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　不登校は，教育現場において長年にわたりその対応を議論されてきた問題である。特に，小学校
６年生から中学校１年生の不登校の増加は著しい。また，へき地小規模校の場合，環境や人間関係
等の要因から，不登校に陥る可能性が高くなることも推測される。本研究では，まずへき地小規模
小学校から中学校進学後の不登校予防のため，どのような力を高めることが必要か調査した。そし
て，その力を高めるため，１次的援助サービスである心理教育の授業や，プロジェクト学習を取り
入れた授業を実践した。さらに，実践を受けた子どもたちの中学校進学後，取り組みが学校適応に
どのような効果をもたらしたかを検証し，一連の実践から，へき地小規模小学校から中学校進学時
の不登校を予防するために有効な取り組みは何か，分析した。その結果「中学校進学を見通したア
セスメント」「必要な力を補う授業実践」「入学前教育の充実」「小中学校の連接への意識」の４点
が明らかになった。
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Ⅰ　問題と目的
　文部科学省学校基本調査（平成27年速報）によると，
不登校は平成24年度までは減少傾向にあったが，平成
25年度から再び僅かながら増加している状態である。
また，不登校児童生徒数は，特に小学校６年生から中
学校１年生の増加が著しい。いわゆる「中１ギャップ」
である。浅川ら（2011）は，予期不安の違いによる中
学校入学後の学校適応感の違いを検討するための調査
から，「小学校時の予期不安の差が中学校入学後の情
緒的安定性に影響を及ぼしている可能性」を示唆して
いる。つまり，小学校から中学校へ移行する際に新た
な生活への見通しが持てないことが不適応に影響を及
ぼし，その結果が不登校の増加につながることも推測
され，予期不安を軽減させる取り組みを行うことがで
きれば，不登校の未然防止につながる可能性が考えら
れる。
　また，小林（2011）は，不登校の引き金となるもの
について「不登校になる子どもの，他者へのかかわり
へのソーシャルスキルの乏しさ」と「周囲の子ども達
の，仲間を助け，関係を回復・修復・調整していくソー
シャルスキルが乏しいためと考えることもできる」と
している。そのため，不登校を未然に防ぐためには「ス
キルの欠如している子どもにスキルを獲得させるのと
同時に，スキルのある子どもにスキルの遂行を確かに
させるソーシャルスキル教育（以下SSE）が大きな役
割を果たす」と述べている。
　不登校は「どの学校でもどの子どもにも起こりうる」

（中野2014）という認識に立ち，新たな不登校を抑制
する取り組みを強化する必要がある。特にへき地小規
模小学校の場合，環境や人間関係等さまざまな要因か
ら不登校に陥る可能性が高くなることも推測される。
そのため，へき地小規模校における不登校の「予防」
という視点を持つことが重要であると考えた。
　そこで本研究では，複式学級編成のへき地小規模小
学校を調査校とした。そして，不登校の予防という側
面から，中学校進学までに必要な力を実態把握から
抽出し，その力を育むための授業を検討し実践した。
その結果，授業を実践した子どもの中学校進学後，学
校適応にどのような効果をもたらしたのか検証した上
で，へき地小規模小学校から中学校進学時の不登校を
予防するために有効な取り組みは何かを分析していく
ことを目的とした。

Ⅱ　調査校・調査児童の実態把握
　へき地小規模小学校における「不登校の予防」とい
う観点から，調査対象の子どもたちに，中学校進学ま
でに必要な力を分析するために，実態把握を行った。
今野が勤務したＦ市Ｌ小学校に，Ｘ年，Ｘ+１年に在
籍した５・６年生と，子ども達に関わる教職員･保護
者を対象とした。担任へのインタビュー調査，風景構
成法によるアセスメント，子どもたちと保護者へのア
ンケート調査，進学先のＮ中学校教職員へのインタ
ビュー等から考察した。



