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「教育的予防」の視点に立った生徒指導の充実に関する研究 

－ストレスマネジメントを取り入れた活動を通して－ 

 

                         周南市立岐陽中学校 教諭 髙橋 暁子  

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

中央教育審議会答申（平成20年１月）では、学習や将来の生活に対して無気力であったり、

不安を感じたりしている子どもが増加するとともに、人間関係の形成が困難かつ不得手になっ

ているとの指摘がある。 

原籍校でも、人間関係や学習に対する不安や緊張等、様々なストレス反応に適切に対処でき

ないことで、学校生活への不適応感が募り、その結果、不登校に陥ったり、周囲の人間や時に

は自分自身を傷付けたりする生徒への対応が大きな課題になっている。この現状に対して原籍

校では、問題を抱える生徒を早期発見し、早期対応を徹底するいわゆる「治療的予防」で対処

してきた。しかし、激しい変化を続ける社会の中で、社会的に自己実現を図ることができる子

どもを育むためには、従来の取組に加えて、全ての生徒の自己指導能力を伸長するような「教

育的予防」の視点に立った生徒指導が求められている。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

山口県教育委員会は、「山口県教育推進の手引き」（平成25年度）の中で、教育目標達成の視

点の一つに「生き抜く力」を設定し、その要素として新たにストレスマネジメントを明記して

いる。ストレスマネジメントとは、ストレスの概念を知り、それを解消・軽減するために、自

分のストレスを自分で管理することである。ストレスについての正しい知識や対処方法、セル

フケアができる力を身に付けさせることは、「生きる力」を育む学校教育本来の目標にもつなが

る取組であると考えられる。そこで、「教育的予防」の手だてとしてストレスマネジメントを教

育活動に取り入れることにより、生徒の自己指導能力が伸長され、生徒の学校生活への適応感

を高めることができると考えた。 

(3) 研究の仮説 

   以上のことから本研究では「中学校の教育活動において、ストレスマネジメントを継続的に

取り入れることにより、生徒の学校生活への適応感を高めることができる」と仮説を立て、ス

トレスマネジメントを取り入れた活動を通して、「教育的予防」の視点に立った生徒指導を充実

させることによる効果検証を行うこととした。 

 

２ 研究の内容 

(1) 「教育的予防」の視点に立った生徒指導 

  国立教育政策研究所によると「教育的予防」とは、「問題を起こしそうな児童生徒に特化する

ことなく、また当面の問題のみならず将来の問題にも対応できるよう、すべての児童生徒が問

題を回避・解決できる大人へと育つことを目標に行われる健全育成型の予防」＊１であり、「健

全育成を進めることにより、問題を起こさない、問題を回避できる児童生徒へと育む」＊１生徒

指導を示す。これに対して、「治療的予防」とは、「問題に対する専門的な知見を踏まえ、早期 

発見・早期対応を徹底したり、さらに一歩進めて発生を予測したりするなど、問題を起こしそ
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うな（課題のある）児童生徒を念頭において

