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嘗真由紀子
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琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・南城市立玉城中学校

1. テーマ設定の理由

「令和 2年度児童生徒の間題行動・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 2021) によると，全国の不登校児童生徒数は 19万人を超え，過去最多を更新した。不登校児童生

徒数は 8年連続で増加しており，そのうち約 55％の不登校児童生徒が 90日以上欠席するなど長期化も

目立つ。またこれらの数値の中には，病気による欠席，経済的理由による欠席，新型コロナウイルスの

感染回避による欠席，その他の欠席等は含まれていないことを考えると事態はもっと深刻であることが

予想される。さらに沖縄県においては，小学生 1,564人 (15.3人／千人：全国 1位），中学生 2,099人

(43. 0人／千人：全国 16位）となっており，全国と比較しても不登校児童生徒の割合は高いものとな

っており，このことからも，沖縄県における不登校児童生徒への対応は喫緊の課題だと考える。

それにしてもなぜこれほどまでに不登校は増大しているのだろうか？私が関わった子ども達の中

には，発達に課題を抱え，学校不適応を起こしている子どももいたが，学校への不信感から不適応を起

こしていると考えられる事例がいくつもあった。学校もはっきりとした原因がつかめず，何とかしよう

とその対応に苦慮している場合もあるが，多くの場合は不登校が個人や家庭の間題と捉えられて学校か

ら切り離されることで，子どもの奥にある思いや苦しさ，願いに真摯に向き合うことが不十分な現状が

あり，それが不登校の増加につながるのではないかと私は考える。私自身も子どもの生きづらさに寄り

添い，より良い支援ができていたか今となっては，後悔している事例もある。子ども達の生きづらさを

受容と共感を持って聞き取ること，そして子ども達がその生きづらさと向き合い，回復し，生きていこ

うとする手助けの必要性を感じながらも，対応できていないジレンマがあった。

カウンセラーである小玉有子 (2017) は，昨今の子ども達の間題行動は，本人の心の間題ばかりでな

く，その背景にある子どもが置かれている環境の間題や，発達の間題が大きく影聾して，複雑に絡み合

っている。そのため教師個人の経験と勘だけでは，見立てを誤ることもあり，間題行動ばかりに着目し

て対応していても解決に結びつかない場合もある。そこで様々な専門性，個性を持つ人材や学校外の資

源を生かしてチームで課題解決に取り糾むことが必要であると述べている。

目の前の子どもの抱える生きづらさを理解し，子どもに寄り添う支援を学校の教員や内外の専門家と

連携しながらチームとなって実践することで，より良い支援が導き出せるのではないかと考えて，本テ

ーマを設定した。

2 研究の目的

本研究の目的は，子どもの生きづらさの解消を目指すために必要な支援とは何かを，教育相談におけ

るアセスメントのエ夫やチーム連携によって導き出し，その心に寄り添う支援を実践することで検証す

るものである。



− 246 −

3. 研究の方法

(1) 先行研究の整理

んじたち第 6号 (2022)
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・子どもの生きづらさやその背最をどう読みとるか

