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OECDのキー・コンピテンシー（資質・能力）を導入
 【キー・コンピテンシーの３つのカテゴリー】
・グローバル化と近代化により、多様化し、相互につながった世界において、人生の成功と正常に
機能する社会のために必要な能力。
１．社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力
A.言語、シンボル、テクストを相互作用的に活用する能力、Ｂ.知識や情報を相互作用的に活用する
能力、Ｃ.テクノロジーを相互作用的に活用する能力
２．多様な社会グループにおける人間関係形成能力
A.他人と円滑に人間関係を構築する能力、Ｂ.協調する能力、Ｃ.利害の対立を御し、解決する能力
３．自律的に行動する能力
A .大局的に行動する能力、Ｂ. 人生設計や個人の計画を作り実行する能力
Ｃ. 権利、利害、責任、限界、ニーズを表明する能力
 この３つのキー・コンピテンシーの枠組みの中心にあるのは、個人が深く考え、行動することの
必要性。深く考えることには、目前の状況に対して特定の定式や方法を反復継続的に当てはめる
ことができる力だけではなく、変化に対応する力、経験から学ぶ力、批判的な立場で考え、行動
する力が含まれる。
文献：文部科学省（2016）「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ 補足資料（2）」
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多文化共生社会を実現するために
ダイバーシティ（多様性尊重）＆インクルーシブ教育（包摂
教育）・・・障害児教育のあり方を問い直すことから
・「多文化共生社会」を実現するための人権教育が重要
・お互いの違いを尊重する、理解しようとする姿勢
認知能力と同時に非認知能力が求められる

⇒社会情動スキル（共感、協働、コミュニケーションなど）
Eｘ．様々な障害をもつ子どもたち、外国にルーツを持つ子ど
もたち、ＬＧＢＴＱという生き方、貧困格差のなかのヤング
ケアラーなど

包摂と排除という２極化の国内外の社会的動向⇒レイシズム

4
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障害者支援・特別支援教育の政策動向
2004年：発達障害者支援法成立⇒発達障害者支援センター

を都道府県に設置する
2007年：文部科学省は「軽度発達障害」という用語は使用

しないことを表明
2007年：小・中・高校に「特別支援教育コーディネーター」

担当教員を配置⇒加配措置はなし
2014年：障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）を批准

第24条：インクルーシブ教育システムについて規定
2016年：障害者差別解消法施行（障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律）⇒原理原則と合理的配慮
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自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）
 2013年アメリカ精神医学会の診断基準の改定（ＤＳＭ-５）によって、高
機能（アスペルガー症候群等）から低機能にいたる自閉症を一まとまり
の連続体として捉え、「自閉スペクトラム症」（ASD：Autistic 
Spectrum Disorder）と総称するようになった。

自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的コミュニケーションの困難と限定さ
れた反復的な行動や興味、活動が表れる障害。さらに知的障害や言語障
害を伴う場合と伴わない場合がある。

何らかの生まれつきの脳機能障害であると考えられており、しつけや愛
情不足といった親の育て方が直接の原因ではない。

脳機能障害を引き起こすメカニズムとして、遺伝的な要因が原因の一部
であると推測されています。何らかの先天的な遺伝要因に様々な環境的
な要因が重なり、相互に影響しあって脳機能の障害が発現するのではな
いかという説が現在有力とされている。（井上、2020）
文献：井上雅彦（2020）『発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方』すばる舎
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発達障害のつらさへの理解と共感を
 文部科学省（2012）「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教
育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

・全国の小中学校で「学習面又は行動面で著しい困難を示す」児童生徒は6.5％と
報告（学級の担任からの調査回答）。
 ＬＤ：周りからはわかりにくい困難性を持つ⇒「やればできる」と強要される
・子どもの困難さがわかっていないために、うまく対応できていない
 ＡＤＨＤ：教室で求められることは本人にとってつらいことが多い
・教室はＡＤＨＤの子どもにとっては、最悪の環境とも言える
・ただ我慢を強いられ、自分の存在感を失ってしまう事態が起こることも
 ＡＳＤ：知的には正常な能力を持っている場合でも周囲との違和感を持ちなが
ら生活している

・人との相互的なやりとりの関係、社会的関係を持つことが困難⇒相手の感情が
読み取りにくい、相手を傷つけるような発言をしてしまう⇒いじめなどの対象に
なることも
・限定された対象に対する興味・関心の高さ⇒高い集中力を発揮することもある
 今後求められるもの：ニーズ、サイエンス、パートナーシップ、システム

