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元気で学ぶ　
心豊かな児童の育成をめざして

西脇市立芳田小学校

教諭 阿
あ べ
部　　努

つとむ

１　はじめに

　本校は，西脇市の南西に位置し，加古川の
支流である野間川が流れる自然豊かな山間の
田園地帯を校区としている。田植え，サツマ
イモの苗植え・収穫や，校区内の里山で自然
とふれあう環境体験学習など，地域の方との
連携のもと，地域の特色を活かした取組の中
で児童はのびのびと学ぶことができている。
創立144年を迎える伝統ある学校で，全学年
単学級で，今年度の児童数は98名である。小
規模校で児童数が少ないことで，全校生がお
互いをよく知り，登下校時や休み時間などで
学年を超えて仲間づくりができている。また，
学校行事や児童会活動においても，児童会役
員や高学年児童がリーダーシップをとり，下
級生のよいお手本となっている。
　しかしながら，かつては一部の学年が影響
を及ぼし，学校全体が落ち着かない時期が続
いていた。そこで，全職員が思いを一つにし，
一つのことに同じ方向で取り組めば何かが変
わると考え，生活の約束と学習の約束づくり
に取り組んだ。当初は教師主導で行っていた
取組も，次第に学校が落ち着いていくにつれ，
少しずつ児童とともに見直し，児童とともに
つくる約束に変えていった。このような取組
の中で，本校の職員間に一体感が生まれ，そ
のことが児童にもよい影響を与え，現在の本
校の姿に至っている。
　今も不易なものとして継承している学校目
標「元気で学ぶ　心豊かな児童の育成」，め

ざす児童像「考える子　やさしい子　たくま
しい子」の実現に向けての実践を紹介する。

２　「元気で学ぶ  心豊かな児童の育成」をめざした取組

⑴「生活の約束」「学習の約束」の見直し
　新年度を迎えた４月に，芳田小学校の約束
の見直しを行っている。前述したように，現
在は児童会からの「人に守らされている約束
事ではなく，自分たちの成長のために守って
いく目標にしよう」という呼びかけのもと，
学年ごとに学級会で話し合い，さらに代表委
員会で検討し，毎年改善を図っている。

▲ 芳田っ子がまもる「生活のやくそく」
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　自分たちで話し合った目標であるという考
えを継承していくために，正式な名称をそれ
ぞれ
“よりよい学校にするために　芳田っ子が守
る「生活の約束」”
“みんながぐんぐん伸びるために　芳田っ子
が守る「学習の約束」”
とし，全児童が共有している。

⑵ スタートダッシュ会議
　毎年，新児童会役員が決まると，新学期が
始まるまでに，児童会役員が前年度の活動を
振り返り，今年度１年間の活動計画を立てる
会議を開く。前年度の役員の思いを受け継ぎ，
縦割り班活動などの異学年交流を通して，自
分も友だちも大切にし，よりよい学校にする
ための具体的な取組を考える。
⑶ 芳田っ子ミーティング
　児童の自発的，自治的な活動の一つとして
第４週月曜日の児童集会で「芳田っ子ミー
ティング」を行っている。自分たちのよさや
身の回りの課題について，縦割り班で集まっ

て話し合う。今年度は，５月の顔合わせの会
で，縦割り班でどんな活動にしたいのかにつ
いて話し合い，６月には運動会を成功させる
ためにどんなことをがんばりたいか，どんな
応援をしたらよいかなどについてアイデアを
出し合った。
⑷ 校区連携の取組
①「心つながる！サンサンウィーク」
　小中連携の取組の一つとして，学期ごとに
１週間，同じ中学区内の小・中学校３校が合
同で「心つながる！サンサンウィーク」とい
うあいさつ運動を実施し，交流を図っている。
昨年度から幼稚園も加わり，現在は３校１園
となっている。
　生徒会役員や児童会役員などが相手校に出
向き，小・中学校の玄関前であいさつを行っ
ている。もともと小中連携で始めた取組では
あったが，互いに気持ちのよいあいさつを交
わすことで，笑顔で一日のスタートを切るこ
とができ，あいさつの励行やよりよい人間関
係の形成にもつながっている。 

② SNS ルール
　情報端末が低年齢層へも急速に普及してい
ることを受けて，情報モラル教育の一環とし
てオンラインルールを作成している。校区で
足並みをそろえるために，校区内３校１園で
内容を合わせ，毎年見直しを行っている。本
校のオンラインルールの内容は以下の６項目
である。
ア　夜９時から朝７時までは使用をひかえる
イ　自分や友達，家族の個人情報をのせない
ウ　人をきずつけることをかかない

▲ 芳田っ子が守る「学習の約束」

▲ 「サンサンウィーク」の様子
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エ　ネット上で知り合った人と出会わない
オ　スマホやインターネットのつながるゲーム

