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中学校における生徒指導主事の役割

一積極的な関わりを志向したあるべき姿の具現化を目指して一

The Role of Senior of Guidance and Consulting for Students in Junior High 

Schools : Aiming to Be the Ideal Model for Active Relationship 

玉城建郎

Taterou TAMAKI 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・名護市立屋我地中学校（屋我地ひるぎ学園）

1 . 問題の所在

『生徒指導提要』（文部科学省， 2010) は，生徒指導を「一人一人の児童生徒の人格を尊重し，個性の

伸長を図りながら，社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動」と位置付けている。

さらに「各学校においては，生徒指導が，教育課程の内外において一人一人の児童生徒の健全な成長を

促し，児童生徒自ら現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すと

いう生徒指導の積極的な意義を踏まえ，学校の教育活動全体を通じ，その一層の充実を図っていくこと

が必要」だと指摘している。

我が国の初等中等教育諸学校には，学校教育法施行規則に基づき校務分掌上の職制として主任もしく

は主事が置かれている。生徒指導主事には第70条で規定されているように「校長の監督を受け，生徒指

導に関する事項をつかさどり，当該事項について連絡調整及び指導，助言に当たる」者である。生徒指

導主事には，その学校に勤務する一教員としての生徒指導だけでなく，すべての生徒を対象とした学校

教育全体の中での生徒指溝全般にわたる業務の企画 ・立案 ・処理が職務として課せられ，校内における

調整役 ・仕切り役でもある。『生徒指導提要』の第4章第 2節 4には，生徒指導主事の役割が 4点，生徒

指溝主事に求められる資質や能力が 5点，それぞれ示されている。

しかし，筆者自身の経験を振り返ってみると，『生徒指導提要』の第4章に示されているコーディネー

ター的な役割や間題への組織的対応の要というよりも「問題行動発生後の対応」，「間題の丸投げ先」と

いう役割に重きが置かれていることを強く感じてきた。誤解を恐れずに換言すれば，間題行動発生後の

対処療法を用いることが相対的に優れている人物が，校内人事で生徒指導主事として配置され，その役

割を果たしているという感覚である。同様の印象を抱く方は，保護者や生徒等教職員以外の学校関係者

にもいるだろう。筆者自身，その期待に応えようと，生徒指導主事として生徒に対し「厳しさ」で対応

するゼロトレランス方式（寛容性なし ・毅然とした指導）を率先して行ってきた。 山本 (2014) は毅然

とした指導が功を奏し，荒れた学校を三度も立ち直らせたことを報告した，何よりも筆者自身が学校現

場で見てきた多くの先輩教師の生徒指導の様子が「厳しい」指導であり，「厳しい」指導こそ生徒のため，

学校のためと思い生徒指導主事として何年間も行ってきた。その結果，時に成就感・達成感を伴った成

功経験を得たが，教育活動全体で生徒指導を機能させていくには課題があることを実感していた。

近年では，これまで箪者が行ってきた生徒指導の手法では解決できない間題が増えてきた。具体的に

は「いじめ」，「暴力行為」，「不登校生徒への対応」，「規範意識の低さ」，「インターネットに関わる諸問

題」などがあげられる。それらの問題行動に対して，中央教育審議会 (1998)は，「教員が教科指導など

の力量の向上に努めるべきことはもちろんであるが，それとともに，子どもたちの様々な相談に応じる

こと，間題行動の予兆となるサインに気付き，適切な手だてを講じること，問題行動等を通じて周囲の

助けを求めている子どもに的確なケアをすることなどが今後ますます大切になっていく。こうした役割
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を果たしていく上でまず重要なことは，教員がカウンセリング・マインドを持つということである。」を