7

特別支援教育からインクルーシブ教育へ

インクルーシブ教育：障害の有無にかかわりなく、誰もが望めば
自分に合った配慮を受けながら、地域の通常学級で学べることを
目指す教育理念と実践プロセス。

⇒多様性を尊重し合う多文化共生社会の実現のために
「一人ひとり丁寧に」（個への対応）と「みんなで一緒に学ぶ」
（集団への対応）の両方の実現を目指す教育理念

⇒特別支援の担当者だけではなく、担任、全教職員が取り組みの主
体
教師の叱責の影響：学級の子どもにも影響が出る⇒同じような叱
責、けなす、いじめるなど

・本人は学級の中で自信を失い居場所を失う⇒意欲喪失、不登校に

8
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非認知能力（社会情動的スキル）―➀

「非認知的な能力」：アメリカの経済学者ヘックマン（2015）が提唱
した能力で、ＩＱ（認知的能力）以外の能力。

＊幼児期からの教育、子育て、教育環境等に着目
＊将来の社会的、経済的な成功、人生にも好影響を及ぼす

「社会情動的スキル」：経済協力開発機構（OECD）では、社会情動的
スキルと言われ、「目標の達成（忍耐力・自己抑制・目標への情熱）」
「他者との協働（社交性・敬意・思いやり）」「情動の制御（自尊
心・楽観性・自信）」に関わるスキルとして整理。

文献：ジェームズ・Ｊ・ヘックマン（古草秀子訳）（2015）『幼児教育の経済学』東洋経済新聞社
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非認知能力（社会情動的スキル）ー➁

汐見稔幸（2018）：非認知能力を魚捕りで例え、罠をひたすら作り
続ける集中力、罠を改善したり罠を仕掛けるポイントを考える直感
力、魚が取れなくてもあきらめない忍耐力、失敗してもまあいいか
と思える楽天性、友達と協力する力、間違ったことをしたら素直に
謝ることができる正直さ、これらが非認知能力である。

数値化できる「認知能力」に対し、「非認知能力」とは、目に見え
ない感情や心の働きといったような、数値化しにくい分野の能力。

OECDが提唱する「社会情動的スキル」と同義に理解されている
・社会情動的スキルは生涯を通じて発達させることができる
・社会情動的スキルと認知的スキルは、お互いに影響を及ぼし合って
育つ
文献：汐見稔幸（2018）『こども・保育・人間』学研プラス
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非認知能力とその育成について
 自己認識 ：やり抜く力、自己肯定感
 動機付け・意欲 ：学習志向、やる気、集中力
 持続力・忍耐力 ：あきらめない、粘り強い
 自制心 ：自分のルールを守れる、勤勉
 メタ認知 ：客観性、目標・計画立案、問題把握と解決
 社会的能力 ：リーダーシップ、他者との対話・協調性
 回復力・対応力 ：楽天性、失敗から学ぶ、レジリエンス
 クリエイティビティー：創造力、直観力
＊アンガーマネジメント等のスキルトレーニングをしても入らない
＊どうしたら非認知能力は育っていくのか？・・・土台になるもの
「生きがい」「やりがい」「意味のある他者」「支援・ケア」「対話的・受
容的関係」「安心感・信頼感」「否定されない」「愛されている」など

11

ナラティブ・アプローチ
―少年刑務所における詩の講座①―

 奈良少年刑務所における更生教育―「社会性涵養教育」として
 寮 美千子編（2011）『空が青いから白をえらんだのです』新潮社 より
むじゃきに笑う。すなおに喜ぶ。ほんきで怒る。苦しいと訴える。悲しみに

涙する。いやだと拒否する。助けてと声に出す。日常のなかにある、ごくあた
りまえのこと。（中略）詩など、ほとんど書いたことのない彼らには、うまく
書こう、という作為もありません。だからこそ生まれる、宝石のような言葉た
ち。心のうちには、こんな無垢で美しい思いが息づき、豊かな世界が広がって
います。そこから垣間見える、彼らの柔らかな心、やさしさや苦悩。彼らはい
つか、あたりまえの心を素直に表現できるようになるでしょうか。
あたりまえの感情を、あたりまえに表現できる。受けとめてくれる誰かがい

る。それこそが、更生への第一歩です。受刑者たちの心の声に、どうか耳を傾
けてみてください。
Q１．これまでに実践してきたナラティブ・アプローチについて交流してみま

しょう。

12
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ナラティブ・アプローチ
―少年刑務所における詩の講座②―

 くも
空が青いから白をえらんだのです

 Ａくんは、普段はあまりものを言わない子でした。そんなＡくんが、この詩を朗読した
とたん、堰を切ったように語りだしたのです。
「今年でおかあさんの七回忌です。おかあさんは病院で『つらいことがあったら、空を