プレーヤーの置き場所は，お家の人と相談
して決める

カ　困ったことがあれば，ひとりでなやまず，
先生に相談する

　前年度は，児童会役員が啓発のためにアの
項目についてのDVDを作成し，児童朝会の
場で放映した。また，県警サイバー犯罪対策
課に依頼し，ネットモラルやサイバー犯罪に
ついての講演も行う予定である。
⑸ こころの花運動
　毎月中旬と下旬の２回実施している。学校
や家庭，地域の中で，自分自身や友だちの言
葉・行動に見出した道徳的実践について，「こ
ころの花」カードに記入する。こころの花に
は「考える心」「やさしい心」「たくましい心」
の３種類があり，道徳的価値と本校がめざす
児童像とを関連させている。

　互いのカードを見合うことで道徳的実践意
欲を高めることへつなげるため，児童用玄関
に掲示している。また，毎回各学年１名を代
表に選び，児童の書いたカードを，放送委員
会が昼の放送に読み上げる。さらに，11月の
親子人権学習に合わせて，保護者にも呼びか

け，カードを書いていただき，掲示するよう
にしている。このことも意欲や自尊感情を高
めることにつながっている。
⑹ 自尊感情を育てる算数科の研究
　学級は，児童の学習の場であり生活の場で
ある。互いのよさを認め合い，自分の考えを
伝えたいと思える学習集団の形成を図ってい
る。これを基盤として，研究テーマを「授業
で高める自己肯定感」とし，伝え合い，認め
合う授業をめざして算数科を中心に研究を進
め，今年度で５年目を迎える。今年度は特に，
学び合いの活動を「説明する活動と対話する
活動」と位置づけ，学び合い活動の質を高め
ることに焦点をあて，対話スキルの質を高め
る取組を行っている。

① 対話スキルポスターの作成
　具体的な対話スキルを児童の発言から拾い
上げ，よりよい対話のスタイルとして対話ス
キルポスターに書き加えていく。教師と児童
の間でめざす対話的な学びを共有すること
で，教科を超える横断的な視点から，対話の
質を高める学習集団づくりを行い，学び合い
活動の充実を図っている。
② ミニ言語活動
　対話スキルを高めるための活動として，５
分程度で行える言語活動を取り入れている。
言葉のキャッチボールタイム

「ねらい」
　話し手・聞き手の立場を交互に繰り返すこ

▲ 「こころの花」カードの掲示

▲ 算数科における対話の場面

考 え る 心…よりよい学校生活，集団生活
の充実，勤労・公共の精神

や さ し い 心…親切・思いやり，生命の尊さ
たくましい心…希望と勇気，努力と強い意志
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とで，話す・聞く力を身に付ける。
「活動の概要」
・題材と続ける時間を決定する。
・相手の発言に反応し，自分の発言を返す。

わたしはだれですか？？
「ねらい」　
　自分の背中に貼ってある動物の名前を，友
だちと質疑応答をする中で予想するという活
動を通して，目的に迫る質問ができるように
する。

「活動の概要」
・誰でも知っている動物の名前を選び，カー

ドに書く。
・相手に見えないように隣の友達の背中に貼

る。
・自分の背中の動物の名前を，友達への質問

から予想する。質問に答える人は「はい」
「いいえ」「分かりません」で答える。

・一人の相手にできる質問は１つだけとし相
手を変えながら質問を続ける。

・答えの予想ができたら，教師のところに
行って答え合わせをする。

　これらの取組を通して，日常生活の中の
様々な場面でも，男女や学年をこだわること
なく説明する活動や対話する活動がスムーズ
に行われている。

３　いじめ・不登校ゼロをめざした取組

⑴ いじめ防止基本方針
　いじめの未然防止，早期発見，早期解決は
学校の取組だけではなく家庭や地域の協力が
必須であることを旨として，学校・家庭・地
域が連携して取り組んでいる。
　いじめ・不登校ゼロをめざし，いじめ防止
基本方針の見直しを毎年行っている。職員研
修を通していじめを許さない姿勢の共通理解
を図り，また，職員会議の中で児童の様子を
報告し合い，共通理解を図っている。些細な

ことでも決して担任が一人で抱えこむことが
ないような組織的な対応を心掛けている。
　学校評価の中でも生活指導の項目の中で，
いじめ防止に関わる具体的な目標を挙げ，改
善に取り組んでいる。前年度は生活アンケー
トの効果的な活用といじめ防止基本方針の保
護者・地域への周知を目標にした。生活アン
ケートは結果を集計し，職員で共通理解を図
り，日々の指導へ活かすことができた。保護
者・地域への周知については，学校ホーム
ページで公開はしていたが，今年度は４月の
PTA総会や５月の学級懇談会の場で保護者
に説明する機会をもつことができた。
⑵ 生活アンケート
　学期１回，５月，10月，２月に生活アンケー
トを行っている。今年度５月に行ったアン
ケートの結果では，「学校の生活は楽しいで
すか」の質問に対し，99％が「とても楽しい」