2016－ 746 福島大学総合教育研究センター紀要第21号

　⑴　担任へのインタビュー調査の結果
　大きな集団に入ると緊張したり萎縮したりして，自
分の考えを伝えられないことがわかった。自分から声
をかけることも難しいようである。「大きな集団に何
度か加わることで雰囲気に慣れ，友達との関わりを楽
しむことができること」や，「自分から発言したり積
極的に友達に声をかけたりできるようになること」が，
必要であると考えられた。
　⑵　風景構成法からのアセスメント
　風景構成法のアセスメントから，５・６年生を比較
すると，６年生の方が課題や目標を具体的に認識する
ことができるという「学年差」，また女子の方が現実
を冷静に分析している「性差」が示唆された。そこで，
複式学級のよさを活かし，意図的に見通しを持った活
動を仕組みながら，子どもたち自身に「見通し」をよ
り意識させること，「友だちとの意識の違いに気づか
せ，それぞれの良さを認める」ことが重要であると考
えた。
　⑶　子どもへのアンケート調査の結果
　アンケート調査の結果から，子どもたちは交流学習

（同じＮ中学校に進学する他の小学校に出向き，一緒
に学習を行うこと）での活動自体は楽しんでいるよう
に思われる。しかし，集団の中であまり話せなかった
と感じている子どもも多く，次に頑張りたいことでは

「自分から話をすること」を挙げている子どもが多い。
自分から友だちに話しかけられるようになると，活動
の幅も広がり，楽しみも増え，集団での活動のよさ（意
見の交流・さまざまな考え方に触れるなど）を感じる
ことができるのではないか。
　⑷　保護者へのアンケート調査の結果
　保護者アンケートでは，中学校進学時に「自分から
進んで友だちを作れるか」「忍耐力・精神力を身につ
けてほしい」などの意見が出された。アンケートから
わかった中学校進学までに高めるべき力は，「友だち
と関われる力」と「レジリエンス」であった。
　⑸　進学先中学校でのインタビュー調査の結果
　中学校教職員の話から，中学校進学後の調査校課題
として，「コミュニケーション」と「環境の変化への
適応」が挙がった。「コミュニケーション」は，交流
学習などの機会を継続的に設定することで，集団に慣
れ，コミュニケーションの力を高めることが重要であ
ろう。また「変化への適応」という点では，小学校の
うちに中学校の時間の流れや授業スタイルを子どもた
ちに認識させておくことが大切だと思われる。
　調査の結果から，３つの力をつけることが必要では
ないかと考えられた。一つ目は「人間関係を構築する
力」である。調査校の子どもたちは，積極的に友達に
声をかけたり，自分から発言したりできないことが多
い。また，頼まれたことを断れなかったり，自分の不
快な気持ちを伝えられなかったりする。自分も，相手

もいい気持ちで断る（言いづらいことを伝える）スキ
ルはへき地小規模小学校の子どもたちに必要な力では
ないかと考えられる。話しかけるスキルや断る時のス
キルを体得し，練習する実践を行うべきだと考えた。
　二つ目は「コーピングスキル」である。新しい集団
に入り，友だちとの関係の中で怒りや悲しみを感じた
ときに，自分自身でその気持ちをコントロールするこ
とができる力を培う必要があると考えた。コーピング
スキルが身に付くと，自分の気持ちをコントロールで
きるようになるため，困難を乗り越える力（レジリエ
ンス）にもつながるのではないか。そのような経験は，
調査校ではなかなかできないため，意図的に授業内で
取り扱うことが必要であると考えられる。
　三つ目として「見通しを持ち，意欲的に取り組む力」
である。小学校と中学校のギャップは，進学後に子ど
もたちが直面することになる大きな壁である。そのた
め，中学校に進学してからの活動を見据えた活動と，
時間の見通しを子どもたちにあらかじめ示しながら活
動を進める経験が必要であると考えられる。以上の３
つの力をつけるべく，授業実践を行うこととした。

Ⅲ　授業実践
　調査したへき地小規模小学校の子どもの実態から，

「人間関係を構築する力」「コーピングスキル」「見通
しを持ち，意欲的に取り組む力」を高める必要がある
と考えた。そのため，調査校５・６年生に対して授業
を実践し，３つの力を高めることを目的として授業実
践を行った。その結果，子どもの活動や言葉等の実践
の記録（映像や逐語録）から表１のような成果と課題
が見えてきた。 
１）「人間関係を構築する力」
　SSEに取り組むことで「話しかけ方」「断り方」の
スキルを実際に経験することができた。ロールプレイ
という手法は，スキルを身に付ける効果的な手段であ
り，モデリングとして示すときも，リハーサルとして
練習するときも，子どもたちに伝わりやすかった。高
学年でも実際に「やってみる」ということが効果的で
あるということが示唆された。特に，「話しかけ方」
に関しては，サイン集めゲームという形で交流学習で
活用することによって，「これを使えば話しかけられ
る」という子どもたちの実感につながった。その結果