見て。そこにわたしがいるから』とぼくにいってくれました。それが最期の言葉でした。
おとうさんは、体の弱いおかあさんをいつも殴っていた。ぼく、小さかったから、何もで
きなくて…」
 Aくんがそう言うと、教室の仲間たちが手を挙げ、次々に語りだしました。「この詩を
書いたことが、Ａくんの親孝行やと思いました」「Ａくんのおかあさんは、まっ白でふ
わふわなんやと思いました」「ぼくは、おかあさんを知りません。でも、この詩を読ん
で、空を見たら、ぼくもお母さんに会えるような気がしました」と言った子は、そのま
まおいおいと泣きだしました。自分の詩が、みんなに届き、心を揺さぶったことを感じ
たＡくん。いつにない、はればれとした表情をしていました。

13

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
(中央教育審議会答申のポイント)

中央教育審議会初等中等教育分科会：「令和の日本型学校教育」の構
築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学び
と、協働的な学びの実現～ (答申)（2021.1.26）
「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる

これまで日本型学校教育が果たしてきた、①学習機会と学力の保障、
②社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障、③安全安心な
居場所・セーフティネットとしての身体的、精神的な健康の保障を
学校教育の本質的な役割として重視し、継承していく

一斉授業か個別学習か、履修主義か修得主義か、デジタルかアナロ
グか、遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった「二項対
立」の陥穽に陥らず、教育の質の向上のために、発達の段階や学習
場面等により、どちらの良さも適切に組み合わせて活かしていく

14
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省察（リフレクション）について
省察（リフレクション）の３段階
・レベル1「出来事を振り返る」
・レベル2「他者および環境を振り返る」
・レベル3「自己について振り返る」

ドナルド.A.ショーンの提唱したリフレクション
・「行為の中のリフレクション（reflection in action）」と「行為につい
てのリフレクション（reflection on action）」という、振り返るタイミン
グが異なる2 つのスタイルのリフレクションを提示した。
・実践思考能力を持つ実践家＝「リフレクティブな実践家」という人物像
を定義した。
⇒省察的実践者
文献：ドナルド・A・ショーン（柳沢昌一・三輪建二監訳）（2007）『省察的実践とは何か

―プロフェッショナルの行為と思考－』鳳書房

15

省察のために①ージョハリの窓―
（ジョセフ・ルフト＆ハリー・インガム）

開放の窓の領域を広げるためには、
1.自分を認識してもらうための自己開示「開放の窓」
2.自分が気付いていない自己を認識する「盲点の窓」
3.自分だけ気付いている自己を開示する「秘密の窓」
4.自分も他人も知らない自己を認識する「未知の窓」
この４つがポイントになる。

文献：ジョセフ・ルフト（高谷修訳）（2019）『グループ関係学入門ージョハリの窓ー』22世紀アート

16
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省察のために②ー経験学習モデルー
（デービッド・コルブ）

コルブは、４つの段階からなる経験学習サイクル
「経験→省察→概念化→実践」を定義した。

経験：何か活動を行う
省察：振り返り深く内省する
概念化：成功したあるいは失敗した要因を抽出する
実践：それを次に活かしてみる

文献：デービッド・コルブ、ケイ・ピーターソン（中野眞由美訳）（2018）『最強の経験学習』辰巳出版

17

教育実践における省察（リフレクション）
１．よりよい実践のための実践途上における省察
２．ひとまとまりの実践を振り返っての省察
【具体的な場面】

➀授業実践の場でー授業の改善
②行事、生徒会活動、学活、部活等の場でー取組の改善
➂生徒指導、教育相談等の場でー開発的、予防的、問題解決的対応

【誰と行うのか】
➀個々の教職員による省察
➁教職員集団（チーム）による省察
③児童生徒の参画を得ることによる省察・・・最重要ではないか

18
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教職・対人援助職における連携と融合

① 対人援助における連携と融合が課題となる＝チーム学校
・教師集団の変容、成長へ

② 連携：他の専門家、専門機関等との対等な関係
・専門的知見を学び合う＝多職種連携
・専門性と協働性の統合を図る

③ 融合：何のためのチームなのか
・理念、目的を共有していく
・子どもの「いのち、権利、利益」を守る
（子どもの最善の利益：子どもの権利条約）
＝子どもの権利擁護（advocacy）

19

教育課題と臨床教育学の誕生

・臨床教育学は、1980年代から1990年代にかけて、いじ
め、不登校、校内暴力、学級崩壊、少年事件など、子どもを
めぐる諸問題が噴出し、学校や家庭における新たな対応が求
められる状況のなかで誕生した。

・「社会の急激な変化に伴う新たな青少年問題に対処する
ための総合的な研究と、実際的な教育相談活動の充実及び専
門的助言指導者の養成が緊急の課題」とされた（和田・皇、
1996）。

・体系をもたない新しい学問として誕生した。

文献：和田修二・皇 紀夫編（1996）『臨床教育学』アカデミア出版会

20
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学校現場に関わる教職員への期待
―臨床教育学の視点から―

