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教師力サポートオフィス 大学祭企画「学校現場について、聴こう、話そう」 

講演「子どもたちへの自立に向けた支援—不登校の課題を中心に—」 

講師：奈良教育大学 教育実践開発研究センター客員教員・奈良県教育研究所 

  宮廻 なをみ 先生 

  

皆さん、こんにちは。教育研究所から参りました宮廻と

申します。今、先生の方からご紹介いただきました教育研

究所という所ですけれども、奈良で教員としてお勤めいた

だく場合に、必要な所であるということをご紹介いただき

ました。まさしく教員の、先生方の研修場所として、教育

研究所は機能しております。 

お手元に資料の方を配らせてもらっています。一つは、

教育相談のご案内ということで、私共の研究所の教育相談

部の方のリーフレットを持ってまいりましたので、そちらを見ていただけたらいいかと思います。

そこに教育相談の活動ということで、電話教育相談、通称「あすなろダイヤル」というふうに呼

んでいます。あすなろダイヤルと、それから来所での教育相談、そして、派遣教育相談という３

つの相談の方をさせてもらっています。 

電話につきましては、電話の相談員が、同じ研究所の少し離れた所にある場所を使いまして、

通常、２本の回線で、８人の相談員が交代しながら、子育て等の悩みですとか、学校生活上の悩

みですとか、色々な子ども達の悩みについて保護者の方、18歳までの子どもさん、学校の先生方

のコンサルテーションという形で相談の方を受けております。是非、面接で来所して相談を受け

たいという場合は、このあすなろダイヤルを通じまして、連絡をしていただくということになっ

ております。 

来所の相談は私共の方で、指導主事３名と子ども担当の心理士の

通常４名で、日常の対応をさせていただいているというようなとこ

ろです。 

派遣相談につきましては、スクールカウンセリングカウンセラー

として、より専門性の高い支援が必要な場合について、学校等の要

請に応じて派遣をさせてもらっています。現在、20名の、主に大

学の先生ですとか、臨床心理士ですとか、それからドクター、そう

いった専門家の方々に私共の方から声掛けをさせていただいて、必

要に応じて、その内容に応じて派遣をさせていただくということで、

この３つの三本柱で運営の方をさせてもらっています。 

私がさせてもらっている仕事は、そのうちの相談で、仕事の中の

半分を占めています。残りの半分が先程も申しましたように、学校の先生方、教員の研修をさせ

てもらっています。また、教育相談に関わる調査・研究といったこともさせていただいています。

そういったところが教育研究所という施設です。これから奈良県で教員になられる方もおられる

かと思います。先生として活躍される方もおられるかと思いますので、是非、田原本の研究所の

ことを少し心に留めておいていただけたらなというふうに思います。 
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リーフレットと併せて、小さなカードを入れさせていただきました。これは、小学校１年生、

中学校１年生、それから高校１年生の、新１年生の子ども達が、各学校に入学した折に、色んな

ことでの悩みに困った時に、常に身に付けておいてもらって、「必要に応じて電話を掛けてね」と

いった、啓発用の携帯カードを新１年生に配らせてもらっています。これは、県内の私立も含め

て、全ての新１年生の子ども達に配っております。これも全国統一ダイヤルということで、いじ

め相談に関わる内容については、24時間、対応させてもらっています。いずれにしても、あすな

ろダイヤルが窓口になっておりますので、両面、番号が書いてあるかと思いますが、あすなろダ

イヤルに掛けてもらっても、いわゆる24時間全国統一ダイヤルに掛けていただいても、窓口は一

緒です。但し、夜間、平日の場合は、９時以降、それから、土日、祝日の場合は、夜の７時以降、

これは「いのちの電話協会」さんの方にご協力いただきまして、夜間・緊急の場合は、そちらへ

転送して対応していただくというようなことで協力いただいています。そういったカードの方も

配らせていただきましたので、また見ていただけたらなというように思います。 

 それでは、「子ども達への自立に向けた支援」ということで、今日は主に不登校の課題を中心に

お話をしたいと思います。 

 

まず、児童・生徒の現状ということで、これは全国的に

言えることですけれども、今、学校現場におきまして、一

番問題となっている課題についてですが、７月以降、大津

市のいじめ問題のが大きく報道で取り上げられました。そ

ういったことも影響しまして、非常にいじめの問題が、社

会現象にもなっているかとも思います。それから、不登校、

今日の話題の中心は、主にこの不登校の課題についてです

けれども、不登校についても、また暴力行為についても、

奈良県は全国平均を大きく上回っている状況にあります。そして、全国学力学習状況調査、これ

も文科省が実施しておりますが、この結果について、成績については、奈良県は全国平均を上回

る良い結果になっています。ただ、ルールを守ることですとか、それから身近な問題に目を向け

るといった、そういった規範意識については、非常に乏しいというようなことも明らかになって

きました。そして、体力の低下とありますが、体力・運動能力に関する調査を、国の方からさせ

てもらった結果、全体的に色々な平均が全国を下回っているというような状況になっています。

こういった様々な課題については、それぞれの学校現場で、今、正に先生方が苦労しながら、こ

の問題について取り組みの方をされているといったところかと思います。 

  

次に、不登校の課題に入る前に、いじめに関するアンケート調査の結果について、少し触れて

おきたいと思います。国の方からの調査と併せまして、奈良県におきましても、県内全ての私立、

国立、全ての公立中学校、高校の学校にアンケート調査の方を８月の下旬から９月にかけて行い

ました。その結果が、つい先頃まとめられて報告がありましたが、その内容について、少しお話

をしておきたいと思います。 

中、高、特別支援学校の中等部、高等部の生徒へのアンケート調査の結果です。小学校につい

ては、国の方で調査をする中でとりまとめたものです。ですので、この上段にありますのは、公
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立に限っての結果でお話をさせていただきます。平成23年度の１年間のいじめの調査結果の約