「人間関係を構築する力」が高まった可能性があるだ
ろう。
２）「コーピングスキル」
　調査校の子ども達にとって「コーピングスキル」は
日常生活であまり経験することができない。それを授
業内で意図的に経験したことこそ重要であり，その経
験を通して「こんなとき，自分はどうすればいいのか」
と考え，対処法を模索したことでスキルを身につける
ことができたのではないだろうか。実践後，Ｘ＋１年
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10月に実施した調査校6年生へのインタビューの中で，
「イライラした時に，自分の好きな本を読むようにし
ている」とコーピングスキルの活用を報告する子ども
がいた。このような姿からも力を育むことができた可
能性が考えられる。
３）「見通しを持ち，意欲的に取り組む力」
　「見通しを持ち，意欲的に取り組む力」を高める実

践の一つとして，プロジェクト学習を取り入れた活動
を行った。ここでプロジェクト学習について説明する。
　鈴木（2012）によると，プロジェクト学習とは「学
習者自ら課題を発見し，目標を明確にして情報を集め，
課題解決していく手法」である。活動は，まずテーマ
をもとにビジョン（目的）とゴール（目標）を設定し，
一定の流れを辿る。

 

 

5 6  

 

(

) 

  

 

6  

 

6  

 

 

(

) 

L

1

  

 

5  

 

5  

 

 

(

) 

 

表１　各授業実践の概要と成果・課題
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【活動の流れ】
　[準備］→［ビジョン・ゴール］→［計画］→［情報・
解決策］→［制作］→［プレゼンテーション］→［再構
築］→［成長確認］

　学習者には，あらかじめ活動内容と時間が伝えられ
る。学習に関する全ての資料は「元ポートフォリオ

（ファイル）」に閉じて保管する。そして，自分で収集
した情報をもとに，プレゼンテーションを行う。最後
に，資料とプレゼンテーションの評価をもとに，自分
の学びの総括を「凝縮ポートフォリオ」という形で１
枚の紙（Ａ３）にまとめていくという活動である。本
実践では，時間を６時間（小学校の授業単位時間45分
×６時間分）とし，総合的な学習の時間で実践した。
プロジェクト学習を実施することで，子どもたちが中
学校進学（最高学年への進級）というテーマを自分の
こととして考え，取り組むことができるのではと考え
た。
　プロジェクト学習の中で，筆者は「中学校進学」に
ついて授業のたびに言葉にして伝え，子どもたちに強
く意識させ，考えさせて取り組ませた。そのため，子
どもたちは授業の内容がこれから中学校に進学した後
にも活用することができるものであると，少しずつ感
じることができるようになったようであった。将来を
見通した考え方をすることができるようになった点は

「見通しを持つ」力の伸びと評価できる。また，ポー
トフォリオに資料を蓄積していくことで，ビジョンと
ゴールを授業のたびに確認したり，自分の学習の足跡
を振り返ったりすることができた。未来を見るだけで
はなく，過去も振り返るという活動につながった。そ
の結果，自分の活動を時間軸を意識しながら俯瞰する
ことにつながり，「見通しを持つ力」がついたことが
考えられる。さらに，見通しが持てると「いつまでに
調べないと」「早く作らないと間に合わない」と自分
で感じるようになり，それが「意欲的に取り組む力」
にもつながったのではないだろうか。
　人間関係の中では，その場その場の状況で，自分が
持つ「人間関係を構築する力」「コーピングスキル」「見
通しを持ち，意欲的に取り組む力」を駆使して，対処
しなくてはならない。その第一歩としての考えるきっ
かけを，子どもたちに与える授業実践にはなったと考
えている。
　しかし，３つの力を「意識化」することはある程度
できたが，実生活で「生かす力」として伸ばすことが
できたか，実践終了時点で検証することは難しかった。
そこで，授業実践を受けて中学校に進学した子どもた
ちから，中学校での生活の様子を聞くことで，「３つ
の力」をどの程度活用し，中学校での学校適応に効果
があったのかを検証した。

