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　2015年度の「教育臨床研修講座」について報告を行う。受講者へのアンケート結果の分析，各ク
ラス担当者による報告から構成される。
〔キーワード〕現職教員研修　　教育臨床　　アンケート調査
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1．はじめに
　「教育臨床研修講座」は，総合教育研究センターで
月１回開催される，現職教員や心理・福祉に関わる専
門家を主な対象とする研修講座である。
　これまでの沿革を述べると，福島大学総合教育研究
センターの前身である教育学部附属教育実践総合セ
ンターにおいて1997年に「教育相談研修講座」が，
1999年度に「学校教育研修講座」が始まった。これ
らを一本化し，2001年度から「教育実践研修講座」
が開催されるようになった。2005年の改組で全学セ
ンターとなった総合教育研究センターにおいても，
センターの事業として引き継がれ，2010年から名称
を「教育臨床研修講座」とかえた。これまでの研修講
座について，毎年報告を行ってきた（青木ら，1998，
1999，2000，2001，2002，2003，2004，2005，2007，
2008a，2008b，2010，2011，2012，2013a，2013b，
2015，2016）。
　本稿では2015年度の教育臨床研修講座について，受
講者アンケートの分析，各クラスの講師によるふりか
えりに基づいて報告する。

２．2015年度教育臨床研修講座の構成
　など
　以下の５クラスが開講された。

Ａクラス（昼間）　青木真理　現在かかわっている学
校とその周辺における事例についてグループスー
パービジョンを行う。

Ｂクラス（夜間）　岸　竜馬　学校生活に適応困難な
事例に対して，学校と医療をつなぐ視点から総合的
に理解し，その解決策を検討する。

Ｄクラス（夜間）　生島浩　不登校・いじめ・非行・
障害などのある子どもとリスクを抱えた家族に関す
るマネジメントと援助の実践技法を学ぶ。

Ｅクラス（夜間）　鈴木庸裕　困難を抱える子どもや
家族への個別援助と学校支援－教育・福祉・心理職
のためのスクールソーシャルワーカー養成講座－

Ｇクラス（夜間）　内山登紀夫　広汎性発達障害を中
心に，事例の診断・支援方法についての議論を中心
に事例検討を行う。幼児期から学齢期のPDD，発
達検査についての充分な知識と経験のある教師，臨
床心理士，医師等を対象とする。

　例年通り，2015年１月から募集が開始され３月末日
で募集を締め切った。開催時期は2015年５月から2016
年２月までで８月を除き毎月１回，第３水曜に行われ
た（10月のみ，大学行事の関係で，第２水曜に開催し
た）。昼間クラスは15時から17時まで，夜間クラスは
18時から20時まで行った。全部で９回，18時間である。
受講料は，年間15,000円（18時間分）である。年間６
回以上出席した受講者に「研修修了証書」を授与した。

３．本講座受講者
　受講者数はのべ73名で，うち４名は２クラスを受講
したので，受講者実数は69名である。各クラスの受講
者数は，Ａクラス13名，Ｂクラス６名，Ｄクラス19名，
Ｅクラス19名，Ｇクラス16名である。受講者の所属，
職分別の人数について，表１に示す。
　年度ごとの受講者数（のべ数）の推移を図１に掲げ
る。前年2014年度の74名からほぼ横ばいである。震災
直後の2011年度の53名がこれまでの最少で，そこから
増加はしたが，震災前に100名前後であった水準には
まだ届いていない。
　表１には，受講者（実数）を性別，事業所別，職分
別に示した。事業所の小学校・中学校・高等学校・特
別支援学校は，教員と管理職の場合で，スクールカウ
ンセラーとスクールソーシャルワーカーについては，
ひとりで複数の学校を担当することが多いので，それ
ぞれ教育委員会（SC），教育委員会（SSW）としてある。
性別では，男性は９名（12.0％）で2014年度の22.2％，
2013年度の18.6%よりも少ない。
　事業所別では，学校，教育委員会（SC，SSWを含む）
で74.0％を占めている。
　職分は，養護教諭は8.7％で，2013年度の４％より
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は多く，2014年度11％よりは少なかった。例年と異なっ
て特徴的だったのは，学校の主査，福祉機関の事務職
員など，事務職の参加者が４名（5.8％）あったことで，
学校や施設の事務・管理部門にも教育臨床についての
研修に参加するニードが高まってきていることがうか
がえる。
　受講者（のべ73名）の出席回数は平均6.4回で，前
年の7.4からは下がり，2013年と同じ程度（6.4％）で

