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本研究では、授業のユニバーサルデザインの基盤の一つである仲間関係づ
くりに焦点を当て、人との関わり方が気になる子どもへの支援の在り方につ
いて考察した。まず、ソーシャルスキルに関する先行研究の検討から、様々
な指導及び配慮を「アセスメント」
「教室環境と授業のユニバーサルデザイン」
「学級集団への取組」
「個への配慮」
「他児との関係の調整」
「個への具体的な
指導」
「相談機関の利用」の 7 つの観点に集約した。さらに、大阪市立小学校
を対象として、指導の現状等についての調査を行い、その結果を先述の 7 つ
の観点から整理した。これらから、調査対象の小学校 34 校においては、特
別支援教育コーディネーターを中心とした校内連携が進められる中で個への
きめ細かな配慮が行われており、今後は、さらに個の特性に応じた具体的な
指導やユニバーサルデザイン化された授業の中でソーシャルスキルの取組を
進めることが求められている現状が明らかになった。
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の関係づくりに負の影響を及ぼしている」３）と

はじめに
我が国に特別支援教育が法的に位置付けられ

報告されている。また上野（2014）４ ） は、「か

全国的に展開される中、平成24年７月に文部科

つて子どもたちは、家庭や地域で多様な年齢集

学省より「共生社会の形成に向けたインクルー

団、人間関係のなかでもまれながら交流範囲を

シブ教育システム構築のための特別支援教育の

広げ、周囲の人々とのかかわり方を体験しなが

推進（報告）」が報告された。その基本的な方

ら育ってきました。そして、自分をコントロー

向性として、「障害のある子どもと障害のない

ルする力や、相手の立場でものを考えたり共感

子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを

したりする力を育ててきたのです。今日、子ど

目指すべきである。その場合には、それぞれの

もたちが自立し、社会に参加していくために必

子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加し

要な力である『ソーシャルスキル』を身につけ

ている実感・達成感を持ちながら、充実した時

るチャンスは、確実に減ってきています。」 ５ ）

間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていける

と述べている。更に、文部科学省の種々の報告

かどうか、これが最も本質的な視点であり、そ

には、現代の子どもたちの「人間関係を形成す

１）

のための環境整備が必要である。」 と記され、

る力の低下」６） 、「人間関係の形成が困難かつ

共に学ぶ教育の一層の推進が求められた。

不得手になっている」 ７ ） 等の記述がみられる。

大阪市では、「大阪市教育振興基本計画」 ２）

このように、現代の子どもたちの人間関係形

に示されている「共に学び、共に育ち、共に生

成能力の育成が求められる中、これからの時代

きる」教育に従前より取り組んできた。大阪市

には、多様な価値観のもと、自他の理解を深め

教育センター特別支援教育グループでは、イン

ながら協働していく力が必要であるといわれて

クルーシブ教育をさらに進めていくために、近

いる。コミュニケーションを例に挙げると、
「い

年、全国的に広がりをみせている特別支援教育

ろいろな価値観や背景をもつ人々による集団に

の視点を活かした学校教育におけるユニバーサ

おいて、相互関係を深め、共感しながら、人間

ルデザイン化に関する研究を進めてきた。

関係やチームワークを形成し、正解のない課題

今回、ユニバーサルデザイン化の「基盤」の

や経験したことのない問題について、対話をし

一つである「仲間関係づくり」に焦点を当て、

て情報を共有し、自ら深く考え、相互に考えを

子どもたちが友だちとの関係を築く過程におけ

伝え、深め合いつつ合意形成・課題解決する能

る人との関わり方に対する支援をテーマに研究

力」 ８） が求められている。

を行うこととした。テーマ設定の理由として、

折しも、平成26年11月には文部科学省中央教

次のような今日的課題を挙げたい。

育審議会「初等中等教育における教育課程の基

IT機器の急激な普及に伴う高度情報化などに

準等の在り方について（諮問）」において、新し

より、社会が急激に変化する中で、子ども同士

い学びの形として「課題の発見と解決に向けて

の関わりの質も変化していると言われている。

主体的・協働的に学ぶ学習」、いわゆる「アクテ

平成23年8月に文部科学省から報告された「コミ

ィブ・ラーニング」の充実の必要性が述べられ

ュニケーション教育推進会議審議経過報告」で

た ９）。
「アクティブ・ラーニング」とは、伝統的

は、「インターネットを通じたコミュニケーシ

な「教員による一方向的な講義形式の教育とは

ョンが子どもたちに普及している一方、外での

異なり、学習者の能動的な学習への参加を取り

遊びや自然体験等の機会の減少により、身体性

入れた教授・学習法の総称。…（中略）…発見

や身体感覚が乏しくなっていることが、他者と

学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が
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含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッ

る必要があるが、通常学級には、人との関わり

ション、ディベート、グループ・ワーク等を行

についても発達障がいがある場合と似たような

うことでも取り入れられる。」 10） と説明されて

困難を抱える子どもが在籍していると考えられ、

いる。このような学びの形が、今後、各教科等

授業中に求められる態度やコミュニケーション

で一層求められていくと考えられる。

を図りながら進める学習活動など、様々な関わ

さて、ここで改めて、時代のニーズをふまえ

りの場面でつまずいている可能性があるといえ

て、特別な教育的ニーズのある子どもたちへの

る。子どもが力を活かし合い協働する学習の在

支援について考えてみる。

り方は、様々な特性をもつ子どもが学習に参加

発達障がいのある子どもは、その特性から、

し、楽しく関わり合い、人間関係を形成するた

人と関わる上で様々なつまずきやすさを抱える

めの効果的な手だてとなりうる一方、そこに適

ことが研究によっていわれている。例えば、上

切な工夫や配慮がなされなければ、却って、よ

野（2014）

11）

によると、発達障がいは、「障害

り困難さを増してしまうことにもなってしまう。

としてはあまり目立たない『見えない障害』と

以上のことから、現代の子どもたちにおける

いう特徴と、できることとできないことが混在

人との関わりの経験不足を補いながら、よりつ

する、
『バランスの悪さ』という特徴」をもって

まずきやすい子どもも包括できる教育環境を整

おり、
「人とのかかわり方にも、遅れや困難をも

え、全ての子どもたちがうまく協働していくこ

ちがち」であるといわれる。そのため、周囲と

とを可能にしていかなければならない、という

うまくコミュニケーションをとり、楽しく活動

ことになる。

できるためには何らかの支援を必要とする場合

そこで、現在、
「人との関わり方」に何らかの

があり、そのような力を伸ばすためには個々の

支援が必要であると思われている子どもとその

特性に応じた方法で身につけさせていくことが

学級集団に対しての学校園での実際の対応や指

必要となる。これまでも特別支援学校において

導方法等を把握し、取組が進んでいる面と今後

は、人との関わり方について個々の特性に応じ

の課題について明らかにすることで、全ての子

た教育実践が行われてきたが、平成21年3月に告

どもが豊かに関 わり合 う力を伸ばすた めの指

示された特別支援学校学習指導要領 12）の自立活

導・支援の在り方を検討していきたい。

動の区分には、発達障がいのある子どもたちへ

Ⅰでは、研究の目的と方法について示し、Ⅱ

の支援をふまえ、
「人間関係の形成」が追加され

では、ソーシャルスキルに関する先行研究を概

た。

観、そしてⅢでは、大阪市立小学校 34 校への調

一方、通常学級に在籍する子どもについては、
平成24年12月に文部科学省から、
「 通常の学級に

査結果について報告し、最後に、考察とまとめ
をもって本研究の報告とする。

在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的

※「障害」の表記については、大阪市においては平成 24 年９
月より「障がい」と記すこととしている。ただし、法律名称
や固有名詞などについてはこの限りではない。文献からの引
用個所についても原文のままとする。

支援を必要とする児童生徒に関する調査結果に
ついて」13） が報告され、小・中学校の通常学級
において6.5％の児童生徒が学習面・行動面にお
いて著しい困難を示していることが明らかにな
っている。これはあくまでも発達障がいの可能

Ⅰ
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性のある割合であって、発達障がいであると診

１

目的

断された児童生徒の割合ではないことに留意す

近年、子どもの人との関わり方について、そ
-2-

の経験不足や難しさが指摘されている中、支援

いのある子どもにより分かりやすく教えるため

者、支援機関等の間では、ソーシャルスキルの

にも、
「スキル化」して教えることが有効といわ

指導の必要性を示す言葉や取組などが散見され

れている。

る。ソーシャルスキルの指導は、従来、特別支

そこで、本研究では、人との関わり方をソー

援教育においては、人との関わり方に課題のあ

シャルスキルとして捉え、先行研究に基づいて、

る子どもや自立に向けての取組の中で実践され

学校での取組の現状を明らかにし、人との関わ

てきており、現在は、通常学級における子ども

り方の指導や支援の在り方について次の２点を

たちの人との関わりの不十分さや経験不足への

明確にすることを目的とする。

対応、そして集団づくりのためのアプローチの

①学校で現在、
「人との関わり方」が気になる子

一つとしてさらに注目を集めている。

どもがどの程度存在し、実際、その子どもや、

人との関わり方は、本来、人が、乳児期から

子どもを取り巻く学級集団に対し、どのよう

始まる他者との様々な相互作用の中で身につけ

な対応や指導が行われているのか。

ていくものとされる。しかしながら現代の子ど

②①について、進んでいる取組と課題、そして、

もたちの経験不足への対応、また発達障がいな

今後の効果的な取組の在り方。

どの特性のある子どもへの適切な対応をふまえ

本研究によって明らかになったことから、効

ると、より発達に即して系統的に学ばせていく

果的な指導プログラムの組み立て、効果検証、

ことが必要である。

そして情報発信へとつなげていきたい。

従って、実態把握に基づいた目標設定や、指
２

導者間の評価基準の共通理解、指導方法の明確
化などが求められるのである。

方法
大阪市の小学校への調査研究をもとに考察す

ところが、人との関わり方というものは個人

る。その理由は、中学校、高等学校段階の子ど

の特性、取り巻く環境、生活背景、これまでの

もにとってはソーシャルスキルの課題と、より

経験、価値観などにも影響される。つまり、人

複雑な友人関係の広がり、学業と進路の問題な

との関わり方は、意識して具体的に教えていく

ど、様々な課題が輻輳してくるため、まずは対

必要があるにもかかわらず、あらためて指導す

人的態度が固定化しはじめ、多様なつまずき方

るとなると、一様には捉えにくいものであるた

が明らかになってくるといわれている年代を捉

め、指導の困難さを感じやすいのではないかと

えて、指導の在り方を検討していく。

考えられる。

研究の手続きは以下のとおりである。

これらのことから、学校では、人との関わり

(1)ソーシャルスキルに関する先行研究の

方について日常的に色々なアプローチは試みな

概観

がらも、継続的で効果的な指導を組み立てるこ

①ソーシャルスキルの概念

とが難しい現状があるのではないかと考えてい

②ソーシャルスキルの指導について

る。

③ソーシャルスキル指導についての課題と展

相川（2010）は「曖昧な部分も大いに含む人

望

間関係の問題を、具体的に教えることができる

(2)調査研究

かたちに変換」する作業を、
「スキル化」と呼ん

①大阪市立小学校へのアンケート（「人との

でいる

14）

。人との関わり方を、現代の子どもた

関わり方が気になる子ども」の人数）

ちに意識して学ばせるためにも、また発達障が

②同上アンケートをもとにした聞き取り調査
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（実際の指導等について）