「楽しい」と答えていた。また，「友だちに優
しい言葉遣いで話ができていますか」の質問
には92％の児童が「いつもできている」「だ
いたいできている」と答えていた。これらの
結果から，児童の相手を思いやる心が学校全
体に広がっており，学校や学級が安心できる
居場所になっていると考えている。
　一方で，「携帯電話かスマートフォンをもっ
ていますか」の質問では実に64％もの児童が
何らかの形でもっており，それに合わせて
ゲーム等に費やす時間も多くなっている。今
後，さらに普及することが予想されるため，
オンラインルールや情報モラル教育の必要性
を強く感じる結果となった。

４　おわりに

　かつて落ち着きのなかった学校と比べる
と，全職員が思いを一つにし，地道に，より
よい学校にしたいと努力した結果，現在に
至っている。ただし，これに甘んずることな
く，児童の小さな事象を見逃さず，チーム芳
田として歩み続けていきたい。
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不登校ゼロを目指す取組
～児童生徒支援教員として，
生徒の心に寄り添って～

丹波市立柏原中学校

主幹教諭 梅
うめがき
垣　淨

きよ
子
こ

１　はじめに

　本校は，丹波市にある生徒数309名の小規
模校である。学級数は通常学級各学年３学級，
特別支援学級は知的１学級，自閉・情緒１学
級，計11学級である。『心豊かにたくましく，
自立して生きる生徒の育成』を学校目標とし，
学力向上を目指して授業改革を進め，生徒の
自主的な学習スタイルを作ると共に，生徒に
よる自治的な集団づくりを行ってきた。数年
前は問題行動が多発していたが，現在は大変
落ち着いており，生徒会を中心に「いじめ撲
滅運動」にも取り組んでいる。
　そんな中，
平 成28年 度
の夏休み明
けから，急
に学校を休
みだす１年
生が出始め
た。理由は
様々で，ど
うしてと思うことも多く，対応に追われなが
らも教室に入れない生徒が増え始め，昨年度
に至っては，短期・長期，別室登校や時差登
校も合わせて，不登校及び不登校傾向の生徒
が前年度の倍近くにまで増えてしまった。
　このような状況のもと，不登校対策が本校
の最大の課題となり，昨年度から校内分掌に
おいて，児童生徒支援教員と不登校担当を兼
任して，不登校の生徒や不登校傾向にある生
徒たちの支援にあたり，現在に至っている。

２　不登校対策の活動内容

　児童生徒支援教員の不登校対策における主
な活動内容は次のようなことである。
⑴ 生徒の出欠状況の把握と共有化
　毎朝生徒の出欠状況を確認し，電話連絡を
する。そのときに生徒の朝の状態や登校でき
るかどうかなどを聞き取り，場合によっては
保護者の悩みに答え，一緒に次の対応を考え
る。単なる出欠確認ではなく，大事な情報収
集の機会であると考えている。そして，欠席
理由や登校予定時間などはすべて職員室のホ
ワイトボードに記入し，全職員で共有するよ
うにしている。
⑵ 欠席時の家庭訪問
　初期段階であれば，連絡を受けたらまず朝
のうちに家庭訪問を行い，生徒と話をして登
校を促す。この時期の対応が不登校の長期化
を防げるかどうかの大きなポイントとなる。
⑶ 登校時の生徒対応
　生徒は，別室登校，時差登校（朝だけ，昼
だけ，放課後だけ）など，様々なスタイルで
登校してくる。どんな形であっても，生徒が
家を出て学校に来られるのであれば対応し
ていく。担任や学年教師と連携して生徒の支
援にあたる。生徒本人と出会い，短い時間
でも顔を見て話をし，表情や様子を確認す
る。学習できるようであれば，学習支援を
する。
⑷ 連絡調整（教室・担当の割り振りなど）　
　別室登校できる生徒が増えてくると，それ
ぞれの居場所確保が必要になる。生徒によっ

▲ いじめ撲滅宣言
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てはほかの生徒と同室にいることができない
こともあるので，教室の割り振りが必要にな
る。また，生徒が登校したときに対応する教
師の割り当ても必要となる。担任や学年教師
と相談しながら調節し，ホワイトボードに記
入していく。
⑸ 関係諸機関との連携
　不登校支援においては，学校だけで対処で
きないケースも多く，スクールカウンセラー