あった。７割以上（６回）の出席で修了証を授与され
たのは52名で受講者のべ73名の71.2％だった。前年は
79.7％で，2013年は72.7％，2012年は82.0％なのでこ
こ数年では出席はやや低調であった。 

４．研修内容
　各クラスの内容は後述する。
　第１回は昼間クラス，夜間クラスそれぞれで全体オ
リエンテーションの後，各クラスでオリエンテーショ
ンを行った。
　第２回以降は，各クラスで独立して企画運営を行っ
た。
　最終回（第９回）には研修講座についてのアンケー
ト調査を行った。

５．「教育臨床事例研究」第15号の刊行
　2016年２月には，2014年度の研修講座の報告集とし
て「教育臨床事例研究」第15号が刊行された。

６．アンケート調査
１）調査の方法，回答者の属性，内容
　２月の研修講座で受講者にアンケート記入を求め，
即日回収した。回答者は48名で，回答者が受講者（の
べ73名）に占める割合は65.8％であった。
　図２に回答者の地域，図３に回答者の所属機関を示
す。
　アンケートの内容は，①受講クラスでの研修は役に
立ったか，②本研修講座に参加してよかったか，③「教
育臨床事例研究」についての意見，④次年度研修の希
望，⑤受講者の実践の現場の状況とそれについての意
見（震災後の変化と課題を含む）について，⑥その他
の意見から成る。
２）アンケートの結果と考察
　①　受講クラスでの研修について
　回答者全員の48名が「役に立った」と答えた。
　②　本講座に参加してよかったか
　48名中４名が未回答で，回答のあった39名全員がよ
かったと答えた。
　①の理由とクラスへの要望，②のの理由については，
各クラスのふりかえりで詳述する。①と②の結果から
は，本講座が例年同様，高い評価を受けたと言えるだ
ろう。
　③　「教育臨床事例研究」15号についての意見
　事例が具体的で参考になるという意見がいくつか見
られた。
　④　次年度の研修講座に継続参加を希望するかどう
　　か
　継続希望者は21名（43.7％）で2015年の52.2％，
2014年の67.7％を下回った。理由は「有意義だったか
ら」「さらに勉強したい」などで，Ｅクラスの受講者

表１　受講者（実数）の属性別人数
 

   

 9 13.0) 

 06 87.0  

 91 27.5  

  6(8.7) 

 5 7.2  

  2 2.9  

  3 4.3  

  1.4  

  4 5.8  

 SC  10 14.5  

 SSW  1 1.4  

  9 13.0  

  3 4.3  

  1 1.4  

 2 2.9  

  3 4.3  

 91 2.5  

  6 34.8  

  1 1.4  

  1.4  

 2 2.9  

 3 4.3  

 1 1.4  

  1 .4  

  10 14.5  

  1 1.4  

  11 15.9  

  2 2.9  

  1 1.4  

  1 1.40  

  2 2.9  

  3(4.3) 

  4(5.8) 

 69 100.0  



総合教育研究センター「教育臨床研修講座」2015年度活動報告 47

には「SSWを目ざしているので」という具体的な理
由をあげた回答もあった。「わからない」と答えた回
答者は24名50.0％）で，「希望する」を越え，理由は「次
年度の勤務状況次第」「遠方なので」などであった。「希
望しない」という回答者は２名（4.2％）であった。
　⑤　実践の現場の現況について
　震災の影響についてふれた記述は前年に比べると少
なかったが，それをまず挙げる。
・震災から４～５年たってあらたな症状が出てくる場