研究内容としては、次の三点を重視し、段階論ではなく統合
的に捉えている(春日井、2016)。

①理論的研究：学校内外における教育をめぐる
諸課題の本質に迫る

②実践的研究：学校内外における教育をめぐる
諸課題の解決を図る

③当事者研究：援助を担う当事者である教員、
青年の主体形成・自己変容に迫る

文献：春日井敏之（2016）「教育現場に立脚した臨床教 育学の展開―実践教育学と主体形成―」
鳶野克己編『人間を生きるということ―「体験」の教育人間学に向けて―』文理閣

21

研究内容 ①－理論的研究の視点－

一つには、子どもの言動（SOS）の意味を問うこと。そこ
から個々の子どもの発達課題を明らかにしていくこと。
(発達）

二つには、子どもの生活史、生活環境を理解しようとする
こと。子どもを取り巻く人間関係から課題を明らかにして
いくこと。（歴史）

三つには、子どもが生活している社会、地域のあり方と子
どもへの影響を解明していくこと。社会構造に位置づけな
がら課題を明らかにすること。（社会）

22
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研究内容 ②－実践的研究の視点－

一つには、理論的研究の三つの視点から子ども理解を深める。
・学校が主導してできることとできないことを見極めていく。

二つには、学校でできることについては、短期的課題（今すぐ）、中期的課題
（在学中）、長期的課題（卒業後）といった視点を持つ。
・見立てと方針をチーム会議で検討していく。⇒アセスメントとプランニング

三つには、学校が主導してできないことは、専門機関と連携・協働していく。
・その際は学校も含めて、対等な関係で役割を担っていくネットワーク支援が
必要。⇒多職種連携によるチーム学校

四つには、初期段階における丁寧な取り組みを重視していく。
・すべての当事者の権利擁護と発達援助の視点から、指導、支援をあきらめな
いこと。⇒「子どもの最善の利益」（子どもの権利条約）

23

研究内容③－当事者研究の視点Ⅰ－

一つには、「一回性の経験」である子どもとの出会いや実践
のなかで、自分に大きな影響を与えたエピソードを辿る。
・どのような影響を受けて、どのような気づきや変化があっ
たのか。
・自分にとってのその体験の意味について経験知として明ら
かにしていく。
二つには、自分が困難に直面し、失敗したような実践をどの
ように凌ぎ潜ってきたのか。
・そのとき誰に助けてもらい、何を得たり失ったりしたのか
明らかにしていく。

24
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研究内容③－当事者研究の視点Ⅱ－

三つには、子どもたちとの出会いや実践のなかで、楽しかった
り、うれしかったり、励まされたりした双方向の経験をふり返
る。
・そこには何が起きていたのか明らかにしていく。
四つには、生き方やあり方、価値観の形成にかかわって、人間
関係だけではなく、自然との関係や文化との関係などから、ど
のような影響を受けてきたのか。
・どのような価値観や生き方が形成されてきたのか。
・当事者としての主体形成の視点から明らかにしていく。

25

教育現場における実践研究の方法
田中孝彦（2008）：臨床教育学における研究方法について、次の四
点を強調している。

① 「子ども理解のカンファレンス」を重ねる
→ケース・カンファレンス（ケース会議）

② 当事者の生活史・実践史の語りを聴く
→ナラティブ・インクワイアリー（ナラティブ研究）

③ 地域に根ざす援助・教育の研究
→地域に根ざす研究

④ 「自己」の発達を軸とする人間研究
→発達・人間研究

文献：田中孝彦（2008）「臨床教育学の構想－創造の現場から」田中孝彦・森 博俊・庄井良信編『創造
現場の臨床教育学』明石書店

26
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発達の捉え方と子どもを取り巻く課題
発達については、個々の生理的、心理的な側面だけでなく家庭・学校での生
活状況、社会状況などとの関連で総合的に捉える視点が重要である。
白井利明（1999）は、発達について、「ひとが、まわりのひとやもの・自
然・文化と相互交流するなかで、その相互交流の仕方を発展させていき、その
発展がさらに自分自身を発展させていくことになるような過程」と定義し、
「個人の自由が拡大したり、ほかのひととつながっていくとき、発達したと考
えます」と述べている。
一方では、効率性や結果が重視され、そのための比較と競争に拍車がかけら
れるような社会・経済・教育状況のもとで、人間、自然、文化などとの相互交
流自体が阻害されている。そのことによって、子どもたちのつながりではなく
孤立化が進行し、第二の誕生と呼ばれる思春期の発達課題に、苦戦するような
状況も生まれている（春日井、2017）。