行われる問題対応型の予防」＊１を示す（表１）。

従来、生徒指導と言えば、問題対応、事後対

応と捉えられる傾向にあったが、最近では開

発的・予防的生徒指導の充実が強く求められ

ている。しかし、実際にはそれらは各教科、

道徳、特別活動、部活動等での教員一人ひと

りの生徒への関わりや働きかけ、いわゆる人

的資源に委ねられている場合が大きく、組織全体での意図的・計画的な取組はこれからという

学校も多い。そのような現状においてストレスマネジメントの技法は、「教育的予防」の視点に

沿うものであり、また、教育活動への取り入れ方には様々な可能性があるため、本県において

も今後注目されていくものと考える。本研究では、「中１ギャップ」に例えられるように中学入

学で環境が変化し、一般的にストレスが大きいと考えられる第１学年生徒、約200人を対象とし、

ストレスマネジメントを取り入れた活動を行うこととした。 

(2) 「Fit（山口県版学校適応感調査）」※ 1 による生徒の実態把握 

原籍校では、「Fit」による調査を昨年度から実施し、全教職員で研修を行い、教育相談活動

等に活用している。本研究では、実態把握と同時に、生徒の学校生活への適応感を見る効果検

証の資料としても用いることとした。６月に実施された「Fit」の結果では、総合適応値の学年

平均は56.8であった。「Fit」における「適応」の数値が45以上であることから、第１学年生徒

の適応値は比較的高い数値と考えられる。この結果を受けて、全校的にも比較的落ち着いた状

況にある現在、第１学年生徒を対象として、従来の「要注意」、「要確認」の生徒への「治療的

予防」の取組を行う一方で、「教育的予防」の視点に立った新たな手だてを導入するよい機会で

あると考えた。 

(3) 「教育的予防」の手だてとしてのストレスマネジメントを取り入れた活動 

ストレスマネジメントについては、昨今、教育現場においても学校や生徒の実態、目的等に 

応じて、様々なプログラムが実践されている。本研究では、生徒が学校での継続的な実践によ 

りスキルを習得することで、「教育的予防」の手だてとして個人的・日常的に活用することが比 

較的容易であること、原籍校の現在の教育活動に無理なく長期的に取り入れられることの二つ 

の理由から、生理的技法の一つである「リラクセーション」を活動の柱とした。 

そして、その活動を「リラクセーションによって生徒の心と体が楽になって、毎日の生活が

より楽しくなるような時間にしたい」という対象学年部教員の思いを込めて、「リ楽タイム」と

名付けた。さらに、リラクセーションを継続的に実施し、教育効果を高めるための活動を「オ

リエンテーション」と定義し、「ストレスマネジメントを取り入れた教育活動年間計画」（後出）

に位置付けることとした。 

ア ストレスマネジメントを取り入れた教育活動年間計画の作成 

  本研究では、第１学年生徒全員を対象に、担任を始め多くの教員が直接関わる継続的なリラ 

 クセーション実践による教育的効果を検証する。そのため、生徒へのオリエンテーションの狙

いに合わせた教員の研修と、生徒の活動に関する形成的評価を計画的に実施する必要があると

考えた。そこで、「ストレスマネジメントを取り入れた教育活動年間計画」（表２）を作成し、

教員間で共通理解を図りながら、オリエンテーションや連携した取組を行うこととした。 

治療的予防 教育的予防 

・大人が専門的な技能を

駆使し 

・課題のある児童生徒を

変えることで 

・目の前の問題の解決や

解消を図る 

・大人は適切な場や機会

を提供し 

・全ての児童生徒が自ら

成長発達することで 

・将来にわたる問題の回

避や解決を促す 

 表１ 国立教育政策研究所が示す 

「治療的予防」と「教育的予防」 
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イ 教員へのオリエンテーションの実践 

  「教育的予防」の手だてとして、ストレスマネジメントを教育活動に取り入れるためには、 

まず教員自身がその必要性を実感し、ストレスマネジメントに関する基本的な知識や実践方 

法を理解する必要がある。そこで、継続的なリラクセーション実践開始前から、全教職員を 

対象に段階的にオリエンテーションを行い、教員間の共通理解・共通実践を図った。 

(ｱ) ストレスチェックとリラクセーションの体験 

  教員がストレスマネジメントの必要性を感じるためには、教員も自身のストレスに気付 

 き、ストレスマネジメントの効果を実感することが大切である。そこで、第１学年部教員 

へのオリエンテーションでは、教員自身のストレスチェックやいくつかのリラクセーショ 

ン体験を行った。教員からは、「入学したばかりの１年生が日常的にストレスの多い状態 

であることを、想像することができた」、「自分たち大人、教員がストレスを抱えているこ 

とが子どもたちに及ぼす影響を考えることができた」といった感想が得られた。 

(ｲ) リラクセーションの実践に関する共通理解事項の確認 

 本研究の柱となる継続的なリラクセーションの実践では、担任又は副担任が教室で生徒 

にリラクセーションを促す役割を担う。そのため教員間でリラクセーションに関する理解 

月 
 生徒へのオリエン 

テーション 
教員へのオリエンテーション 連携した取組 

５ 

 ○<生徒指導部> 

・生徒の実態把握 

・ストレスマネジメントに関する研修 

○相談室・保健室での 

 ケースに応じたリ

ラクセーションの

実践 

６ 

①<各学級> 

ストレスについて 

知ろう・考えよう 

 

 

○<対象学年部> 

て・「Fit（山口県版学校適応感調査）」による生徒

か の実態把握 

あ・ストレスマネジメントに関する研修 

あ・ストレスチェック、リラクセーションの体験 

○<全教職員> 

あ・ストレスマネジメントに関する研修 

あ・共通理解事項の確認 

 