10倍以上の件数が出てまいりました。これについては、

やはり今、非常に大きな問題となっていますので、子ど

も達の意識も非常に高くなってきているかと思います。

ですから、通常、学校がいじめと認識して、それを件数

として国へ上げる問題行動調査の結果とは違い、この時

期に集中して調査を行ったということもあって、１年間

の10倍を越える件数が上がってきていると分析してい

ます。 

その中で「解消率」というのは、改善が進んでいる、もしくは改善したと思われる割合ですが、

小学校件数4,309件・解消率67.7％、中学校では件数が2,024件・解消率67.4％、高等学校で

は370件に対して66.5％、特別支援学校では18件に対して83.3％、合計では6,721件、解消

率が67.6％ということで、非常に多くの数の子ども達がいじめを受けているという結果が出て来

たわけです。又、解消率についても、これを高いと考えるのか、低いと考えるのかというのは、

非常に見方が色々かと思いますが、僅かまだ７割に近い率でしか改善されていないということか

と思います。まだいじめがきちっと解決していないと、子ども自身が感じているということは、

これはしっかりとそのことが改められていないということだと思いますので、そのことを学校側

の先生方がどのように認識して、日々、子ども達に向き合っていくのかということが問われてい

るかとも思います。 

それから、この下の段の結果ですけれども、これは学年別の1,000人当たりのいじめの件数と

いうことで、公立、国立、私立、県内全ての学校での調査結果をグラフにしております。数の方

は入れておりませんので口頭でご報告しますと、中１が77.6％、中２が57.9％、中３が35.4％、

高１が、18.0％、高２が14.4％、高３が12.3％、それから定時制等の４年生が5.1％というこ

とで、見ていただいたら分かりますが、学年が上がる毎にいじめの件数としましては減少してい

る。一番多いのが、やはり中学校１年生において多く発生しているということが明らかになって

います。どんないじめが多いのかという内容ですけれども、「からかい」ですとか、「悪口」とい

ったことが一番に上がっています。次が「仲間はずれ」とか「無視」。三番目には、遊ぶ振りをし

て叩いたり蹴ったりするといったようなことが出て来ています。では、一体どういった時に、ど

ういった場面で、そういったいじめが起きているのかと言うと、 も多いのが、休み時間、昼休

み。それから、二つ目に多いのは、部活動中。三番目に多いのが授業中ということで、休み時間

や、昼休みに多いというのは、どうしても先生方の目が行き届かない部分もあるのかなあという

ふうに思います。でも、部活動の時ですとか、授業中という回答も多く上がってきているという

ことは、先生方が授業をしている中でもやはり気付いていないところで、そういった行為が行わ

れていたり、そういったムードが生まれていたりして、子どもがいじめというふうに感じている

ということですから、その結果から見ても、まだまだ学校現場では、先生方が気付いていないこ

とがたくさんあるんだなということも言えるかと思います。いじめの問題については、簡単です

が、アンケートの結果が出てまいりましたので、少し紹介をいたしました。 

  

それでは、平成23年度の問題行動調査の結果が、９月に国から発表されましたので、その結果
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を元に、不登校について、国と奈良県とのデータの比較をしながらお話をしていきたいと思いま

す。 

一般に不登校の定義ということを国はこのように

定義付けています。 

『一般的に、子どもが何らかの心理的、情緒的、

身体的、或いは社会的要因背景により、児童・生徒

が登校しない、あるいはしたくてもできない状況に

あること。（ただし、病気や経済的な理由のものを除

く）【基準：年間３０日以上の欠席】』 

年間30日以上の欠席ということですので、この見

極めにつきましても、学校独自でそれぞれ違ってく

るかと思います。例えば、30日以上欠席している子どもを不登校と考えるのか、長欠生徒と、長

期に亘って欠席している長欠児童・生徒と考えるのかというところは、それぞれの学校の先生方

の見方によって、件数を上げていきます。例えば、喘息で休みがちの子ども、喘息で休みがちで、

季節毎に発作が出て、その都度、その時に欠席が増えていくと、やはり学校に行きづらくなると

いうことで、病気として考える先生もおられますし、いや、喘息は日割りになっているけれども、

結果的に登校しにくい状況になっていると考えて、それが30日を越えると不登校というふうに考

えられる場合もあるかと思います。また、理由が特定出来ない、二つ以上の理由が重なって欠席

が増えてきているといった場合は、長欠という形で見られているという場合もあるかと思います。

その他にも子どもの家の事情で連絡がつかなくなっているとか、現在どこにいるのか分からない

といったような状況もあるかと思いますので、単なる不登校と簡単に一言ではくくれない、子ど

もの背景にいろいろなことがあるということも、少し心に留めておいていただけたらなというふ

うに思います。 

  

次に、不登校児童・生徒の状況ということで、こ

れは全国の結果です。小中学校で平成23年度の１年

間に30日以上欠席した不登校の子どもの数ですけ

れども、117,458人、1,000人当たりの不登校の

児童・生徒数が11.2人。小学生が22,622人。これ

は、前年度、平成22年度よりも159人の増加になっ

ています。1,000人当たりの不登校児童・生徒数が

3.3人。中学生が94,836人。平成22年度の数より

も2,592人の減ということになっています。1,000人当たりの不登校生徒数が26.4人。それか

ら、全国の高等学校の30日以上の不登校の数は56,292人。1,000人当たりの不登校生徒数とし

ては16.8人。これは平成22年度よりも585人の増加ということになっています。この結果につ

きましては、全体としては、少し減少しているけれども、平成20年度頃より、ほぼ変わらない、

横ばい状態と言えるかと思います。 
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続いて、奈良県の不登校児童・生徒の状況を見ていた