合がある。（県北中学校・高校SC）
・新しい環境で家族，学校，地域のつながりを新たに

作っていくことが課題。（相双高校教諭）

・震災時，幼稚園，小学校１年生だった子どもが，震
災後戸外活動を制限され，体育や生活科の授業を充
分に経験していない。そのため集団の中での適応に
課題を抱える子どもが多いように思う。（県北小学
校教諭）

　続いて震災の影響以外の面での記述を記す。
＜保護者の抱える課題＞
・親の社会性に問題があったり，子どもにうまく愛情

を示せない親もいる。孤立していて不安の裏返しと
して学校を厳しく批判する例もある。子育て支援が
必要だと思う。（県中小学校教諭，県北小学校養護
教諭，県北SC）

＜子どもの発達的課題＞
・発達障害の子ども，発達の偏りを持つ子どもが多い

ので，特別支援教育についてさらに学ぶ必要がある。
（県北小学校養護教諭，児童福祉施設職員）

＜医療とのつなぎ＞
・精神的に不安定なので医療につなぎたいが，本人と

保護者がなかなか了解してくれないのが悩み。（県
北高校教諭）

＜チーム学校，ひらかれた学校＞
・学校がひらかれたものになっていくことが難しく，
「チーム学校」の実現には課題が多い。
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図１　受講者数推移

 

図２　回答者の地域

図３　回答者の所属と職種

 
図４　次年度研修講座受講の希望
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７．クラス別のふりかえり
　各クラスの講師によるふりかえりを記載する。なお，
Gクラスについては，講師が27年度末をもって退職し
たため，記載はない。
１）　Aクラス
　Aクラス，現在関わりのあるケースの報告を求め，
相互に話し合いながら，グループスーパービジョンを
行った。本年度の参加者は12名と，前年の６名から増
えた。職分は小学校教諭３名（うち１名は特別支援学
級担任），中学校教諭１名，特別支援学校教諭１名，
小学校養護教諭１名，高等学校教育相談係１名，スクー
ルカウンセラー１名，教育委員会所属学校教育相談員
１名，適応指導教室指導員１名，福祉施設所長１名，
福祉施設指導員１名と多彩であった。各回の内容と報
告者は以下の通り。
第１回（５月）　オリエンテーション　ケースレポー

トの作り方／今年度検討したい事例について
第２回（６月）　 通常学級に在籍し特別な支援を要す

る小２女子と保護者支援の事例　小学校学級担任
第３回（７月）　教室に入れなくなった高校女子への

支援について　高等学校教育相談係
第４回（９月）　不登校から回復と進路選択を目ざし

て支援した中３男子の事例　中学校特別支援学級担
任

第５回（10月）　学校特別支援学級男子の事例　虐待
をする母親，男子児童の祖母への支援を中心に　小
学校特別支援学級担任

第６回（11月）　登校しぶり，別室登校，不登校を経
て，相談室登校をする中３女子生徒の事例　中学校
スクールカウンセラー

第７回（12月）　児童虐待を受けた小３男子児童と保
護者への支援について　小学校養護教諭

第８回（１月）　適応指導教室に通う不登校中学2年男
子の事例　適応指導教室指導員＋教育委員会学校教
育相談員

第９回（２月）　感情調整が難しい小学部男子の事例
　特別支援学校学級担任

　第１回では講座のすすめ方を講師が説明し，各回の
事例提供者を決定した。事例報告においては，報告者
と支援対象者のあいだの対話の逐語を盛り込むように
求めた。これは例年通り，この逐語により報告者の言
葉かけの癖を知り，言葉のあいだからうかがえる支援
対象者の像から性格，課題を理解するためである。第
２回から９回は事例研究を行った。事例のテーマは不
登校，虐待，発達障害などであり，また，本年度の受
講生の所属と職種が多岐にわたっていたので，たとえ
ば同じ不登校というテーマでも，通常学級担任，特別
支援学級担任，適応指導教室指導員など様々な立場か
ら報告されたことが特徴的であった。第8回は同じ市
町村に属して連携しあっている適応指導教室指導員と