文献：白井利明（1999）『生活指導の心理学』勁草書房
春日井敏之（2017）「発達段階と生活指導の課題―中学校期」西岡加名恵編『特別活動と生活指
導』協同出版

27

いじめ問題への実践的課題

未然防止、初期対応、重大事態対応の3点からの取り組みが重要。
初期対応のポイント⇒教師、学校の人権感覚が試される
①「けんか、トラブル」かいじめかの議論をすることではなく、当事者
からの辛いといった訴えや周囲からの情報などがあった場合、いずれの
場合も、まず「いじめとして認知する」。
②そのうえで、安易に「お互いさま」「どっちもどっち」で済ませるの
ではなく、発生している具体的な問題事象に応じた指導、支援、ケアを
行っていく。
③小学校などにおいては、いじめとして認知をするということと、児童
に「いじめ」と通告することは必ずしもイコールではない場合もある。
たとえば、「このままだと大きないじめ問題になってしまう」といった
伝え方の工夫と丁寧な指導、支援、ケアのプロセスが求められている。

28
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いじめ問題への初期対応の基本

①「辛い」「怖い」等と訴えてきた子どもの話を丁寧に聴いて、ま
ず事実の確認を行う。
②周りからはどう見えていたのか、前後の経過を含めて周辺の子ど
もから話を聴く。
③相手方からも話を聴き、経過を含めて一致点や相違点を明らかに
しながら事実の確認を行う
④所属する学級、部活動などの集団の構造を把握し問題を捉えてい
く。
⑤具体的に、どのような取り組みを行っていくのか、当事者双方、
所属する集団などへの指導、支援、ケアについて、全校、学年など
でチームとして方針を立てていく。

29

事例検討ー小学校での事象と取組➀（仮想）

小学校４年Ａさん：誰からも慕われるクラスの人気者、友だちは多い。
Ｂさん、Ｃさん ：Ａさんと同じクラス、二人はいつも一緒にいるが
友達は多くない。

出来事：１学期、Ａさんが他の友達と一緒にクラスで話したり、下校し
たりしているとき。
Ｂさん、Ｃさんは、「ちょっと来て」と言って、Ａさんと一緒にいる友
達によく声をかけて一旦引き離して何か話すようになった。クラスでも、
Ａさんにきつくものを言ったり、Ａさんの方を見て、Ｂさん、Ｃさんは、
クラスメートに何かこそこそと話している。
Ａさんの訴え：Ｂさん、Ｃさんからいじめられていると担任に訴えた。
学校に行くのが怖いので、Ａさん、Ｂさん、まわりの人に事情を聴いて
ほしいと訴えた。

30
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事例検討ー小学校での事象と取組➁（仮想）
担任の対応：担任は生徒指導担当者と一緒に、Ａさん、Ｂさんに事情
を聴いたところ、「Ａさんがクラスの人気者なのでいやだった」と話
した。まわりの児童の多くは、「よく覚えていない」と話した。いじ
めとしては判断しないで、Ａさんには、「気にしすぎじゃないの」と
伝えた。学校としてのいじめ対策委員会は開かれなかった。
Ａさんのその後：担任の対応に強い不信感を持ち、長期間不登校に
なってしまった。いじめの事実確認をきちんとしてほしいと訴えてい
る。保護者も学校への不信感を高めている。

Q２．担任、生徒指導担当、学校長は、この問題について、どう対応
すればよかったのでしょうか。

＊教育相談の視点から初期対応と事後対応について、話し合ってみ
ましょう。

31

子どもの最善の利益ー子どもの権利条約ー
すべての子どもは、かけがえのないいのちと幸せになる権利をもってこ
の世に誕生している。
1994年に日本も批准した国連の「子どもの権利条約」
⇒子どもを保護の対象だけでなく権利の主体として捉える（4つの権利）
①子どもの生きる権利、②守られる権利
③育つ権利（教育を受ける権利、休んだり遊んだりする、様々な情報を得
て自分の考えや信じることが守られる）
④参加する権利（自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、
集まってグループを作ったり、活動する）
＊これらは、学級、学校における自治活動を担う主体としての子どもたち
を育てていくためのポイントでもある。

32
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子どもの権利と「守りの枠」の正当性

「第一の誕生」は受け身であり、与えられたいのちは、家族や周囲
の援助がなければ危うい存在である。
子どもが、生きて成長できるのはなぜか。それは、自らがもって生
まれた「いのちの働き」と家族や周囲の人々の「お世話（援助）」が
あったからに他ならない。保護者、教職員は、子どもにとって良かれ
と思ながら、様々なレールを敷き子どもを育てている。
その正当性の根拠は、「子どものいのち・権利・利益を守る」（子
どもの最善の利益）ことにあり、その限りで子どもにとっての「守り
の枠」としての意味をもつ。
子どものいのちと権利・利益を侵害するようなかかわり方は、家庭
においては虐待問題であり、学校においては管理主義教育・体罰問題
となる。