Ⅳ　卒業生への追跡調査
　Ｘ年度の卒業生２名（Ａ・Ｂ）を対象に，Ｎ中学校
で半構造化面接の形式でインタビュー調査を行った。
また，卒業生の様子を授業参観で観察した。卒業生に
中学校生活について直接聞くことによって，学校生活
に適応することができているのか，授業実践の効果は
どうか，より多面的に捉えることができた。
　まず，中学校での適応という点においては，２人と
も十分に適応しているのではないかと考えられた。授
業を受ける態度，指名された時の受け答え，友だちと
の関わりから，そう考えることが妥当ではないか。Ｎ
中学校の教員も「頑張っていますよ」と話し，中学校
生活に適応していると見ていた。
　次に，KJ法を用いて図式化していくことによって，
それぞれの子どもにどんな力がついたのかを考察し
た。その結果，３つの力の中で，Ａには「コーピング
スキル」，Ｂには「人間関係を構築する力」が特に高
まり，中学校の適応に効果があったのではないかと示
唆された。
　また，過年度卒業生Ｃ（筆者の実践授業を受けてい
ない生徒）のインタビューと対比し，さらにいくつか
のことが考えられた。
　１つ目は，「見通しを持つ力」である。プロジェク
ト学習で，中学校での活動などに知識を得ていた為，

「見通し」を持って取り組むことができた可能性も考
えられた。そのため，Ｃが語った「中学校に小規模校
から進学することは大変だ」と感じた「中1ギャップ」
を軽減することができたと思われた。
　２つ目は，交流学習についてである。交流学習は，
進学前の貴重な機会である。お互いの名前がわかり，
ペアやグループで話し合うなど，子ども同士が意図的
に関わることができる活動を仕組むことが，中学校進
学後の人間関係に，大きな影響を及ぼすことがわかっ
た。その点，授業で「人間関係を構築する力」を育み，
交流学習の中でも活動を仕組むことができたことは，
子どもたちの中学校適応に効果があったと考えられる
のではないだろうか。
　最後に，卒業生へのインタビューから，調査校の日々
の実践の中でも，中学校適応や「３つの力」を高める
ために効果的なものがあると示唆された。そこで次章
では，校長へのインタビューと，教職員を対象に座談
会を行い，調査校のよさや課題についてどう考え，筆
者の取り組みをどう受け止めているのかを調査した。

Ⅴ　調査校での取り組みと教職員の評価
　インタビュー調査で，調査校での日常的な取り組み
が，中学校の学校適応に効果があることが示唆された。
そのため，調査校では子どもたちに，どのような力を
つけたいと考えて教育活動を行っているか，校長にイ
ンタビュー調査を行った。その結果から，調査校のど
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のような取り組みが，効果的だったのかを検証した。
また，教職員全体が調査校のよさや課題をどう捉えて
いるか，どのような力が必要であると考えているのか
を知り，その上で，本研究の取り組みは教職員の考え
とどう関連付けられるかを調査し，取り組みを客観的
に評価できるようにした。
　中学校進学までに必要な力を，現場の教職員は「個
を大切にした家庭・地域・学校教育から得る力」「大
きい集団で自分の考えを表しながら活動する力」「先
を見る（見通す）力」の３点としていると分析した。
教職員は，「へき地小規模校のよさを活かす」ことが「必
要な力を培う」ことにつながると考えていることが，
座談会から示唆された。また，今野の考えている力と
教職員の考えている力を対比すると「大きい集団で自
分の考えを表しながら活動する力」は「人間関係を構
築する力」と，「先を見る（見通す）力」は「見通し
を持ち，意欲的に取り組む力」と共通していると考え
られる。
　しかし，今野の考えや取り組みが必要であると，教
職員が捉えていたかというと，そうとは言い難い。筆
者の実践をきっかけに，「中学校進学」や「不登校」
について，調査校の教職員全員で考える機会を持ち，
共通理解を図ることができたことこそが，重要なこと
だったのではないかと考えられる。