教育委員会学校教育相談員が，同一の生徒について合
同で報告を行った。こういう形態の発表はひとつの事
例を多角的な視点で見ることや，連携のありかたにつ
いて議論を深めることができ，有意義であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青木真理）
２）Ｂクラス報告
　Ｂクラスは，次のような事例研究を中心にして研修
を行った。
第１回（５月）　オリエンテーション，ケースレポー

トの作り方
第２回（６月）　「精神科実習中に兄が統合失調症発症

時のことがフラッシュバックした元高校看護専攻科
学生のAさん」　医療領域の臨床心理士

第３回（７月）　「過呼吸発作のある中１女子の母子分
離面接」　中学校スクールカウンセラー

第４回（９月）　不登校傾向の男子高校生事例　高校
学級担任

第５回（10月）　「家族不和から自傷行為をやめられな
い高校生女子の事例」　高校スクールカウンセラー

第６回（11月）　　「母子共に不安が強くクラスに戻れ
ないA男の事例」小学校スクールカウンセラー

第７回（12月）　「困ったような笑顔が印象的な断続的
不登校男子との関わり」　中学校スクールカウンセ
ラー

第８回（１月）　「精神科実習中に兄が統合失調症発症
時のことがフラッシュバックした元高校看護専攻科
学生のＡさん（６月の継続事例）」　医療領域の臨床
心理士

第９回（２月）　「極度の不安と体調不良から集団生活
に適応できない不登校中学生男子の事例」　中学校
スクールカウンセラー

　Ｂクラスの今年度の受講者は，教員１名，スクール
カウンセラー４名，医療領域の臨床心理士１名の，計
６名であり，受講者の多くは１～２回の事例報告の機
会があった。
　第１回では，事例報告における記録の取り方として，
報告者と支援対象者との間の会話のやりとりのみなら
ず，報告者がその場その場で感じた感情や感覚，雰囲
気なども記載するように求めた。これは，支援対象者
への知的理解のみならず，感情や感覚を通した実感を
伴った理解をしていくための試みであった。また，O．
カーンバーグの境界パーソナリティ構造（パーソナリ
ティの機能水準を，神経症パーソナリティ構造の水
準，境界パーソナリティ構造の水準，精神病パーソナ
リティ構造の水準に三分包括するパーソナリティ機能
に関する構造）を元に支援対象者の病態水準を検討す
ることも求めた。これは，支援対象者の病理（生きづ
らさや苦しさ，哀しさ）への理解を深め，また支援対
象者の持つ健康な側面や機能している側面にも目を向
けていくことを狙いとした。教員，心理職という職種
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の違いから，個々の事例に対して複合的な意見交換が
なされ，厚みある事例への理解が進んだことは非常に
興味深く感じられた。
　受講者のアンケートからは，「事例検討を通して自
分自身を見つめ直す作業ができた」「事例への理解が
深まった」等の感想が寄せられた。
　今後も事例を通して，支援対象者への理解を深める
ことと，支援者である自分自身の関わり方を見つめ直
すことが不可分であるということを受講者が実感し，
より臨床的な視座に基づく援助が広がる一助となるよ
う努めていく。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岸　竜馬）
３）Ｄクラス
　受講者は19名となり，それに学校福祉臨床領域の教
員院生が「学校カウンセリング基礎実習」，臨床心理
領域の院生が「臨床心理基礎実習」の授業として加わ
ることは前年と同様であり，報告はもとより司会と記
録を担当した。
  本コースは，事例検討により不登校，非行などの問
題行動や精神障害，発達障害のある児童生徒やその家
族に加えて，東日本大震災・原発事故の避難者，犯罪
被害者に対する援助など多様な臨床実践について学ぶ
ことを目的としている。
　なお，事例報告者には資料の用意を求めたが，必要
な修正を施し，配付資料を回収するなどプライバシー
の保護には最大限の配慮を行った。
　クラス全体の事例検討のテーマなどは，次のとおり
であるが，６月は報告者が準備不足のため，７月は講
師がアメリカ・ロサンゼルスで開催された「第２回世
界保護観察会議」出席のため，非常勤講師を務める岡
田乃利子先生から総合病院における臨床心理士の活動
実践について２回にわたって事例提供いただいた。さ
らに９月は，講師が「国立重度知的障害者総合施設の
ぞみの園（群馬県高崎市）主催の「矯正施設退所者支
援セミナー中央研修」出席のため，本学の子どものメ
ンタルヘルス支援事業推進室の特任助教である中村志
寿佳氏から東日本大震災・原発事故に関わるハイリス
クな子どもと家庭に対する学校臨床と連携した支援の
取組みについて紹介いただいた。岡田・中村の両氏共
に，本学大学院修了生であり，かつて本講座に院生と
して参加し，今回講師を務めたものである。