33

おとなしくなっている中高生
ー小学生が荒れている？ー

「令和元年度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
調査結果について」（文部科学省、2020）
小学校：不登校（23%）、いじめ（80％）、暴力（55％）
⇒いずれも増加している

中学・高校：暴力は減少している
背景：保護者による虐待・暴言等、教師による体罰・暴言・
威圧的・操作対応等、子どもの発達特性等

保護者や教師が敷いたレールに適応し、はみ出ようとしない
中高生⇒中高の校則は厳しくなっている（地毛証明書等）

小学校：担任一人だけでは対応しきれない：制度的課題があ
る

34
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気がかりなこと―学校・家庭と子どものズレー

気がかりなこと
①良かれと思いながら、競争原理の渦に巻き込まれて、子ど
もを追い詰めてしまう保護者や教師が少なくないこと。
②保護者や教師の期待に過剰適応する感受性豊かで学力も高
い「良い子」が少なくないこと。
③学校、家庭、塾、社会が、進学・就職競争といった一元的
な価値観に覆われる中で、気持ちが切れて乗れない子どもの
居場所が乏しくなっていること。
④特に発達障害など、様々な課題を抱えた子どもが追い込ま
れ、生き辛くなっていること。

35

子どもは社会や大人を映す鏡

大人たちが、イライラや不安を募らせ、余裕を失い、
同僚や子どもたちの失敗に対して不寛容、排除的に
なっているような雰囲気はないか。

子どもへの威圧的、操作的な関わりではなく、対話的、
共感的な関わりを⇒上手に距離を取ることも大切。

せっかく生まれてきてくれたのですから、目の前のこ
とだけに振り回されないで、短期・中期・長期の視点
を持ちながら、子どもの成長をじっくり見守っていき
ましょう。⇒「遊び」「隙間」「守りの枠」の大切さ。

Q３.子どものいいところは、どんなところですか？
（ストレングス）

36



2022/1/9 Eコース（春日井）

19

第一の誕生と第二の誕生を生きる
第一の誕生は受け身であり、子どもは時代や場所や順番を選んで
生まれてくるのではありません。第二の誕生といわれる思春期は、
子どもが社会とつながって自分の人生の主人公になっていこうと
して、自分と向き合う時期です。しかし、この時期になって急に
主体的に生きようとし始めるのではないのです。親のことも、実
によく見ています。親の言動には敏感です。

ここでは、大人から見た価値判断の押し付けやコントロールでは
なく、日常生活における子どもの小さな自己決定を尊重していく
プロセスが大切なのです。自己決定⇒自己責任論ではなく、「自
己決定＋応援付き」が大切です。そんな中から、子どもの主体性
は育っていくのです。

Q４.ところで、みなさんは小中学校の頃、どんな子どもでしたか？

37

思春期の人間関係と子ども理解
思春期・青年期は、「第二の誕生」：受け身で誕生したいのちが、
人生の主人公として主体的に社会とつながって生きようとする時期。
中学生の時期は、その入り口にあたる。「自分はどんな人間になり
たいのか。何のために生きているのか。何を一番大切にしているの
か。そのために何をするのか」などと問い直し、自身と向き合う内
なる自己をつくっていく。自己の解体・再編が課題となる（春日井、
2016）。

 ギャング・グループ⇒チャム・グループ⇒ピア・グループへ
「チャム・グループの肥大化」（保坂、2012）、「つながり依存」
（土井、2014）⇒同調圧力、心理的居場所

少しでも異質な存在を自分たちの内部に見つけて仲間外しという標
的にするといういじめは少なくない。

38
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ストレスの言語化、身体化、行動化

うまく自分の気持ちや不安などを言語化して相手に伝える
ことができないときには、ストレスは、行動化、身体化と
いう表現の形をとることが多い。

行動化とは、人や社会に攻撃性を向ける方法で、人を傷つ
ける。いじめるなどの行動もその一つ。いじめという現象
は「いじめられる側に問題がある」のではなく、いじめる
側にストレスやフラストレーションなどの負の要因がある
ことが多い。この行動化が自分に向かう時、それは自傷行
為（リストカットや抜毛など）という形を取ることがある。

身体化とは、心身症という「病気」という形でのSOSであ
る。中学生など思春期によくみられる心身症には、過敏性
腸症候群や円形脱毛症、過換気症候群などがある。

39

負の連鎖を断ち切るための実践
ー今こそ学校教育相談を軸にー

教育現場における指導・支援・ケアをどう捉えるか
教師の姿勢⇒対話的・共感的な姿勢と関わり
教師の関わり方⇒学校教育相談を軸にした指導、支援、ケア
・1970年～80年代、1995年～、2011年～
対話的・共感的な姿勢⇒「聴く」ことを通した双方向の関係
子どもに求めること、望むこと（ex．主体的・対話的で深い
学び）