７ 

②<学年合同> 

ストレスへの対処 

方法を体験しよう 

 

 

○<対象学年部> 

あ・リラクセーション実践に関する共通理解 

 

８ 
 ○<対象学年部・生徒指導部> 

・１学期の活動に関する評価 

 

９    

10 ③<各学級> 

ストレスへの対処 

方法を増やそう 

 ○保健体育科授業 

でのストレスに 

関する科学的な 

知識の教授 

（10月～12月） 

 

○学校保健委員会 

でのリラクセー 

ションの紹介 

11  

12 

○<対象学年部・生徒指導部> 

・２学期の活動に関する評価 

１    

２ 
 ○<対象学年部・生徒指導部> 

・１年間の活動に関する評価 

 

表２ ストレスマネジメントを取り入れた教育活動年間計画 

各クラスでのリラクセーション「リ楽タイム」の実践 
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や指導技術に差があると、その効果が十分に発揮されない可能性がある。そこで「リ楽タイ 

ム」で担任が使用する教員用読み原稿（表３）と、実践に当たっての共通理解事項（表４） 

を作成し、全教員間の共通理解を図ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  生徒へのオリエンテーションの実践 

    生徒へのオリエンテーションは、「ストレスマネ

ジメントの４段階」（図１）を踏まえて計画・実施

した。「リ楽タイム」開始前に２時間、実施途中に

１時間の計３時間である。 

以下、その概要を示す（表５）。 

 

 

時間（形態） 狙い 主な学習活動 

１ 

（学級） 

ストレスについて考えることを

通して、自分のストレスに気付き、

ストレスマネジメントへの関心を 

高めることができる。 

・ストレスという言葉の使い方から、「ストレッサー」、

「ストレス反応」という言葉の意味を知る。 

・「良いストレス」、「悪いストレス」について考える。 

・日頃、自分が行っているストレスへの対処方法につ

いて、グループで伝え合う。 

２ 

（学年） 

生活集団全体でストレスへの対

処方法を体験することを通して、

ストレスマネジメントに対する関

心や意欲を高め、学級での継続的 

なリラクセーションが実践でき

る。 

・「ストレス反応検査」で自分の状態を確認する。  

・「セルフ・リラクセーション」と「ペア・リラクセー

ション」を体験し、感想を伝え合う。 

３ 

（学級） 

合理的思考を学ぶことを通し

て、思い込みや自己中心的な考え

で周囲の人や自分自身を傷付けな

いような考え方に気付くことがで

きる。 

・ストレスを感じている友人への助言を考え、グルー

プで伝え合う。 

・「ストレスを少なくする考え方」について理解する。 

 

表５ 生徒へのオリエンテーション指導計画 

呼吸法  ポイントは３つ 

・１つ、息を吸うのが「緊張」、息を吐くのが「リラックス」です。 

（基本は吸うときは鼻、吐くときは口ですが、口から吸ってもかまいません。） 

・２つ、お腹に手をあてて、お腹の温かさを感じましょう。お腹が膨らむ、お腹がしぼむ感じに 

注意しましょう。 

・３つ、息を吐くときに、息と一緒に嫌なことや悲しいことが出ていくイメージをしてみましょう。 

表３ 「リ楽タイム」教員用読み原稿（一部抜粋） 

表４ 「リ楽タイム」実践に当たっての共通理解事項（一部抜粋） 

図１ ストレスマネジメントの４段階 

○原稿の読み方について 

・教員自身がリラックスした状態で、子どもたちにゆったりとした気持ちで読む。 

○指導について 

 原則：「リ楽タイム」以外の時間で、「個別」に行う。 

例「目を閉じない」「力を抜きたがらない」生徒への関わり 

→強制しない・無理をさせない。 

周囲に迷惑をかけなければ、特に指導をしない。 

  例「騒ぎはしないが、落ち着かない」生徒への関わり 

    （キョロキョロしたり、ニヤニヤしたりする生徒が多いと予想される。） 

→同じ状態が長く続いたり、エスカレートしたりするようなら、「リラックスできな 

いことを心配している」というスタンスで、教育相談的な関わりを試みる。 
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(ｱ) 第１回生徒へのオリエンテーションの概要と考察 