だきたいと思います。全国と奈良県との比較で、22年

度、23年度と併せてご覧ください。小学校の方が30

人の増ということで316人。全国と同じく小学校は県

も少し増えているという状況です。中学校の方が86人

の減ということで1,214人。そして、高等学校の方が、

12人の減ということで487人というような結果にな

っています。過去10年間、奈良県については、全国平

均を上回る状況が続いていて、ワースト４、ワースト５

といったような結果になっています。20年度、21年度が全国で第４位、22年度が第５位で、

23年度が６位ということで、全国的には非常に厳しい結果になっております。 

 

これは平成18年度から23年度までの過去６年間の少し大きな流れで見ていただけたらと思い

ます。18年度からの状況です。分かっていただけるかと思いますが、ほぼ横ばい状態です。ピー

クになりましたのが、平成13年度の13万人、全国的には小中学校の不登校の数が、13万人を超

えるという結果になり、国のいわゆるスクールカウンセラーの事業がスタートしたのが、平成７

年です。それから、少しずつスクールカウンセラーの方が配置されるようになって、県の事業と

して取り入れることになったのが、平成13年度からです。現在、奈良県の中でも中学校へのスク

ールカウンセラーの配置率が非常に上がってきていますけれども、これは、各市町村も協力いた

だいて、配置いただいているという結果もありますので、中学校のカウンセラーの配置率はまだ

100％には届いていませんが、随分上がってまいりました。でも、小学校についても、まだまだ

中学校がカバーしている、すなわち各中学校で、小学校からの相談も受けるということになって

いますし、高校におきましては、まだまだ配置は進んでいませんので、私達の研究所の方で、高

校生の子ども達への相談、保護者の方達への相談の対応を全てしているというような状況です。 

ただ、昨年は紀伊半島大水害、それから、東北の震

災がありました。そのことでの、心のケア事業という

ことで、県内に、実際に震災に遭われた生徒さんが入

ってこられたり、また、十津川を中心とした水害の被

害の心のケアのための支援を国の方から受けていま

すので、今年度中、また、被災した子どもさん・生徒

さんが在学中の間は、カウンセラーを配置するという

ことになっています。ですから、通常の県のスクール

カウンセラーの事業だけでは賄っていない。必ず入れ

ないといけないだろうと思われる学校については、国の方から配置をしてもらっているというよ

うな状況です。ですので、平成13年度をピークに少しずつ、少しずつ、ほんの少しずつ減少しつ

つあった不登校の数ですけれども、また平成19年度から少し上昇を始めて、また今、ほんの僅か

減少していますが、ほぼ20年度頃からは横ばいが続いているというような状況かと思います。し

かしながら、教員の力だけではどうにも出来ない、いろいろな心の問題については、やはり心の

専門家の支援を校内に取り入れることで、随分不登校の数が減少している、効果が上がってきて
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いるのではないかなあという分析をしています。 

  

次に、学年別の不登校の児童・生徒数について

です。これは公立に限ってデータを出しておりま

すが、小学校１年生から高校３年生までを22年度

との比較で棒グラフで表しています。もうお分か

りになっていただけるかと思いますが、中学校３

年間の不登校の数が突出しているのが分かってい

ただけるかと思います。特に、中学校３年生です

ね、中１から中２、中３のこの３年間というのは

中学校現場では不登校の子ども達への対応、具体

的な支援、どのように進めていったら良いのかな

あということで、非常に先生方が悩まれる現状にあります。高校では、１年生が一番数が多く出

て来ています。特に、高校１年生の数が102人というふうになっていますけれども、そのうち、

約35％の生徒については、中途退学を余儀なくしているというような状況です。高校に入学はし

た。だけど、その環境にうまく、環境に馴染めない。又、対人関係がうまくいかない、又、自分

が思い描いていたような学校ではなかったとかなど、子どもの心の中にいろいろな背景があって、

行けなくなってしまうということが実際に高校１年生に多く出て来ます。結果、進路変更をする

ということもありますが、それでも３割の子ども達は、進級できない状況になって、中途退学を

するという結果が出ています。 

  

次に不登校のきっかけについてですけれども、

これも国の問題行動調査を全国と奈良県で比較し

て見ていただきたいと思います。小学校について、

も多いきっかけは、「不安などの情緒的混乱」、

次いで「無気力」、それから三番目には「親子関係

をめぐる問題」ということです。奈良県の結果は、

二番目の「無気力」と「親子関係」が逆転してい

ますけれども、ほぼこの３つが大きな不登校のき

っかけとして挙げられている要因です。中学校に

おいてはどうかと言いますと、同じく「無気力」、「不安などの情緒的混乱」、そして三番目に、小

学校と違うところですけれども、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」ということが挙げられる

状況です。特に、対人関係のトラブルは中学校に入学すると、色々と問題化され、子ども達が学

校に行きにくい状況に陥ってしまうというようなことが出て来ているかと思います。 

  

次は、学校内外の専門家・相談機関において相談と指導を受けた生徒についてですが、どんな

支援につながったのかというふうに見ていただけたらと思います。 

まず、スクールカウンセラーや相談員等に相談したという子どもさんは、全国では約37.8％、

奈良県においては336人、約23.2％。次いで、養護教諭が関わった、学校にいる保健の先生、養
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護の先生が関わったという結果は、全国では20.8％、