６月：太田西ノ内病院　岡田乃利子　臨床心理士「起
立性調節障害と診断された中学生の事例」

７月：太田西ノ内病院　岡田乃利子　臨床心理士「気
分の落ち込みで悩むＡ子さん（成人）の事例」

９月：福島大学子どものメンタルヘルス支援推進室　
中村志寿佳「支援活動報告：震災後の福島県で頻繁
に見られる事例を通して」

10月：小学校教員「被虐待児への担任の指導・支援：

１年間の関わりを通して」
11月：高等学校教諭「精神科クリニックを受診する不

登校の男子生徒事例」
12月：特別支援学校・地域支援センター「解離性障害

等と診断された不登校の小学生の事例」
１月20日：福祉相談支援専門員「発達障がいのある不

登校の女子中学生事例」
２月：主任児童自立支援専門員「愛着障害のある女子

中学生へのアプローチ」
12月17日：中学校養護教諭「普通学級に在籍する発達

障害のある３年生男子との関わり」
2015年１月21日：福祉相談支援専門員「摂食障害のあ

る女性への福祉支援について～関係機関との連携の
あり方と支援～」

2月18日：本学大学院学校臨床心理専攻２年生　児玉
　彩　「知的障害のある犯罪者に対する地域生活支
援の事例」

　　   
　本コースは，参加者が，保育士，小・中・高校の教
員（養護及び実習教諭を含む），さらには，スクール
カウンセラー，少年警察補導員，被害者支援センター
支援員，福祉相談支援専門員，児童自立支援専門員な
ど幅広い実践領域・職域にわたっており，検討事例も
問題行動はもとより，障害・疾患を抱える家族への支
援など多種多様である。今年度も共通しているのは，
前述のとおり，諸事情を抱え，養育環境に欠ける子ど
もと家族への支援ニーズに焦点が当たった事例が，各
領域の専門職から提示されている点である。
　本クラスの〈趣旨〉は，受講者の所属先とは異なる
校種・専門領域，多様な現場での事例に触れ，様々な
観点・見立て，そして，介入技法の基本を学べること
である。修了後のアンケートで，「日々勉強しないと
時代に遅れます。講座での意見交換がとてもためにな
ります」という回答をいただいた。また，「どのケー
スを見ても家庭的に問題がある子どもであり，大人の
責任を痛感します」，「親の社会性や成熟に課題が多
く，目の前の子どもを取り巻く大人へのアプローチが
必要」という家族（親）への心理社会的支援の必要性
を訴えたものが目立った。講師として，専門とする家
族支援，特に疾病・障害の影響や心理的要因などミク
ロな観点，子どもを取り巻く社会的要因などマクロな
観点を自在に行き来する「システムズ・アプローチ」
の立場からの事例理解と具体的な介入の方法の提示を
心がけている。「講師のコメントはいつも心にストン
と落ち，納得でき，現場の考え方に生かすことができ
る」との参加者からの感想を今後とも糧としていきた
い。
　東日本大震災の被害に加え，放射能汚染から生じる
生活不安，あるいは，子どもの不登校，父親のアルコー
ルやギャンブル依存など深刻な家族問題などメンタル
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ヘルスに関する支援ニーズが，９月の中村講師による
報告のように５年目を迎え急増している。本研修講座
の内山講師と共に運営に参画している「福島大学　子
どものメンタルヘルス支援事業推進室」が主催する，