（以下ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー
（以下ＳＳＷ）など関係諸機関の協力を得て
対応していくことも重要になってくる。ケー
ス会議を設定することや，それぞれの機関と
情報交換した内容を校内に伝えることなど，
関係機関と連携し，その間のパイプ役になる
ことも児童生徒支援教員の仕事である。
⑹ 学級担任のフォロー
　不登校生徒が多くなると，学級担任の負担
は非常に大きくなる。担任が生徒にとって一
番近い存在であり，教室に帰っていくための
拠り所であることは間違いないが，そのすべ
てを担任一人が抱え込むことがないように
フォローしていくことも児童生徒支援教員の
役割である。
　

３　心がけていること

⑴ コーディネーターとして
　児童生徒支援教員は，生徒と学校，教職員，
関係諸機関をつなぐパイプ役，コーディネー
ターである。学校に行けなくなった生徒が学
校という社会とつながっていくために生徒の
情報をより多く入手し，学校全体でそれを共
有し，組織的に対応できるようにすることが
大切である。
⑵ 生徒に寄り添う，生徒の立場で考える
　不登校（傾向）の生徒は大変デリケートで
傷つきやすく，また，こだわりの強い生徒が
多い。一人一人の生徒の性格や発達の特性，
興味・関心，そして，気持ちを知って理解す
るには，時間をかけて話をし，信頼関係を築
くことが必要である。まず，生徒の話を共感

する態度でよく聞き，本人にとって障壁（ハー
ドル）となるものを確認し，生徒が登校しや
すい条件を整え学校に来られるようにする

（例えば，別室で対応する）。そして，生徒の
興味・関心や意欲を大切にして継続的に関わ
る中で，生徒のモチベーションが上がるよう
な言葉がけを行う。できないことを責めるの
ではなく，やろうとしていること，前よりも
前進したことを認め，スモールステップ，ミ
リ単位の物差しで評価する。生徒の気持ちの
微妙な変化とタイミングを見過ごさず，教室
復帰につないでいく。そして，その様子を担
任に伝え，連携して支援にあたるよう心掛け
ていく。
⑶ 生徒の見方・生徒理解
　不登校になった生徒は，学校に行けないこ
とに対して罪悪感を持っていることが少なく
ない。その気持ちをまず理解することが必要
である。生徒を教師側の価値観で決めつけて
みず，発達の特性やこだわりの強さなど，い
ろいろなタイプの生徒がいることを理解し，
受け入れていく。これくらいできて当たり前
と思いがちであるが，最近はその基準に合わ
ない生徒が増えてきている。そういう生徒を
否定せず，気長に関わっていく意識と姿勢が
重要である。
⑷ 自己選択・自己決定が自己肯定感に
　不登校生徒の場合，なかなか自分で自分の
ことが決められない。自分がどうしたいのか
も分からなかったり，うまく伝えられなかっ
たりする。そんなときは話をしながらできそ
うなことや頑張ってほしいと思ういくつかの
選択肢を用意して，生徒がその中から自分で
選んでさせるようにする。そうしてできた時
にはしっかり褒めて，達成感や自己肯定感を
持たせるような言葉がけを行う。できたとい
う自信が教室復帰の力となる。

▲ 生徒会スローガン
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⑸ 引きこもりにしない
　不登校生徒の中には，小学校から続いてい
る生徒も少なくない。そういう場合は家から
出られず，学校とのつながりが疎遠になりが
ちである。定期的な家庭訪問を継続するとと
もに，少しでも学校に来る機会を作り，登校
を促す。教室に入れなくても，校門タッチや
別室登校，部活のみの参加など，生徒のでき
る方法で登校できるようにする。また，適応
教室や，県立但馬やまびこの郷などの外部機
関も紹介して，少しでも外に出られるよう働
きかける。
⑹ 保護者へのフォロー
　不登校の子どもを抱える保護者の悩みや辛
さは大変深いものである。ショックや不安か
ら，最初は学校に原因を求めたり，子どもを
責めたりする場合もある。しかし，不登校生
徒への対応は，学校と保護者が互いに信頼し
合わなくてはできないことである。子どもに
とって何が必要かを十分に話し合い，共通理
解をして関わっていくことが大切である。そ
れと共に，保護者の気持ちに寄り添ってその
思いを受け止め，一緒に考えていく。保護者
と教師の連携こそが，不登校解決の糸口であ
る。

４　組織的な取組

　不登校支援は，担任だけ，担当教員だけの
努力ではできないことが多い。本校では全職
員が生徒を理解し，関わっていけるよう組織
的に取り組む体制を作っている。
⑴ 生活指導委員会実施（週１回）
　生徒の生活指導上の課題と共に不登校生徒
についても情報交換を行う。
⑵ 生徒支援委員会実施（月１回）
　主として不登校生徒について情報交換を行
うと共にその対応策についても検討し，ケー
ス会議の必要性についても検討する。通常は
校長，教頭，学年代表，養護教諭，ＳＳＷあ
るいはＳＣが出席して行うが，必要に応じて，
年に２回程度，不登校生徒のいる学級担任も