示した。だが，宮田 ・水田 (2009) は， 「『教え，導く』 学習指導を行う教師役割と『認め，受けとめる

こと』を中核とするカウンセラー的役割を同時に果たすことは難しい」と指摘するとともに学校現場で

の活用を懸念しており，これがカウンセリングを利用した生徒指導の課題だと筆者は考えた。

間題行動に焦点化した生徒指導に関する研究や実践事例は， 学校現場での日常であるがゆえに枚挙に

いとまがない。教育関係者ならば，荒れた学校を陸上競技日本一にした実践（原田， 2003) を聞いたこ

とがあるだろう 。ところが，このような成功実践の多くは問題発生後の対処療法的な指導法に焦点を当

てたもので，問題行動発生以前や間題行動以外に関する研究は少なかった。管見の限り，その数少ない

実践例として，池島 ・松山 (2014) の， PBIS(Positive Behavioral Interventions and Supports)注1

を活用した報告があった。彼らは，教師のポジティブな働きかけにより，「自分たちで，学級の規範を考

えさせることによって，自分たちで学級を良くしていこうとする気運が高まり， 学級の雰囲気は大きく

変わったように思う 。」 と効果的な結果があったことを報告した。このような問題行動が起きる前の関わ

りも大事であることは当然のことであり，積極的な生徒指導の推進は生徒指導主事の役割である。 しか

し，率先して積極的な生徒指導を推進しなければならない立場である生徒指導主事が，消極的な生徒指

導である問題行動の対応のみに終始してきたことが一番の課題だと筆者は考えた。家庭的に様々な事情

を抱える児童生徒，不登校傾向の児童生徒，特別の支援を要する児童生徒も多く存在し，その間題の本

質に応じて多様な対応を行うことが生徒指溝には求められているにも関わらず，問題行動の対応に焦点

化した単一の指導では，生徒指導は機能しない。その一方で，指導を受けた生徒の側からは，生徒の実

態に応じて選択した異なる指導が， 差別や区別のように見えてしまうことに躊躇してしまう 。それが原

因となって，生徒指導で多様な選択肢を持ちにくくなり単一の指導をすることに拍車がかかるというジ

レンマに生徒指導をする際に陥ってしまうことも生徒指導の理想と現実が乖離する一因だと筆者は考え

た。

2. 聞き取り調査の結果から見えてくる実際の生徒指導主事像

本研究を進めるにあたり，筆者の経験だけに依拠しないために，まず始めに，沖縄県の学校現場に

おける「求められている生徒指導主事像」や「生徒指導の実態」を把握した。具体的には，連携協力校

(2018年 9月にA中学校， 2019年 1月にB中学校）で聞き取り調査を実施した。その対象は，より幅広

い意見を集めるため，①生徒指導主事 （現任もしくは経験者）計 8名，②教職経験15年以上のベテラン

教諭計12名，③教職経験10年未満の若手教諭計 9名，④養護教諭または図書司書計 3名である注20

「今後，生徒指導主事を（引き続き）行いたいですか」に対しては， 生徒指蒋主事経験の有無を間

わず，回答者全員が否定的であった。ここから，生徒指導主事は校内人事での 「貧乏クジ」 的な意味

を持っていることが垣間見られる。また，生徒指導主事経験者の全員が「問題行動への柔軟性，関係機

関との調整など間題が起きてからの対応力」が 「生徒指導主事に求められている」と回答した。一方，

生徒指導主事未経験者の24名全員が「生徒指導主事に求めていること」は，「大きな間題行動時に学校

内の連絡調整」， 「間題傾向生徒への対応」，「何があってもどんと構えていて欲しい」などの間題行動へ

の対応であった。

この聞き取り調査の結果から，経験の有無に関わらず生徒指導主事に求められていることは主に「間

題行動時の対応力」， 「関係機関との連携」であり，問題行動時のみに主な役割があると認識されてい

た。狭い地域に所在する 2校だけを対象とした聞き取り調査の結果であるが，残念ながら生徒指導主事

に「間題行動時」以外の役割が重要視されていないのが実態だった。 しかし，生徒指導主事経験の有無

に関わらず「厳しさ」は求められていないことが明らかとなった。
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3 研究の目的