「第２回　講演・研修会：福島の子どものメンタルヘ
ルス支援の課題と展望～不登校とひきこもり支援～」
が，2015年８月29日，福島大学で開催された。東日本
大震災・原発問題に関わる支援者への継続的な学びの
機会を設ける努力を今後とも続けていきたいと考えて
いる。
　その一環として，「あいまいな喪失理論」で著名な
ミネソタ大学名誉教授のポーリン・ボス博士によるス
カイプを活用した事例検討会と講義，グループワーク
による研修会を2015年11月22日㈯９時～16時に本学で
開催した。一昨年・前年に引き続き３回目となるが，
生島研究室が共催しており，本講座受講者も多数参加
した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生島　浩）
４）Ｅクラス
　「いじめ防止対策推進法」以降の視点や「チーム学
校」，「地域創生・地域づくりの拠点としての学校」，「コ
ミュニティースクール」をめぐる中教審答申の諸動向
を踏まえ，筆者が作成した「提言」を掲載する。福島
県教育委員会を通じて，広く県内の関係に向け発出さ
れているものである。 

子どもたちの尊厳にねざした，いじめの防止対策を
二度と悲しい出来事を起こさないために
はじめに
　本稿は，平成27年９月に，県内の高等学校でのいじ
め・自殺（自死）事件を受けて，鈴木が「提言」とし
て作成し公表した文書です。今後のいじめや自殺の防
止対策のために，教育関係者やスクールソーシャル
ワーカー，スクールカウンセラー等へ呼びかけるもの
です。
いじめ防止対策は個の尊厳から考える
　「いじめ」，「自殺」，「重大事態」という言葉は，多
くの教育現場に対して，即，「対応や対処」といった
近視眼的な問題解決への衝動を招きます。さらに，地
域社会やマスコミなどに対しても，「いじめの有無」
など狭い局面に関心を向けさせやすいものです。いじ
め防止対策推進法についても，第２条の「いじめの定
義」だけが語られ，実効性のある再発防止や中長期的
な事後対応については，十分に語られない風潮があり
ます。
　それでは，「どうしていじめの防止なのか」という
根っこの部分を深めることになりません。改めて，い
じめ防止対策推進法の第１条（目的）をご確認ください。

「いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に
推進する」目的は，「児童等の尊厳を保持する」ためです。

