性からも，人

とかかわることが難しくて不適応になるリスクはとても高

いです。それから，虐待を経験したお子さんもあります。そ

うし、うお子さんは，人との関係をつくることや，人を信用す

ることが難しいので，様々な不適応な行動をとっています。

これも残念なことに，実感としては増えてきているのかな

あと思っています。それから，これはとても，これもとても

残念な話で，担任の先生方には申し訳ない話なんですけど

も，担任の先生との相性が悪いというのも，正直少しありま

す。やっぱり生身の人間ですし，人と人の対話のなかですの

で，相性というのも少しありますし。 まあ，それだけで終え

てしまうと，それまでなんですけども，これはというふうな

経験がありました。 漢字の書き取りテストをしたんだけど，

ちょっとはねが足らなかって，パツにされたと。で，自分は

はねているつもりなのに，パツをされた。もうあの先生は嫌

いだ。もう学校行きたくない。この子の場合は，よくよくア

セスメントをすると， 学習障害を抱えてたということがわ

かったんですけども，きっかけはそういうことがありまし

た。それから，自分は注意されてないんだけども，他の子を

注意する先生の芦がもう怖くて，学校行けないんだってい

う子もいました。やはり，この子も家庭環境であるとか，虐

待とし寸背景も少しあったと恩われますが，そういうこと

がきっかけになることがありました。で，最近いちばん深刻

なのが，ネット依存によるものです。みなさんもかかわる時

聞が多いと思いますけども，最初からネットやゲーム依存

なわけがないんです。やはり最初は，なにか不満であるとか，

心を満たされないとか，時間の使い方がわからないなど，そ

ういうことで，だんだんネットにハマっていくようになる

かなって考えています。このように，原因や背景はとても

様々です。なのでやっぱり，しっかりアセスメントを丁寧に

することが大切だと思っていますo それによって，それぞれ

に，一人ひとりあった対応の仕方が変わってきます。アセス

メントや対応のことは，いままで先生方も，報告とか相談と

かありましたけども，校内の全職員で， 子どもはいろんな場

面でみせる姿は違いますが，それは全部子どもの姿なので，

やっぱり情報共有して，なぜそういうふうになっているの

かなあというのをアセスメン卜していきます。職員だけじ

ゃなくて，いま， LD等専門員っていうのが我が校にはいま

すし，スクールカウンセラーさんなども含めて，学習の面か

らその他の面まで一緒にアセスメントしていきます。

ちょっと，話題は変わるんですけれども，みなさんはお友

だちとか，学校に不登校のお友だちがし、たって経験があら

れますか？あられませんか？じゃあ，不登校や不適応にな

っている子どもたちが，どんな思いをしていると思われま

すか？学校にいられなくなって， 行かなくていいって言わ

れたから，もうせいせいしてるな， と思っておられるでしょ

うか？それとも，嫌いな人とかかわらないからいいわ，と思

ってるんでしょうか？どうでしょう？実はどの子も本当は，

不適応になっていること自体をすごく負い目に感じていま

す。自分が不適応になったことで， おうちの人も困ってるし，

自分自身もしんどいなあ，ということを考えています。で，

やっぱりみんなと同じように，教室で過ごしたいし，勉強も

したいと，思っています。なかには， 「勉強なんてどうでもい

い」とか， 「勉強をしてくのも意味ない」とか， 「夢や希望も

ないし，ひきこもりのままでいい」なんて子もいます。でも，

こういうふうに，一見困っていないというような子もいま

すけども，本当は，実際，話をしてくと，やっぱり本当は一

緒にやりたいんだけども，できない，無理だって諦めている

様子であるという子がし、ます。 そこで私は，学校に適応でき

ないということは，多様な個性がある子どもと学校との不

似合いだ，と考えています。学校の環境が合わないというこ

とです。中学校では女子がスカー トを履く という文化があ

ります。スカートに抵抗がある子どもにとっては，そういう
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学校，中学校のスカートとし、う文化は，やはり辛いものがあ