前述のような理想と現実の狭間で，これからの時代で必要とされる生徒指導を追及するには，生徒指

導主事の役割を再確認し，生徒指導主事がどう立ち振る舞い，学校としてどうすれば生徒指導が機能す

るのかについて実証的に研究を進めることが必要不可欠である。本研究の目的は『生徒指導提要』が示

している生徒指導主事の本来の姿に筆者自身が迫ることによって，生徒指導本来の果たす役割が機能す

るかどうかを検証することである。とりわけ，間題行動発生時以外の関わりについて実践的に検証した。

4. 研究の方法

本研究では，筆者がこれまで行ってきた対処療法的（消極的）な生徒指導のみに終始せず，積極的な

生徒指導を努めて実践した。主に「計画」「実行」「実行後についての事実発見」を繰り返していくアク

ション ・リサーチの手法を取り入れ，その実践を振り返り，生徒の変容から箪者の生徒指導実践を検証

した。

5. 実践の対象

一連の実践の対象者，認識や状況の把握方法と実践の概略は以下のとおりである。

①対象

②期間

③方法

・公立中学校全校生徒（長期欠席者等を除き日常的に登校している43人）

・抽出生徒A (1人）

・職員 (10人）

2019年 4月,,...,__,11月

行動観察，質問紙調査，聞き取り，ビデオ分析

④主な実践 ① 抽出生徒Aに対して ：授業でリトルティーチャー役を果たすことによるリーダ

ー育成

●一緒に授業づくり（教材研究，パワーポイント作成，授業リハーサル）を行い，

生徒Aが教師役を務める授業実践

●実践後の変容の確認（本人及び保護者から）

② 学年集団をリ ーダーとして養成するための取組：生徒が主体的に企画 ・運営した

プチバレーボール大会

③ 全校生徒に対して ：自己指導能力の育成を目指すための生徒指導の 3機能 (0生

徒に自己存在感を与えること， R共感的な人間関係を育成すること， R自己決定

の場を与え自己の可能性の開発を援助すること）を生かした学校行事運営

●自己決定の場を設定した運動会

・職員会議での生徒による主体的活動型運営の提案

・目標を明確にした練習や準備（係やリーダーを中心とした生徒による練習や準

備：練習の前後に教職員を交えた話し合い活動）

・自己存在感を与える（共感的人間関係の下，演技種目のリーダーヘの助言）

●陸上競技大会

・職員会議での「完全希望制」の提案

• 練習への参加，練習内容に自己決定の場

・共感的人間関係の下で生徒に自己存在感を与える（リーダーを中心に生徒による

主体的な練習活動 ；練習前後の話し合いや発表の場と教師によるリーダーヘの

助言）
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④職員集団に対して：積極的な生徒指導の推進に向けた働きかけ