参加して拡大委員会を持ち，市の教育相談室
から相談員の方にも来ていただき，研修も兼
ねて対応策を検討する。
⑶ 職員会議で情報の共有と指導方針の確認
　月１回の職員会議で，生徒支援委員会から
の報告をし，各担任から生徒の状況を伝える
ことで，全職員が生徒の情報を共有し，支援
に関わっていけるようにする。
⑷「不登校支援シート」の活用
　不登校（傾向）生徒の情報を共有し，円滑
に引き継ぐために，全市共通の「不登校支援
シート」を担任と共同で作成している。また，
小学校からは全市共通の「小中連絡シート」
が中学校入学の際に引き継がれる。それらを
活用することで，生徒の詳しい情報を校内外
で正確に引き継ぎ，共有できる。
⑸ 全職員の共通理解事項
・朝の電話連絡は，必ず「受信者→担任→学

年→不登校担当」につなぐ。病気欠席であっ
ても欠席連絡の電話は学年の教師につなぎ，
欠席の理由や生徒の様子をくわしく聞いて対
応する。

・欠席を確認したら，ホワイトボードに記入
する。別室・時差等登校生徒については，
登下校時間をその都度記入する。

・不登校の早期発見のため，欠席１日目は電
話連絡，２日目からは家庭訪問をする。
（即電話対応・即家庭訪問）

・どんな小さなことでも「報告・連絡・相
談」を徹底する。

・学級での配布物や教科で配布されたプリン
ト類は，欠席生徒に必ず渡るようにする。

５　不登校を未然防止するために

　不登校は，いつ誰がなってもおかしくない
と言われる。また，生徒が学校や教室に行け
なくなるのは，彼らにとって居づらい理由が
あるからだとも言われる。生徒が不登校に
なったときの対応も大切だが，何よりも不登
校にしない，出さないようにすることが大切
である。
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⑴ 安心して過ごせる居場所を作る
　不登校生徒を出さないためには，まず，生
徒が安心して過ごせる学校・学級・居場所づ
くりが必要である。生徒は様々な個性を持っ
ており，発達上の特性を持っている生徒もい
る。どんな生徒もその個性を認められ，大事
にされる集団，困っていることを聞いてもら
える集団，いじめがなく，一人一人が大切に
される学校・学級集団を作ることが，未然防
止の大前提で
ある。そのた
めにも，生徒
の良さや頑張
りを認めるこ
とや褒める言
葉がけを大切
に し て， 全 職
員で協同して実践していく。
⑵ 多くの教師の目で生徒を観察する
　中学校の場合教科担任制ということもあ
り，教室，授業，部活動等，様々な場面で多
くの教師が生徒と関わり，生徒の変化に気づ
くことができる。また，生徒同士の関係を知
ることもできる。すべての教職員が生徒をよ
く観察し，小さな変化に気づくアンテナを持
つことが大切である。そして，その情報を全
教職員が共有することで，未然防止につなぐ
ことができる。
⑶ 中１の夏休み明けは要注意
　入学後の緊張感もあって，１学期は頑張っ
ていた生徒が，夏休み明けに登校できなくな
るケースが多い。夏休み中の過ごし方，宿題
や部活動の参加なども注意して家庭訪問する
などの対策をし，夏休み明けの不登校を防ぐ
ようにする。

６　終わりに

　児童生徒支援教員として何をすべきか，悩
みながら手探りで実践してきたが，未だこれ
でよかったという確証はなく，不登校の解消
に至っていない。しかし，初期段階で生徒や

保護者と話すことで連携し，別室登校につな
がり，徐々に学校で過ごせる時間が長くなっ
て教室復帰できたケースや，小学校時代ほと
んど学校に行けなかった生徒が，中学入学以
後，月１，２回図書室に本を借りに来られる
ようになったケース，在学中は１年間の大半
が欠席状態でほとんど家から出られなかった
生徒が卒業後も関係機関とつながり，１年数
か月ぶりに学校へ顔を見せに来たケースなど
は，昨年度の取組の成果ではないかと考えて
いる。
　生徒が学校という社会に適応できないとい
うことがおこりうる。その原因はあまりにも
複雑で根深く，それを追求しすぎると前へ進
めなくなる。原因の追求にのみ深入りするの
ではなく，私たちはまず学校に行きたくない
生徒はいないはずだと信じ，目の前にいる生
徒の現状からスタートし，その子の立場に
なって考え，少しずつ世界を広げていくこと
が必要である。児童生徒支援教員は，学校と
いう社会にうまく適応できなくなった生徒た
ちを受け止め，また社会とつなぐためのクッ
ション的存在ではないかと思う。また，そう
でありたい。
　また，不登校を長期化させないためには，
早期の対応が重要である。学校という社会と
生徒の発達とのギャップを埋めるためにも，
児童生徒支援教員が，生徒と保護者に共感を
もって接し，安心感を与えることで両者の距
離を縮め，未然防止につないでいきたい。さ
らに，普段から自己肯定感や有用感を与える
言葉がけを，授業や生徒会活動，部活動等全
ての学校生活の中で全教職員が共通理解のも
と実践していくことが，不登校の未然防止に
つながると考えている。
　私たちの小さな積み重ねが，生徒たちが義
務教育を卒業し，社会へ巣立つときのステッ
プになってくれることを願っている。