ります。で，おおかたの子にとっては当たり前のことであっ

ても，そうでない子どもがある，っていうことを知っていた

だければありがたし、かなあと思います。私たちの仕事は，ま

あそれは先生方もですけども， その子が自分らしく， 人生を

歩むために，必要な力を育てていく ことだと思っています。

ですから，教室に入るからとか，学校に来ることが目標なわ

けじゃなくって，まあそれも大切ですけども，どのような力

をその子がつけて，社会に出るのを支えてやるのかという

ことが大切だと考えています。ですのでやっぱり，何度も言

いますが，アセスメントが重要だと思っています。

では，つぎからは，じゃあ保健室はどんなふうに， どんな

ことをやっているかっていうことをお話したいと思ってい

ます。まず，本人に対してです。やはり第1に，保健室がま

ず安心できる場所であるようにすることを，考えています。

それから，気持ちを言える子が少ないので，表現できるよう

にすること。また，クラスの一員であると実感を持てるよう

に，友だちとの関係、づくりを深めます。そしてなにより，自

己肯定感を育てることを意識してかかわっています。また，

学習に遅れないように，少しでも学習保障ができるように

考えています。担任の先生には，なによりも，安全で安心で

きる学級づくりをお願いしています。学級に，教室に戻れる

気持ちになってても，やっぱり教室が， そうし、う暖かい雰囲

気でなければ帰れませんので。それからまた，一人ひとり違

うという土壌をつくることをお願いしています。それから

保護者さんには，綿密に連携をと りながら，子どもの理解と，

生活リズムが乱れないようなことをお願いしながら， 一歩

一歩進めています。そして，やはり養護教諭1人とか，保健

室だけではできませんので，チームとして役割分担をして

かかわっていきます。

ここからは，もっともっと具体的な話をします。小学生は

本当に気持ちを表すことができませんので，これは気持ち

を表すツー／レとして使っているものです。心のイライラ度

というのは，イライラが今何度ぐらいだ， っていうふうなこ

とを，視覚的に表すときに使っています。それから見にくい

ですが，右下の方の図は，学習場面とか生活場面のなかで，

不安なところを点数化していって，安心ができるところか

ら，教室にチャレンジしようっていうふうな話に使ってい

ます。それから，なかなかこれでもできない子は，携帯の絵

文字で自分の気持ちを伝えてきてくれた子もいました。こ

の子にとって，どういうツールを使うと気持ちがでてるか

なあっていうことは，もう，手探りで使っています。いまの

子どもたちは， ウザいとか，イライラするとか，ムカつくの，

たぶん 3語しか知らないような気がしています。何度きい

ても，「イライラするんですj「ムカつくんです」っていう言

葉が返ってきます。でもその背景にある言葉っていうのは，

気持ちというのは，なかなか子どもたちは言語化できませ

んので，それはかかわりながら言葉を増やすようにしてい

ます。不適応であった子どもだけじゃなくて，一般の子ども

も一緒です。つぎに，どのようにこの子たちが保健室登校し

ているかというと， マイプランで1日を過ごしています。ど

うし、う目標で 1日を過ごそうかなっていうことも考えてい

ます。学級の予定をきいたりとか，そのなかで自分は，例え

ば15分教室に行く，チャレンジしますとか，この時間友だ

ちに何人挨拶することを目標にしますというようなことを

書きながら，チャレンジをしていっています。それから， よ

くやってるのが， やっぱりコミュニケーション力を高める

ということです。遊びがやっぱり，コミュニケーション能力

を高めるのにはいちばんいし、かなあと思っています。UNO

やジェンガや風船バレー，卓球などをして，リラックスする

ことや，そんな中で，コミュニケーションスキルを高める機

会にしています。 それから，学習支援はやっぱり社会に出る

ためには， いちばん大きな，重要なことですので，教室に入

れたときに，進度が変わってると困りますので，やはり，こ

れは全校体制で，教員も入ってもらって，学習の方の支援は

しています。それから， LD傾向の子どももいますので，そ

うし、う子はLD等専門員の先生方に，時間をかりて，その子

にあった学習内容を考えていきます。それから， SSTの実

践も，隙聞を狙ってとか，時間を計画的に入れてやっていま

す。これは， ずっと継続してかかわる子だけじゃなくて，通

りがかった子なんかでも，「ムカつく」と言ってきた子たち

に，こういうワークシートを使ってやっています。それから，

さっき言った，学級での居場所です。教室にいなくても，友

だちのつながりはとても重要だと思っています。で，そうい

うときには，その子の強み，得意なことをやらせて， その学

級のなかで，その子の居場所づく りをしてほしいというこ

とで，そこは担任の先生と協力しています。 だから作品も，

同じように教室に飾っていたりとか， 机， 椅子ももちろんで

すし。まあそれは嫌がる子もいますので，その子の気持ちに

寄り添いながら，やっています。それから，ある児童はとて

も図工が得意なので，さっきあの，学級のあゆみ左いう話も

ありましたが，ああし、う学級のあゆみの掲示物は，その子が

担当で、やっています。動物が好きな子は，飼育係ということ

で，飼育係の時間だけ行って， 他の子どもとかかわったり，

そういうことをしながら， その子のすごいところ，いいとこ

ろっていうことをみんなに知ってもらって，その子の理解

とか，安心できる学級づくりをしていただいています。

いろんな子とかかわるなかで，やっぱりいちばん大切な

のは， 自己理解や肯定感があるということじゃなし、かなと

いうふうに思っています。自分の得意なこと，できること，

苦手なことがわかって，苦手なことがあってもやっぱり 自

分は好きだなあ，って言えるよ うな子に育てたいなあと思

っています。誰かのために役に立っているという， 有用感を

育てることが子どもの成長の基盤になっていますので，1日

保健室にいるなかでも，それができるような工夫も，してい

きたいと思っています。不登校の子たちは，本当に 「自分の

得意なことはなに？」とか， 「好きなことはなに？Jってい

っても， 1個もでません。でも嫌なことは，もう 10も， 20

も， 30もでできます。 そう じゃなくて，やっぱり自分のこ

とがいいなあと思ったり，自分の好きなところっていうの

が言えるような子にしたいなあっていうふうに思っていま

す。
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まとめです。養護教諭は，身体と心の専門家です。不登校