発達論やトラウマ研究ならびにそれをもとにしたアセスメントシートの検討

(2) 不登校生徒の関係者への聞き取り調査の実施と分析

対象：保護者・適応指導教室担当者・担任・スクールカウンセラー（以下 SC)・スクールソーシャル

ワーカー（以下 SSW)・小中アシスト相談員（以下小中アシスト）等

(3) 勤務校にて，アセスメントシート等を活用した教育実践

・個別の支援計画，個別の指導計画による子どもの背景理解と情報共有

・コアチームによるケース会議と支援の方向性の決定

・子どもや保護者の願いを中心に据えた個別の相談会の実施

(4) (3) の教育実践の検証

・実践例やエピソード記述による生徒の変容の分析

•生徒，保護者への聞き取りや職員に対するアンケート結果の分析

4. 研究内容

臨床心理士である松崎佳子(2019)は，子どもの SOSは助けてという明確な言葉で発せられることはほ

とんどなく，万引きや家出，学校でのトラブルなど，間題行動として現れることが多いと指摘する。私

は不登校もまた，子どもが生きづらさを抱えきれなくなったことによる SOSの表出だと捉えている。子

どもの出すサインをどのように受け止めて，支援につなげればよいのか次の視点から検討したい。

(1) 生きづらさについて

不登校の子ども達は，学校に行かなければならないという意識と，それに対する恐怖や不安をうまく

表現できずに腹痛や頭痛といった身体症状と戦うことが多い。いじめ等，危機状況に対する自己防衛反

応がみられる場合は，環境要因の改善が何より重視されるべきだ。自分の感情をうまく制御できず，生

きづらい状況に陥っている場合，登校を促しても意味がない。必要なのは，生きづらさに向き合えるよ

うに，環境を整え，心のケアや回復への支援を行うことではないだろうかと私は考える。

臨床心理士である大河原美以 (2015)は，子どもの心が健全に育っためには，「不快感情（不安・恐怖・

怒り・悲しみなど）を安全に抱える力」を獲得できているかどうかという点にあるという。そして，そ

れは「子どもが困ったときに親を見ると安心する」という関係性の中で育つ。その力は，乳幼児期から

の親子関係の中で育まれる愛着の関係を基盤として作られていき，その感覚は，その後の人生の中で出

会う困難に対する耐性の基盤となると大河原は述べている。「不快感情を安全に抱える」とは，感情を暴

走させたり，封印したりする状態ではなく，悲しむべき時に泣き，喜ぶべき時に喜ぶことができる等，

自分の感情を自覚し，安全に処理することができるということである。そしてそれは，幼児期にうまく

獲得できなかったとしても，その後の大人との関わりの中で育むことができる。不快な感情が湧き上が

ってくる場面で，教育・援助する立場にいる大人が安心して感情表出することを認め，受け止めるとい

う経験を積ませることで，不快感情を適切に表現する方法を伝えていくことができる。それによって，

不快感情を暴走させたり，封印したりすることなく安全に抱えられるようになるのである。この不快感

情を適切に処理できず，抱えきれなくなった状態こそが，子どもの生きづらさの正体ではないだろうか。

精神科医である J．ハーマン (1999) は，「心的外傷の回復過程における最初の課題とは，被害者の安

全を確保することである。この仕事は他のどのようなものにも勝る第一の優先順位である。安全が十分

に確保されていないのに他の治療作業が成功することはありえない」と述べている。安心•安全が保証

されずにいる中において，子どもが自ら助けを求め，生きづらさを乗り越えることは困難であり， どの
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ような支援も有効ではない。遠回りに思えても，子どもが安心•安全を感じることが，それぞれの生き