  ストレスマネジメントに対する生徒の理解を図るため、各教室にて生徒を対象とした第

１回オリエンテーションを実施した（表６）。 

 

学習活動（活動形態） 教師の支援・留意事項 
１ ストレスについて考える。 （斉） 

 

 

２ 「ストレッサー」、「ストレス反応」、 

「ストレスマネジメント」、「コーピ

ング（対処方法）」の用語について理

解する。          （斉） 

 

３ ストレスによる心身への影響を考

える。         （個→斉） 

 

４日頃、自分が行っているストレスへ

の対処方法について、グループで伝

え合う。        （個→グ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本時の振り返りをする。  （個） 

 

○ストレスという言葉から想像することを自由に挙げさせ

る。 

 

○用語の理解がストレスマネジメントへの関心につながる

ように、イラストや記号を使った板書をする。 

 

 

 

○ストレス反応は個人差があることに気付けるように、具体

的な例を挙げて考えさせる。 

 

○全員が意見表明し、違いや共通点に気付けるように、付箋

に記入・発表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ストレスへの対処方法は様々あり、中には無意識に自分や

他人を傷つけることで対処してしまう例があることに気

付かせるため、補足説明する。 

導入で、ストレスという言葉の使われ方について考えさせ、生徒がストレスと表現する 

言葉には、「ストレッサー」、「ストレス反応」の２つの意味があることに気付くことができ

るようにした。また、ストレスは必ずしもマイナスなものだけでなく、人の成長につなが

るプラスの面があることを押さえた。そして、ストレスの心身への影響を自身の体験から

想起させることで、ストレスマネジメントの必要性を理解できるようにした。さらに、各

自のストレスへの対処方法を紹介し合い、その対処方法について意見を述べ合うグループ

活動を設定した。単に共感したり否定したりするだけでなく、他人や自分自身を傷付ける

可能性のある対処方法（例：いじめ、暴力行為）については、なぜ見直す必要があるのか、

理由を添えて意見を交わす場面が多くのグループで見られた。 

 生徒の振り返りには「友だちの意見を聞いて、対処方法がたくさんあることが分かった」、 

「友だちが教えてくれた対処方法を試してみたい」、「人や物などに当たらない方法を選び 

たい」といった記述が見られた。グループでの話合い活動を通じて、自分のストレスへの 

対処方法について客観的に振り返ることができたことがうかがえた。また、実践後のアン 

ケート結果によると、「授業で知ったことを、日常生活で活用したい」と回答した生徒が 

89％に上り、オリエンテーションでのストレスマネジメントの価値付けは、多くの生徒に 

とって有効であったと考える。 

(ｲ) 第２回生徒へのオリエンテーションの概要と考察 

リラクセーションの実施方法について学年全体で共通理解を図るため、体育館にて生徒

表６ 第１回生徒へのオリエンテーション「ストレスについて知ろう・考えよう」の概要 

グループ活動の様子 
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を対象とした第２回オリエンテーションを実施した（表７）。 

 

学習活動（活動形態） 教師の支援・留意事項 

１ ストレス反応検査表に記入する。 

（個） 

２ 前時の内容について振り返る。 

（斉） 

 

 

３ ペア・リラクセーションを体験する。 

             （斉→グ） 

 

 

 

 

 

 

 

４ ペアや３人で相互に感想を伝え合う。 

         （グ） 

 

５ セルフ・リラクセーションを体験し、

学級での実践について理解する。 

（斉） 

 

 

６ 本時の振り返りをする。   （個） 

 

○検査用紙を配付、記入の指示をする。 

 

○スクリーンを用いて、前時の内容について振り返らせ、

本時の活動内容（①リラクセーションの体験②今後の継

続的な実践についての共通理解）について説明する。 

 

○学年部教員をモデルに実践方法と留意点を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○何組か指名し、感想を発表させる。 

 

 

○リラクセーション体験実施 

前後の気分の変化を検査の 

数値によって確認させる。             

 

 