これは，「いじめはいかなる人間関係や環境において
もあってはならないもの」という，普遍性を考えるこ
とです。学校のなかに，他者の尊厳を守ることへの学
びをつくりあげていくことです。
自殺（自死）は防ぐことができる
　自殺にいたる心理には，自殺（自死）以外の選択肢
が考えられない状態になること，社会と個人とのつな
がりの減少，役割喪失感や与えられた役割の大きさに
対する過剰な負担感などが挙げられます（「内閣府：
自殺総合対策大綱」（平成24年８月）。多くの自殺が，
個人の自由な意思や選択の結果ではなく，様々な悩み
により精神的に「追い込まれた末の死」といわれてい
ます。
　世界保健機関（WHO）は，「自殺はその多くが防ぐ
ことのできる社会的な問題」，「社会の努力で避けるこ
とのできる死である」と示しています。このことは，
世界共通の認識となりつつあります。子どもたちを取
り巻く集団の慣行や制度の見直し，あるいは相談や支
援の体制整備という社会的な取り組みによって自殺を
防ぐことが可能になるという考え方です。自殺（自死）
予防には，組織的対応が大切です。それは，１つの学
校や子どもの周囲にいる個々の関係者によるものだけ
でなく，地域的国家的な規模と視野で推進するもので
す。
児童生徒の生活環境への関心をもつ
　「小１プロブレム」や「中１ギャップ」という言葉
がよく聞かれます。高等学校においてもこの「ギャッ
プ」という視点が必要になります。教師が生徒たちと
向き合うのは，目に見える教室や学校生活だけではあ
りません。生徒の入学前の生活経験や生活環境にも関
心をもつことが大切になります。入学後の学業や部活
動，交友関係などにも「高１ギャップ」が影響を与え
ます。
　生徒たちがそれまでにどういった体験をしてきたの
かに寄り添うには，特に高等学校では教師みずからの
高校生活や受験生時代の経験則から，「勉強も部活も
気合いを入れてとことんがんばればよい」という考え
方は改めねばなりません。その意味でも，今日のアク
ティブ・ラーニングの提唱は，授業づくりだけでなく，
生徒と教師との人間関係づくりにおいても真摯に受け
止められねばなりません。
部活動の問い直しを
　中学校や高等学校では，３年生の引退後の生徒集団
内のトラブルがもとになり，いじめや不登校・長期欠
席生徒が生じるケースが増えています。３年生引退後
の部活運営を牽引しなければならない重圧や，伝統や
実績を引き継ごうとするあまり，下級生や同輩とのト
ラブルが生まれてくることも看過できません。
　しかし，これらは生徒たちにその責任を問うもので
はありません。大人として指導者として生徒たちに関
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わる実践力を高める必要が求められています。さらに，
教師自身にとって，そうした時間の確保や様々な気づ
きを振り返る時間的空間的余裕も大切になります。な
によりも「部活は本来，誰のものか」という問いが求
められます。
　学校の部活動は児童生徒のみならず，保護者や地域
の願いが刻み込まれたものです。改めて，競技やコン
クールなどを主催する組織や保護者会などと，「子ど
ものための部活動」という視点から対話する機会が欠
かせないと思われます。心理的な圧迫は，「暴力を伴
わないいじめ」を呼び起こしかねないものです。
部活の運営はその専門性にもよりますが，指導者の個
性や興味関心によって大きく左右されます。スペシャ
リストの視点のみならず，種目や分類・種別の異なる
指導者論の共有など，外部的な視点を踏まえた指導者
研修や講習が求められるかもしれません。
ＳＮＳ文化への対応
　高校入学時にスマホを買ってもらう。塾通いのため
に小中学生が携帯を持つ。こういった風潮はすでに昔
のものです。すでに子どもたちは，幼児期からネット
環境の中で生活をしています。児童生徒がどんな経験
や体験をしてきているのかについて，教育関係者のみ
ならず保護者も関心を高めねばなりません。
　近年のいじめやその重大事案の背景には，ネット環
境の問題が少なくありません。
　ただ，LINEやネットの不適切な使用を禁じるよう
な対処は後追いになります。児童生徒たちがLINEや
ネットを不適切に使用してしまうのはどうしてなの
か。そこに目を向けることが大切になります。これは

「会議では発言せずに，会議が終わってから個別に意
見を言う」という大人の慣習とあまり変わりがありま
せん。まずは，私たち大人の会話や対話，コミュニケー
ションのあり方から見直していくことも大切です。

「修復的な対話」について
　「学校におけるいじめの防止等のための組織」は，
児童生徒のしあわせと権利擁護を目標とします。その
設置だけでいじめ防止対策推進法が定める「設置」と
はいえません。いじめに関する早期発見や安全配慮や
防止活動について，具体的な実践的提案をおこなう組
織でもあります。そこでは対処や指導のみならず，関
係者相互の「修復的対話」といった新たな視点をもつ
活動が大切になります。
　いじめ事案を見ると，「教師や大人により一定の解
決がなされた」あとに激化し，深刻な状況になる場合
が見られます。一例を挙げると「ケンカ両成敗」や教
師による加害者から被害者への謝罪型の取り組みで
す。これは教師（大人）側の思いや対処であり，子ど
もたちに正しく根付いていくと考えるのは表層的で
す。周囲にいる児童生徒への対応が欠かせません。
　いじめ防止対策推進法は，学校の中に創造的な教育

実践を生み出す起点であるととらえてはどうでしょう
か。いじめの認知や認定は，「悪者探し」ではありま
せん。その後の生徒指導や教育相談，再発防止への営
みをセットして考えるものです。しかも，事後対応の
みならず，予防を旨とするものであると理解しなけれ
ばなりません。