づらさに向き合うはじめの一歩なのである。

(2) 背景を読み取るためのアセスメント

医者は，患者の症状を医学的な知見に晶づいて診察し，治療を行う。これと同じ作業がアセスメント

であり，学校教育学博士である栗原慎二 (2017) は，教育にもアセスメントは必要だと述べている。さ

らに教育におけるアセスメントは，「子どもや学級の間題状況についで情報を収集し，理論や知識をもと

にその状況や援助ニーズを解釈・判断し，それをもとにした支援を行うという一連のプロセスである。

また，支援の結果が効果的であったかを評価することもアセスメントであり，この評価が次の支援のた

めの情報や判断となる」とも述べている。子ども理解のないままどんなに指導をしても効果は得られに

くい。個人の要囚や環境要因等， さまざまな可能性を視野に入れて，アセスメントを行う必要がある。

栗原は，間題となる行動や状況だけに目が向いていると，「本当のニーズ」に気づけないことがあると述

べる。子どもの行動の背鼠にあるものを，育ってきた家庭環境や生育歴，学校での行動観察などを通し

て探り，分析して理解することで，適切な支援や必要な関わりが見えてくる。多様な情報をもとに子ど

もの状態を多面的，客観的に理解するためには，チームで連携することで間題を整理できる。一人の教

師が困難なケースを抱え込んでしまうと，支援する側もつぶれてしまう。それを防ぐためにも，アセス

メントをもとにチームで連携することが重要になってくる。

(3) 生きづらさに寄り添う支援とは

「寄り添う」とは，本来くつつくとかそばに寄るという意味で使われる。教育において「子どもに寄

り添う」というとき，子どもの思いや心に目を向け，共感し，理解するということになる。支援者は，

子どもの傍らに立ち，声に耳を傾け，子どもから見える世界を共感的に理解することが求められる。前

述したように，安全な場所で「不快感情を安全に抱える力」を育む関わりのなかで，子どもは感情を制

御することを学び，回復へと向かっていく。子どもとの関わりの中で，支援者は，子どもの表出する不

快感情に一喜一憂するのではなく，苦しさを共感的に受け止めつつ，その思いを言語化する手助けをし，

正しい処理方法を教えることが大切になる。不快感情を安心して表出できるようになって初めて必要な

支援のスタートになる。子どもの状態に合わせて，得意なことを伸ばし，困り感を克服するプログラム

を組み，スモールステップで実行することも大切だ。一人ではできないことも，支援者や仲間の支えの

もとで成功体験を積むことで， 自尊感情を育むこともできる。その際，本人の意思を尊重し，選択権を

与えることが主体性を育む上で大切である。大河原は，学童期とは違い，思春期の子どもは，大人が作

ったルールに抵抗し，不満を抱えて不快感情を表出しても「ダメ」を通すことが求められると述べる。

思春期の葛藤に対して，向き合ってくれる大人を必要としているのである。苦しい気持ちを理解しつつ

支援者が壁になることも，思春期の子どもにとって必要な関わりなのである。決して子どもが不快感情

を表出しないように気を付けたり，単にルールを変えればいいということではないということを確認し

ておきたい。基本的に，子どもの一番の支援者は保護者である。思春期の抵抗を一緒に温かく見守るた

めにも，保護者と協力して見守ることが大切になる。事前に方針や，チャレンジさせるタイミングを伝

えて，保護者が慌てることがないようにすることで，保護者の支援も引き出したい。

5 聞き取り調査の結果と分析

昨年私が行った聞き取り調査の結果より，不登校の児童生徒の支援において，その実態把握や支援の

方法，連携に課題があることが分かっている。より良い支援を導くためには，アセスメントによる実態

把握が重要であり，ツールを使っで情報共有し，チームで役割分担，実行していくことが求められてい

る。また，連携のキーマンになる人は，情報を一本化し，全体の動きや経過を把握する必要がある。

また昨年行った保護者の聞き取り調査からは，本人や保護者の苦しさに寄り添う関わりが不十分だっ
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たため，その苦しさを表出する機会を失い，荒れにつながっていることが分かっている。単に専門家に