○リラクセーションに関して疑問や不安があれば「感想」

に書くように指示し、必要な場合は、学級での実践前に

担任から説明できるようにする。  

第２回目のオリエンテーションでは、学年全体でリラクセーションを体験することで、

今後の継続的なリラクセーション実践に対して生徒や指導する教員が活動の見通しをもて

るようにした。また、リラクセーションの効果を生徒一人ひとりが確認できるように、「ス

トレス反応20」（永浦拡・山口晃・冨永良喜、2013）を参考に作成した「ストレス反応検査」

を行った。これは、リラクセーション前後の状態不安を中心とする気分の変容を数値化す

るものとして活用した。多くの生徒はストレス反応の数値が低下し、リラクセーションの

効果を確認することができた。生徒の感想にも「まさかこんなにすっきりするとは思って

いなかったから驚いた」、「これから集中して授業が受けられそうな気がする」と早速効果

を実感していると見られる記述が目立った。また、数値が増加もしくは変化がなかった生

徒についても感想には肯定的なものが多く、「毎日やろうと思った」、「夏休みもやりたい」、

「家でもやっていきたい」という個人的な活用への意欲がうかがえるような記述もあった。

学んだことを必要なときに自分で選択し、活用できることは、ストレスマネジメントの目

標の一つでもある。数値によって自分自身のストレス反応の変化を客観的に確認すること

は、生徒が主体的にリラクセーションを継続する上で一定の効果があったと考えられる。 

（ｳ) 第３回生徒へのオリエンテーションの概要と考察 

ストレスマネジメントへの関心や意欲をより一層高め、リラクセーションの目的を確認

するために、「リ楽タイム」が開始されて３か月後の10月に、生徒を対象とした第３回オリ

エンテーションを各学級にて実施した（表８）。 

表７ 第２回生徒へのオリエンテーション「ストレスへの対処方法を体験しよう」の概要 

ペア・リラクセーションの様子 

セルフ・リラクセーションの様子 
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活動内容は、教員による１学期の振り返りでの生徒の実態把握を受けてのものである。

第１学年生徒は全体的に素直な生徒が多いが、やや幼く、自分本位の思い込みや受け止め

方をすることで、学級や部活動において人間関係のトラブルが頻発していることが分かっ

た。そこで、３回目のオリエンテーションでは、ストレス反応を起こしている友人への助

言を考える課題を通して、「合理的思考」について学ぶこととした。ただし、生徒の発達段

階を考慮すると、「合理的」という言葉の理解が難しいと予想されたので、生徒には、「ス

トレスを少なくする『あ・い・う』」（図２）と示すことで支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相談することでストレスを減らすことができると分かった」、「言葉の使い方でストレ

スが違ってくることが分かった」、「アドバイスをするときは、共感や同調の言葉が大切だ

と思った」といった感想から考察すると、ソーシャルサポートやソーシャルスキルの大切

学習活動（活動形態） 教師の支援・留意事項 

１ コーピングの一つとして「ストレス

を少なくする考え方」を学ぶことを知

る。             (斉) 

 

 

 

 

 

２ ある出来事（課題１・２）について 

具体的に考えることを通して、「スト 

レスを少なくする考え方」を学ぶ。 

（個→ペア→斉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  コーピングには様々な種類がある

ことを知る。            （斉） 

 

 

４  本時の振り返りをする。（個） 

 

 

○生徒の興味関心を引き出し、活動に意欲的に取り組ませる

ために、関係教員や著名人のストレスマネジメントに関す

るエピソードをクイズ形式で伝える。  

○第１回の学習内容とのつながりを意識できるように、グル

ープ活動で共有した意見を想起させる。 

○「考え方を変える」という表現で生徒から出ていたコーピ

ングの一つであることに気付かせる。 

 

○当事者意識を持たせるために、対象学年で起こりがちな出

来事を示し、具体的に考えさせる。 

○友人への共感や同調、励ましの言葉の大切さや効果を認め

た上で、いろいろな考え方を出し合うように促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒の理解を促すために、「ストレスを少なくする『あ・

い・う』」（図２）を用いて合理的思考について説明する。 

 

 

○板書や具体物を用いて、「い」の過程を強調することを通

し、いろいろな考え方や受け止め方をすることで、ストレ

スが軽減される可能性があることに気付かせる。 

表８ 第３回生徒へのオリエンテーション「ストレスへの対処方法を増やそう」の概要 

【課題】あなたなら、この友だちに何と言ってあげられますか。  

 

 

 

 
課題２ 

「昨日の夜、Ａさんに、『起きてる？もうすぐテスト、やだなあ』というメールをしたのに、

返信がなかった！今朝もＡさんに挨拶をしたのに、無視された！」 

課題１ 

「昨日の夜、あと５分したらゲームはやめて宿題をしようと思っていたのに、『早く寝なさ

い！』って（家族から）いきなり叱られた。やる気が失せたよ！ほんと、ムカつく！」 

 