て何らかの社会的不適応を起こしている人を対

なお、調査結果の分析については、様々な校

象とした治療法として発展し、行動療法・アサ

種の教員に研究協力委員として協力を得、それ

ーショントレーニング・認知療法など様々な治

ぞれが指導する子どもの発達段階や障がいの状

療技法が盛んになる。やがて、幼少期の社会的

況をふまえた視点から考察を深めていきたい。

スキルの不足は将来の社会適応に影響を与える、
という考え方から、予防開発的アプローチとし

Ⅱ

ソーシャルスキルとは

て、子どもの教育へ適用されたということがい

１

ソーシャルスキルの概念

われている。

ソーシャルスキル（social skills）は「社会

一方、子どもの SST は米国を中心として 1970

的技能」
「社会的スキル」とも訳され、用語とし

年代後半に始まり、1980 年代になって飛躍的に

ては幅広い専門領域（教育、社会心理学、発達

実践数が増えた。また、特別な教育的ニーズが

心理学、臨床心理学、精神医学など）にわたっ

必要な子どもに対する支援方法としてもさかん

て使用されている。ソーシャルスキル研究の源

に活用されている。

流は、学習理論の応用によって発展した行動療

このように、教育の分野でもすでに実践研究

法にあるといわれている。特に、精神医学や臨

が進められてきている SST であるが、ソーシャ

床心理学において、ソーシャルスキルトレーニ

ルスキルの定義については、それが表す能力の

ング（Social Skill(s) Training：以下 SST）

範囲、スキルを構成する要素、またスキルを測

が治療技術として発展してきたが、現在では、

る尺度についても様々であり、研究者の間でも

予防開発的アプローチとして教育現場での研究

一致していない（渡辺 1996）16）。理由としては、

が進んでいる。

まずソーシャルスキルが様々な研究領域にまた

戸ヶ崎・佐藤（2010）15） によれば、米国を中

がる概念でありその研究領域によって重視され

心として 1970 年代後半に始まった SST であるが、

る行動レベルが異なること、また、その概念は、

その萌芽は 1950 年代頃であり、「オペラント条

「心理学のほかの概念、たとえば知能、パーソ

件付け」など、欧米において社会的行動の改善

ナリティ、言語、非言語的行動、認知などの概

をねらいとして用いられていた技法に始まると

念を基礎として、そのうえに成り立つ、複雑で

されている。「オペラント条件づけ（強化法）」

豊富な内容」
（ 相川 2000）17）を持っていること、

の考え方では、人や動物が、ある行動をしたら

そして、ソーシャルスキルは他者との相互作用

ある結果が引き起こされることを学ぶと、その

という複雑なプロセスを問題としていることか

結果を得るためにその行動を繰り返す。これを

ら「一連のプロセスのうち、どこを強調するか

社会的行動にあてはめると、ポジティブな社会

によって、様々な社会的スキルの定義が成立」

的行動が生じた場合に、それに随伴して、賞賛

18）

や注目を与える手続き（社会的強化を与える）

することなどが挙げられる。

このように共通した捉え方が難しいソーシャ

によって、そのポジティブな行動が身につくと

ルスキルであるが、

いうことになる。人との関わり方は学習によっ

・ソーシャルスキルは学習によって獲得され

て身につけることができるという重要な視点が

る（適切な形に学習しなおせばよい）

生まれたのである。

・観察可能な具体的な行動として捉える（具

このような考え方のもと、SST が、精神障が

体的な行動レベルで学習できる）

いのための治療法、また社会的スキルが不足し

という考え方
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19）

が基盤にあることは同じであ

る。この捉え方によって、人間関係につまずく

的な過程」とし、
「社会的スキルの生起過程モデ

子どもは救われる。人との関わり方は、個人の

ル改訂版」を示した

能力や性格のせいばかりではなく、環境との相

ャルスキルを循環過程と捉え、その過程を、
「相

互作用でそのように学習したという現在の様子

手の反応の解読過程」
「 対人目標と対人反応の決

であり、これから学習しなおすことが可能だか

定過程」「感情の統制過程」「対人反応の実行過

らである。そして何よりも、指導者側が、その

程」の循環として表している。そして、それら

子どもの行動のうまくいかないことばかりに注

の過程のベースには「社会的スキーマ」がある。

目して正そうとする発想を転換し、環境の調整、

「社会的スキーマ」とは、
「人が社会的事象につ

より望ましい行動の具体的で肯定的な提示、ま

いての情報を知覚し、記憶した結果できあがっ

たその実行により明るい希望と賞賛を与えるこ

たもので、社会的事象についての情報を処理す

とができる考え方だからである。

るときや、社会的事象について推論するときの

2000 年以降の研究者等による定義の例を以

27）

。そのモデルではソーシ

認知的枠組み」であり、
「それぞれの過程におい

下にあげる。

て、認知的な枠組みとしての機能を果たすと同
時に、各過程の結果の影響を受けて、それ自体

・
「社会生活や対人関係を営んでいくために、必

変容するもの」であるとしている。

要とされる技能」（上野・岡田 2006） 20)

この捉え方は、ソーシャルスキルを単なる表

・
「対人関係を円滑に運ぶための知識とそれに裏

面的な行動だけでなく、認知、感情を含んだス

打ちされた具体的な技術やコツのこと」（佐

キルとしている。東海林・安達ら（2012）28)も、

藤・金山 2006） 21)

ソーシャルスキルを、
「行動（記号化）、認知（解

・「対人関係を営む知識と技術」（河村・品田・

読）、感情（統制）＋意思決定の循環と捉え、相

藤村 2007） 22)

川の「社会的スキルの生起過程モデル」の考え

・
「人との対人関係上、じょうずに振る舞ってい

方とほぼ一致していると述べている。ソーシャ

くための技能」（井澤 2008） 23)

ルスキルは人間関係を計測可能な具体的行動に

・
「社会の中で他人と交わり共に生活していくた

置き換えて捉えるものであるが、その内容は、

めの能力」（阿部 2009） 24)

単に表面的な行動だけではなく認知や感情も含

・
「直接的コミュニケーションに必要な基礎的行

むものであるというところでは、現在の研究に

動から、まわりから受け入れられるために必

おいてほぼ一致しており、様々な実践プログラ

要な実用的行動までを含む対人コミュニケー

ムも概ねそのような組み立てがなされている。

ション行動を適切に行うために必要な、認知

「社会的スキルの生起過程モデル改訂版」は、

的、感情的、行動的技能」（安達 2013） 25)

ソーシャルスキルのベースとなる「社会的スキ
ーマ」、他者とのやり取りの中でのフィードバッ

なお、文部科学省の生徒指導提要（2010）では、

ク、認知処理過程と学習、といういくつかのポ

「仲間関係を円滑に進め、維持していくための

イントから、発達障がいの可能性のある子ども

能力（ソーシャルスキル）」とされている

26）

。

たちのつまずきと支援を考える上で理解しやす

相川（2000）は、
「社会的スキルとは、対人場

いと考えられる。

面において、個人が相手の反応を解読し、それ

このことを、このモデルと、井澤（2010）が

に応じて対人目標と対人反応を決定し、感情を

応用行動分析の枠組みを用いて示した「発達障

統制したうえで対人反応を実行するまでの循環

害児・者における社会的コミュニケーション行
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動の理解・支援の枠組み」29） を合わせて考えて

ものとしながら、その指導領域には、学校生活

みる。発達障がいのある子どもは、ある状況で

を送るための基本的な生活スキルや学習の基盤

「先行刺激」を受けた時、それが意味している

となるアカデミックスキルを含めているものが

ことの解読でつまずいたり、固執性や衝動性な

でてきている

31)

。

どの阻害要因によって、適切に行動できなかっ

初期の SST は、
「表情」など人に対する反応の

たり、他者からのフィードバックをうまく受け

ところのみをトレーニング対象としていたが、

取れなかったりする。そのようなことから、更

徐々にソーシャルスキルの概念が拡大され、現

なる悪循環を生み、その子どもの対人的態度の

在ではより思考や感情などの認知的側面を対象

ベース（「社会的スキーマ」）をさらに固定化し

とするようになった。

てしまうのである。

相川の「社会的スキルの生起過程モデル改訂

本研究では、ソーシャルスキルを「人との上

版」でいえば、
「対人反応の実行」過程ばかりで

手な関わり方」とし、その概念の捉え方につい

はなく、
「相手の反応の解読」
「対人目標の決定」

ては、特別支援教育の視点をふまえながら「社

「感情の統制」
「対人反応の決定」というそれぞ

会的スキルの生起過程モデル改訂版」に基づい

れの過程もトレーニングの対象となる。

て、その子どもが生まれてから今までの間に形

以下に、現在、市販されているいくつかの SST
32）

成した認知の枠組みとしての「社会的スキーマ」

の実践実例集等

からソーシャルスキルの構

と、対人反応の過程の全てを含むものとする。

成要素について整理してみる。（表１）

ソーシャルスキルが示す内容の範囲は、その

なお、それぞれの要素が表す具体的な行動や

目的や考え方によって違いがある。例えば WHO

能力について、同じ要素の同じ呼び名であって

が挙げているライフスキルは「自己認識のスキ

も、それが含む具体的な行動や能力は一致して

ル」「共感性のスキル」「効果的コミュニケーシ

いないこともあることに留意が必要である。

ョンスキル」「対人関係スキル」「意思決定スキ

河村（2007）は、子どもにとって、対人関係

ル」「問題解決スキル」「創造的思考ができるス

のスキルの前提には、
「学校生活スキル」と「集

キル」「批判的思考スキル」「感情対処スキル」

団活動のスキル」が身についていることとして

「ストレス対処スキル」の 10 項目である。これ

いる

らのうち「創造的思考ができるスキル」
「批判的

践教材集では、「学習姿勢」「生活」をスキル領

思考スキル」以外の８つは、ソーシャルスキル

域に挙げ、「着席する」「並ぶ」「移動する」「 身

のスキル領域として主な研究や指導プログラム

だ しなみ」「持ち物管理」「時間・スケジュー

が挙げているものに、概ね一致する。

ル管理」などの内容をターゲットスキルとして

井澤(2008)は、ソーシャルスキルは大きく捉
えると

33)

。また、岡田ら（2014）が示している実

挙げている

対人関係上における相互作用に必要と

34)

。

学齢期の子どもにとっては、学校でスムーズ

なるスキル および 基本的な社会生活スキル

に活動できるスキルと対人関係のスキルは関連

とするも、前者の意味（対人関係）に限定する

しており、例えば、いくら人当たりが良くても、

としている

30)

。今日、様々な研究の中でソーシ

度々、係の役割をさぼっていては友だちとの関

ャルスキルとして捉えられている範囲はこの考

係は築けなくなり、学習場面でスムーズな活動

えにほぼ一致していると思われる。

がしにくいと、周りから勝手なことをする子ど

ただし、近年、学級集団での SST プログラム

もだと思われて孤立してしまうこともありうる。

の中では、ソーシャルスキルを対人関係を扱う
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表１
対人マナー

状況理解・こころ
の理論

集団参加

役割遂行

感情のコントロー
ル
行動のコントロー
ル

ソーシャルスキル／ＳＳＴの構成要素

自己認知スキル
コミュニケーショ
ン態度・やりとり
の流暢さ

例

集団参加行動

あいさつに

領域

関するスキル

言語的コミュニ
ケーション領域

自己認知スキル

ノンバーバル

非言語的コミュ

相互理解のための

コミュニケーショ

ニケーション

言葉・表現

ン

領域

スキル

相手の立場や気持
ちの理解

集団参加

提案・助言

仲間関係の維持

共感的態度

聞く

適切な自己主張

コミュニケーショ
ン

仲間関係

相互理解のための

情緒的行動領域

気持ち認知スキル

情緒・自己

セルフコントロー

自己他者認知

ル／マネジメント

領域

生活

スキル
コミュニケーショ

ルール理解

仲間関係の開始

学習態勢

ンスキル

話す
アサーション
話し合い
「自立のためのチ

『U‑SST』「ソーシ

『実践ソーシャル

ェックリスト項目

『LD・ADHD へのソ

ャルスキルワーク

スキルマニュア

（ソーシャルスキ

ーシャルスキルト

で育成する6つの

ル』（上野・岡田

ル編）」（LD 発達

レーニング』（小

スキル」（NPO法人

2006)