▲ 生徒集会のようす
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いじめや不登校を未然に
防ぐ実践・研究について

県立湊川高等学校

主幹教諭 柴
しば
田
た
　憲
けんさく
作

１　はじめに

　本校は，昭和４年に第二神戸夜間中学講習
所としてスタートし，昭和23年に湊川高校と
改称され，平成31年に設立90周年を迎える。
生徒数114名（平成30年５月現在）の夜間定
時制（普通科）高校である。近年は，３年で
卒業する生徒が大部分を占め，その多くは就
職であるが，大学，専門学校への進学者も微
増している。「誠実」「協同」「自由」「自治」
を綱領に掲げ，人として不可欠な倫理観の育
成と人権尊重の精神に基づく教育を推進し，
他者の痛みがわかる心，思いやりの心，善悪
の判断力等を育成するとともに，「多文化共
生社会」の実現に向け取り組んでいる。
　特色としては，４点ある。
①国語・数学・英語においては習熟度別授業

を取り入れ，少人数授業の特長を生かして
個に応じたきめ細かい指導を行い，基礎力
の定着を図っている。

②特色ある教育課程『ベーシック・ラーニン
グエリア（「学び直し」），及びライフ・デザ
インエリア（「調理師免許取得支援」）』（平
成26年度～）により，修業年限３年での卒
業『３修制』（平成24年度～）を実現している。

③朝鮮語を教育課程に取り入れ，国際化に対
応し，共に生きる豊かな心を育んでいる。

④完全給食を実施し，食育の視点から心身を
支え感謝の心を育てている。

２　高校生心のサポートシステム実践・研究の取組

　本校には，学力面の課題・経済的理由・来

日間もない外国人等様々な要因から，支援を
要する生徒が多く入学してくる。また，遅刻・
中抜け・早退といった怠学行為や暴力行為・
喫煙行為といった問題行動が例年多く見られ
る。これに対し，学力面については，学び直
しを目的とした学校設定科目の設定や習熟度
別指導，少人数指導などきめ細かい取組を教
育課程上の工夫で行っている。一方，学校生
活の面では，正確な現状分析とそれに基づく
研究・実践・改善が常に求められてきた。
　そこで，本校では，平成22年度より高校生
心のサポートシステム実践・研究事業の指定
を受け，「不登校（傾向にある）生徒の登校
支援のためのプログラムの開発と実践」に取
り組み，平成26年度は「いじめを決して許さ
ない集団づくり実践研究」，平成27年度から

「いじめ，暴力行為減少・克服に向けた実践・
研究」に取り組んできた。また，平成29年度
から３年間「いじめや不登校を未然に防ぐ実
践・研究」の指定を受け，生徒の主体的な活
動を通して自己肯定感の向上を図り，いじめ
を許さない環境づくりの構築を目指した取組
を推進している。

３　実践例（平成 29 年度実施）

（1）『いじめ未然防止プログラム』のアンケー
ト CoCoLo-34 の活用

　高校生心のサポートシステム実践・研究事
業において「いじめや不登校を未然に防ぐ実
践・研究」の指定を受け，心の教育総合セン
ター作成の『いじめ未然防止プログラム』を
活用した。『いじめ未然防止プログラム』に