は，多様な個性に不似合いで起っているという現象にすぎ

ないということです。学校は自己実現できる資質を育てる

ことが目標です。不適応を起こしている子どもが変容しや

すいように，場を整えてあげることが必要です。これは環境

も人もそうです。そのためには，やっぱりアセスメントが必

要ですし，アセスメントがしっかりできていると，これは予

防にもつながります。行動にはその子なりの，理由や背景が

ありますので，やはりしっかりそこは受容しながらきいて

いきたいなあというふうに思っています。で，不適応である

子どもたちも，常に成長とか発達とか，自己解決するカを持

っていますので，「信じてますjと言うことも大切かなあと

いうふうに思っています。それからなにより，やはり一人ひ

とり違っていい，みんないい，とし、う土壌づくりを， つくる

ことも大切だと思っています。保健室でできることには限

界があります。やはり，先生方の協力なしには，できません。

で，校内の協力，それから外部の専門性のある人との協働，

でできるものだと思っています。それから，教室以外に，や

っぱり安心できる場や，人がいることが大切だと思ってい

ます。保健室ももちろんですけども，なかには，図書室の先

生が大好きでいく人，それから給食の先生が大好きで，毎日

必ずいろんな家の話をして，教室にあがるという子もいま

した。「磯見先生はしりもケンコレをj一一ケンコレってい

うのは，いつも朝，子どもたちの健康状態をみるために教室

に巡回するので，そのときのことだと思いますが 「し、つ

もよし！とかグー！とか， 笑顔でやってくれますんそのと

きに，中には入らないんですけども，ガラス越しに， グ－！

とかやってたんだと思います。そのことをよく覚えていて

くれて， 書いてくれていました。ですから，面と向かって話

をすることがそんなになくても，やっぱりその，気にかけて

いるということが伝わってたのかなあというふうに思って

います。で，まあこのように，うまくいくことは， 本当にま

れで，いつもいつも一人ひとり違いますので。必ず，いまま

での経験がきくかというと，そうではなくて，本当にいつも

手探り状態です。でもやっぱり諦めないで、かかわれること。

それから，いろんな校内の先生方，それから専門の先生方と，

チームを組んで取り組むことが，やっぱり大切だと思って

います。やはり，これから先生方，教員になられると思いま

す。保健室の役割を理解していただいて， 養護教諭の先生と

も仲良くなっていただ、いて，相談にぜ工入 いつでも保健室の

ドアを叩いていただいて，子どもたちのハッピーな人生の

ために，一緒に相談できたらいいかなというふうに思って

います。本日はご清聴ありがと うございました

すので，誰でもいいかなあと思っています。塾の先生でもい （石本）ありがとうございました。

いし。 そんなかで，やっぱり学校は嫌だけど，人は好き，嫌 ちょっとだけ， 用語の補足をしておきたいと思います。ア

じゃない，好きだなあって思えること。それからなによりも セスメントという言葉がでてきましたけど，もしかしたら，

孤立させないことが大切だと思っています。 わからない方もいるかもしれませんので。アセスメントつ

最後に，私がかかわった卒業生の手紙を紹介して終わり ていうのは， 子どもの強みと，弱みと，その子が置かれた環

にしたいと，思っています。こちらの子は， 1年から6年生ま 境を見立てること。日本語だと 「見立て」ですね。まあ見極

で，ずっと保健室登校をしていた子です。 それで途中何度か， めることですね。もう 1つ。りレーションっていうのは，横

学校来れない時期もありましたけども，小学校は卒業して のつながりとかね，そういったことを，指しています。いま，

いって，主治医さんは，「本当はこの子は，心が花の蘭のよ 養護教諭の先生にお話しいただきましたけど， やっぱり，ど