●生徒指導部会における「生徒の良いところ探し」の提案

●ソシオグラムを用いた生徒の関係性の分析による課題解決法の提案

(1) 対象の状況

●学校・生徒の状況

豊かな自然に恵まれた小規模校で，その資源を生かして行われる教育活動を通して，地域とのつなが

りを大切にしている学校である。各学年とも十数名程度の在籍数で，数名の転出・ 転入はあるが，生徒

は保育園から中学卒業までクラス替えがない状況で過ごす。幼いころから少人数で過ごしてくるため，

固定的な人間関係になりがちである。学校は全体的に落ち着いているが，行事を全体で取り組む場合に

は「教師にさせられている感」が生徒から見られ，仲間同士で行事を成功させようとするといった主体

的な活動には行き着いていないのが現状である。特に， リーダー不在の学年の課題は大きい。良きリー

ダーのいる学年は落ち着いており，生徒間の関係も良い。 リーダー不在の学年では，半数以上の生徒の

規範意識の低さや集団行動の難しさが課題となり，器物破損も多い。また，一部の生徒は教師と人間関

係を築くことができていなかった。授業に集中できず，ノートヘの落書きや私語を続けて授業を妨害し，

それに対して厳しく指導すると今度は暴言を吐くというような悪循環に陥る。小規模校であるがゆえに，

一人の生徒の影響が大きく，教科によっては授業が成立しない時があった。

●保護者の状況

全体的には協力的である。 しかし，保護者を交えての指導の中で，繰り返し指導のある一部の生徒の

保護者との間には意見の対立があり，信頼関係が築けていない部分もある。

●職員の状況

今年度の定期人事異動の結果，教職員の約半数が入れ替わり，教職員集団と生徒との信頼関係を新た

に構築していかなければならない状況である。これまでの問題行動に対しても何回指導しても改善が見

られなかった経験から，「良くしていきたい」という思いはあっても昨年度から在籍している教職員の中

には，疲弊感・徒労感が続いたがゆえに， 「こんな生徒初めて見た」，「効き目のある指溝法があるのか」

旨の否定的な発言をする者もいる。こういった発言から，問題行動を繰り返す生徒たちと関わりたくな

い思いをもっている者も少なからずいることが推察できる状況であった。

上述の状況を踏まえて，生徒指導主事として以下の 3点に力を入れて実践しようとした。

① リーダー育成を教科の授業実践の中で意図的に行う

② 生徒が主体となることを意識した行事運営

③ 職員集団への 「積極的な生徒指導」の推進

6. 結果

ここでは，紙幅の関係から成功事例として「プチバレーボール大会の企画運営によるリーダーの育成J

と「地区陸上競技大会での自己決定を生かした生徒の主体的な参加」の2点を，課題が明確化された事

例として「職員集団への積極的な生徒指導の推進」を紹介する。

(1) プチバレーボール大会の企画運営によるリーダーの育成

次年度の学校のリーダー集団となる学年の育成を目指して， 10月頃の授業の保健体育の学習内容であ

るネット型スポーツのまとめとして位置付けた全校一斉授業 「プチバレーボール大会」 (2時間扱い）の

企画 ・運営を 2年生全員に委ねる形で実施した。

初めに事務局長をはじめとする運営業務の分担を行った。これは 2年生の授業の中で， 立候補制で決

めていった。事務局長には 5月の保健体育の授業の準備（教材研究）を筆者とともに行い，授業当日は
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教師（リトルティーチャー）役を担った生徒Aが手をあげた。彼は 5月の実践後に「 9月に一度授業を