相談センターかな

貫他 2004）

星槎教育研究所

がわ 2010）

２

2009）

サポートするソー
シャルスキルトレ
ーニング実践教材
集』
（岡田他 2014）

動が他者にどのように捉えられるのか予測する

ソーシャルスキルの指導について

(1)

『特別支援教育を

子どもの実態を捉える（アセスメント）

ことが可能になる。また、社会的役割、すなわ

①子どもの発達段階

ち自分にその場で求められている言動が理解で

ソーシャルスキルの獲得には、子どもの認知

き、それを踏まえて行動できるようになる。

能力や言語の発達が大きく関与している。子ど

また、５歳くらいに獲得するとされる「心の
36)

もは幼児期の「自己中心的思考」から、小学生

理論」も、対人行動に大きく関わる

になると徐々に論理的な思考ができるようにな

スペクトラムの子どもの場合、他者心理の理解

り、対人場面でも相手の視点に立ったものの考

がしにくいという特徴があるため、ソーシャル

え方ができるようになる

35)

。そして、自分の言

スキルに困難を示す場合がある。
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。自閉症

また、ソーシャルスキルの発達は、人間関係

・（気分が高まりやすい場合は）クールダウ

の広がりに伴って更に発達することから、人と

ンできる場所を確保等

の関わり方につまずきがあれば、友だちや周囲
の大人からのモデリングが難しくなり、これら

社会性の困難
・相手と注意を共有（ジョイントアテンション）

が悪循環となっている。

しにくい

学習指導要領は、子どもの発達に沿って編成

・他者の気持ちを察する（心の理論）ことが難

されていることから、国語（言語）、算数（論理

しい

的思考）、道徳（人との関わり）などの内容から、

【対応】

子どもの定型発達と照らし合わせることができ

・目に見えないもの（相手の気持ちや、物事

る。

の因果関係、ルールやするべき事柄等）
を理解しやすいよう視覚化・構造化する

②子どもの特性（発達や認知）

・場の状況を理解しやすいよう整理するよう

子どもの特性により、指導の在り方は異なる

な関わり

ことは言うまでもない。ここでは、発達や認知

こだわり・切り替えの困難

の特性とともに、それに対する基本的な指導の

・感じ方や考え方に柔軟性がとぼしい、変化が

在り方を付記する

37）

。

苦手、感覚過敏やこだわり

知的発達の困難

【対応】

・理解力・言語能力などに弱さがある

・見通しを持たせる、パターンやスケジュー

→状況把握が苦手、考えをまとめたり伝えた

ルを示して、安心できるようにする。

りすることが苦手

・一定の理解を示しながら、集団生活を過ご

【対応】

しやすく配慮する。

・生活面や自立をめざした課題を設定する

情緒の不安定

・目標をスモールステップ化し、より具体的

・いじめられ体験や、愛着形成に支障があった

に指導する

り、叱責を受け続けてきた子どもなど

認知の偏りや言語能力の困難

→集団行動や人間関係につまずきやすく

・学習面のつまずき、言語表現力の弱さ

なることがある。

→自信喪失、上手にコミュニケーションがと

【対応】

りにくい等

・ソーシャルスキル指導だけでなく、 医療

【対応】

面・心理面のケア

・苦手さへの配慮
・自己表現や集団参加に自信が持てるような

③アセスメント

スキル指導

丁寧な行動観察から得られたことを、客観化

不注意・衝動性

し、共有化できることは大切である。そのため

・ミスや不適応行動を起こしやすい

にアセスメントツールを活用することが効果的

【対応】

である。例えば、標準化されたツールとしては、

・集中しやすい環境設定

・「ソーシャルスキル尺度

・肯定的評価をたくさんする

小学生用」 38）

※他者評定
・「小学生用社会的スキル尺度」 39） ※自己評定

・ルールを事前に明示する
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・「S‑M 社会生活能力検査」「旭出式社会適応ス

ル、授業遂行能力、着席行動、人に依頼する、

キル検査」（社会生活能力・社会適応能力）

上手な断り方、自己紹介、約束を守る、適切な

・
「MAS（問題行動動機スケール）」40）（子どもの

声の出し方など」があると報告されている。

行動の機能を捉える）

また、下田（2013）の調査

43）

によれば、同

などがある。また、標準化されたものではない

じく 2012 年までに報告された小学校における

が、カリキュラムベースのチェックリストとし

CSST（Classroombased SST）の実践研究論文 33

て、
「社会性チェックリスト（子どもの状態の確

編のうち、ターゲットスキルとして多かったも

認）」（小貫ら 2004） 41） などもある。

のは「言葉がけ」「傾聴」「上手な断り方」であ

ただし、これらのアセスメントツールを活用

った。

するには、子どもの発達特性や認知特性を明ら

これらは、普段、学校生活の中で日常的に子

かにしておくことが前提となる。すなわち、以

どもへ指導している事柄でもあり、そのニーズ

下に挙げるような検査法を援用することが必要

が高く汎用性もあるスキルだといえる。このよ

となるであろう。

うなスキルを身に付けるためには、どのように

・「新版 K 式発達検査 2001」

指導するのか、その方法を明らかにすることが

・「WISC‑Ⅳ」

求められる。

・「KABC‑Ⅱ」
・「DN‑CAS」

(3)

・「PVT‑R（絵画語い検査）」

①指導形態

・「DAM（グッドイナフ人物画検査）」

指導法

ソーシャルスキルの指導は、治療や療育の場

加えて、子どもが属する学級集団についてのア

面では、個別、あるいは同じ課題をもった小集

セスメントが必要である場合には、

団で行われることが多い。学校教育においては、

・「学級集団アセスメント Q‑U」(河村 1999)

これに加えて学級集団等での指導が行われてい

なども考えられる。

る。グループ化については、同じ課題を持つ子
どもによる編成が効果的ともいわれているが、

(2)

ターゲットスキルについて

学校ではそのような編成がしにくい面がある。

ソーシャルスキルを構成する要素の分類の仕

近 年 で は 、 学 級 集 団 で 行 う SST(CSST ：

方は前述（p.５）の通り、研究者によって様々

Classroombased SST,Classroom SST)のみならず、

であるが、具体的なターゲットスキル（指導の

学校規模で行う SST（SSST：Schoolwide SST）

ねらいとするスキル）については、共通すると

の実践もみられる。

ころも多い。

その指導においては、エクササイズやゲーム

2012 年までの子どものソーシャルスキルに

を通しての「活動型」、モデリングやロールプレ

関する 45 本の実践研究を概観した守谷（2012）

イなどによる「教授型」、また、クラスで生じた

の調査

42）

によると、SST の具体的なターゲット

問題やエピソードをとらえての「機会利用型」
44)

スキルの例として、「イライラのコントロール、

などがある

感情認知、あたたかな言葉がけ、上手な話の聞

どもが属する集団 SST と合わせて行うことの必

き方、自分の気持ちの伝え方、仲間への入り方、

要性が研究者らによって強く主張されている。

コミュニケーション能力、自己認知、他者認知、

前述の下田（2013）の調査によれば、2012 年

ルールに従って行動する、衝動性のコントロー

までに報告された小学校における CSST の実践
-9-

。個別の SST だけでなく、その子

研究論文 33 編のうち、ソーシャルスキルの向上

せるといった指導法が展開されている。

については、ほぼ全ての研究で肯定的な評価が

単独の例として、
「アサーション・トレーニン

みられたが、スキルの般化・定着が課題として

グ」、「アンガーマネジメント」などが挙げられ

挙げられている報告もある。

る。一例としては、前述のターゲットスキルの

これを解決するための一つとして、できるだ
け学校生活の中で無理なく継続して取り組める

中で挙げた「上手な断り方」
「イライラのコント
ロール」などがこれに相当する。

SST についての研究も行われている。例えば、

また、集団で行う SST プログラムの中には、

曽山・武内（2011）は、小学校で週４回帰りの

例えば、構成的グループエンカウンター

会 15 分間の SST ショートプログラムを行い、通

（Structured Group Encounter：SGE）のエクサ

常学級における「気になる子ども」の学級適応

サイズを応用して SST に組み込んでいるものが

に効果があったことを報告している

45）

。

少なからずある（例「あたたかな言葉がけ」等）。

また、曽山（2012）はユニバーサルデザイン

SGE は、SST とは同じように心理学をベースにし

に基づいた授業が発達障がい児の学級適応の度

ながらも、そのめざすところは「ふれあいと自

合いを高めるという研究結果も示している

46)

。

他発見」として少し異なってはいるが、SST の

更に、特設した時間を用いずに CSST を授業や

中の、感情への気づき、自他の理解などいくつ

学校生活の中に組み込んで指導していく方法も

かの要素に共通するところがあり、それをエク

紹介されている。河村（2014）は「（前略）…そ

ササイズの中で体験的に学んでいくことが求め

の各時期に目標となるソーシャルスキルを設定

られている。現代の子どもたちの人と関わる体

して、授業の中で、学級活動・朝・帰りの会の

験の不足を補うために、構造化した場を設定す

中で、係活動の中で、掃除・給食の時間の中で、

るという意味は大きい。

そのソーシャルスキルが定着するように、意識

他の集団活動としては、ピアサポート（Peer

して学習する場面を盛り込んでいく」、つまり、

Support）、インプロ（Impro）などの手法を SST

「本来の活動の一部の時間に SST をうまく取り

の一環として実践している例もある。

入れる」ことが有効であると述べている

47)

。

また、誤学習によって獲得された不適切な行

これらは、従来の学級（学校）経営の中でも

動を、応用行動分析学の視点から、適切な行動

行ってきたことではあるが、その方法は、より

へと指導していく手法が多くとられている。そ

丁寧で、どの子どもにも分かりやすく、指導者

の一例として、トークンエコノミー法などによ

間でも共通理解しやすい方法であることが求め

り、行動を調整する方法が行われている。

られている。

加えて、自閉症スペクトラムの子どもに分か

特別な配慮が必要な子どもへの個別の SST と

りやすくソーシャルスキルを指導するワークブ

その子どもが在籍する通常学級の SST を組み合

ックや絵本なども市販されている。キャロル・

わせて行った実践研究も進められてきており、

グレイ（Carol Gray）が開発した『ソーシャル

効果をあげている（祐川 2011 等） 48）。

ストーリー TM』49）、
『コミック会話』50） などを用
いた指導法もある。

②様々な指導法
教育における SST は、子どものソーシャルス

３

キルへのアプローチとして、様々な指導法を単
独に行う、あるいはいくつかの方法を組み合わ

ソーシャルスキルの指導についての課題と
展望

(1)
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課題

学校教育における SST の限界として、相川

の捉え方に届くアプローチでなければその子ど

（2010）は、教える側にも教わる側にも制限が

もの苦しみや困惑に真にせまることはできにく

あること（学校という限られた場や制度の中で

い。それは本人にとっては苦行となり、その子

互いの立場の範囲内でできること、それぞれの

どもなりの生き方を尊重することにはならず、

生活背景や特性やこれまで学んできたことの差

子どもを環境の側に無理に適応させるという目

など）、人間関係全てをスキル化することは無理

的に代わってしまう。

であること、般化と維持の難しさ、の３点を挙
げている

51)