つながればいいということではなく，本人の思いに真摯に向き合い，寄り添う関わりが，子ども理解に

つながったことが重要である。同時に，保護者自身の苦しさに寄り添う姿勢も大切である。また，より

良い支援の妥当性をチームで検討し，工夫改善していく必要がある。

6. 研究の実際

(1) 安心•安全の居場所作り

学校に通うこと自体に苦痛を感じる子どもに対して，子どもが安心して通える居場所を設定する必要

がある。そこで，校内の適応指導教室として「チャレンジルーム」を設岡した。設置の日的は，学級へ

登校できない生徒の状況に合わせて，集団生活への適応，情緒の安定，基礎学力の補充，生活習慣の改

善等の相談や指導を行い，不登校になりがちな生徒の社会的自立を促すことである。

方針として，一人一人の調子に合わせて登下校の時間を調整できること，チャレンジルーム内にはパ

ーテーションで区切られた個室を設置し， 自分の好きな場所を選んで過ごせること，学習内容は担当者

と相談して自己決定し， 自分の得意なことから挑戦できることを決めた。何よりもここでは学級に入る

ことに困難を示す生徒が，安心して過ごせる環境と安心して相談できる人間関係作りを重視している。

(2) アセスメントの工夫

他機関との連携を含め，チームでの支援が必要と判断された子どもに対しては，主に個別の支援計画

と個別の指導計画を作成した。個別の支援計画は，子どもの家庭環境や成育歴，これまでの出席の状況，

指導の経緯等を確認し，子どもの育ちの背景を理解するために作成する。個別の指導計画は，子どもや

保護者の支援ニーズをもとに長期短期の支援目標，役割分担等を決定するものである。支援計画におい

て工夫した点は，子どもの生活環境のチェック欄と子どもの強みとして好きなことや得意なこと親しい

友達，本人や保護者の願いの項目を設けたことである。それにより，本人の強みや願いを生かした支援

につなげていけると考えた。また，指導計画は，石隈•田村 (2018) 『チーム援助入門』を参考に作成し，

短期目標，長期目標，支援の手立てや，それを誰が行うか役割分担を明確に決定できるようにした。

(3) コアチームケース会議

校内の定期教育相談委員会においては，個別の指導計画の作成を通して事例検討を行い，支援の手立

てを検討するが，子どもの実態が複雑で，見立てが難しいと判断されることも少なくない。また，教育

相談委員会では話し合える時間や四容にも限度がある。そこで，コアチームのケース会議を行うことで，

現状の見立てと手立ての検討を，スピード感をもって行える体制を作った。ケースによってその参加者

は柔軟に検討しているが，晶本的には，校長，担任，教育相談担当を中心に据え，必要に応じて養護教

諭，学年主任， SC,SSW, 市教育相談員がメンバーに入る。会議は管理職を中心に教育相談担当が企画提

案する。重要なことは間題を把握してから，機動的に動き，情報の把握と手立てやそれぞれの役割をす

ばやく決定することである。専門家を入れることで必要に応じて学校外の資源と連携し，家庭支援や保

護者支援も含めた動きにつなげていった。

(4) 個別の相談会

ケース会議において，ある程度の支援の方向性を決める上で重要になるのが，困っている本人や保護

者の願いをどのように聞き取り，支援に生かしていくかということである。そこで，個別の相談会を行

い，関係者が一堂に会し，本人の願いを中心に今後の方針や目標を確認する場を設けた。基本的な参加

者は，本人，保護者，校長，担任，教育相談担当である。必要に応じて養護教諭， SSW, 市教育相談員が

参加する。学校側の人員が多くなると本人や保護者が緊張するので，参加者の人数には配慮するように

心がけている。個別の相談会の意義は，本人の願いに寄り添った支援を決定すること，さらに身近な支

援者がそれを知っていて，支えるために協力することが本人や保護者に伝わることにある。何回か相談
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会を行ううちに，学校のサポート体制の提案事項も検討され，より良いものになってきたと感じる。そ