～生徒の主体的な活動を通して自己肯定感の
向上を図り，いじめを許さない環境づくりの
構築を目指した湊川高校の取組～
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ついては，『兵庫教育』（平成29年８月号）掲
載の県立但馬農業高等学校の実践例を参考に
して職員研修を行い，職員の共通理解を図っ
た。その後，アンケートCoCoLo-34を全学年
で実施し，結果を分析した。このアンケート
の優れた点は，本校のように１クラスの生徒
数が少ない場合（１年生のあるクラスは17名，
３年生のあるクラスは22名）においても，ク
ラスの状況がレーダーチャートによって可視
化され，教師が普段から感じているクラスの
問題点との乖離があまりないところである。
生徒の中には，明らかにふざけて記入してい
る生徒もいるが，そういった場合は除外でき
る仕組みになっており，データそのものに対
する信頼性を高めるための工夫も感じる。
　アンケートは９月当初に実施したが，ほと
んどのクラスに共通し浮かび上がった課題
は，「規律性」「自治集団づくりに資する力」「仲
間づくり・絆づくりに資する力」が極端に低
いことであった。そこで，心の教育総合セン
ターのホームページ上に掲げられている授業
プランをクラス担任と共に生徒の実態を考慮
しながら検討するなかで，規律性の改善を目
的とした「立場を替えて感じてみよう」をロ
ングホームルームで実施したうえで，再度12
月にCoCoLo-34のアンケートを行った。
　９月と12月のアンケート結果（図１）から，
課題であった力（「規律性」「自治集団づくり
に資する力」「仲間づくり・絆づくりに資する
力」）について，若干数値の向上が見られた。

また，教師の実感としても，各学年とも規律
性等の向上がみられるように感じた。レー
ダーチャートや棒グラフなどにより可視化さ
れたことで，クラスの状況や課題が客観的に
把握できた。さらに，課題に対応する授業プ
ランを用いたことにより，課題克服に向けて
のきっかけができた。一方，本取組を主に２
学期に行ったが，２学期には，体育祭・文化
祭・修学旅行（３年生）等の学校行事があり，
課題の改善を学校行事での取組が後押しした
とも考えられる。
　さらなる課題改善・研究に取り組む必要性
を感じ，今後は，アンケートCoCoLo-34の実
施を早めて１学期に行い，多様な課題に対応
する授業プランを複数実施するなど，平成30
年度も実践を継続している。

（2） 認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐと連携した
　クレッシェンドプログラムの実施
　本校生徒の長年の課題として，自己肯定感
の欠如，他者に対するコミュニケーション力
の不足が挙げられる。平成28年度までは，構
成的グループエンカウンターの手法を用いた
り，生徒にボランティア活動を体験させるな
どの取組を行ってきたが，平成29年度に高校
生心のサポートシステム実践・研究の研究指
定を受けるにあたり，他府県で高校生の自己
肯定感やコミュニケーション力の向上に実績
のある認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐと県内では初め
て連携し，クレッシェンドプログラムを実施

▲ 図１　１年生に実施したアンケート CoCoLo-34 の結果（左が９月実施，右が 12 月実施）
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することにした。この団体は，2010年に設立
され，2015年にＮＰＯ法人に認定され，大阪
を中心に公立・私立を問わず定時制・通信制
高校において，高校生の自己肯定感やコミュ
ニケーション力の向上に取り組んでいる。こ
の団体が実施しているプログラムは，クレッ
シェンドプログラムとよばれ，不登校を経験
した大人と生徒との対話を重視したプログラ
ムである。昨年は，導入初年度であるととも
に本校の施設面での制約もあり，実施する学
年は１・２年生とし，２学期に２年生，３学
期に１年生が行った。
　本プログラムは，４回の授業が１セットと
なっており，生徒数名に対し一人のコンポー
ザーとよばれる大学生・社会人が付き，対話
形式のプログラムを展開している。各回の授
業においては，各クラスを担当するコンポー
ザーは一貫して変わらず，生徒との信頼性の
確保に努めている。また，各授業においては，
授業展開の意図・目的（テーマ）を持って実
施される（表１）。

　授業後には毎回生徒にアンケートを行い，
その結果はグラフ化され，さらに，特徴的な
反応を示した生徒の所見とあわせて学校に報
告される。生徒の授業満足度は高く，自己肯
定感や向上心，コミュニケーションに対する
意欲の向上が見られる。生徒に感想を尋ねて
みても，ほとんどが肯定的に受け入れ，次の
授業を楽しみにしている，と答えていたこと
が印象的であった。（図２，図３）

　成果としては，本校で長年課題となって
いる生徒の自己肯定感や向上心，コミュニ
ケーションに対する意欲の向上が見られる点
である。また，ＮＰＯ法人等の外部機関と連
携し取り組むことができた点も成果の一つで
ある。一方，課題として，コンポーザーの経
験談が，生徒自身の辛い体験を想起させたこ
とや，この団体のプログラムは高校生活を送
る３年間（４年間）にわたって実施できる内
容であったが，導入初年度でもあり，２年生