。

よって、集団のソーシャルスキルを高める前
には、その前提となる整えられた安心できる教

また、曽山（2011）は、
「学校現場において今、

室環境が必要であり、特別なニーズのある子ど

必要度が高く、効果検証が進められてきている

もに対しては、まず深い理解の上に立った配慮

SST であるが、教師が感じる多忙感ゆえに、導

をすることが大切である。そして、配慮だけで

入・実施に躊躇するという声も、巡回相談の機

は十分でない子どもについては特性に応じた個

会に耳にすることが多い。」と述べている

52)

。

別のアプローチが必要である。よって、その子

加えて、前述のとおり、ソーシャルスキルの

どもが必要としている支援がどの段階にあるの

アセスメントツールが現状では整理されていな

かを見極めなければならない。そして、必要に

いという問題もある（安達 2013） 53)。

応じて、様々な手立てを組み合わせていくこと

更に、多くの研究者は、個別あるいは小集団

が必要である。

でソーシャルスキルを学んだとしても、学級集

子どもにはすでにその時点までに学習して身

団の中にそのスキルが浸透していなければ、練

につけた対人態度があり、それを変容させるた

習したことがうまく受け入れられず、強化され

めには新たな学習が必要である。同時に、さら

ないこと、そして、通常学級で SST が行われる

なる誤学習を起こしにくく、新しい内容を取り

場合、発達障がいの子どもたちにも分かりやす

入れやすくすることが大切である。

く配慮されたものになる必要があることを指摘
している。

これらのことから、特別支援教育を活かした
ソーシャルスキルの指導について必要な条件を
以下にまとめてみる。

(2)

今後の展望

・安心して参加できること

斎藤（2012）は、
「SST の前提は、あえて意識
する必要がないほど安定した日常への信頼感」
であるとしている

・客観的な実態把握の必要性
・指導者側が共通理解して取り組めるねらいや

54）

。可能な限り全ての子ども

手立て

にとって不利益のないやさしい環境が保証され

・全ての子どもにとって分かりやすいこと

ていればこそ、必要以上の配慮がなくても個々

・全ての子どもに新たに学べる機会があること

の持てる力を発揮しながら人との関わり合いを

・学校生活の中に組み込みやすく継続しやすい

育んでいける。
「 信頼関係のないところでは何を

こと

やっても無意味ですし、劣悪な環境をそのまま

・より特性に応じた手立て

にして子どもたちだけを強化するようなアプロ

これらのことが、学校でいかにして取り組める

ーチは必ず失敗します。」 55）

かを考えていくことが大切である。

望ましい行動を教え、感情や行動のコントロ

この考え方は、まさにユニバーサルデザイン

ールを教えたとしても、その子ども特有の物事

そのものであると理解できる。個々に望まれる
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わり方を指導するための有効な方法である。

環境をいかに整備・調整するかがポイントでは
ないだろうか。

・ソーシャルスキルのベースは行動理論であり、
学習して身につけることができる。

４

先行研究についてのまとめ

・ソーシャルスキルは、周りの環境との相互作

ソーシャルスキルに関する先行研究を概観し

用の中で学習していくものであることから、

てみると、以下のように集約できる。

教室環境の調整、分かりやすい学校生活のル

・ソーシャルスキルは、行動理論に基づいてお

ール、参加しやすく分かりやすい授業、認め

り、学習して身につけることができる。人と

合い支え合えるあたたかな集団づくりが、人

の関わり方という曖昧なものを、具体的で捉

との関わりを育むうえで重要な基盤となる。

えやすいものにして学ぶことができる。

・人との関わり方が気になる子どもの支援には、

・ソーシャルスキルの定義や範囲、要素は様々

その子どもへの直接的な指導だけでなく、そ

であるが、ニーズに応じて、多面的に指導目

の子どもが属する集団の人と関わる力を高め

標を組み立てることができる。

ることが大切である。

・指導の組み立てのためには、子どもの発達段

・人との関わり方が気になる子どもが、周りと

階、特性などをふまえること、実際の人との

の関係において悪循環に陥って自尊感情を低

関わりの場面での具体的なつまずきを把握す

下させたり、また更なる誤学習を重ねたりし

る必要がある。

ないためにも、必要に応じて配慮と工夫が必

・ターゲットスキルには、普段何気なく言葉で

要である。

指導していることがたくさん含まれている。

・特性に応じた指導のポイントとしては、より

一見、当たり前のことを、どう構造化して、

具体化、視覚化、パターン化して教えていく

体験的に身につけさせるかが大切である。

ことが有効である。また、行動の機能をふま

・個別の SST とともに、集団の SST が大切であ
る。

えて指導することも有効である。
・必要に応じて専門家チームなどと連携し、よ

・集団の SST は、人との関わり方が気になる子

り多面的に、深く、子どもの実態を捉えて支

どもの集団適応に一定の効果をあげている。
・学校で取り組みやすく効果的な方法を考えて

援を組み立てていく。
ソーシャルスキルの学習を進める上で、それが

いく必要がある。

一方的な指導とならないよう、子どものありの

上記の点から、指導上、重要なポイントを以

ままの姿を尊重しながら、人との関わりは楽し

下に示す。

いものだと思えるように支援していくことを大

・全ての子どもには人との関わり方に関して何

事にしたい。

かしらの教育的ニーズがある。

以上、先行研究の知見および指導上の要点か

・子どものニーズをアセスメントし、それに応
じた支援を行うことが大切である。

ら、筆者は以下の７観点に集約してみた。
・アセスメント

・発達の遅れや特性に偏りがある子どもは人と

・教室環境と授業のユニバーサルデザイン

の関わり方につまずきやすいため、発達段階

・学級集団への取組

や認知特性を把握したうえで、その子どもの

・個への配慮

特性に応じた配慮や指導を行う必要がある。

・他児との関係の調整

・ソーシャルスキルの指導は、人との上手な関

・個への具体的な指導
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・相談機関の利用

等の実態把握が十分にできていないことが考え

なお、この７観点は、本研究で、小学校を対象

られるためである。

に聞き取り調査結果を集約する上で取りまとめ
たものである。次章（Ⅲ）では、その調査結果

(4)

について報告する。

内容

質問内容は次の２点である。
①平成 25 年度の校内委員会で話し合われた児

Ⅲ
１

(1)

小学校における「人との関わり方が気にな

童の中で、人との関わり方が気になる児童は

る子どもへの指導についての調査」

いたか（学年、性別、通常学級または特別支

予備調査「人との関わり方が気になる子ど

援学級在籍ごとに人数を記入。
「気になる」基

もについてのアンケート」（アンケートで

準については、作成した「気になる面 15 項目

は児童を「子ども」と表記している）

（ア〜ソ）」を参考とする。）

目的

②①で挙げた児童の「人との関わり方」につい

「人との関わり方が気になる」児童について

て、どのような面が気になるか。（「気になる

それぞれの学校がどの程度の人数を把握してい

面 15 項目」の中からあてはまる全てを選択す

るのか、またどのような面が気になるのかにつ

る。）

いて調査し、その対応についての聞き取り調査

「気になる面 15 項目（ア〜ソ）」は次の通りで

につなげる。

ある。

(2)

ア

方法

大阪市小学校教育研究会の協力を得て、大阪
市立の小学校全 298 校のうち 34 校にアンケート

他人の言動を、自分に対して悪意があるよ
うに思いこんでしまうことがよくある。

イ

人の視線を過剰に気にして、活動に参加し

を実施した。協力校 34 校の所在地域や規模等に

にくかったり、発言ができにくかったりす

ついてはランダムであり、大阪市 24 区のうち、

る。

17 区で各区１〜３校にアンケートを行った。

ウ

回答のベースとなる情報については、各校の
特別支援教育校内委員会（学校によって校内委

ぐわない言動がある。
エ

員会の呼称は異なる場合がある。以後、校内委
員会と記す）で把握している内容であるため、

その場の雰囲気や状況、相手の気持ちにそ

言葉どおりに受けとめすぎたり、微妙な意
味の違いに気付きにくい。

オ

管理職が、特別支援教育コーディネーター（以

自分の思いをうまく表現したり、嫌なこと
を断ったりすることが難しい。

後、コーディネーターと記す）とともに情報を

カ

人の話を落ち着いて聞くことが難しい。

確認して記入する。

キ

人の注意をひいたり、活動を邪魔したりす
る行動が頻繁にある。

(3)

対象

ク

小学校 34 校全児童 11991 名（平成 25 年５月
1 日現在）の中から、昨年度（平成 25 年度）、

他人との距離感がとりにくい（近づきすぎ
る、誰にでも馴れ馴れしすぎるなど）。

ケ

他人に関心がないようにみえ、自分から話

各校の校内委員会で話し合われた児童を対象と

し かけ た り 一緒 に 楽 し ん だり す る 様子 が

する。なお、昨年度とした理由は、アンケート

みられない。

を実施する１学期末の段階では、今年度の児童

コ
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集団活動（班活動）などで協調性がみられ

ないことが多い。

なっていない。また、該当する項目を児童ごと

集団活動やあそびの場面で、ルールや順番、

に分けて選択するのではなく、その学校に在籍

約束を守らないことがよくある。

する「気になる」児童に該当するもの全てを選

シ

あいさつ、お礼、謝罪などができにくい。

択する方法とした。これについては、どの学年

ス

イライラすることが多かったり、カッとな

のどの児童がどの項目に該当するかが分からな

りやすかったりする。

いという難点がある。また今回の研究ではこれ

自分の考えにこだわり、なかなか他人の意

らの項目の統計的な信頼性を検証することはで

見を受け入れない。

きないため、この「気になる面 15 項目」は、あ

ことわりもなく、だしぬけな行動をとるこ

くまでも、気になる子どもの人数を把握するた

とがある。

めの参考の一つとしての利用にとどめる。

サ

セ
ソ

これら「気になる面 15 項目」作成では、まず

(5)

初めに、子どものソーシャルスキル、学校適応
に関する研究およびアセスメント尺度等

56）

結果

対象の 34 校全て回答を得ることができた。

か

ら、共通点を見出して 12 の要素に分類した（「他

①「人との関わり方が気になる」
（以下、文中で

者心理の理解」
「状況理解」
「集団参加」
「感情処

は「気になる」と記す）児童の人数について

理」「行動統制」「聞く」「表現する」「対人マナ

34 校全児童数 11991 名のうち、「気になる」

ー」「共感性」「役割遂行」「ルール理解・順守」

児童は 594 名であった。以下に、学年、性別、

「柔軟性」）。次に、各要素についての具体的行

通常学級あるいは特別支援学級在籍の別に集計

動例から、「気になる面 15 項目」を作成した。

した結果を、表２に示した。

12 の要素にあたる具体的行動例は 100 通り以

「気になる」児童の人数の割合等についてま

上あるが、設問数への配慮から 15 項目にまとめ

とめると、以下の通りであった。

た。各項目には複数のスキルのつまずき要因が

・
「気になる」児童の数は、全児童数の約５％（594

考えられるため、要素と項目は 1 対１対応には
表２

名）（図１）

大阪市立小学校 34 校における

「人との関わり方が気になる」児童の人数
（34 校全児童数 11991 人／平成 25 年 5 月現在）
学年

(全児童数)

通常学級在籍
男

特別支援学級在籍

女

男

小計（％）

女

１年

（1976）

53

7

24

10

94

(4.8)

２年

（1895）

45

14

25

9

93

(4.9)

３年

（1984）

54

9

22

9

94

(4.7)

４年

（2029）

60

17

21

9

107

(5.3)

５年

（1940）

50

28

21

6

105

(5.4)