Ⅵ　考察
第１節　へき地小規模小学校からの中学校進学時に必
　　　　要な力
　調査の結果では，へき地小規模校の子どもたちが中
学校進学時に高めるべき力は，３つ挙げられた。「人
間関係を構築する力」「コーピングスキル」「見通しを
持ち，意欲的に取り組む力」である。この３つの力は，
調査校教職員座談会から見出された教職員の考えてい
る力を対比すると，「大きい集団で自分の考えを表し
ながら活動する力」は「人間関係を構築する力」と，「先
を見る（見通す）力」は「見通しを持ち，意欲的に取
り組む力」と，共通していると示唆された。また，子
どもたちは基本的生活習慣や協調性，相手を思いやる
態度などの「個を大切にした家庭・地域・学校教育か
ら得る力」を体得していると教職員は語り，これが中
学校進学によい影響をもたらしているのではないかと
考えられる。
第２節　授業実践の効果
　⑴　成果
①　スキル獲得のきっかけ
　ソーシャルスキル教育（SSE）の授業を実践するこ
とにより，「話しかけるスキル」や「断るスキル」など「人
間関係を構築する力」を高めるきっかけを作ることが
できたのではないか。授業実践が，中学校生活の中で
役立ったという感覚があることが，卒業生へのインタ

ビュー調査でも明らかになった。スキルを子どもたち
に提示し，教師がモデリングを行い，実際にロールプ
レイで練習し，その様子をフィードバックするという
形のソーシャルスキル教育（SSE）の実践は，子ども
たちにとって取り組みやすく，スキルを獲得する意欲
を喚起するものであったと考えられる。
②　コーピングの考え方への認知と活用
　インタビューの中で卒業生Ａは進学後，自分が苦手
なことに取り組むときにも，違う楽しいことを考えな
がら，やる気を出して頑張っていることが述べられ
た。卒業生のこのような姿から，授業実践で取り扱っ
たコーピングの考え方を子どもたちが認知し，活用し
ようとしていることがうかがわれた。授業実践で，
コーピングスキルにはどんなものがあるか知ることに
より，困ったことや辛いことを何とか乗り越えるため
に，スキルを活用しようとする姿の一因となったこと
が考えられる。
③　見通しへの意識の変化
　へき地小規模校という，環境的にも特徴のある調査
校の子どもたちが，見通しを持って活動することは，
意識しないとできないと考えられる。そのような中で，
本研究の授業実践であるプロジェクト学習で，「見通
し」を意識して取り組むということがどういうことか
を，感じることはできたのではないだろうか。高学年
の子どもは，それまで現在のみに目を向けていたのが，
成長の中で，過去や未来にも目を向けることができる
ようになる発達段階であり，自分の中学生になった姿
を想像したり，その時の活動を予想したりすることで，

「見通し」を持つことは発達促進的にも適応上も有効
であると思われる。
　⑵　課題
①　先を見通したことによる不安（見通しを意識した
　ことで，逆に予期不安を高める結果になった）
　調査校の中で，見通しを意識したことで，逆に中学
校進学に不安を高める様子が見られる子どもがいた。
へき地小規模校の中ではわからないこと（自分のでき
ないことや集団に慣れていないことへの必要以上の不
安）に，気づいたことがうかがわれた。そのため，そ
の子どもは交流学習への意欲が減退し，積極的に活動
に向かうことができない場面が見られた。調査校の学
級担任がいち早く気づき，日常の活動の中で，本人の
できることを意識的に誉め，交流学習の中でも，「集
団で活動することの楽しさ」を強調して伝えていた。
　本研究の授業実践が，自分の能力面への直面化を促
してしまった可能性がある。つまり，見通しを持たせ
る際，不安が生じることがある。実践の中で，このよ
うな子どもの変化に迅速に気づき，適切に実践を修正
し，子どもの実態に合わせていけるようにすることは
重要であると改めて確認した。不安への耐性という観
点からの，子どもへのアセスメントも必要であると考
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えられる。
②　へき地小規模小学校に在籍する教職員が取り組め
　る実践とするには
　本研究で実践を行う際は，授業実践を行うときもス
クールカウンセラー（SC）と教員の間のような立場で，
比較的時間や活動に余裕のある中での実践できたと考
えている。しかし，この実践を日々の教育活動の中で
活かしていくためには，現場の教職員が取り組めるも
のとしなくてはならない。そのためには，本研究を実
践を取り組む上での「基本のマニュアル」のようなも
のとし，これをもとにそれぞれの教員が実践できる環
境を整える必要があると考える。
③　スーパービジョンやコンサルテーションの必要性
　②で述べたように，教職員が本研究のような実践を
することは可能であろう。しかし，それが子どもたち
の力になるものにするためには，常に実践の有用性や
客観的な評価を受ける必要があるのではないか。筆者
は研究を進める中で，指導教員から事前・事後にわた
りスーパービジョンを受け，その重要性を改めて痛感
している。現場でも，実践に取り組むにあたって，専
門家を招へいして教員研修を行なったり，スクールカ
ウンセラーがいる場合はコンサルテーションを行なっ
たり，授業に一緒に参加してもらったりと，様々な方
法が考えられる。心理的側面からのアプローチができ
る環境を，整える必要性がある。
④　授業の位置づけ（教育課程への位置づけ・研究の
　推進）
　実践をして感じたことは，単発で実践を行うより，
子どもの成長と共に継続的に行うことができれば，
もっと力がつくのではないかということである。教
育課程編成時に，特別活動や総合的な活動の時間に筆
者の実践を組み入れ，継続的に実施することができれ
ば，これから調査校での不登校予防の取り組みも継続
的に行われることになる。その年々の子どもたちの実
態に合わせて活動を続けて行くことで，教職員も子ど
もたちも取り組みやすい実践に変容を遂げ，実践がつ
ながっていくのではないかと考えている。
⑤　へき地小規模小学校以外での，取り組みの援用
　交流学習での授業実践から，へき地小規模校ではな
くても，本実践を取り入れられる部分はあるのではな
いかと考えられる。どんな学校からも不登校は発生す
る可能性はある。「へき地小規模小学校の子どもたち」
と「大規模小学校で気になる子ども」の身につけるべ
き力は，共通しているの部分も多いのではないか。そ
の点では，取り組みとして活かせる部分はあるのでは
ないかと考えられる。ただし，本研究では特別支援教
育の側面では考察されていない。特別支援が必要な子
どもに関しては，その対応をまた個別に考えなくては
ならないと思われる。