図２ 「ストレスを少なくする『あ・い・う』」 

 

○ストレッサー    

 

 

○コーピング 

 

 

○ストレス反応の軽減 
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さに理解がとどまっている生徒も散見されが、大半の生徒は、「考え方を柔らかくする」、

「良い方向に考える」、「ポジティブに受け止める」等、「合理的思考」を自分の言葉で表現

できており、一定の理解を促すことができたと考える。第１回目のオリエンテーションで、

「物や人に八つ当たりすることが日常的なストレスへの対処方法だ」と答えていた生徒も

「物に当たらずに、ストレスを蒸発させる考え方が分かってよかった」と今後の変容が期

待できる前向きな姿勢で学習を振り返ることができていた。 

エ 継続的なリラクセーションの実践 

第２回のオリエンテーション後、「リ楽タイム」を開始した。具体的には、毎週月曜日と金 

曜日に出席確認後から朝読書までの５分間で、各学級において担任の指示により動作法（肩 

上げ）と呼吸法（腹式呼吸）を行うこととした（図３）。担任教員からは「しばらくの間は 

つい大声で注意しそうになった」、「生徒を前に、自分自身がリラックスするのが意外と難し 

かった」という声が聞かれた。しかし、「事前のオリエンテーションで、生徒も教員も『リ 

楽タイム』の目的や活動内容を理解していたので、全体的には概ね落ち着いて取り組むこと 

ができていた」と学年部教員により１学期の実践に対する評価を得た。２学期以降も、気に 

なる生徒については、すぐに情報交換をし、共通理解事項に従って、様子を見守ることとし 

た。担任が不在の際は、副担任や学年部教員が担当したが、事前のオリエンテーションに全 

教員が関わることができていたため、円滑に「リ楽タイム」を実施することができた。こう 

した長期にわたる学年一斉の活動は、担任だけでなく学年部全体あるいは学校全体の協力が 

なければ成立せず、教員側の共通理解・共通実践の動きそのものが、生徒にとって予防的な 

指導につながることを、教員間で何度も確認し、「リ楽タイム」の実践を継続した。 

 

 

 

 

 

(4) ストレスマネジメントの教育効果を高めるための取組 

ア 保健室・相談室での「治療的予防」の手だてとしてのリラクセーションの実践 

 各学級でのリラクセーションと併せて、保健室・相談室でもケースに応じて養護教諭・教 

育相談担当によりリラクセーションを実施することとした。保健室・相談室での取組は、「課 

題解決」あるいは「治療的予防」が目的となりがちであるが、ここでも「教育的予防」の手 

だてとして行った６クラス一斉の実践による習慣化と価値付けによる効果が見られた。養護 

教諭からの聞き取りによると、不定愁訴で保健室を訪れる第１学年生徒に対して養護教諭が 

リラクセーションを促すと、他学年と比較してスムーズに教室に戻って活動できる生徒が多 

いとのことであった。これは、教員間で共通理解を図りながら実践を進めたことによる効果 

の一つと考えられる。 

一方、相談室での実践では、相談室登校の生徒がリラクセーションをするようになってか 

ら、朝の会や学活の時間等特定の時間ではあるが、教室で過ごすことができるようになった 

ケースが報告された。また、途中、ストレスマネジメントの基本的な知識を学習する時間を 

設けると、未学習であったときと比べると、リラクセーションへの取り組み方がより主体的 

になったという担当者からの報告もあった。特に知識がなくても、実践により効果を体感し 

図３ 各学級での「リ楽タイム」の様子 
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やすいのがリラクセーションのよさの一つではあるが、知識による裏付けがあったことで、 