奈良県では147人、25.1％。三番目は、適応指導

教室が関わったのは、全国では11.4%、奈良県では

194人、13.3%。この適応指導教室というのは、学

校に行けない子ども達が、まずは小さな集団の中で

適応出来るように、子どもの居場所づくりとして、

各市町村にそういった場所を設置しているものです。

ところが、これは義務付けられている訳ではありま

せんので、県内では今のところ13の適応指導教室が

設置されていますが、どうしても山間の学校であったり、小さな市町村においては、適応指導教

室を設置するのはなかなか厳しい状況です。居住地に適応指導教室がある場合は、こういった適

応指導教室を利用するといったことが出来ますけれども、居住地にない場合は、結局のところ、

子どもの居場所がないという状況になります。ですので、いわゆるフリースクールのような所で

すとか、NPOのような所が作っている活動場所に、子ども達が行くといったケースもあるかと思

います。ですので、適応指導教室が関わった割合としてはまだまだ低い状況にあります。そして、

教育委員会所管の機関に関わった。これは、私共のようなこういう研究所のような所ですとか、

それぞれの市町村の相談窓口、相談機関、そういった所が関わったというのが、全国で6.7％、

奈良県でも5.9％という、まだまだ低い値になっています。 

これをトータルとして考えてみても、大体６割から７割弱の子ども達が、何らかの形で、専門

家や相談機関で相談や指導を受けています。ところが、逆を言いますと、まだ４割ぐらいの子ど

も達は、どこにもつながる所がなくて、どこにも行き場がなくて、孤立化していまっているとい

うような状況であるということが言えるかと思います。 

特に学校現場で、身近にいる先生方や大人が、まず何をしなければならないのかと言うと、出

来るだけ早い段階で不登校の子ども達のSOSに気付いて、誰が、いつ、どこで、どのように、ど

んなところに支援をつなげたらいいのかといったことを、一番大事に考えていかないといけない。

出来るだけ早い段階で、子ども達に必要な支援を提供することが出来たら、改善率も上がってい

くのかと思います。遅れれば遅れるほど、長期化すればする程、非常に厳しい状況になるし、孤

立化が進んでしまう。ニートの問題も、やはり大きく影響しているのではないかなあというふう

にも考えています。 

  

次に、指導の結果、登校する又は出来るようにな

った児童・生徒に、特に効果があった学校の措置と

して、「登校を促すために電話をかけたり、迎えに行

く等した」、「家庭訪問を行い、学業や生活面での相

談に乗る等、様々な指導・援助を行った」、「スクー

ルカウンセラー等が専門的に指導にあたった」、「保

護者の協力を求めて、家庭訪問や家庭生活の改善を

図った」、この４つが、全国においても奈良県におい

てもほぼ同じような結果になっています。 
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まず、身近にいる担任の先生が、どれだけ関わっていけるのか、ということかと思いますが、

不登校については、強い登校刺激はしない方がいいと言われるような時期もあったかと思います。

どんな時に、子どもに、どのように対応したら良いのかというようなことは難しいですけれども、

会う、会えないは別にして、やはり先生が子どものことを気にしているということを投げ掛けて

いくということは必要なことだと思います。ですので、家庭訪問だけではなく、電話での対応で

も、常に子どもの様子を気に掛けているという先生の気持ちを、どのように伝えていくのかなあ

というところかとは思いますが、直接的に伝わらなくても、例えば、お母さんの、保護者からの

対応によって、又、誰か間に入っての間接的な伝わり方かもしれませんが、子どものことを気に

している、あなたのことが気になるといった先生のメッセージが、子どもには非常に大きく影響

を与えるのではないかと思います。 

それから、家庭訪問で、「学業や生活面での相談に乗る等、様々な指導・援助を行った」、結局

のところ、子どもは、休むことによって勉強が遅れてきますので、次に学校へ行った時に、どん

なふうに学習の遅れを取り戻したら良いのか、又、長く学校に行けていない状況を、どのように

埋めて行ったら良いのかといったいろいろな不安を抱えている訳ですよね。そういった子どもに

は、やはり具体的に先生が出来ること、まずは基礎の一番大事なところから、出来ることを一緒

に側で見てあげるといったことが、効果が出るのではないかと思います。 

そして、三番目の「スクールカウンセラーといった専門家が指導にあたる」、又、「保護者の協

力、家庭訪問によって家庭生活の改善を図ってもらう」ということも必要かと思います。子ども

達の不登校の課題については、やはり家庭でのいろいろな背景がきっかけになるところも大きい

かと思いますので、家族がどのように、その不登校の子どもを支えていくのか、どのように対応

していくのかというのは、大きく子どもの改善を

図る上では大事なことかと思います。家庭でゆっ

くりと休める状況なのか、お父さんやお母さんが

休むことをどのように考えているのか、それが子

どもにプレッシャーを与えるような対応しか出来

ないというふうになると、子どもは十分に休めな

い訳ですから、ますます改善出来ない状況になり、

悪循環になるということが考えられます。ですの

で、私達も相談で保護者の方に会わせてもらって

お話を聞く時には、家庭が、今学校に行けない子ど

もにとっての何よりの居場所となるように、環境調

整を図っていただくということを一番にお話を聞

かせてもらっています。今、お話いたしましたもの

が、問題行動調査の結果から見えてきたことです。 

  