の項目は，「①登下校時間の流動性 ②チャレンジルームや保健室等の利用 ③chromebookの活用 ④ 

休養の必要性」である。生きづらさを抱えた子どもは，一人一人違う境遇に置かれており，オーダーメ

イドの支援を必要としている。サポート体制の幅が広がることで子どもの選択肢が広がる。特に，休養

の必要性という項目が設けられたことで，心身の休養が必要な子どもが安心して休める（学校における

休みの保証）状況が作られることで，子どもと保護者の安心感につながり，前を向く原動力になる。

(5) 実践事例

ここではいくつかの事例から，上記のサポート体制の機能の様子を検証したい。

【事例 1】人が多い場所が苦手な生徒A

入学当初から，緊張感がとても強く，言葉を発する

ことが少ない。保護者との話し合いの結果，別室に登

校することを希望していたため，チャレンジルームに

通うことを提案する。本人も保護者も承諾し，順調に

通っているように見えたが，登校しぶりが時々あり，

学校でもうつむきがちで，意思疎通が難しい日が増え

た。保護者との話し合いで，いろいろな先生が支援に

出入りしていることが本人の精神的負担につながって

いることが分かった。コアメンバーで共有し，チャレ

ンジルームの担当を固定化し，そこに通う子どもの精

神的負担の軽減を行うことにする。さらに，個別の相

談会を本人，保護者を交えて行い，本人の願いに沿っ

た支援の方向性を確認した。担任が学習教材を準備し，

心のケア
のサポート

ケース会議 支援の方向性の決定
個別の相談会の計画

図 l 生徒A支援体制

意思の疎通の方法を工夫し， Aとコミュニケーションを取るようにしている。保護者とも密に連携し，

現状を確認しながら，本人の気持ちに寄り添う支援の実践を行う。担当者が固定されたことで，チャレ

ンジルームの体験活動も計画的に行うことができるようになり，通ってくる生徒同士の交流も見られる

ようになってきた。 Aもそれを楽しんでいると保護者も語っており，喜んでいる様子が見られた。担当

から見ても，学習に対する意欲の向上が見られ，顔も上がり自信がついてきている様子がうかがわれる。

表 lにAさんの変化の様子を，エピソード記録を通して示した。

表 1 Aさんエピソード記録

4月『入学式』

入学式の日，始まる時間にも関わらず，まだ何名かの生徒は来ていない。 Aさんもその一人である。入学式は時間通

りに始まった。私は，遅れてくる親子の対応で体育館の入り口にいた。すると， Aさんのお母さんが申し訳なさそうに

やってきた。「おはようございます」というと，お母さんも「おはようございます。 Aも来てはいるんですけど，車か

ら降りられなくて。どんなに言っても聞かなくて。」「そうでしたか。じやあ一緒に行って声かけてみてもいいですか？」

というと，「お願いします。」とお母さん。別の生徒に対応し，手が離せそうにない担任に声をかけ，お母さんと一緒に

車に向かう。「本人は，入学式楽しみにしていて，大丈夫だと思ったんですけど…。」消え入りそうな声で話すお見さん

に「お母さん，学校まで連れてきてくれてありがとうございます。ここまで来られたことがまず一歩だと思いますよ。」

と声をかけると，「そうですかね。」と少し安心したような表情を見せた。

お母さんが後部座席のスライドドアを開けた。 Aさんは緊張した表情で見つめている。「Aさん，よく来たね。入学

式のリボンをつけたいから，前の席に来てくれる？」とお願いすると，緊張した表情ではあるものの，ゆっくり前に移

動してきた。「制服もよく似合っているよ。リボンつけてもいい？」というと，かすかにうなずいた。胸ポケットのと

ころに入学おめでとうのリボンをつけながら，「どう？一緒に体育館に行ってみない？誰もいない 2階から参加しても

いいよ。」と促すが，緊張した表情のまま今度ははっきりと首を横に振る。「分かった。じやあここで入学式をやろう。」

と言って，「Aさん中学校へ入学おめでとうございます。学校にも来て， リボンもばっちりつけたのでごれで入学を認

めます。本当におめでとう。お母さんもおめでとうございます。」と言って拍手をする。お母さんは「ありがとうござ

います。いいんですか？」というので，「いいんです。立派な入学式です。ね， Aさん」と答えると，やりとりを見て

いたAさんが，やっとほっとした表情で少し目元が緩んだ。その日は次の日の連絡をして，見送った。
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6月に入るころ，車から降りたAさんは，そこから動けなくなった。心配するお母さんを仕事に送り出し，チャレン
ジルーム担当のC先生はAさんにゆっくり声をかける。＜＞は筆談の答え
c先生「もしかして今日も学校に来たくなかった？」 Aさんうなずく。「じやあ，池のところで休憩しよう」と言って

池のほとりに一緒に座る。前回動けなくなった時のように表情は暗く， うつむき加減である。
c先生「どんなときに学校に行きたくない？」＜分からない＞

「チャレンジで周りの人の話し声が気になる？」＜気にならない＞
「休憩の時間が必要だよね？」くはい＞「いろんな先生がくるのはやっぱりきつい？」くはい＞
「そうだよね。」「勉強は嫌じゃない？」くいやじゃない＞