回 授業目的 プログラム内容 

１ 

お互いのこと

を知る 

ワークを通じて，生徒と大人が

次回も会いたいと思える環境

づくりを行う。 

２ 

負の経験を共

有し，相対化

する 

自己紹介をしてから，コンポー

ザーの過去の辛かった経験な

どを聞く。 

３ 

今まで知らな

かったことを

知る 

自身のこれまでの経験やこれ

からについての考えを付箋に

書き出し，グループ内で話す。 

４ 
お互いの想い

を知る 

これからやりたいことについ

て考え，絵に描いて発表する。 

46%

15%

38%

57%
24%

19%

質問 自分に何かできる

かもしれないと思

いますか？

４回目

１回目

a.強くそう思う

b.そう思う

c.どちらとも言えない

d.あまりそう思わない

e.全くそう思わない

未回答

ａ

ａ

ｂ

ｂ

ｃ

ｃ

42%

27%

27%

4%

62%
19%

19%

質問 失敗しても大丈夫

と思いますか？
１回目

４回目

a.強くそう思う

b.そう思う

c.どちらとも言えない

d.あまりそう思わない

e.全くそう思わない

未回答

ａ

ｄ

ａ

ｂ

ｂ

ｃ

ｃ

▼ 表１　クレッシェンドプログラムの内容

▲ 図２ アンケート①（２年生 31 名に実施）

▲ 図３ アンケート②（２年生 31 名に実施）

▲ 写真 クレッシェンドプログラム実施の様子
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については１年目のプログラムで終了してし
まったことである。今後は，実施するプログ
ラムの内容を丁寧に確認し合い，３年間（４年
間）を見渡した形で実施することも検討したい。

４　おわりに

　本校では，各学期毎に全校生を対象に生活
実態アンケートを行い，学校生活に関する
様々な分析を行っている。その中で，自己肯
定感を生徒指導の指標として位置づけ，本研
究に取り組んでいる。平成29年度について
１学期と３学期との調査結果を比較すると，
自分のことを「大変好き」「好き」と回答し
た生徒は［１年生：32％→37％］［２年生：
30％→37％］と，自己肯定感が向上している
ことが裏付けられた。今後は，得られた成果
を精査し，行事や授業等での様々な取組がど
のように自己肯定感の向上に関係しているの
かを把握し，今後の指導に役立てていきたい。
また，何よりも，生徒が高い倫理観や人権意
識を持ち，社会人として巣立っていくことが
できるよう，職員一同，一層研究と研鑚に取
り組んでいきたい。
　なお，高校生心のサポートシステム実践・
研究については，研究成果を関係者に発信し，
意見を聴取しながら，より発展的に研究を進
める必要があることから，平成30年１月26日

（金）に，県立定時制高校10校10名に参加い
ただき，認定ＮＰＯ法人Ｄ×Ｐの事業部長を講
師に招くとともに，授業参観を含め本校の取組
を報告する研修会を行った。参加者からの主
な質問とＤ×Ｐの事業部長及び筆者が回答した
内容を最後に参考として掲載することとする。

▲ 写真 １月26日実施の研修会の様子

【参考】研修会参加者からの質問と回答
Ｑ１　大学生による『かたり場』の授業を行った
ことがあるが，年齢の上の生徒からすると大
学生では経験が浅くやめたことがあるが。

→D× Pではコンポーザーの 70%が社会人，30％
が大学生。人との関わりの内容に共感する点で
は問題ない。大学生は成人生徒から逆に，働い
た経験を教わっている。コンポーザーは定時制
や通信制高校出身で，不登校等の辛い経験をし
た者を面談選考している。実施の際は，生徒３
～４名あたり１人を配している。
Ｑ２　湊川高校には 70 歳代，80 歳代の生徒がい
る。その受け止め方はどうか。問題はないか。
コンポーザーは 20～ 45歳と聞いたが。

→５年前，60 歳代の生徒が経験の浅いコンポーザー
に反発したことがあった。そのときは，別の年
輩の生徒がなだめた。年輩の生徒にはなだめ役，
コンポーザー役を期待している。実践を重ねる
中で，方法を改善してきている。退出も認めて
いる。
Ｑ３　会話にならない（場面緘黙）生徒への対応
はどうしているか。

→そこにいていいよ等，個別対応。無理をしない。
その他，その日によってテンションが変わる生
徒へも柔軟に対応している。
Ｑ４　プログラムのバリエーションは。
→１年，２年，３年，社会人用等作っている。１
年生では円形になって対話する方法は難しいの
で，その方法を取らない等の工夫をしている。
ねらいは生徒同士の横のつながりを助けること，
対話をどう作っていくかにあることを考え，段
階を踏まえている。
Ｑ５　今日の授業が３回目と聞いたが，４つの班
とも楽しくやっていた。１学年４回実施する
理由はあるのか。

→過去に 10 回以上実施したこともあるが，生徒が
飽きてくる。試行錯誤した結果，90 分×４回が
ベストという結論に至った。学校の要望によっ
ては３回にする場合もある。