次にありますのは、私共が教育相談部で実際に来

所教育相談で対応させてもらっている対応のデー

タですので、これも参考までにお聞きいただけたら

と思います。 
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平成23年度の状況ですけれども、相談件数が194件。そのうち保護者が1,424回、子どもが

838回、教職員が80回、延べ回数が2,342回と、このような結果になってきています。その相

談の内容ですけれども、ご覧の通り、不登校が全体の約３分の２を占めています。 

電話での相談は匿名ですので、非常に気軽に相談しやすいといった利点があるかと思います。

このことを直接会って相談するのは恥ずかしいとか、自尊心が傷付くといったような場合もある

かと思います。ですけれども、電話でしたら、気軽にいろいろな悩みの相談を、お母さんや子ど

も本人が出来る。ですから電話というのは、ある意味、困った時にすぐに聞いてもらえるという

ことで、気持ちが楽になるといったことが一番の大きな効果と言えるかと思います。 

来所については、電話でお話を聞いてもらったところで、改善する見込みがない、若しくは長

期に継続して相談にあたってもらわないと厳しいといった場合に来所ということにつながります

ので、結果的に不登校という問題で相談にお見えになるというケースが一番多いと思います。た

だ、23年度以前からですけれども、発達面での課題、特別支援等との連携が必要なケース、いわ

ゆるアスペルガーといったような広汎性発達障害での集団生活での悩みとか、ＡＤＨＤといった

発達面での悩みとか、集団生活の中で、いろいろな不適応が起きて、登校しづらくなるという二

次的な被害により、不登校になるというケースも増えて来ていますので、私共も県の中の特別支

援教育部との連携はもちろんのことですが、学校においても特別支援教育部との連携も十分図っ

ていただきたいと考えています。 

  

次に、校種別の回数ですけれども、18歳迄の子ど

も達の相談にあたっていますが、幼稚園、小学校、

中学校、高校ということで、23年度については、幼

稚園は、ケースとしては１件もありませんでしたけ

れども、その年によっては数は少ないですが、あが

ってくるときもあります。また、これまでは中学校

の不登校の問題が多くあったんですけれども、 近、

スクールカウンセラーの配置が進んだということも

あり、一番身近にいる、学校にいるカウンセラーに

相談されるというケースも増えてまいりました。で

すから、中学校の相談の割合が少し減少してきてい

ます。逆に高校の相談の割合が非常に上がってきて

います。高校の中で、対人関係のトラブルですとか、

様々な不適応で、不登校で進級出来ない、進路をど

うしていこう？といったような悩みで来所につなが

るというケースが増えてきています。 

 これは、月別の延べ回数です。どの時期に相談が

多くあるのかといったところを見ていただけたらと

思いますが、やはり年度当初、６月頃です。４月、５月、頑張って、頑張って、頑張ったけれど

も、息切れしてしんどくなってしまうと、そういった兆候が現れてくる。それが５月の連休明け
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かと思います。その結果、来所につながるというケースが増えてまいりますので、６月、７月が

多くなります。そして、二つ目のピークを迎えるのが、10月といったところでしょうか。二学期、

いろいろな行事が一段落したところで、いろいろな対人関係でのトラブルが出てきたり、子ども

自身が疲れてしまうといったことで、二つ目のピークが秋頃となっています。 

  

これは、私共の教育研究所の相談室の中の写真で

す。このように相談者の方がお見えになったら、だ

いたいここに座ってもらいます。私共がこの入口に

近い所に座って、こういう形で、対面に座るのでは

なく、こういう形でお話を聞かせていただきます。 

 これが遊戯室です。子どものプレイルームとして

おり、主に子ども担当の心理カウンセラーが遊戯療

法で対応をしています。その部屋の様子ですが、す

べり台があったり、砂場も作っています。ハンモッ

クを掛けてあったり、ここには写っていませんが箱

庭もあります。またいろいろなたくさんのゲームを

並べています。初めて来た子どもがこの部屋に入る

と、まず何で遊ぼうかなと、目をキラキラさせてい

ます。たくさんのおもちゃがありますので、一つ触

っては、また次へ。一つ触ってはまた次へ。本当に

いろいろな物を触りながら、自分の気に入ったおも

ちゃとしばらくは遊びに夢中になるといったような

光景が見られます。この中で、カウンセラーに見守

られながら、子ども達が伸び伸びと心を解放してい

く。うまくいくと、子どもの回復率は本当に高くて、

元気になるお子さんも、結構いるかと思います。す

ぐには登校にはつながらなくても、まずは元気にな

る。それを私達は一番大事に考えていますので、こ

ういったプレイルームで伸び伸びと遊びを通して心

を表現させるといったような状況です。 

 ここは、思春期ルームと呼んでいます。ここでは

主に、中学生ですとか、高校生の子どもさんの対応

をさせていただいています。ここにも箱庭を置いて

いますし、ギターなどの楽器、ちょっとした鍵盤の物、それからパソコン、様々な活動ができる

物を置かせてもらっています。卓球台も置いています。 

  

このように相談室の中を見ていただきましたが、不登校の要因と背景ということで、少しだけ

お話をさせていただきます。 

大きな不登校の要因・背景についてですが、一つ目には、学校生活に起因するものとして、子
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どもの対人関係、学習のつまずき、こういったものが一つ大きな要因としてあるのかなあと思い