させてください。」 と再チャレンジを申し出ており，他の生徒も生徒Aを事務局長に推薦した。今回は，

もう 一人リーダーのサポート役の育成も志向し，副事務局長に立候補した生徒Bにその役を委ねた。

生徒A, 生徒Bとは，昼休み時間を用いて大会の細かな役割などを相談し， 2年生全体に計画を下し

ていった。全体での企画 ・運営の準備は 4回に分けて行った。 1日目は，大きな役割（①本部，②審判

係，③接待，④タイムテーブル係，⑤会場係）の割り 当てである。生徒が自分たちで大会運営をゼロか

ら考えたため，スムーズにいかない場面が何度かあった。 2日目，各係に分かれ，大会に必要な具体的

準備を確認した。 3日目は，全体にルールや大会の流れをわかりやすく説明するための会場図 ・対戦表

等を製作した。大会当日は 2時間という時間制限があるため， 4日目は，運営のリハーサルを行った。

大会本番，筆者が大会長役として最初と最後の挨拶のみ行い，その他すべて生徒が主体的となって運

営した。生徒が事前に開会式の会順からシナリオもしつかり準備していたため，最初の開会式からスム

ーズに淮行していった。肝心の試合も事前にチーム編成，対戦，審判，ルールなども細かな準備をした

甲斐があり，時間通り進めることができた。普段，落ち着きがなく指導されることが多い生徒たちも自

分たちの役割を果たしていった。大会は，見事大成功となった。閉会式で授与された，審判係が準備し

た自作の表彰状はこだわりを持って作られた見事なものだった。

大会後の振り返りのために自由記述式の事後アンケートを全校生徒に行った。以下にそのアンケート

に記載されていた一部の生徒の感想を示す。

●企画・運営した 2年生の感想

良かった点は，約束通り，先生が初めと終わりのあいさつだけですんだことです。少し課題があっ

たが，楽しかった。この先に運営していく立場になったときうまくできるための提案ありがとうござ

います。何回も運営し将来その立場のときにしきれるようにしたいです。

2年生を中心に運営し，みんなを楽しますことができた。大会の内容は，チームー丸となって，一

人ひとりが全力をつくし頑張っていたのでよかった。約 2週間前からこの企画に取り組み， 一時はや

めようという話もあったけど，まとめ役のAさんを中心に当日も臨機応変に対応できた。準備には時

間も大変だったけど頑張れました。

思っていたよりずっと楽しくて面白かった。バレーとかの球技は苦手だったけど好きになれた。私

はタイムテーブルで，計算とか難儀したけれど，頑張ってよかった。30倍になって「楽しい」が返っ

てきた。また，プチ大会を開きたいです。積極的に行動してくれる人が居てとてもうれしかった。計

画（提案）してくださってありがとうございます。

●大会に参加した 1年・ 3年生の感想

ゲームしているときすごく楽しかったし， 2年生の準備力が思った以上にあってびっくりしたし，

すごいと思った。[1年女子］

みんな楽しみながら授業をして一生懸命バレーを楽しんでいて ．．．． （中略）よかったと思う。2

年生が運営していて最初から最後まであわてることなくできていて素睛らしいと思った。[3年女子］

(2) 地区陸上競技大会

これまで生徒の保健体育の授業での競技記録等から半強制的に地区陸上競技大会の選手を選考し，練

習させて大会に出場させてきた。筆者の主観ではあるが，沖縄県では「地区睦上の結果こそ学校力がで

る」と私たち教職員の間で言い続けられてきたことがこの背景にあるのだろう 。しかし，生徒も教職員

も夏休みからの練習で疲弊しており，昨今間題になってきている「教員の働き方改革」が進まない一因

にもなっている状況がある。陸上競技の指溝に長けている一部の教員や陸上競技の得意はこの大会に前

向きだが，嫌々ながら練習させている教職員と生徒も多数存在しており悪循環も生じてくる。そこで，

生徒に自己決定の場（希望制）を設定し実践した。一部からは反対の声もあったが，この行事の担当者

である体育主任として筆者が理解を得ながら進めた。

最初，生徒に 「今年は希望制にします。夏休みの練習も希望者のみ」と筆者が発表したとき，「先生，
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ありがとうございます」と運動が苦手な生徒から感謝された。また，「先生，本当に大丈夫？地区の体育