その後は「見て。グッピーがいるよ。あれさ，私が川に行って取って来たんだよ。」など，たわいもない話をして 10
分ほど過ごす。そうするうちに，少し表情が明るくなってきたので，「ちょっと散歩してからチャレンジに戻ろうか？」
と声をかける。すると，あっさりうなずいたので，いつもとは違うルートで遠回りしながら，チャレンジルームヘ向か
うと教室に入ることができた。その時には気持ちの切り替えもできており，自分からすすんで個室に向かい学習するこ
とができた。
7月『校外学習計画』
c先生が午前中のチャレンジルーム担当になってから，固まるごとはない。また， C先生はAさんの不安を和らげる

ため，担任と相談して，取り組む学習の時間割を前日に決めるようにした。そうすることで，見通しが持て，心の準備
ができるので安心感につながると考えてのことである。このようにC先生を中心にチャレンジルームに通う生徒の様
子をこまめに共有し，手立てを考えることができるようになった。ある日 C先生から「校外学習をしたい。本人たちは
スポーツや体験などの体を動かす活動が必要だと思う」と提案があり，子ども達と相談して一緒に企画をすることにな
った。
c先生は，チャレンジルームに通う生徒がそろった日に話し合いを行った。 Aさんは，渋る様子もなく，個室から出

てきて，みんなと同じ場所で話し合いに参加した。話し合った内容を紙に書き留めながら，先輩の意見に耳を傾け，海
岸清掃に賛成の意思表示をするごとができた。皆と同じ場所にいても，緊張する様子もなく，むしろうれしそうにして
いたと C先生は語る。教頭先生が乗り気で，一緒に行くと言っているというのを聞いて，子どもたちは喜んだ。一緒に
楽しむ大人がいることが安心感につながったのかもしれない。お母さんは話し合いに参加したごとをとても喜んでく
れた。学校の様子を家庭で話すごとも増え，会話が盛り上がっているということだった。学習面においても，これまで
は声をかけてから取り組むことが多かったが，自分から課題を広げて学習に取り組み始めることが増えた。 C先生もそ
の変化をとても喜んでいる。そして，次は何をしようかと今から計画を練っている。
9月『教室移動』
その日は雨が降っていた。保健行事がある日で，チャレンジルームに通う生徒も保健室へ行くことになっていた。し

かし，雨が降っており，外階段が使えない。ある子が心配そうに「先生， Aさん大丈夫かな？中階段は教室の前通るけ
ど…。濡れてもいいからみんなで外から行かない？」緊張感の強いAさんが他の生徒の目に触れてしまうごとを心配し
た発言であることに気づき， C先生が「どうする？外階段からでいい？」と聞くと， Aは困った様子でいた。他の生徒
が「みんなでAを囲んで守りながら中から行ったら？」というと， Aは（それでいい）というようにウンウンとうなず
いた。 C先生が「本当に大丈夫？」と聞くと，しっかりとうなずいた。みんなで声をかけ合いながら無事保健室に行っ
で帰ってくることができた。お互いのごとを気遣い，支え合う姿が感動的だったと C先生は語った。

【事例 2】心身ともに疲れ切ってしまった Bさん

夏休み間近のある日，保健室に一人の

生徒が相談に訪れる。夜も眠れず，食欲

もない，何もする気が起きない，教室へ

行くのもつらいという状況があること

が分かった。消えてしまいたいという言

葉もあり，養護教諭は休ませ，見守った。

教育相談担当へ連絡が入り，情報共有の

ため，コアチームケース会議を行う。他

機関との連携の必要性もあると考え，

SSWの参加も要請する。参加者は校長，

担任，養護教諭，教育相談担当， SSWで

ある。 SSWが保護者への聞き取り，担任，

担

I ケース会議、面談計画

養護教諭が本人の見守りと決めた。その 図2生徒 B支援体制

後， SSWによる保護者への聞き取りから家庭への支援の必要性が確認されたため，福祉機関と連携する

ことが決まり，保護者も了承した。同時に身体的な症状があるため，医療機関への受診も勧めている。

生活の改善により，本人の状況が良くなると予想されたが，夏休み明け，再度保健室を訪れた本人の

様子から，状況が改善していないことが分かる。そこで， SCへ面談を依頼し， SCの提案により，再度コ
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アチームケース会議を行う。 SCの意見によると本人の状態は危機的状況にあり，一刻も早く対応したほ