ます。 

二つ目には、家庭生活に起因するものとして、家

庭内不和、過保護、過干渉といった問題があるかと

思います。小学校の不登校のきっかけの三番目に挙

がってきました母親との関係、家族関係といったも

の、それは、特に小学校の子ども達には、大きな影

響を与えているかと思います。 

そして、三つ目には、不登校のきっかけとして一

番多く出ていたかと思いますが、本人のパーソナリ

ティに起因することで、慢性的な劣等感、自信喪失、

無力感というふうに挙げておりますが、なかなか自分に自信を持てない、又、無気力になってし

まう、目的が見えてこない、目標が見えてこないといった、子ども達の心の内面に、言葉では表

現出来ないような不安感のようなもの、そういったところが大きな要因になっているかと思いま

す。 

その他としましては、いわゆる社会学的な側面として、学校というもの、学校に行くことの意

味が持てないことや、学校の牽引力が低下しているということが言われているかと思います。以

前のように、学校は絶対行かなければいけないという、親の意識、そういったものも随分現在で

は変わってきているのだろうなと思います。また、発達的な側面から言いますと、いわゆる思春

期特有の心の内面にあるもの、そういったものをうまく表現出来ずに、家庭内暴力ですとか、自

傷行為といった神経症的な状態で表れてくるといったようなものもあるかと思います。 

  

そして、こういった子どもの理解として、様々な不

安を抱えているのだということを知っておいていた

だけたらと思います。登校することに対して非常に不

安になると、子どもは朝から動作が非常に緩慢になり

ます。元気な時はご飯を食べて、着替えをすぐして、

「行ってきます」と行って家を出るのですが、行き辛

い状況になりますと、なかなか着替えをしない、又、

ご飯が食べられない。トイレに入っても出て来ないと

いったような、動作が緩慢になってくるのです。何故？という、言葉では出てこないですよね。

なかなか言えないですよね。ですので、体の調子を崩すことによって表れてくる。「お腹が痛い」

「頭が痛い」「ちょっと熱っぽい」「ムカムカする」といった、そういった体の調子に表れてくる

といったようなことです。そして、一番身近にいるお母さんに、その自分の心の中にある色んな

苛立ちを、攻撃という形で、暴言であったり、暴力であったり、また、物を壊すといったような

形で表現するということもあるかと思います。それから担任の先生が家庭訪問に来ていただいて

も会えない。友達が「学校に行こう」と言って誘いに来てくれても会えない。人に出会うことの

不安、外に出て行くことの不安というのが、閉じこもりの形で表れるといった状況に陥る場合も

あるかと思います。そして、こういった不安から逃れるために、とにかく自分の好きな物にひた
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走ってしまう。それが、ゲームのようなものであったり、ネットの世界にはまっていったり、又、

テレビであったり、マンガであったり、何でも良い訳です。子ども自身が、今、自分が不安を抱

えている、漠然とした、そういった不安から逃れたい為に、そういったものにひた走ってしまう

逃避というような形で不安を表現する。このような色んな子ども達の不登校であり、色んな子ど

も達の不安感、自分でもどうしていいか分からなくなっている状況なんだということをご理解い

ただけたらと思います。 

  

そして、不登校への対応としてまず学校の先生

方にお話をさせていただいているのは、子どもが

学校に行けないという状況、又、様々な状況があ

るかと思います。不登校になって出て来る場合も

ありますし、非行になって出て来る場合もあるか

と思います。又、先程お話しした、いじめという

ような、いじめる側、加害者側の立場として、そ

ういった行為をすることによって、自分の内面の

いろいろな心の問題を表現するということがあ

るかと思います。ですから、その本人の心の問題

が一体何なのか？子どもが抱えている心の問題、心の中にある問題は何なのか？この気になる行

動は、どういった意味があるのか？というようなことをまず考えるということが必要なのではな

いかと思います。ですから、それらを解決するために、様々な取り組みをしていく訳ですけれど

も、これらの行動が心のサインであるということを、先生方がしっかり、いち早くキャッチして、

出来るだけ関わり続けて行くということかと思います。 

中学校三年間、また小学校の高学年から不登校になる場合が多くありますけれども、学校で、

先生が子ども達に関わることができる期間は非常に限られている訳ですよね。ですから、その限

られた期間に、早く子どもを元気に学校に来させることが自分の使命なのだ、というふうに、若

い時は非常に熱意を持って子どもに向き合っていただきますので、子どものペースをあまり考え

ずに、とにかく気持ちを伝えようという勢いのあまり、結果として、知らず知らずのうちに子ど

もを追い詰めてしまう、子どもに過剰な負担を与えてしまうというようなことになりがちだとも

言えます。ですから、積極的に関わっていかないといけないけれども、待つということも必要か

と思いますし、子どものペース・子どもの状態を見ながら、メッセージを送り続けて行くという

ことを一番大事にしていきたいというところかと考えています。 

そして、一方では子どもに、又、一方では保護者の方に、どのように対応していったらいいの

かということが、担任となった時に一番しんどいところかと思います。やはり、保護者の方は子

どもが行けなくなったことに対して、罪の意識と言いますか、自分の子育ての非を感じるという

方が多くあります。ですから、何故、行けなくなったんだろうということを非常に気にされます。

学校で何かあったのか、それとも私の子育てが悪かったのか、家庭に原因があるのか、何か原因

をはっきりさせないといけないように、特にお母さん方は追い詰められてしまうということも多

くあります。今、原因探しをしても仕方がありませんので、保護者の方に対しては、まずは前を

向いて行こうと、そのことを共にお母さんと一緒に受け止めて、共にどういった対応をしていっ
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たらいいかということを考えていきましょうと、そういったスタンスで当たっていただけたらな