第３節　不登校を予防する有効な取り組み
　へき地小規模小学校から中学校に進学する際の，不
登校を予防する有効な取り組みとして，以下の４つを
挙げる。
　⑴　中学校進学を見通した上での，子どもたちのア
　　セスメント
　まず取り組みたいのは「子どもたちのアセスメント」
である。小規模校のよさとして，一人ひとりに目が届
き，きめ細かな指導や活動をすることができる点が挙
げられる。小規模校だからこそ，一人ひとりについて，
丁寧なアセスメントをすることは可能なのではないだ
ろうか。そのよさは，不登校予防にも十分プラスとな
るだろう。調査した３つの力や，教職員が中学校進学
を見通した上で必要だと考える力に照らし合わせ，子
どもたち一人ひとりをアセスメントすることが重要と
考えられる。担任であれば，授業中の態度や発言，休
み時間の友だちや下級生との関わり，保護者との懇談
等を活用できるだろう。卒業までに，どのような力を
高めていくべきかを把握することが，第一歩であるの
ではないだろうか。また，アセスメントの際，留意し
たいのは「中学校進学」を念頭に置きつつ，その子ど
もが成長し，成人していくことをイメージしながら考
えることであると思われる。教職員の「子どもの将来
を見通す力」も必要となるだろう。
　⑵　必要な力を補う授業実践
　アセスメント後，「人間関係を構築する力」が必要
だと考えられる場合は，筆者が実践したソーシャルス
キル教育（SSE）やプロジェクト学習を取り入れてみ
ることも考えられる。授業を行う際は，「特にどのよ
うな力を身につけさせたいのか」を熟考することが重
要であると考えられる。へき地小規模校の固定した人
間関係や，複式学級の課題をできるだけ改善しなくて
はならない。また，筆者は実践できなかったが，スキ
ルだけでなく，道徳的心情も併せて育てる必要を感じ
ている場合，道徳の授業実践の中で構成的グループエ
ンカウンター（SGE　國分2004）や，モラルスキルト
レーニング（Most　林2010）の実践を行うことも考
えられる。
　プロジェクト学習は，今後，総合的な学習の時間の
実践の中で，重要な取り組みであると言えるだろう。
文部科学省が提唱しているアクティブ・ラーニングを
実践していくための手法として，効果的ではないかと
いうのが，授業を実践して得た実感である。プロジェ
クト学習は，学習の進め方もある程度パターン化され
ており，初めて取り組む教員でも取り組みやすい。ま
た，時間の設定も柔軟にでき，個人でもグループでも
でき，ねらいにより活動の工夫も可能である。子ども
たちが，時間的展望を持つことができる可能性もある。
また，自分の学習の足跡をファイルで振り返り実感す
ることも出来る。これらが，総合的な学習の時間の中
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で，プロジェクト学習を取り入れるメリットである。
　⑶　入学前教育の充実
　従来は，「小学校と中学校は違うのが当然であり，
その段差を自分で乗り越えることが必要である」と考
える人が多かったように今野は考えている。しかし，
その段差が「ギャップ」の呼ばれるようになり，中学
校進学の際の「壁」のようになってしまった。そして，
その「壁」をのり越えることが難しい子どもが，増え
たということであろう。これからは，小学校と中学校
の段差を「スロープ」のようにすることで，中学校で
のスムーズな適応につなげていかなくてはならないの
ではないか。そのために重要になるのが「入学前教育」
である。
　「入学前教育」は，調査校でも既に中学校の体験入
学や，交流学習などが実施されている。調査校は交流
学習を重要な活動であると考えているが，さらに調査
校の子どもが「集団の中の一人」としてできる活動を，
意図的に仕組むことが重要であると考える。交流学習
の中で大きな集団に慣れ，話しかけ，知っている友だ
ちを増やしておくことが，中学校での適応を促すこと
が考えられる。活動内容の精選，視覚化など「入学前
教育のユニバーサルデザイン」を考えていく必要があ
るのではないか。
　⑷　小中学校の教員の連接への意識
　不登校の防止の観点からも，小学校・中学校と別々
に考えるのではなく，連接している機関が一つの「チー
ム」だという考え方を，強く持つということが必要で
あると考えられる。「小学校は小学校，中学校は中学校」
というのではなく，小・中学校の教職員はもちろん，
多様な支援者が協力し合い，長期的なスパンで子ども
たちの発達を支えていくことが重要ではないか。つま
り，「チーム学校」（文部科学省2015）の意識を高める
ということである。
　小学校も中学校も，お互いの授業実践や手法を実際
に学び，学んだ上で分かったことを，それぞれの現場
で具体的に実践すべきであると思われる。例えば，小
学校と中学校の教員が交換して授業実践を行うこと
や，小学校と中学校の教員でチームティーチング（T・
T）の形態でソーシャルスキル教育を行うことが効果
的ではないか。また，調査校のような小学校では，６
年生の３学期には中学校の学習スタイルに則った授業
を行い，子どもが学習に適応できるか観察すること，
中学校では，へき地小規模小学校出身の生徒一人ひと
りの理解度を，教科担任と学級担任が確認することな
どが考えられる。また，へき地小規模小学校は，入学
前や入学後最初の２・３ヶ月で，小中学校の教員が顔
を合わせ話し合いをし，その中で，小学校卒業から中
学校入学の数か月間を一つの移行期として，共通理解
を図ることができる体制作りをすることが必要なので
はないだろうか。多忙な日々の中でも，そのような時