⇒教師集団の共通課題に（同僚と練習の場を重ねる＝チーム）

40
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事実の確認と感情を受けとめる
子ども理解（アセスメント）の切り口は、理論的な分析から入るので
はなく、その生活、感情や願いを受けとめていくことにある。それは、
しばしば「腹立つ、嫌だ、辛い」といった負の感情であったりする。
すぐには解決できないようなことも少なくないが、感情を否定しない
で受けとめ、話を聴いて一緒に考えていくプロセスが重要である。

感情をきちんと受けとめることが、いじめの初期対応における生徒と
教師とのずれを防ぐために重要である。この点は、保護者と教師のず
れを防ぐためにも、同様に重要である。⇒事実と感情

攻撃的な感情の根っこにあるものは、いじめている相手ではなくて、
それは誰でもよかったといったことも、当該校の部活動における継続
的ないじめ問題から垣間見ることができる。指導、支援、ケアの機会
が必要なのは、かけがえのない当事者双方である。そうした機会を失
うことは、双方にとって大きな痛手となっていく。

41

子どもの自立性と協働性を育む
人間は、独立した個としての自立性と社会的な存在としての協働性
を両論にして育っていきます。⇒自己形成へ

自立性：日常生活における自己決定の積み重ね＋他者からの支援で
育つ⇒「自己決定＋応援付き」が大切

協働性：家庭や学校での人間関係＋面白く楽しい経験、自治活動＋
深い学び合いで育つ⇒「他者への敬意と自分と他者を活かす姿勢」
が大切・・・教師も同じ

対話的関係の大切さ＝双方向のコミュニケーションの力を育てます。
①「問う」：「どうしたん？」、子どもの言動の意味を考える
②「聴く」：感情を聴く、途中で否定しない、一緒に考える、
解決請負人にならない、言語化を急がない、限界をわきまえる

③「語る」：自分の葛藤や失敗を語る、子どものころの自分を語る

42
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部活動や学級における教師の言動
―ハラスメント、同調圧力の視点から―

 部活動や学級が、顧問、担任にとって自己実現の場であったり、勝利至上
主義の運営がなされたりする時には、しばしば、顧問、担任による暴力・
暴言、及び過度なメニューを個人に課す、連帯責任で過度なメニュー を
全体に課すといったハラスメント問題が発生する。

 特に部活動の場においては、自分がやりたいと選択して入ってきたという
「自己責任論」「連帯責任論」が根強くあり、「もう来なくていい」
「じゃあやめろ」といった顧問からの理不尽なパワハラ発言や同調圧力を
受けて、罰として個人や集団に付加された練習メニューなどに対しても我
慢してしまう傾向もみられる。教師の言動は、生徒間に影響を及ぼし、部
活動における弱者へのいじめのきっかけになっていくことも少なくない。

 教師からの同調圧力と生徒集団からの同調圧力が重なったときに、いじめ
問題は急速に深刻化していく。この点に関する顧問の指導責任も大きいが、
学校の指導責任として、部活動の運営、指導のあり方を共有していく必要
がある。

43

個人的請負からチーム学校へ
―内と外に開かれたチーム支援―

教職という対人援助における連携と融合が課題となる
・内に開かれたチーム支援⇒ケース会議、生徒指導部会、学年会議等
・外に開かれたチーム支援⇒福祉、医療、心理、少年司法等との連携
チーム学校⇒お互いの持ち味を活かし合う教師集団（個と集団の成長）
・責めない、否定しない⇒リスクマネジメントの視点からも大切
①連携：専門機関等との対等な関係から、専門的知見を学び合う
・矛盾するように見える専門性と協働性の統合を図る
②融合：何のためのチームなのか
⇒理念、目的を共有していく
⇒子どもの「いのち、権利、利益」を守る＝「子どもの権利条約」

44
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思春期の子どもとの関わり方
思春期危機説と思春期平穏説ー親に「反抗する」子どもが主流ではない
・親子の安全・安心な距離の取り方を再編成していく時
・子どもの自己主張は、親や教職員から見れば「反抗期」に映る
自己愛の延長でわが子を見ていないか―子どもの他者性を認めること
・親も競争に囚われ支えが乏しいと不安―攻撃的・支配的になりやすい
「愛着関係」に課題が生まれやすいー親以外の他者との関係で修復する
ことは可能

「競争と比較」の現実社会を相対化して生きる
・機会は与えるが選択は子どもにゆだねるーやめるという自己決定の尊重
プロセス評価の意味ー結果にこだわりつつ出た結果にこだわらない

45

つながって生きるということ

生きる力：比較と競争の社会を孤立して生きるのか、つ
ながって生きるのか。急激に変化する社会に適応してい
くことだけではなく、社会をよりよく変革していく主体
になっていくことが求められている。
⇒「生きる力」「人間力」（新学習指導要領）