あと思います。 

特に、若い間は、保護者の方に特に具体的に何か助言をといっても、それはまだまだ厳しいか

と思います。助言をするのではなくて、やっぱり保護者の方のしんどい気持ちの心の内を受け止

めてあげる。聞いてあげて、「お母さん、しんどいですよねえ。辛いですよねえ、一緒に考えさせ

てもらいますね」といった、共に考えますよという、共に対応を考えていきましょうねという姿

勢が何よりも保護者の方を勇気づけるかと思います。何か具体的に助言をするということではな

く、しっかり、その心の内を聞いてあげる。そして、対応の仕方を共に考えていく。これは受容

的、共感的に関わるといわれていますが、そういった気持ちで、家庭訪問をしていただくと、お

母さん自身が、こちらから特に何か問う訳でなくても、ポツポツと心の内をお話しされるという

ようなことが出て来るかと思いますので、継続して、出会えなくても、出会えても、コンスタン

トに子どもの家庭を訪問する、関わり続けるということを諦めずにやっていただきたいと思いま

す。 

 

 後に学校教育相談の実際ということで、具体的に

学校の中で、どういった対応が出来るのか、予防的な

対応、対処療法ではなく、まず予防的な対応として、

どのようなことが出来るかなということを挙げていま

す。 

まず、「教員の自己開示」と出ていますが、先生にな

られたら、是非子ども達に、自分が出来ないこと、失

敗したこと、自分の負の部分、そういったものを、子

ども達にどんどんさらけ出してあげて欲しいなと思い

ます。子どもにとっては、先生というのは、とても優秀で、格好良くて、何でも出来て、それは

一方で憧れでもあるかと思います。しかし、自分に自信をなかなか持てない子どもも中にはいる

訳ですよね。ああ、先生もやっぱり出来ないこともあるんだ、そんな一面もあったんだ、そんな

劣等感もあるんだということを子どもは先生の話を聞くことによって、非常に身近な存在として

先生を感じることが出来るし、身近な存在として信頼することが出来ます。まず先生が自己開示

をされて、先生ご自身の負の部分も、もちろん得意な部分も、いろいろなものを子どもに見せて

あげて欲しい。そういった機会を多く取っていただきたいなあと思います。 

それから、「チャンス相談の実施」とありますけれども、これもよく言われています。具体的に

何か困ったことがあったら、相談においでよというのではなくて、日々、毎日、顔を合わす中で、

こちらから声を掛けられるチャンスがないかということを常に意識におきながら、朝の僅かな時

間であったり、10分間の休み時間であったり、掃除の時間であったり、どんな時間でも構わない

ので、常に子どもの様子を観察している中で、あ、ちょっといつもと違うなあというようなサイ

ンが出ていたら、こちらから声を掛けてあげる、又、さりげなく「おはよう」と挨拶を交わすだ

けでも、先生が声を掛けてくれた、非常に嬉しい、僕のことを見てくれている、気に留めてくれ

ているというふうに子どもは捉えます。一日、学校で先生と一言も喋らずに終わったということ

が、中学校に上がると多くの子どもに見られる。そういう状況もある訳ですよね。小学校と違っ
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て、中学校になると、複数の教師が見るという利点もありますけれども、一人の教師が深く関わ

るという時間は非常に少なくなりますので、先生と生徒との関係性という意味においては、いろ

いろな機会を見ながら、チャンス相談をしていただきたいと思います。 

そして、何よりも授業で勝負をする先生方が、一方的な授業をするのではなくて、カウンセリ

ングマインドを生かした授業展開をして、常に双方が交流出来るような、一方通行ではないやり

とりが一時間の時間の中で、例え５分でも３分でも、そういった時間を作るということが大事か

なと考えます。教科はいろんな特性もありますので、難しいことはたくさんあるかとは思います

が、そのことを意識しながら、僅かな時間、子どもとのやりとりの時間を作るということも大事

なことかと思います。 

そして、「開発的教育相談の実施」と入れています。カウンセリングというのは１対１、一人の

子どもへの支援というふうな形で進んでいるかと思いますが、開発的教育相談は、集団を育てる、

集団で子どもの心を育てていくということで、育てる教育相談というふうにも言っています。様々

な心理的な技法を取り入れながら、 近ではよく構成的グループエンカウンターですとか、アサ

ーショントレーニング、ソーシャルスキルトレーニングといった、いわゆるコミュニケーション

能力を上げる為の練習ですとか、社会性を身に付ける為のスキルを付ける為の練習、そういった

ものも学級経営の中で取り入れられるようになってきました。日頃から、行事、行事の間にそう

いったいろいろなグループワーク等を取り入れながら、学級の中で子ども達、それぞれが信頼関

係を作れるような、そういった心理的技法をうまく活用していただけたらとも思います。 

そして、もう既に、不適応になってしまっている子どもへの支援ということで、すでに不登校

になってしまった、不登校気味であった子どもが30日以上休み続けているといった状況になった

時は、対処療法としては、学校だけでは抱えきれないかと思います。やはり、しっかりとした専

門家と連携しながら、スクールカウンセラーであったり、外部の相談機関であったり、若しくは

医療につなぐというようなことが必要な場合も出て来るかと思います。問題解決的な支援という

ことで、関係機関との連携を図りながら、支援をしていくということが必要かと思います。 

  