の先生に何か言われない？」と筆者の立場を気にしてくださる教職員もいた。

運動が得意なリーダー格の数人の生徒は今年も頑張ることを話していた。予想を超えて， 43人中30人

が希望してきた。希望者だけを募ったメンバーだったため，昨年までの練習中多くあった否定的な発言

がなく，みんな前向きに練習した。「今日は自分の調子で最後の練習100m1本から 5本選択してくださ

い」と筆者は一部の練習内容を個人に決定させた。 リーダー格の生徒は「もちろん， 5本いきます」と

前向きに発言する。苦手な生徒は申し訳なさそうに「先生，私は 1本でいい」と言ってきた。もちろん

これに対しても否定はせず，「陸上競技は自分の成長こそが魅力。これまでの自分より成長できたらいい

よ。 1本でも全然 OK。」と答えた。

大会当日，総合順位と得点を発表せず，個人の記録の伸びやリレーの記録の伸びを褒めることをあら

かじめ教職員の中では共通確認していた。 しかし，本番ではこれまでの大会で筆者がみたことのない目

の輝きを生徒はみせ，陸上競技を楽しんでいた。結果，筆者がこの地区大会に関わってからの過去20年

間で最も良い結果をこの学校は収めた。筆者は，教職員との約束を破る形で，この結果と得点を全校生

徒，そして応援に来てくださった保護者，地域の方の前で発表した。解散式では，多くの生徒が涙を流

して挨拶していた。

以下に出場した一部の生徒と教職員が自由記述式の事後アンケートに記した感想を示す。

●生徒の感想

希望制でよかった。雰囲気が昨年よりとても改善されていて楽しかった。正直， とても不安だっ

た。そんな不安を忘れてしまうぐらい楽しかった。 4位でくやしかったけど来年は賞をとれるよう

に頑張りたい。［女子生徒］

●教職員の感想

新しいこと（希望制）をするときには必ず別の考えと摩擦がありますが，めげずに淮めてくれて

ありがとうございました。… （中略）…先生に感謝します。

(3) 生徒指導部会での「生徒の良いところ探し」

4月の第 1回生徒指導部会で「これからは課題解決も大事ですが，ほめることがもっと大事だと恩

います。 3機能をいかした職員の取り組みを共有し，全職員で積極的な生徒指導を実践していきまし

ょう。」 と提案した。賛成の意見が大半であった。しかし， 4月の第 2週目の第 2回生徒指導部会は，

今までと変わらず生徒指導上の課題がある生徒についての情報交換のみで終えてしまった。管理職か

ら協議の打ち切りに加え，さらなる時間確保と定例化の難しさの両方の意味を暗示した「時間の都合

上」という発言があった。運営委員会に引き続いて生徒指導部会を開催しているため，生徒指導部会

の時間はいつも10分程度であった。第 3回も第4回も情報交換のみで終わった。 5月の第 5回の時，

「運営委員会とは別に生徒指導部会の時間を確保してほしい」と筆者から再度要望した。これに対し

て前向きな検討が約束されたが依然としてそのままの状態が続いた。だが，定例化に向けた時間確保

には定着してきた時間割を変更しなければならず，児童生徒 ・教職員が難色を示すのも理解できた。

また，これまでの筆者が経験した教育現場では，問題が起きてからの対応に終始してきた。「叱る」 ・

「諭す」の大きく 2つの選択肢しか無かった。そこで事前に数名の職員と相談して好感触を得たため，

「間題を起こす生徒の原因を全職員で分析し，原因から取り除いていきましょう 。」と積極的な生徒指

導を推進していくことを提案した。しかし，会議では全会一致に至らず，実施できなかった。

7. 考察

(1)プチバレーボール大会

このプチバレーボール大会の実践の背景には， 5月下旬の保健体育の授業でリトルティーチャ一体験
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によるリーダー育成の実践において，生徒Aが周りから認められることの満足感を得たことから，この