６年

（2167）

49

24

19

9

101

(4.7)

（11991）

311

99

132

52

594

(5.0)

計
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・通常学級に在籍する児童に限定すると、全児
童数の約 3.4％（410 名）（図２）
・男女比

約３：１（443 名：151 名）（図３）

・学年別の人数には大きな差はなかった。ただ
し通常学級の女子に限定すれば、低学年より
高学年の方が２倍以上多い。（図４）

図２

平成 25 年度
34 校全児童数
11991 名

図１

ただし、学校によって、
「気になる」児童が全
校児童数に占める割合に差があった。割合が最
少の学校で約 0.5％、最多の学校では約 17.7％
であった。（図５）
②「気になる面 15 項目」についての回答
あては まる 児童 がい る 項目を 複数 回答 可で
選択した結果は次の通りである。（図６）

図３

図４
- 15 -

図５
ア

他人の言動を、自分に対して悪意があるよ

コ

うに思いこんでしまうことがよくある。

ないことが多い。（33 校）

（29 校）
イ

サ

人の視線を過剰に気にして、活動に参加し
にくかったり、発言ができにくかったりす

シ

その場の雰囲気や状況、相手の気持ちにそ

ス

言葉どおりに受けとめすぎたり、微妙な意

セ

自分の思いをうまく表現したり、嫌なこと

ソ

ク

人の話を落ち着いて聞くことが難しい。

前述の通り、この結果は気になる児童の人数
には対応していないので、児童数を表してはい

人の注意をひいたり、活動を邪魔したりす

ない。あくまでも、それぞれの気になる面に該

る行動が頻繁にある。（28 校）

当する児童がいる学校の数を示しているもので

他人との距離感がとりにくい（近づきすぎ

ある。

る、誰にでも馴れ馴れしすぎるなど）。

ケ

ことわりもなく、だしぬけな行動をとるこ
とがある。（24 校）

（30 校）
キ

自分の考えにこだわり、なかなか他人の意
見を受け入れない。（25 校）

を断ったりすることが難しい。（22 校）
カ

イライラすることが多かったり、カッとな
りやすかったりする。（26 校）

味の違いに気付きにくい。（17 校）
オ

あいさつ、お礼、謝罪などができにくい。
（11 校）

ぐわない言動がある。（33 校）
エ

集団活動やあそびの場面で、ルールや順番、
約束を守らないことがよくある。（29 校）

る。（13 校）
ウ

集団活動（班活動）などで協調性がみられ

８割以上（34 校中 28 校以上）の学校が選択

（12 校）

していた項目はア、ウ、カ、キ、コ、サの６項

他人に関心がないようにみえ、自分から話

目であった（図６★印）。特に、「ウ

し かけ た り 一緒 に 楽 し ん だり す る 様子 が

雰囲気や状況、相手の気持ちにそぐわない言動

みられない。（10 校）

がある。」「カ

- 16 -

その場の

人の話を落ち着いて聞くことが

図６
集団活動（班活動）などで協調

また、通常学級に在籍する「気になる」児童

性がみられないことが多い。」については、34

3.4％については、文部科学省の平成 24 年度「通

校中 30 校以上が選択していた。８割以上の学校

常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特

に、これらの面が気になる児童が存在し、校内

別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する

委員会で話し合われたり何らかの支援が必要と

調査」58） 結果（通常学級にいる発達障がいまた

考えられているということになる。ただし、
「人

は可能性のある子ども 6.5％、行動面 3.6％）に

との関わり方」が必ずしもその児童の主な課題

近いことから、
「人との関わり方」で気になる子

として捉えられているとは限らない。

どもは、通常学級に在籍する発達障がいの可能

難しい。」「コ

一方、３割に満たなかった項目は「ケ、他人
に関心がないようにみえ、自分から話しかけた

性のある特別な教育的支援を必要とする児童生
徒と重なる部分があると考えられる。

り一緒に楽しんだりする様子がみられない。」の
みであった。

次に、性別でみると、多くの研究が男子の比
率の高さを示しているように、本調査において
も同様の結果が示された。一方で、この結果を

(6)

考察

学年別に捉えてみると、通常学級在籍の女子児

「気になる」児童の全体における割合（５％）

童のみ、学年進行に伴い「気になる」人数が大

は、調査方法や内容の違いにより正確な比較は

きく増加していることが明らかになった。この

できないが、他の調査研究によって把握されて

結果について他の研究との類似点で捉えてみる。

いる数値と、全体としては大きくかけはなれる

前掲の佐賀県教育センターが行った調査結果の

ことはなかった。
（例えば、佐賀県教育センター

分析によれば、男子の落ち着きのなさ，友だち

の「集団への適応が難しい児童生徒の調査」

とのけんかやトラブルなどの行動は、学年が上

（2005） 57） においては小学校で 4.0％など）

がるにつれて減少する一方、女子は、一人で過
- 17 -

ごす、あまり話さないという状態が目立ち始め

になった。

る。また、相澤・本郷（2012）による小学校の

・様々な「気になる」面を抱えた児童が通常学

集団適応に関する研究

59）

でも、小学校 1 年生

において気になる「感情や行動のコントロール」

級の集団の中で日々関わり合っている
・困った状態が表面化するまで周りに気づかれ

（特に男子）については改善されていくかわり

ない児童が更に多くいる可能性がある

に、３年生になると「孤立性・自尊感情の低下」
「不登校傾向」が目立ってくることが明らかに

これらの結果から、改めて、人との関わり方

なっている。つまり、児童の「気になる」面は、

が気になる子どもへの対応の必要性が確認でき、

学年が上がるにつれ、教師にとって目に付きや

次の３点について、新たな組立によって指導を

すいものから、目立ちにくいものへと変化して

進めていくべきであると考える。

いくことが考えられるのである。

・より客観的できめ細かな気づきの得られるア

本調査については横断的調査であったことか

セスメント

ら、以下のように述べることが妥当であるかは

・実態に応じた配慮や指導方法

考慮する必要はあるが、学年が上がるごとに、

・特性のある子どもたち同士がスムーズに関わ

「気になる」児童や「気になる」面が変化して

り合えるような安心できる環境と学級集団づ

いる可能性はあると考えられる。このような変

くり

化の理由としては、目立つ面が落ち着くことに

これらをふまえ、次項では、現在、小学校で

よって、これまで目立たなかった面が顕在化す

実際に行われている対応・指導についての聞き

ること、子どもの社会性の発達に伴い対人関係

取り調査を行い、その結果を、前章（Ⅱ）であ

で求められるスキルが変化すること等が考えら

げた７つの観点、
（「アセスメント」
「教室環境と

れる。そのような場合、児童への対応は、問題

授業のユニバーサルデザイン」
「 学級集団への取

が顕著になってから開始されることとなる。

組」
「個への配慮」
「他児との関係の調整」
「個へ

次に、各校の「気になる」児童の割合が大き
く異なっていた要因について考える。

の具体的な指導」「相談機関の利用」）に整理す
ることを試みたい。

そもそも、
「気になる」面の現れ方は、学習環
境や人的環境など様々な条件に大きく左右され

２

聞き取り調査

るものであるが、それ以外にも、判断基準が明

(1)

目的

確でないことや、教員の気づきの視点の違い等

人との関わり方が気になる児童とその児童を

も影響していると考えられる。例えば、深い気

含む学級集団への対応と指導について、取組の

づきによって、多くの児童の「気になる」面を

現状と課題を整理する。

早期に発見できれば人数が多くなる。一方で、
気づきにつながる情報が不足している場合や、

(2)

配慮や集団づくりが行き届いているために気に

方法

アンケート協力校のコーディネーターに対し、

ならずに適応できている場合には、人数は少な

「人との関わり方が気になる子どもについて現

くなる可能性もある。深い気づきによる早期の

在行っている対応・指導」について電話で聞き

発見と、より適切な配慮や指導、集団づくりが

取り調査を行う。
（実施時期 11 月末〜12 月）な

望まれる。

お、聞き取り内容については事前に各校にメー

この予備調査の結果からは、次の点が明らか

ルで連絡し、あらかじめ情報をまとめておいて
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・落ち着ける場所の確保

もらうこととした。

・学習活動の支援や学習形態の配慮
(3)

内容

・机の配置の工夫

現在、校内委員会で話し合われている対象児

・指導者の言葉のかけ方の工夫

童への対応・指導の内容について、７観点 30

・活動時における本人の認知特性への配慮

項目（「その他」を含む）から、該当するものに

・集団活動に参加するための配慮

ついて、その内容とともに、具体的なエピソー

・本人が思いを話したり助けを求めたりしやす

ド等についても聞き取る。
（ 各項目には具体例を
いくつか示して回答の参考とした。）

い環境づくり
・自信や自己肯定感がもてるような配慮と工夫

また、回答に当たっては「このような対応は

・本人が困った時の対応の明確化

行いにくい、困難だ」と感じられた内容」（複

Ｅ

数可）「今後行いたい（更に進めたい）ので、

・トラブルになった当人同士の距離を一時的に

方法や指導例がもっと知りたい内容」
（ 複数可）
についても合わせて聞き取った。

調整
・指導者が遊びに加わっての関係調整

Ａ〜Ｇの 7 観点 30 項目については以下の通り

・本人の特性や本人との関わり方を周りの子ど

である。（７つの観点Ａ〜Ｇに分類して示す）

もに伝えることによる理解・啓発
Ｆ

Ａ

他児との関係の調整（３項目）

アセスメント（5 項目）

個への具体的な指導（４項目）

・友だちとトラブルになったときの行動のふり

・発達検査結果の活用

かえり

・本人の特性を把握するためのチェックリスト
の活用

・行動のコントロールの練習
・物事のとらえ方や場に応じたふるまい方の個

・社会性の発達や行動面に関するアセスメント
ツールの活用

別指導
・ストレスマネジメントや気持ちのコントロー

・本人の行動についての実態把握

ルについての指導

・学級集団についての実態把握

Ｇ

Ｂ

・相談機関の利用

教室環境や授業のユニバーサルデザイン

（２項目）

相談機関の利用（１項目）

※「その他」

・ユニバーサルデザインに基づいた教室環境づ
くり

なお、この 29 項目の設定のベースとなる文献
等については、≪文献≫の欄に記載している

60)

。

・誰もが学習に取り組みやすい授業の工夫
Ｃ

（4）結果

学級集団への取組（４項目）

・言葉やコミュニケーションの力を伸ばす活動
・学級で人との適切な関わり方やマナーなどに

７観点 30 項目ごとに、聞き取った内容を分類、
集計したものを順に示す。

ついて学ぶ機会の設定
・学級でのソーシャルスキルトレーニング・

Ａ

・認め合い支え合う集団づくり
Ｄ

①

個への配慮（10 項目）

アセスメント
本人の行動についての実態把握
（32 校）

・個別に対応できる時間の確保
- 19 -

校

指導者間で子どもの様子について
の情報交換を行う
内
容

②

29

記録方法・様式については統一され
たものはなく個々に記入している

２

校内独自のチェックリストを使用

１

本人の特性を把握するための
(22 校)