うがいいことが分かった。そこで，保護者と面談を行い，現状を説明し医療へ早急につながることを提

案する。 SSWが同行受診を行い，入院して治療することが決まる。本人の状況が安定し退院してからは，

保健室登校からスタートし，状態を見守りながら支援を行っている。

(6) 分析

事例 1では，チャレンジルームに通う生徒が抱える不安を関き取り，環境を改善していくことで，そ

こに通う生徒が安心して過ごせるようになることができたと考えられる。具体的には，個室で過ごせる

環境を整えたこと，チャレンジルームの担当者を固定したことである。担当者を固定することで，多く

の支援者が出入りすることの緊張感を取り除くことができただけではなく，常に見守り，目分たちのこ

とを分かってくれる存在がいるということを確認でき，安心したのだと思われる。子どもからは「自分

のペースで通うことができるのがいい」「自分の話や言い分を聞いてくれる人がいることがうれしい」と

いう意見が聞かれた。 Aさんに限らずチャレンジルームに通う子ども達は，徐々に自己開示できるよう

になってきている。そのことが子ども理解を深めることにつながり，必要な支援の手立てを考えるとっ

かりになっていると感じる。今ではチャレンジルームにおけるさまざまな活動の幅が広がり，生徒同士

の交流も深まってきている。また個別の相談会の後で保護者の意見を聞くと，「チームで連携してサポー

トしてもらえることが安心」ということや，「校長先生に直接聞いてもらえるとは思わなかったのでうれ

しい」という言葉が聞かれた。これらの言葉は，学校関係者だけでなく，本人と保護者を交えて支援の

方向性を決定するという今年度の取り組みの成果だと思われる。 Aさんだけでなく昨年半年間不登校だ

った生徒が，今年から安定して通えるようになっていることもこれらの環境改善の成果ではないかと考

えられる。安心できる居場所だけでなく，本人や保護者が学校関係者に安心して話せる関係性を作るこ

とも重要であることが分かってきた。

事例 2においては， SSWゃSCと連携し，コアチームで素早い対応をすることで，学校だけでは対応で

きない家庭の支援を迅速に行うことができた。「緊急性が高い」という SCの見立てが支援のスピード感

を早め，医療との連携を行うことでより良い支援につながった。これも常日頃，養護教諭が子どもの状

態を注意深く観察し，その様子をチームで情報共有していたこと，それらの情報をもとに専門家を含め

たコアチームの会議を開き，迅速に対応を検討してきたことが良かったのではないかと考える。保護者

もチームの一員としで情報を共有し，一緒になって本人を支える体制を作ることができた。学校からの

情報提供書を提出することで，医療側においても実態の把捏が早くなり，感謝される場面もあった。今

後も医療や福祉との連携も必要なケースが出てくることは予想されるので，連携のモデルになったので

はないかと考える。

7. まとめと今後の展望

表2職員アンケートの結果（回答者 19名）

アンケートの質間 思う 少し思う あまり恩わない 思わない
①生徒の対応について困ったときに相談できる体制はありますか。 16 3 

゜ ゜②教育相談担当は，情報共有や連携などコーディネーターとしての 19 

゜ ゜ ゜役割を果たしていると思いますか。
③SCゃSSW, 教育相談員を活用できていると思いますか。 14 2 2 

゜④校長先生を中心に本人や保護者の願いを聞きながら「チーム支援」 14 3 

゜ ゜を行っていますができていると思いますか。
＜課題と考えられるごとや意見＞
•その他の学年職員が支援の状況を知らないのは気になる。概要でいいので共通理解が必要と感じる。
・チャレンジルームの生徒への学習面の支援が上手くいっていないと感じる。余裕がなく応援に入れない現状もある。
．どのレベルの生徒からチーム支援になるのか，相談会までの流れなど分かりやすく知らせてほしい。
・教育相談担当の時数が多い。軽減することで実態把握や段取りがスムーズになるのではないか。