そして、 後に、「学校教育相談体制の充実」と

挙げさせていただきました。私共の教育相談部では、

教員の研修を担当させていただいておりますけれ

ども、主に、初任者の研修の中では、こういった教

育相談の基礎の部分をお話しさせてもらっていま

す。体制作りとして、各学校において、教育相談の

コーディネーターの役割をしっかり機能させてい

きたいと考えています。これまでのように、担任の

先生が、不登校の子どもを抱えて困っていたり、い

じめの現状に日々疲れていたりなどの課題を抱えていることについて、どのように支援したらい

いのかということで、否定してしまうというのではなく、学校の体制の中でチームとして支援を

していくという、そういった相談体制をしっかりと整えていってもらいたいということで、コー

ディネーターを位置づけて、研修を進めています。そして、そういったコーディネーターが、中

核となって情報交換をしっかり行って、研修会議等で、個別への支援を検討し、アセスメントを
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して、どういった支援をつないでいったらいいのかなあということを、しっかりと考えてもらう、

そういったことを教育相談体制の充実という目的を持って進めています。そして、窓口を一本化

し、関係機関と連携をすることで、体制をしっかりと充実させていくという取り組みの方も今、

相談部の方では進めているような状況です。 

 以上、主に不登校の子ども達への対応ということで、国の問題行動調査の結果から、奈良県の

状況等をお話しさせていただきながら、今日の子ども達への自立に向けた支援ということでお話

をさせていただきました。どうも、ありがとうございました。 

 

 【質疑応答】 

 

Q１． 

宮廻先生、今日はどうもありがとうございます。質問なんですけれども、 後のカウンセリン

グマインドを生かした授業展開、予防的な支援について、授業展開の中に、数学の授業だったら、

数学の授業中にカウンセリングマインドを生かして、どのような子どもとの時間を作ることが出

来るのかなという、具体的な方法についておききしたいのですが、何かありますか。 

 

A1. 

 はい、私は数学の教師ではないので、数学のいろいろなスキルをうまく活用してというお話を

させていただけなくて申し訳ないんですけれども、ただ単に先生が前で授業を進めていくのでは

なく、今はいろいろなやり方があるかと思うんですけれども、子ども達に班で学習をさせたりす

る場合もあるかと思いますし、学び合いというようなシステムを取っておられるところもありま

す。コの字型になったりして、授業を進めておられるところもあるかと思います。要は、ピアサ

ポートという言い方もしますけれども、仲間で支え合う学習の方法というものを、特に中学校、

高校なんかの場合は、教科の特性があるかと思いますけれども、その仲間がどのようにそれぞれ

支え合いながら、その学習を効果的に進めていくのかというところは、やはり単に教科担当が前

で授業を進めるだけでは得られない、子ども達同士の関わりの深さといったものが進んで行くと、

学習効果も上がるといったことが言えるのかなあと思います。色々な工夫はしていただけたらい

いかと思いますね。やっぱり、先生が前で一方的に授業を進めていく、問題をやらせる、又、そ

の回答を子ども達にさせるといった従来のやり方だけではなく、子ども達同士で関わり合いなが

ら進めていく、そういったものがうまくいろいろな方法につながればいいかと思います。 

 

 

Q2. 

今日は、お話をありがとうございました。僕達も現場に出た時に、不登校の問題に出くわすと

思うのですが、不登校の子ども達と関わる中で、一番大切にしたいことというのは、どういうこ

とか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

A２. 

 そうですね。その子の心の中にある色んな、本人も分からないような不安、それを子どもは抱
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えている訳ですね。何かお話をしてあげないといけないとか、何か助言なり、アドバイスをして、

子どもを助けてやらないといけないといって関わるのではなくて、一緒に居るということ、共に

過ごすことであったり、同じ空間に、側に居るということだけでもいいかと思います。共にその

時間を過ごす、共有する、それが一番大事なのかなあと、側に居てくれているなあという、それ

が一番安心感があるんだと思います。そうすることで、段々、信頼関係も出て来るであろうと思

うので、何かしないといけないというよりは、やっぱり一緒に居るということを大事にしていた

だけたらどうでしょうか。 

 

Q3. 

 今日は、お話をありがとうございます。不登校に対する対策というのは、多分、10年前位から

行われていると思うんですけれども、それにも関わらず、不登校の児童・生徒数というのは横ば

いであるというのは何故ですか。 

 

A3. 

 それは本当に難しいですね。多分、ずっと横ばいなのかもしれないなというふうに、今は感じ

ているような状況です。一定の効果はもちろんあって、一時、13万人を超えたというような時代

に比べると、随分落ち着いてきているかとは思いますけれども、子どもの数は減少している一方

ですので、そのことを考えたら減少した、減ったとは言えないようなところもあるかと思います。 

今は多様な価値観があり、昔とは違っていろいろな生き方がある訳ですので、一時期、子ども

が学校へ行かないという選択をするということも、これも受け入れていくということの一つかな

あというふうに、個人的には考えています。ですから、やはり学校の中で、集団の中で、子ども

同士が関わることによって、子どもが伸びていくこと、その可能性を非常に感じてはいますけれ

ども、又一方で、そのある時期に、自分の内面に、内省的に子ども自身がいろいろなことを感じ

ながら学校に行かないという選択も、これも生き方の一つとして受け入れる。そして、これから

いろいろな可能性を持っている訳ですので、将来的には社会参画していってもらいたいというこ

とから、中学校３年間、小学校６年間、その中で、早く、一日も早く登校させたいというのは、

教諭の一方的な思い込みでというのではないのかなとは思いますね。そういったことも含めて、

学校教員として、子どもとあたる時は、学校には来ていないけれども、担任として、その子とど

う関わっていくか、学級には今いないけれど、常にこの子は、自分の学級の一員であるというこ

とは絶対忘れないで、そのことは同じ学級の仲間には常に伝えるということも、先生が担任とし

て意識していただけたらというように思います。 

 

  

  