では、つながって生きるということは、どういうことか。
①誰かを助けて生きる
②誰かに助けてもらって生きる
③誰かと一緒にやりたいこと楽しいことを目いっぱいして
生きる

46



2022/1/9 Eコース（春日井）

24

子どもの心に寄り添うということ
子どもの心に寄り添うとは、「子どもの生活、感情、願いを一緒
に居て、看て、聴いて、感じて、考えて、まるごと受けとめよう
とする姿勢」だと捉えている。これは、教育におけるケアとも重
なる姿勢。

この姿勢があると、子どもを理解するときにも、子どもへの理論
的な分析から入るのではなく、感情や願いを受けとめていくこと
から始められる。

具体的には、「あなたはどうしたいの？」「お母さんにはどうし
てほしいの？」「お父さんにはどうしてほしいの？」「担任の私
にできることは何かある？」といった問いを大切にしていくこと。

そのことによって、「何もしていらん！」と言われても、親や教
師が子どものことをいつも気にかけていることは伝わります。

47

ほめること、叱ることも評価
―かけがえのない存在に愛と敬意を―

 ほめることも叱ることも、評価を伴う行為。ずっとほめられ続ける自分で
いることは、子どもにとても大きな負担になる。何かあるといつも叱られ
るという状況も、「何で僕ばっかり？」といった大人不信につながってい
くこともある。次の４点を大切にしてほしい。

①指導や支援やケアに際して、「子どものいのち、権利、利益」を守るという
「守りの枠」を軸にしてほしい。
②ほめたり叱ったりする前に、「あなたは、学級や家族にとってかけがえのな
い大切な存在」ということを、いろんな機会に子どもに伝えてほしい。
③個性尊重についての捉え直しをしてほしい。個性尊重とは、他者と比較しな
い、優劣を付けない、「自分のウリ」を商品として切り売りしないということ。
お互いにかけがえのないいのちをもった異なる存在であることを認め合い、敬
意を払うことなのです。
④応援付きの自己決定を教育実践や子育ての中で大切にしてほしい。
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進路指導・キャリア教育のあり方

進路指導は進学指導に、キャリア教育は、就職指導に矮小化され
ていないでしょうか。キャリア教育は、「生き方を考え合う教
育」です。・・・答えは一つではない

次のような、子どもへの本質的な問いを大切にしましょう。
答えが一つではない問いから、対話は深まります。⇒哲学対話

①「10年後、あなたはどんな人間になっていたいですか」
⇒「その人間がどんな仕事ができそうですか」
学びを重ねることは、選択の幅が広がることです。

②「あなたは何のために生きているんですか」
③「あなたは今何を一番大切にしているんですか、その理由は」
Ｑ５.小中学校の頃、何になろうと思っていましたか？その後、希
望はどうなりましたか？

49

教師の言動と生徒の不登校
―自立のための出会い直し①ー

 Ｃさん：２年間15人のゼミ生と出会い共に学び、自身の中学校時の不登校経
験を卒業論文にまとめた女子学生が、こんなことを書いていました。

「中学生になると学年の順位が発表され、自分がどの位置にいるのかというこ
とが明らかになる。また普段の生活でも、担任の先生だけでなく多くの先生に
頼ってもらえることが多く、学級委員長などを任せてもらうことも多かった。
中学２年生までは、頼ってもらえることに自分の存在意義を見出すことができ
ていたのか、頼られること、そして、頼ってもらえるように努力する自分に何
の疑問も抱かなかった。
しかし次第に、テストの度に「ああ、成績下がってなくて良かった」と、良

い成績を取ることに安堵するようになっていった。思うような点数を取れなけ
れば「先生、どう思うんやろうか」などと考え、学校での居場所を良い成績に
よって与えられているような感覚になった。」
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教師の言動と生徒の不登校
―自立のための出会い直し②ー

「また、当時の担任の先生が、勉強が不得意な生徒に対して、蔑むような態度を
取っていたことが気になっていた。勉強が苦手な分、人一倍努力している姿をみて
あげない教師を目の当たりにし、自分も勉強面しか評価されていないのではないか、
自分は勉強で良い点数を取らなければ学校の中では誰にも認めてもらえないのでは
ないか、自分は完璧で他の子より優れていなければならないと思うようになってい
た。」
「自分を見つめる時間をもらえたことで、多くの人やモノに支えられていることに
気づくことができた。中学校の頃は、完璧でなければ自分がいる意味がないと考え
ていたが、周囲の支えがあってこその自分であることに感謝するようになった。同
時に、自分に欠けているものがあっても、自分で補おうとするのではなく、周囲に
助けを求められるようになったことも大きな変化であったように思う。完璧でない
自分と、それを助けてくれる人をこれまでの人生で得た自分が「本当の私」である
と思えるようになった」。
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