「チームとしての学校」と専門職の育成
　いじめは，その発見や確認が難しく，まさしく構造
的なもの（可視化しにくいもの）です。ゆえに，教育，
心理，司法，福祉などの多面的な視点を持ってはじめ
て「見立て（アセスメント）」が可能になるものです。
さらに，個々の専門的な援助技法や理論も大切ですが，
組織的対応において大切なことは，こうした専門職を
束ねるコーディネーターの存在とその役割です。
　福島県「いじめ防止基本方針」は，スクールカウン
セラーとスクールソーシャルワーカーの活用を明記し
ています。今後，その活用のあり方について，教育現
場から十分な理解と承認を得なければなりません。
そして，スクールカウンセラーとスクールソーシャル
ワーカーに共通した行動指針づくりや相互の協働が求
められます。
　文部科学省中央教育審議会答申（2015年12月）のい
う「チーム学校論」は，一見，校内における専門職の
参画と分業がイメージされます。しかし，分業は，個
別的な対処や目の前の問題解決的な取り組みに止まり
がちになります。教師の多忙化解消を目的にして，生
徒指導の分業が生まれてしまっては，児童生徒と教師
との「絆」が弱まります。学校の中で，教育職，心理
職，福祉職が協業できる力量を相互に高めていかねば
なりません。
実効性のある学校・家庭・地域の連携を
　いじめ防止対策推進法は，「いじめの定義」を以下
のように述べています。
　「いじめとは，児童等に対して，当該児童等が在籍
する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関
係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を
与える行為（インターネットを通じて行われるものを
含む）であって，当該行為の対象となった児童等が心
身の苦痛を感じているものをいう」。
　「児童等」や「在籍している等」のように「等」が
付されています。「児童等」とはそこに生徒も含まれ
ることを指しますが，幼児や園児も含まれます。子ど
もたちがはじめて家族の元を離れて集団生活をする幼
稚園や保育園などの幼児期にも視野が向けられねばな
りません。
　また，「在籍している等」と記されるのは，卒業生
や休学，退学などの状態にある者にも目配せする意味
です。さらには，地域生活においては，学校のみなら
ず，放課後のスポーツ少年団や文化活動の諸組織，学
童保育，塾，子ども会なども含まれます。
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　いじめ防止対策推進法の特徴は，学校や教職員のみ
ならず，家庭や専門機関を含む地域住民が三位一体と
なることを明示している点です。従来，「いじめ防止等」
は学校や教師の役割とされがちでした。しかし，この
定義は三者の共同と連携を求めています。
地域の関係機関の連携を
　学校は，保護者はもとより，地域の専門職団体との
連携も欠かせません。

「いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，
複数の教職員，心理，福祉，司法等の専門家などの関
係者により構成される組織を置く」。
　これは，専門家が学校を外部から支援したり，補佐
することだけではありません。それぞれの専門職団体
自身も，主体的にこの法律の実効性の担い手となるこ
とを喚起しています。
　個別のいじめに対して，学校が講ずべき措置には，
①いじめの事実確認，②いじめを受けた児童生徒又は
その保護者への支援，③いじめを行った児童生徒に対
する指導又はその保護者への助言・指導などがありま
す。
　その後，進学や社会に出ると，学校での役割は地域
にバトンタッチされ，地域社会が受け皿になります。
その意味でも，地域の関係機関の役割は大きいと言え
ます。いじめ問題は極めて声があげにくいものです。
ゆえに，声を上げたくなる，SOSを出したくなる相談
や支援の機関のあり方も求められます。
学校は子どものいのちを預かっている
　保護者は，教師や学校を信頼して我が子を学校に託
しています。
　教師は，子どもたちのいのちを学校で預かっている
といっても過言ではありません。
　教職員の方々には，是非，手元にある各学校や各自
治体が制定（設置）した「いじめ防止対策基本方針」
を改めて確認していただきたいと思います。そして，
これをもとに，保護者や児童生徒との対話の促進をめ
ざしていただきたいと思います。
　この法律は，学校への社会的信頼を回復し，かつ高
めていく「指南書」です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　庸裕）

８．まとめ
　2015年度の教育臨床研修講座の活動をまとめて報告
した。
　受講者は74名で2014年度からほぼ横ばいであった。
アンケートの結果からは本年度の研修講座への高い評
価がうかがえた。
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