間や活動を設定し，へき地小規模小学校の実態を中学
校に理解してもらい，その上で生徒と関わってもらう
こうことで，連接のイメージと「チーム」としての意
識が強くなり，子どもの将来への「見通し」につながっ
ていくだろうと考えられる。
第４節　終わりに
　中学校という新しい環境で，新しい人と出会うこと
は，不安もあるが期待も大きいだろう。へき地小規模
校の子どもたちが，新しい世界に希望を抱き，たくま
しく進んでいけるように，教職員が不登校の予防的支
援を日々考え，実践していけるようにしたい。

【主な参考文献】
・浅川潔司ほか（2011）『小学校の予期不安と中学校入学

後の学校適応感との関係に関する学校心理学的研究』教
育心理学研究59　144-154

・福島県教育センター（2015）『生きる力を育てる授業実
践プログラム』http://www.cms-center.gr.fks.ed.jp/

・小林正幸・奥野誠一（2011）『ソーシャルスキルの視点
から見た学校カウンセリング』ナカニシヤ出版

・中野澄（2014.11）『不登校・中途退学の調査結果につい
て』文部科学省　教育委員会月報12-25　 

・文部科学省学校基本調査「チームとしての学校の在り
方と今後の改善方策について」（2015）　http://www.
mext.go.jp/

・鈴木敏恵（2012）『プロジェクト学習の基本と手法』教
育出版