容

るチェックリスト

ＭＡＳ（行動動機診断スケール）

24

学校独自の様式を用いている

文部科学省：児童・生徒理解に関す
内

校内独自に作成した子どもの気にな
る点についてのチェックリスト

指導部「できた！わかった！２」よ

容

⑤

学級集団についての実態把握

子どもへの聞き取り（友達関係につ

20

子どもへのアンケート

２
１

体

込をきっかけに使用（校数把握できず）

２

り）

（25 校）

教育委員会指導部による巡回相談への申

２

ＡＳＡ（旭出式社会適応スキル検査） １

校

具

校

行動理解シート（大阪市教育委員会

内

いてなど）

その他（出典不明）

内

指導者用

容

は不明）
というチェ

ックシートを利用した（出典不明）
Ｑ−Ｕ

等

校

24
９

のチェックリスト（詳細

自分のことを知ろう

例

③

社会性の発達や行動面に関する
アセスメントツールの活用（３校）

記録をつける

チェックリストの活用

④

29

２

１
１

具

発達検査結果の活用

（23 校）

校

WISC−Ⅳ（Ⅲを含む）

21

新版Ｋ式発達検査 2001

12

KABC‑Ⅱ，DN‑CAS、DAM（グッドイナ
フ人物画検査）、PVT‑R、フロスティ

容

ッグ視知覚検査、小学生の読み書き

各

スクリーニングテスト、

１

校内でコーディネーターあるいは学

例

級担任等が検査を実施

等

単語聴写テストを学校全体の取組と
して位置付け、毎年度、低学年で実

４

７

受けてもらうために保護者の理解を得
るまでが難しい
アセスメントに関する専門的な知識の

２

不足
検査結果の取扱いへの配慮

保護者から提供された検査結果（医

体

ケート等の結果を利用した

【難しい内容】８校より

聴写テスト

利用

例
等

森田‑愛媛式読み書き検査、かな単語

具

いじめのアンケートや学校生活アン

発達検査結果を参考にしたいが、検査を

内

療機関・相談機関で受けたもの）を

体

保護者が検査結果を提示してくれない

21

場合がある

２

発達検査の結果の説明をきいても指導

各

法がわかりにくい

１

チェックリストを用いてその子どもの
実態は把握したが指導にどうつなげる

１

かがわからない

施

- 20 -

アセスメントツールを購入したが、使い
方は慎重にと思い、なかなか実用できな
い

各
１

全員が活動できる授業内容

17

ヘルプカードの使用

10

片付けやすい目印を貼る

10

【具体例・意見等】

【進めたい内容】６校より
５

検査について詳しく知りたい

学校全体で、授業の流れを最初に提示し

ソーシャルスキルに関するチェックリ

ている

ストについて知りたい

各

ハンドサインを用いた活動

Ｑ−Ｕを活用しているので今後更に指

１

学年で共通してノートの取り方をパタ

導に活かしたい

ーン化する

各
１

校内で共通してクリアファイルを教科

・最も多く行われているのは、児童の行動につ

毎に色分けする

いての情報交換と記録であった。（29 校）
・社会性の発達や行動面に関するアセスメント
ルールの活用が少ない。（３校）

【難しい内容】０校
【進めたい内容】２校より

・検査の実施や活用についての難しさ、また、

ユニバーサルデザイン化の具体的な進

もっと知りたいという意見がある。

め方を学びたい

各

なお、現在はソーシャルスキルに関する多く

全職員で共通意識をもって進めていき

１

の書籍が市販されており、スキルに関するチェ

たい

ックリストが付録されているものもあるが、そ
のようなリストを使用している学校はなかった。

・ほとんどの学校で、何らかの取組が行われて
いた。（33 校）

Ｂ

教室環境・授業のユニバーサルデザイン

・「活動のねらいや見通しの提示」（29 校）「わ

※２項目の内容を一つにまとめて表示

①

ユニバーサルデザインに基づいた
教室環境づくり

②

（30 校）

誰もが学習に取り組みやすい
授業の工夫

（32 校）

かりやすいルール掲示」（25 校）など、共通
理解させたい内容を視覚的に示している内容

校

が最も多かった。
校

・「刺激がなく整頓された教室」が次に多かっ
た。（25 校）

活動のねらいや見通しの提示

29

・「ヘルプカードの使用」「片付けやすい目印

わかりやすいルール掲示

25

を貼る」など、個人差への配慮を含めた工夫

刺激が少なく整頓された教室

25

については、それぞれ 3 割程度実施されてい

内

授業の進め方のパターン作り

23

た。

容

言葉での説明だけでなく視覚的にも
示す
活動を組み合わせて飽きない工夫を
する

20

17
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Ｃ

学級集団への取組

①

言葉やコミュニケーションの力を
伸ばす活動

内
容

ゲームを通したトレーニング

（31 校）

アサーショントレーニング（上手

校

な主張のしかたの練習）

11
４

聞く練習・話す練習

28

話し合い方の練習

21

具

いる

言葉あつめ

17

体

人権教育の研修で配布されたワー

協同学習

14

例

クシートを用いた

各

５Ｗ１Ｈを意識した表現練習

10

等

市販のソーシャルスキル教材を用

１

ピアサポート活動の一環で行って

４

いた

学校全体で取組んでいる
国語科研究として行っている

具

ピアサポート活動の一環として行

体

っている

例

聞き方あいうえお・話し方かきくけ

等

④

(32 校)

１

個々の違いや個性を尊重する語り
かけ

こ
気持ちを表す言葉をあつめよう
②

認め合い支え合う集団づくり

各

学級で人との適切な関わり方やマナ
ーなどについて学ぶ機会の設定（32 校）

内

帰りの会などで友だちのいいとこ

容

ろを発表する

校

機会あるごとに

32

道徳の時間に

20

内

教科学習の中で

16

具

容

朝の会や学級活動で

15

体

総合的な学習の時間に

14

例

給食の時間を利用している

１

等

校

26

25

助け合い活動

14

集団ゲームやエンカウンター

11

できたカード（それぞれができた
ことを書いて貼り合う）

具

タテ割り活動で行っている（集会、
ゲーム、清掃活動等）
授業の中で遊びやゲームを取り入

各
１

れている
友達紹介ビデオ

体

道徳の時間にコーディネーターが

例

適切な関わり方について話をした

１

【具体例・意見等】

等

学ぶ機会は特設せず全活動で意識化す
る

③

学級でのソーシャルスキル
トレーニング

（15 校）

ワークシートを用いて気持ちや行
内

動について考える

容

ロールプレイで望ましい行動の練
習

ソーシャルスキルについては授業等で

各

普段から意識しているので、全体で SST

１

として行うまでの必要性は感じていな

校

い
14

【難しい内容】４校より
12
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担任がＳＳＴのスキルを身につけなけ