うな繊細な子だから， しかたないのよ」っていうふうなこと れだけ優秀で， どれだ、けカの持った担任の先生で、も，担任の

を言われています。そのなかで， 中学校も支援学級とか，と 先生， I人で子どもみたら，どうしてもうまくいかなくなる

いう検討もしましたけども，その子の本心，本人の意向で， 場合があります。そういうときに，やっぱり第三者の視点と

普通学級に行きました。でもやっぱり中学校でも，中1の中 か違った視点ってすごく大事なんですよね。もちろん， 学校

頃から，やっぱり行けなくなっていました。じゃあ高校どう だから，担任の先生，他のクラスの先生とかもいますけと

するのかなっていうふうにきいて， 心配してたんですけど 養護教諭の先生の違った立場っていうのは， やっぱり勉強

も，幸いその子には仲のよい友だちがいまして，その子の誘 をみない，クラス外にいるってことがすごく大きいんです

いもあって県立の進学校に入学することができました。本 よね。勉強をみると，やっぱり勉強熱心な子，熱心じゃない

人も一生懸命勉強したと思います。当然，中学校の先生は， 子とみえてくるし，クラスにいると，クラスの中のスクール

学校にも行けないし，県立の受験なんて無理だって大反対 カースト的なものもみえてきますけど，そこから違うとこ

されたそうですけども，まあ本人の気持ちを尊重して，受験 ろにいる視点というのも，やっぱり1つ大事なこと。第三者

したそうです。で，その高校受験のとき，合格のときにくれ の視点になってきます。スクールカウンセラーっていうの

た手紙です。ちょっと一文紹介したいと思います。 「保健室 もそういう立場と してありますけど， 養護教諭の先生の毎

としサ場所を提供していただき，いまも心の支えとなる大 目いる強みっていうのはありますよね。スクールカウンセ

切な友だちをつくることができました。 なにより，あそこで、 ラーは鳥取でいうと中学校で週 I，小学校で月 1です。で

助けていただけなかったら，外部に心を聞く ことのない， 寂 も，そうでなくて養護教諭の先生は毎日いますから。そうい

しい人聞になっていたと思います」っていうようなこと喜 った安心感っていうのもあります。あとはさっきも話があ

いてきてます。右下のいちばん下の子は，けっこう担任とパ りましたけど，身体をみれる強みつでありますよね。さっき

チパチやって，飛び出してきては保健室に来るような子で 話のなかで， 「ムカっく」とか「イライラ」とか，そういう

した。この子も，卒業のときにこんなことを書いてくれてま 言葉しかしらないって話がありましたけど，そういう気持
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ちを表す言葉を知らなかったらどうなるか0っていうと， すごく大きいです。もちろん，養護教諭の先生と，スクール

身体にでるんですよね。幼ければ幼いほどそうです。小学生 カウンセラーの先生とは違う専門性を持って，どちらがい

とかだったら，特にそうです。だから，身体にでできて，身 いとか，そういう話じゃないですし， 3人の先生方，どの先

体の問題として保健室に行って，実際は心の問題というこ 生方からもありましたけど，やっぱりこれは連携していく，

ともある。もう 1つ，身体の問題を相談する方がね， ハード ってことが大事ですよね。そういうふうに，横の連携ってい

ルが低いんですよね，人問。日本人って言ってもいいかもし うことも意識して，考えていただいたらしW、かなあという

れないね。だから，身体の問題では相談にいけるけど，心の ふうに思います。

問題で相談にいこうというとかなりハード、ル高いですよね。 じゃあ， あらためて3人の先生方に，拍手をして終わりに

そういった意味で，やっぱり養護教諭の存在っていうのは したいと思います。ありがとうございました。