職員のアンケート結果（表 2)によると，教育相談体制について「思う」「少し思う」がほぼ 9割を超え，
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好意的な回答結果になった。アンケート以外の聞き取りでは，「担任として困ったときにいつも話を聞い

てくれてありがたい」，「チームで手立てを考えることができるのは安心である」，「話し合うことで自分

だけでは気づかなかったことに気づかされた。特に専門的な意見が聞けることがうれしい」という意見

があった。子どもを理解するための情報は命である。私たちは子どもを育っている環境を含めて総合的

に理解しようとして，自ら情報を求めて行くように心がけた。コアチームで動き，担任，子ども自身，

保護者に対して，何に困っているのか積極的に聞き取ろうとする姿勢が相談しやすい体制と感じられた

のではないかと思う。さらにチーム支援をするために行ったケース会議の中で，お互いが持っている情

報を共有し子どもを客観的，総合的に見とれるようになり，専門家を会議に入れることで見取りの精度

を高められたことがアンケートの結果につながったと考える。また，意見の中に「どのレベルからチー

ム支援になるのか，相談会への段取りが知りたい」等，関わった人以外にはチーム支援の様子が周知さ

れていないことがうかがえるものもある。次年度に向けて，チーム支援の意義やその流れについて整理

し，校内においてそれらを伝えていけるように準備したい。教育相談担当の時数軽減の必要性に触れた

職員もいる。私自身，今後さらに丁寧に子どもの様子を見守っていくためには検討が必要な課題だと感

じている。

今回の取り糾みの成果として「チャレンジルームの整備により学校への登校が不安な生徒が安心して

通うことができる環境を整えることができた」「個別の支援計画や指導計画を作成することで，子どもの

おかれた状況を総合的に捉え，実態把握がしやすくなった」「SCゃSSW等を加えたチームでケース会議

を開くことで，正確な見取りができ，本人に合ったよりよい支援の手立てを考えることができた」「個別

の相談会を行うことで，本人や保護者の願いに寄り添うことができた」が挙げられる。研究の目的は，

子どもの生きづらさを解消するための支援の方法を実践することにあった。子どもの背景を含めた生き

づらさを理解しようとし，当事者の願いに寄り添う支援体制を作ることでこれらは，多少は軽減できた

のではないかと考える。だが，いくつかの課題も残されている。子どものおかれた環境を含めて総合的

に理解するためにも個別の支援計画，指導計画の内容検討を行い，次年度へ引き継ぐ際の有効な資料と

しての役割を果たすものにしなくてはならない。限られた時間の中で効率よく話し合うためにケース会

議の内容厳選や事前準備，方法の工夫を行う必要がある。チャレンジルームは，安心できる場所である

と同時に生徒の社会的自立を目標に，心理面の教育や進路を見据えた学習面の保証をどのように支えて

いくか検討し改善したい。

私にとって多忙を極めた一年だったが，チームの支えがあったからこそ乗り切ることができた。お互

いに悩みを共有し率直な意見を言い合えるチームに恵まれたこと，専門的な知見に触れることができた

ことは，大きな学びになった。校長先生をはじめとするチームのメンバーに感謝したい。さらに，子ど

もの声を聞きありのままを受け入れることの大切さや支援者のメンタルケアの大切さを教えて下さった

大学の指導教員に感謝したい。子どもの見方が変わり，子どもとともにあることの意味を考えさせられ

た。今後も子どもの姿を中心に据えたチーム支援をさらに改善していきたい。
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