各

れば難しい

１

心理面へはより専門的な対応が必要で

Ｄ

ある

①

教材を用いて学んだことが実際の場面
に生かしにくい（般化・応用）

各

特定の子どものことを取り上げている

１

個への配慮
個別に対応できる時間の確保
（34 校）

校

休み時間に

25

放課後

23

授業中に教室以外の場所で対応

23

特別支援学級での学習時間に

22

授業への入り込み指導時に

２

（例：高学年になり人間関係が固定化し

保健室登校の折に

１

てくると、本人または友だちのどちらか

家庭訪問（不登校児童の例）

１

落ち着ける場所の確保

校

ように周りの子どもが勘ぐってしまう
『こうしなさい』と一方的な説明になら

内

ざるを得ない

容

集団の特性に応じた対応の仕方

ら一方的に我慢をしてしまいがちにな
る）

②

【進めたい内容】６校より
ゲームを通したトレーニングについて
内

もっと知りたい

容

アサーショントレーニングの指導のし
かたについて知りたい

（31 校）

特別支援学級の教室

25

クールダウンの空間

24

保健室

15

校長室

３

職員室

２

相談室、カウンセリングルーム

各
１

ソーシャルスキルに関する資料や教材

各

その他の教室

を全職員で学んで活用したい

１

※クールダウンの空間の設置例と

すぐに

キレる

子どもが多くＳＳＴの

して

必要性を感じている
学級集団のアセスメント結果を用いて
具

集団づくりに取り組みたい

体

・ほとんどの学校が、学級で人との適切な関わ

例

り方やマナーなどについて、機会あるごとに

等

指導していると回答した。（32 校）
・「言葉やコミュニケーションの力を伸ばす

教室の後ろ

具

パーテーションやアコーディオン

体

カーテンの利用

例

ベンチを設置

よ

扉のある狭い空間（本人が落ち着く

り

ため）を利用

抽

廊下

出

空き教室を利用

活動」
（31 校）
「認め合い支え合う集団づくり」

畳スペースの利用

（32 校）に関する取組が多くの学校でなされ
ていた。

③

集団活動に参加するための配慮

・学級でのソーシャルスキルトレーニングは半

（33 校）

数以下の取組であった。
・難しいという意見がある一方で、もっと知り

内
容

たいという意見もみられた。
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校

参加しやすいグループ編成

27

相性のいいペアリング

26

参加し易い役割設定

16

具
体
例
等

④

参加方法を本人と相談

16

（指導者が一方的に話し続けるの

各

安心でき参加し易い位置への配置

１

ではなく）子どもに問いかけて言葉

１

を引き出す
集会などの場に入りにくい子ども
を列の後方に配置して入りやすく

１

⑥

する

配慮と工夫

本人が思いを話したり助けを求め
たりしやすい環境づくり

自信や自己肯定感がもてるような

（34 校）

校

（34 校）

校

得意なことを発揮する機会を作る

27

努力やプロセスを認める言葉がけ

27

内

できる役割を与える

26

容

課題の組み立て方をスモールステ

色々な人からの日常的な言葉がけ

31

信頼できる人からの関わり

25

ップにする

スクールカウンセラーの活用

16

ほめる・具体的なほめ方をする

内

日記の利用

９

容

表情カードの使用

各
１

具
体

即時に対応ができるよう、担任と、
他の職員とで常に連携している

話しやすい場作り

各

例

気になる様子があれば直ちに話を

１

等

１

聞く
⑦

具
体

即時に対応ができるよう、担任と、

例

他の職員とで常に連携している

配置
内
容

指導者の言葉のかけ方の工夫
（34 校）

校

内

話しやすい場作り

28

例

容

気になる様子があれば直ちに話を
聞く

具
体
例
等

集中できやすい位置への配置

28

黒板を写しやすい位置

１

気になる相手が目に入らない位置

体

等

29
29

一番前

30

校

友だち関係を考慮した配置

具

表情カードの使用

27

（34 校）

指導者が気を配りやすい場所への

１

等

⑤

机の配置の工夫

先生と向かい合わせになる位置

各
１

※机の配置の工夫は教室環境のユニバーサルデザ

(不 安 の 高 い 子 ど も に 対 し て )あ ま

インにもあてはまる項目であるが、ここでは特

り物事を追及せずありのままを受

に個人に対して行っている配慮として「個への

け入れるような言葉のかけ方

配慮」の方に分類した。

全体への指示の後、タイムラグを作
って個別に指示」「子どもの目線に
合わせる

⑧

学習活動の支援や学習形態の配慮

各

（33 校）

１

校

教育活動支援員の活用

30

役割分担をして言葉をかける（指示

内

教員による入り込みやＴＴ

30

を出す役割・寄り添って応援する役

容

特別支援学級での学習

20

通級指導教室の利用

10

割）
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他教室で個別に学習を支援してい

困った時は職員室へ連絡し個

る

別対応を

習熟度別

本人が教室から出た時の探し

各
指

１

生活指導支援員の活用

導

（不登校児童への）家庭訪問での学

者

習指導

⑨

間

活動時における本人の認知特性への
配慮

（33 校）

活動内容や量の調整

25

文字による提示

25

写真や絵の使用

19

理
解
し
て
い

17

る

課題の選択による動機づけ

容

通
29

デジタル時計を含む）

共

校

個別の言葉がけや確認

タイマーの使用（タイムタイマー、

内

で

15

（個別に使用できる）課題の手順表
や参照物

内
具

12

容

９

メモをさせる

８

援員と一緒に隣室へ
顔色や様子の変化を見て感情
が高ぶる前に事前の対応をす
る
特定の許容できるこだわりに
ついては修正しないで見守る

１

筆箱に付箋を常備して持ち物や伝言

体

等を自分からメモできるよう指導す

例

る

等

タイマーを使用しない時は言葉で

抽
出

ド、口頭または挙手で、伝える
本
人
と
約

各

束

１

し
て
い
る

（33 校）

り

困った時の伝え方（サインカー

『あと何分』と知らせている

本人が困った時の対処の明確化

よ

感情を高ぶらせない対応の仕

生に伝える

んでおく

例

ておく

く
各

体

心しやすい位置取りを確認し

困った時・わからないときは先

記入箇所を理解しやすいよう枠で囲

具

初めての活動時には本人に安

事前に本時の活動予定を知らせてお

具

容

教室にいられなくなったら支

る方法で

等

対して目や言葉をかけ丁寧に関わる

内

つきそう

無理強いはせず本人が納得す

例

常に承認を必要としている子どもに

⑩

駆け付けた者が所定の場所へ

方

体

機器の使用

方

例

校

順番を机に貼っているメモに
ならって）

具

気持ちがしんどいときはいっ

体

たん教室を出る

例

先生に伝えてから保健室へ行

よ

く

り

所定の場所へ行きクールダウ

抽

ン

出

気になる相手から離れて職員
室へいく

指導者間で共通理解

30

自分で興奮をしずめる方法（息

本人とも約束しておく

24

を吐く、約束を紙に書いて机に

周りの友だちにも知らせておく

23

貼っておく）
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教室から出たら必ず戻ってく

クラス全体に話をした（特別支援学

ること

各

○時までに戻る

１

級担当、コーディネーター、担任等）
本人の特徴を伝える（「○○さんは

内

○○へは行かないこと

こういう場面が苦手です」

容

友達を誘わず一人でいく

教師が対応の見本を示す

そ

○○の時はそっとしておく

毎年度当初、特別支援学級の子ども

の

※周りの子どもたちに知らせ

他

ておく例

を新入生向けに紹介している

１

②

トラブルになった当人同士の距離

【難しい内容】7 校より

を一時的に調整

支援を要する子どもの数が多く、指導体
制を組むことが難しい

５

③

（28 校）

指導者が遊びに加わっての

一斉指導の中で個への特性への配慮を

関係調整

（24 校）

２

２

各
１

校

校

するのは難しい
保護者が周りに気づかれにくいさりげ
ない支援を求めている場合、配慮がしに
くい

【難しい内容】３校より

各

子ども同士で言い合いになった時の介

１

入の仕方は難しい

困った時の対処のしかたを本人と約束

周りの子どもに伝えるには保護者の了

することは難しい

解がいるので難しい
保護者が支援対象であると認めていな

【進めたい内容】３校より

各
１

い場合、周りの子に理解を促すことが難

学習形態の工夫・特性への配慮

２

しい

本人がポジティブに受け入れやすい言

【進めたい内容】２校より

葉がけ
気になる行動に対する叱責以外の丁寧
な関わり方
児童に自信を持たせられるような関わ

周りの子どもが本人のことを、さぼって

各

いる、ずるい、等と思わないような理解

１

のさせ方を知りたい

り

当人同士のトラブルに指導者が適切に

指導者の言葉のかけ方の工夫

介入する手立て

各
１

・全ての項目について、９割以上の学校が、何
らかの取組を行っていると回答した。
Ｆ
①

Ｅ
①

他児との関係の調整

友だちとトラブルになったときの
行動のふりかえり

本人の特性や本人への関わり方を
周りの子どもに伝えることによる
理解・啓発

個への具体的な指導

内

校

容

（29 校）

- 26 -

（33 校）

本人の思いをきく
本人と一緒に出来事を時系列に書
いてふりかえる

校
33
23

指導者が相手の気持ちを図解して
説明する
『コミック会話』の活用

興味のある話題に切り替える

10

深呼吸
具

６

ソーシャルスキルの教材等を使っ
て

体
１

例
等

数をカウントする
からだほぐし

各
１

実際に起こった出来事を利用して
指導する

②

物事のとらえ方や場に応じたふる
まい方の個別指導

（31 校）

気になる場面が見られたときにそ
の機会を利用して教える

校
④

行動のコントロールの練習（20 校）
がんばり表などのチェックシート

31

を用いている

図や絵カードで教える

内

14

ワークブック等を用いて

容

５

内

ＳＳＴを行った（ロールプレイ、ゲ

容

ーム等）

２

校
19

トークンエコノミー法

５

言葉でほめる・認める

３

目標を示して、できたらご褒美

２

具
TM

『ソーシャルストーリー 』の活用

体

学習で使用するチェックシートや
ルーブリック等を活用して

絵本の利用

各

例

役割活動を通して関わり方を教え

１

等

１

る

【難しい内容】２校より

掃除時等にコーディネーターがサ
ポートに入り、本人の活動に付き添

チェックシートなどの取組は、特定の児

いながら関わり方を教えている

童や一部のクラスだけで行いにくい

各

担任が指導のスキルを身につけなけれ

１

具

児童の課題に関連した絵本を用い

体

て教えたら効果があった

各

例

好きな絵本の主人公の言葉から学

１

等

ぶことができた

ばいけない

【進めたい内容】３校より

ソーシャルスキルに関する冊子（特

アンガーマネジメントについて指導法

定非営利活動法人アスペ・エルデの

をもっと知りたい

会の発行する冊子）を用いた

ソーシャルスキルに関して有効な教材
③

ストレスマネジメントや気持ちの
コントロールについての指導(22 校)
リラックスのしかたを練習する
（例：深呼吸／からだほぐし）

内

アンガーマネジメント（怒りのコン

容

トロール）

校

を更に知りたい

各

『コミック会話』の活用について知りた

１

い
16

勝負こだわる子どもへの効果的な指導
を知りたい

６

怒りの感情を表した折に、落ち着く

各

ように指導する

１

・「本人の思いをきく」、「気になる場面が見
られたときにその機会を利用して教える」な
ど、機会をとらえて丁寧に関わる内容につい
ての回答が多かった。
- 27 -

・「物事のとらえ方や場に応じたふるまい方の
個別指導」を回答した 31 校のうち 15 校が、

【難しい内容】０校
【進めたい内容】１校より

言葉だけではなく文字や図など視覚的な情報

保護者から受診を相談された時の医療

の提示をしながら教示していた。

へのつなげ方を知りたい

１

・ワークブックなどのソーシャルスキルに関す
る教材を使用している例についての回答は少
なかった。

その他

・実践数としては少数であるが、自閉症スペク

その他

トラムの子どもに有効とされる手法が見られ

内

た。

容

Ｇ

相談機関の利用

①

相談機関の利用

保護者との連携等

校
８

【難しい内容】
（34 校）

校

問題行動への対応方法

各

大阪市こども相談センター

27

保護者との連携のしかた

１

教育委員会指導部による巡回相談

27

医療機関

18

【進めたい内容】

スクールカウンセラー

６

保護者との連携

特別支援学校の支援相談

５

指導者間の連携（個人の判断だけで行っ

教育センター特別支援教育推進ルー
内

ム

容

各区子育て支援室

たり、一人で抱えこんだりしないよう）

５

人との関わり方が気になる子どもの背
４

景に、家庭の問題があると想定される場

スクールアドバイザー（ユニバーサ
ルサポートルーム：教育委員会指導

『エルムおおさか』
その他

各
１

合の、問題の把握の仕方と対応方法
３

部）
大阪市発達障がい者支援センター

３

なお、各項目に「取り組んでいる」と回答し
３

た学校数の集計を図７に示す。これらの結果を、
厳密に数量化して比較することは難しいが、最

５

も多く回答があったのは「相談機関の利用」
「個

言語指導に関する専門家からの助言

への配慮」次いで多かったのは「学級集団への

外国語の専門家への相談（人との関

取組」
「 教室環境・授業のユニバーサルデザイン」

そ

わり方が気になる外国籍の児童のつ

であるといえる。また、一見して、アセスメン

の

まずきの見極めのため）

他

ＳＳＷ

の

大阪市更生療育センター

例

本人が通っている発達障がい児指導
の専門家のいる民間の学習塾からの

各
１

トツールを利用しての実態把握、個への指導の
中でも、より特性からくる困難さに特化した指
導については比較的少なかった。

(5)

考察

聞き取り調査を行った結果、次のことが明ら

助言）

かになった。
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調査対象の 34 校全てが気になる児童につい

とができると考えられる。例えば、個々の役割

て、相談機関を利用しており、発達段階や個の

や連携の仕方を分かりやすく明示すること、分

特性を明らかにし、どのような支援がどの程度

からないことを分からないと言えるようにする

必要な児童であるのかを見極める必要性を感じ

ための工夫、個々の目標を明確化することで子

ていることがうかがえた。一方で、特に人との

どもたちが互いに共有し、励まし合えること、

関わり方に深く関連するソーシャルスキルや行

そのために、常に全体へのフィードバックをす

動面に関する標準化されたツールなど、客観的

ること等の工夫が可能であると思われる。

な実態把握の方法を実施しているところは少な

学級集団への取組については、平成 24 年度の

く、発達検査等の結果の効果的な活用について

調査（上田 2012） 62） においても、大阪市立小

は難しさを感じていることが分かった。

学校の約 90％が集団づくりについては学校全

これらの理由の一つとして、アセスメントに

体または一部で取り組んでおり、本調査におい

関する情報が十分でないことや、その結果を支

てもほとんどの学校で何らかの取組がなされて

援や指導に活かすような取組が十分に広がって

いた。今後は、集団での活動に困難が伴う様々

いないためであると考えられる。まず、学級担

な特性のある児童への配慮として、ユニバーサ

任が行いやすいアセスメントを考えていく必要

ルデザインの視点に基づいた活動内容を組み立

がある。多くの学校において丁寧に取り組まれ

てていくことが求められる。具体的には、集団

ている日々の観察や記録を一層活かす工夫とし

活動が苦手な児童のつまずきを予測した上で、

て、記録を「日時」「状況・きっかけ」「行動」

できるだけ活動を構造化し、ルールや手順を明

「周りの反応・対応」「結果」等のように書き

確にする。また、必要に応じて「パス O.K」な

分けていけば、より客観的なものになる。その

どのような例外ルールを設けたり、補助的な役

情報を手掛かりに、応用行動分析学の手法によ

割をする教員が付き添って解説しながら進める

って、行動の機能を捉えたり、指導の方略が立

などの工夫が必要である。特定の児童にとって

てたりしやすくなる。

その活動がオーバーワークになれば、集団活動

教室環境・授業のユニバーサルデザインにつ

への自信を更になくすことになる。無理に他の

いては『通常学級での特別支援教育のスタンダ

児童と同じ活動をさせることにこだわらず柔軟

ード〜自己チェックと UD 環境の作り方』 61） に

に対応すること、その場で見ているだけでもモ

よると、小学校における「場の構造化」「刺激

デリングとなる場合もある。

量の調整」「ルールの明確化」「クラス内の相

また、学級での SST については、必要性を感

互理解の工夫」「時間の構造化」「情報伝達の

じていると同時に、実施するにあたっての経験

工夫」「参加の促進」「内容の構造化」につい

や情報量の不足などを課題と捉えている様子が

ての 28 の観点があり、本調査の結果と照らし合

見られた。今後、学級担任が無理なく SST を普

わせると、刺激量の調整に関すること（黒板周

段の取組の中に組み込むことができる方法が求

りの掲示物は必要最低限にする等）、情報伝達

められる。

の工夫（ルールや課題の見通しを視覚的に示す
等）については取組が進んできている。

個への配慮に関しては、多くの場合、様々な
工夫や調整をしながら指導者同士が連携を図り

今後は、授業や学級活動の中で活動内容をさ

ながらきめ細かく行われており、「自信や自己

らに構造化していくことにより、集団の関わり

肯定感」「言葉かけの工夫」など、人との関わ

合いを促進したり、相互理解を深めたりするこ

り方が気になる児童への心理面への配慮が大切
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- 30 図７