満足感を 2学年生徒全体で味わって欲しいとの思いがあった。企画 ・運営した生徒の感想からも達成感

が読み取れた。また，大会に参加した他学年の生徒から， 2学年への称賛の声が多かった。また，「苦手

な生徒がもっとボールをさわれるようなJレールの工夫が必要」という 意見から，苦手な生徒も得意な生

徒も一緒に楽しめるように，より良い大会とするために創意工夫しようとする，次につなげる姿勢も育

ってきたと思える。 2学年全体が満足感 ・達成感を味わったことから，ねらいはほぼ達成できた。

(2) 地区陸上競技大会

これまで「半強制」参加してきた地区陸上大会。生徒の自己決定の場を我々教師が奪っていた。本来

の生徒指導を行うことによって，参加した生徒にとっても教職員にとっても大満足となる結果を得るこ

とができた顕著な実践であった。

(3) 生徒指導部会でいいところ探しの提案・ソシオグラムを用いての課題解決

生徒指導の 3機能を生かす取り組みの提案が上手くいかなかった。その理由として考えられるのは，

授業の準備 ・部活動指導など社会的間題となっている教職員の労働過多からくる時間的な間題と教職員

の意識だと考えた。］レーチンワーク以外の活動が 「時間の都合上」という発言で止められ，生徒指導ー

問題行動というこれまでの考え方を簡単に変えることは容易ではない。また，問題を起こす生徒の原因

を取り除くという提案が上手くいかなかった理由として，生徒指導主事＝間題行動対応という考え方を

持っていた 2人からの反対の意思表明に，誰も対抗しなかったことがあろう。反対がなかったがために

この 2人の発言力が相対的に見て職員全体の意思決定に強い影響を及ぼした。その背景には，「対立」す

るより職員の人間関係の優先を志向する職員集団の考え方が障害となっていると考えられる。筆者自身

も，多数派の 8人が賛成しているにも関わらず提案を実行することの強行を避けた。これまで問題行動

への対応の方針はほとんど筆者の意見が反映されてきた。反対した 2人の職員は問題行動が生じたとき

には筆者への信頼が強いと感じていた。「先生， 00(生徒）に困っています。助けて下さい。」など，

自分が対応できないとき，生徒指導主事は頼られる。間題行動への対応は認めている。しかし，それ以

外の取り組み（積極的な生徒指導）を，これまで求めていなかったことが背景にあると推測できた。ま

た，『生徒指導提要』が発刊されて 10年以上経つが，積極的な生徒指導の推進がすすまない理由もここ

にあると推測される。学校現場の「忙しさ」と職員の 「意識改革」が大きな要因であると筆者は考えて

しヽる。

(4) 一連の実践を終えて

①成果

生徒指溝主事として，間題行動の有無に関わらず， 日頃の教育活動を通して， リーダー育成をしなが

ら全ての生徒の 「自己指導能力」を高めるには，教師が意図的 ・計画的に生徒指導の 3機能を活用しな

がら生徒に関わったりすることが有効であった。その他の成果として，生徒や保護者との信頼関係も高

まった。具体的成果として，これまで「怖さ」で生徒を落ち着かせてきた筆者に対して，信頼を寄せて

きた生徒が増えてきたように感じている。これまで，教育相談に筆者を指名してきた生徒は 「0」であ

った。しかし，生徒指導の 3機能を意識した教育活動を約 6か月行った結果，間題行動傾向のある生徒

5名が筆者を教育相談の相手に指名した。相談内容は個人情報なので記載できないが，教育相談後の簡

単な質間と自由記述の感想には 5名とも「話しやすい」， 4名が「信頼できる」と回答した。また，「次

も指名したいですか」の質問に対して， 「絶対指名したい ・指名したい」と全員が回答した。「生徒指導

主事として信頼できる。」 との回答もあった。このことから生徒指導主事は「怖さ」がなくても「成り立

つ」と実感した。

②課題

今回の実践において，生徒の変容では大きな成果があった。だが，教師集団全体で積極的生徒指導を
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推進できなかった。多くの同僚からは，筆者の考えに共感してもらえたこともあり，生徒への関わり方

でも筆者の行動に同調してくれる場面も見られた。今回の実践では「生徒指導部会」の特設 ・定例化に

は至らなかったが， 2020(令和 2)年度からは週時程に「生徒指導部会」が組み入れられることになっ

た。このように，今後に期待が持てる変化のきざしも感じられたが，残念ながらこれまでの教師集団全

体としての生徒指溝のあり方を大きく変えることの難しさは，箪者が想定していた以上に厳しいものだ

った。この実践が半年ではなく， 2年,.....__,3年スパンなら可能だったかもしれない。 1年目 学級担任とし

て実践し，生徒指導本来果たすべき役割を行って見せることにより信頼を得て， 2年目学校全体で行う

という中長期的な計画が必要だと感じた。

8. おわりに

本研究は質的な研究のため，浅学韮オな筆者の個人的見解の域を脱していない可能性は否定できない。

また，課題研究の報告書として公開するために個人を特定されないよう配慮したため，その具体が不明

瞭となるなど表現の仕方に課題が残る。今後，さらに研究を深め，生徒指導主事の疲弊感が少しでも緩

和されていくために実践を報告していくことを考えている。また，本研究は小規模校の保健体育の授業

を主な対象とした事例研究に留まっている。そのため今後，中規模校や大規模校でも検証していく必要

がある。

最後に，「実践力」と「即効性」が求められる学校現場にあって，筆者の課題研究と研究実践を理解し，

長期間に渡り理解 ・協力してくださった校長先生をはじめとするY中学校の教職員の皆様に感謝申し上

げます。

注

1) PBISとは，行動分析学の教育実践研究に基づいたプログラムで，学校の環境を整備して，子どもの

望ましい行動を増やし，望ましくない行動を減らすアプローチである。詳細は https://www.worki 

tout. jp/ simamune/ contents/ s_sbi. html (2020. 1 . 27現在）を参考のこと。

2)調査の実施およびデータの使用に関しては，回答者や事例に関わった人物が特定されないように個

人情報に配慮することを回答者との間で確認し，了承を得た上で行った。
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