人との関わり方が気になる子どもに対して行っている対応・指導（校数／全 34 校）

思われるかを気にする本人の心情に配慮する状

にされていた。
「活動時における認知特性への配慮」に関し

況や、本人の心情への配慮から保護者が支援対

ても工夫が広がりつつあり、ユニバーサルデザ

象が特定されない形での配慮を希望する状況、

インの視点から、今後一層個別的な対応が進め

担任が周りの児童への説明等に苦心する状況な

られていくことが期待される。

どが考えられ、対応の難しい状況が浮かびあが

項目「本人が困った時の対応の明確化」では、

った。

具体的な対応法として「教室にいられなくなっ

他児との関係調整については、十分に図って

たら学習活動支援員と一緒に隣室へ」等の、事

も同じトラブルが繰り返し生じる場合、関係の

後の対応の方法（結果・後続条件）が多くとら

調整だけでは限界があり、集団での SST ととも

れており、次いで、「初めての活動時には本人

に、より特性に応じた個への具体的指導を合わ

に安心しやすい位置取りを確認しておく」等、

せて取り組んでいくことが必要である。

困らないための事前の調整（先行条件への工夫）

「物事のとらえ方や場に応じたふるまい方の

の例もあった。事後の対応のほとんどは、クー

個別指導」を回答した 31 校のうち 15 校が、言

ルダウンに関するものであった。このような対

葉だけではなく文字や図など視覚的な情報の提

応を、周囲が共通理解した上で行うことで、本

示をしながら教示していた。実践数としては少

人は自分が理解されていると感じ、安心してそ

数であるが、自閉症スペクトラムの子どもに有

の場にいられるようになる。今後は児童の望ま

効とされる手法が見られた。視覚的な情報の提

しくない不適切な行動や表現を応用行動分析学

示によって、耳で聞くよりも理解しやすくなる

の方法で「先行条件・行動・結果」の因果関係

だけでなく、人間関係の仕組みを構造化して示

を明らかにすることにより、事前的・予防的に

すことで、特性のある子どもが苦手とする因果

対応できる範囲が広がるとともに、起こりやす

関係の理解にもつなげることができる。聞き取

い不適切な行動（表現）をより望ましい表現に

り調査の中では、具体的なエピソードとして「思

変化させていくことが可能になると考えられる。

いこみが激しく、なかなか考えをかえようとし

しかしながら、集団の中で他の児童との関係

ない、指導が入らない」という声が多く聞かれ

性を保ちながら配慮していくことに難しさを感

た。このような子どもの状態には、認知特性と

じている学校も多かった。

そこから生じる二次的な問題が考えられるため、

例えば、
「 集団活動に参加できるための配慮」

言葉による説諭だけでは難しい。

という項目において、７割以上の学校が「参加

聞き取り調査を進める中で、「配慮によって

しやすいグループ編成」や「相性のいいペアリ

周りの理解も進み、本人は落ち着いてきたのだ

ング」を行っていると回答した一方で、「参加

が、ここから本人の力を向上させるためにはど

しやすい役割設定」「参加方法を本人と相談す

うしたらよいか悩んでいる」という声が少なか

る」という回答は半数に満たなかった。これら

らずあり、具体的な指導法が知りたいという意

を比較すると、前者２つは、担任が「さりげな

見が多く挙げられていた。「配慮」からもう一

く配慮することが可能な内容」であるのに対し、

歩踏み込んだ「指導」の必要性を感じているこ

後者２つは、他の児童の活動内容との違いが表

と、現在の指導を繰り返しても効果を感じにく

れやすく、「配慮が他の児童に明らかになりや

い状況があるのではないかと思われる。

すい特徴」が挙げられる。
このような回答の傾向からは、周りからどう
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以上、７観点 30 項目について考察を進めてき

ては、コーディネーターを中心とした校内連

た。これらの様々な支援等は、適切なアセスメ

携が進められ、様々な工夫をしながら特に丁

ントに基づいて行われることが望ましく、個々

寧に行われており、取組が最も進んでいる。

の実態や学級集団の状態等に合致してこそ有効

・三次的教育支援としての、個への特別な指導

な支援となることが考えられる。そういった支

については今後内容を深めていく段階である。

援を考える際に参考となるのが、学校心理学に
おける「３段階の援助サービス」である

63)

。

異なる視点ではあるが、高等学校の生徒に関
する研究の中で、河村（1999）が次のような貴
重な示唆を与えている。
「 75％の生徒が二次的教

「一次的教育援助」：

育援助が必要な状態」であり、それは、
「教師の

すべての生徒がもつ援助ニーズに対応

行う一次的教育援助のあり方の再検討を示唆す

するもの。多くの子どもが遭遇する課

るものであると考えられる」。その再検討の例と

題に対する予防的援助と、学校生活を

して、
「 教師が学級全体の生徒に一次的教育援助

送るうえで必要とする適応能力（例：

をする際に、予防的援助と発達促進的援助をよ

学習スキル、対人関係能力）の開発を

り基本的な内容から意識的に場面を設定して行

援助する発達促進的援助。

う。より大きな比重で一人一人の生徒に対して

「二次的教育援助」：

個別的な配慮をする」ことを挙げている

一部の生徒への援助。特別の配慮を必

65)

。こ

れはあくまでも高等学校の調査結果への言及で

要とする生徒に対して、該当する問題

はあるが、一次的教育支援の質の向上について

が大きくなって彼等の成長を妨げない

は、小・中学校についても示唆が得られるので

ように援助するもの。

はないかと考えられる。

「三次的教育援助」：

つまり、一次的な支援にあたる教室環境と授

特定の生徒への援助。特別な援助が個

業のユニバーサルデザインをさらに進めるとと

別になされる必要がある場合。

もに学級集団への取り組みを従来より意識化、

（「学校心理学」石隈 1999 より）

具体化して進めることで、二次的な支援（個へ
の配慮）もよりスムーズになり、さらには三次

これをもとに、本調査で明らかになった支援の

的な支援（個への具体的な指導）も行いやすく

７観点を対応させて模式図にしたものが図８

なると考えられる。

である

64)

。

聞き取り調査を通して、各小学校においては

これらをふまえると、それぞれの取組の度合

担任やコーディネーターをはじめとする指導者

いを厳密に数量化しての比較はできないが、次

が、人との関わりに課題のある児童への個別の

のような分類と状況把握が可能であろう。

対応とともに学級集団への指導にも配慮・工夫
して取り組んでいる状況が明らかになった。

・一次的教育支援としての学習環境づくりや仲

これらを踏まえ、今後は、個々の児童の実態

間関係づくり、つまりユニバーサルデザイン

とその対応方法に関して、どのような対象に、

化については、従来行われてきたことに加え

どのような場面で、どのような指導が展開され

て、意識が進んできている。

ているのかを明らかにするとともに、アセスメ

・二次的教育支援としての、個への配慮につい

ントに基づいた適切な配慮・支援・指導につな
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３（三次的支援）
：より支援が必要
な子どもへの特別な指導
２（二次的支援）：個への配慮
１ （ 一 次 的 支 援 ）： 学 級 全 体 で の

Ｇ．相談機関

UD に基づいた指導

レベル

の利用

３

Ｆ．個への具体的な指導
Ｅ．他児との

レベル

関係の調整

Ｄ．安心して活動に参加

２

できるための個への配慮

レベル

Ｃ.学級集団への取組

Ｂ．教室環境・授業のＵＤ

１

（集団づくりやＳＳ指導

※UD：ユニバーサルデザイン
※SS：ソーシャルスキル

(貴志 2015)

Ａ．アセスメント
図８
も明らかとなった。

げる必要性を感じている。

・個の特性に応じたより具体的な指導
Ⅳ

まとめと今後の課題

・他児との関係を調整し、個への配慮と全体の

先行研究の検討により、改めてソーシャルス
キルの指導の重要性が明らかになるとともに、

指導を並行して進めること
・保護者をはじめ、支援に携わる関係者と共通

人との関わり方が気になる子どもに対しては、

理解を図りながら指導を進めること

その実態や課題に合わせて個別及び学級集団へ

以上をふまえ、次のような指導・支援プログ

の指導や様々な配慮・工夫が必要となることが

ラムを提案していきたい。

分かった。
加えて、大阪市立小学校の約 11％に当たる 34

①指導に活かしやすいアセスメント

校を対象とした調査結果からは、
「 人との関わり

※条件 ・担任が活用しやすい

方が気になる」児童が全児童数の約５％いるこ

・指導目標や内容が考えやすい

とが明らかとなった。そして、コーディネータ

・指導結果の評価が行いやすい

ーを中心とした校内連携のもと、個へのきめ細

②ユニバーサルデザイン化した授業の中に組み

かな配慮や関わりが行われていること、また、
従来より行われている集団づくりとともに、ユ

込んだ基本的なソーシャルスキルの指導
③日常の学校生活の中で実践可能な個別的指導

ニバーサルデザイン化について教員の意識も高
上記の３点を含む指導・支援プログラムを組み、

まってきていることが明らかとなった。
一方で、次の点を課題として感じている状況

PDCA サイクルで進めることによって、目標の共
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有化や評価が行いにくい「人との関わり方」の

小学校教育研究会をはじめ、各小学校、研究協

指導について共通理解が図ることができ、校内

力校、研究協力委員、研究を進めるにあたりご

委員会での指導事例の蓄積にもつながると考え

指導いただいた、関西国際大学の栢木隆太郎教

られる。

授にこの場をお借りして厚くお礼を申しあげた

また、人との関わりは、学校生活のあらゆる

い。

場面で展開されるため、今後より一層、特別支
援教育の視点とともに、教科領域や生徒指導、

＜調査協力＞大阪市小学校教育研究会

人権教育、キャリア教育等の視点を合わせた横

＜研究協力委員＞

断的な実践研究が必要と考えている。

西村

章乃（大阪市立南港緑小学校）

縄田

和也（大阪市立淡路中学校）

おわりに

石橋真由美（大阪市立平野特別支援学校）

人との関わり方が気になる子どもへの指導に

森

靖子（大阪市立東住吉特別支援学校）

ついて、ソーシャルスキルに関する先行研究と、

＜研究協力校＞

大阪市立小学校 34 校への調査により考察した。

大阪市立生野工業高等学校（協力代表 山口幸司）

今後、この結果をふまえて、ユニバーサルデ

※敬称略

ザインの視点に 基づい た人との関わり 方の指
導・支援として、
「指導に活かしやすいアセスメ

≪文献≫

ント」
「 授業を通して行うソーシャルスキル指導」

１）文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会

「個への効果的な指導」を含めたプログラムを

（2012.7）
：共生社会の形成に向けたインクルーシ

提案し、実践するとともに、その効果を検証し、

ブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

情報発信へとつなげていきたい。

（報告）

人との関わり方の指導とは、子どもを一方的
に環境に適応させていくものではなく、あくま

２）大阪市（2013.3）：大阪市教育振興基本計画
３）文部科学省コミュニケーション教育推進会議

でも子ども自身が主体である。人はそれぞれが

(2011.8)：子どもたちのコミュニケーション能力

得意な面も苦手な面も併せ持っており、違いを

を育むために（審議経過報告）

活かしてこそ、豊かな人間関係が育まれ、個の
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