より一層の効果が得られたものと考えられる。この連携した取組の結果からは、「教育的予防」 

の視点に立った生徒指導は、治療的予防を要する生徒にとっても有効であり、ストレスマネ 

ジメントが従来の「治療的予防」にとどまらず、全ての生徒を対象とした「教育的予防」の 

生徒指導を充実させる手だてとしても有効であることが示されたと考える。 

イ 保健体育科授業と学校保健委員会での取組 

  生徒は、オリエンテーション後、保健体育科授業においてストレスによる心身への影響に 

ついて学び、ストレスマネジメントの必要性やリラクセーションの効果をより科学的に理解 

することができた。保健体育科の担当教員からの聞き取りによると、今後「リ楽タイム」で 

身に付けたリラクセーションを活用したり、自分に合っ 

たストレスへの対処方法を見つけたりしたいという意見 

が授業でも多く挙がっていたとのことであった。 

12月の学校保健委員会では、今年度の新たな活動とし 

て１年生の「リ楽タイム」を紹介し、呼吸法を保護者に 

体験してもらう時間を設けた（図４）。短時間であったが、 

参加した保護者からは「家庭でも親子でできるとよい」、 

「保護者も自身のストレスについて考える必要がある」と関心の高さがうかがえる感想を聞 

くことができた。今後は、家庭や地域においてもストレスマネジメントへの理解を図る取組 

が広がれば、一層の効果が期待できると考える。 

(5) 研究の結果と考察 

本研究では、ストレス反応の軽減が、自己指導能力を伸長し、学校生活への適応感を高める

と考え、「ストレス反応検査」、「Fit（山口県版学校適応感調査）」、「意識アンケート（生徒用・

教員用）」の３点で効果検証を行った。 

ア  「ストレス反応検査」による分析と考察 

    ７月から11月までに計４回実施した。図５はリラクセーション実施前後のストレス反応の    

変化に関する生徒の割合を表したものである。この結果では、全体的な傾向として、１回の 

実践でもストレス反応の軽減に効果が見られた。 

また、初回の数値より、２回目、３回目と回を重ねるごとに軽減した生徒の割合が増えて 

   おり、４回目は３回目よりは減っているものの、初回と比較すると軽減した生徒の割合が10

ポイント以上増えている。この結果からは、全体的にリラクセーションの習慣化による効果

の高まりが見られることが分かる。 

しかし、その一方で、どの回でも数値が増加した生徒が５％から10％いた。そこで、今後

の活動をより効果的に進めるために、生徒の感

想や教員への意識アンケートを分析すると、次

の二つのことが原因であることが推察できた。

一つは暑さや寒さ等環境による影響である。リ

ラクセーション時だけに通常の授業時以上に感

覚が敏感になり、落ち着けない状態にあるのを

ストレスに感じる生徒がいたことが分かった。

もう一つは、リラクセーションを促す教員との 

図４ 学校保健委員会での保護者による 

リラクセーション体験の様子 

図５ ストレス反応の変化に関する生徒の割合 
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関係による影響である。「教育的予防」の視点からも、主に担任による見取りの中でリラク

セーションを行うメリットは大きいと考えていたが、担任から厳しい指導を受けた直後で

あったり、関係性が変化している時期であったりすると、「リ楽タイム」自体をストレスに感

じる生徒がいたことが分かった。担任からも、「朝のスタートをきちんとしたものにしたいと

いう思いで叱ったり、大きな声を出したりしてしまったことがある」、「教員自身のストレス

がつい声や態度に出ることがある」といった感想が聞かれた。 

学校で生徒一人ひとりに最適な環境を整えることは難しいが、一斉放送で音楽を流す、実

施時間や場所を再考する等、リラクセーションに適した環境づくりを工夫する余地はある。

さらに、今後、リラクセーションの目的や効果が確認できるような時間を定期的に設定した

り、生徒の実態に合わせてリラクセーションに変化をつけたりする等、マンネリ化を防ぐ工

夫も必要であると考える。 

 イ 「Fit（山口県版学校適応感調査）」による分析と考察 

   「リ楽タイム」開始前の６月と、実践が定着した11月に計２回実施した。６月の総合適応 

値の学年平均は56.8で、11月は56.5という結果であった。「Fit」の結果は、一般的には集団 

のコミュニケーションの質と量に影響を受けると言われる。そのため、本研究のリラクセー 

ションを中心とした活動では、統計的な有意差が認められるほどの数値的な変容は見られな 

かった。しかし、生徒の内省報告や教員からの聞き取りでは、学校生活への適応感が高まっ 

た生徒が増えていることを確認することができた。ストレスマネジメントを取り入れた活動 

を通して「Fit」で適応感の高まりを実証するには、継続的なリラクセーション実践と並行し 

て、直接的に生徒のソーシャルスキルを高める技法、例えばアサーション・トレーニングや 

教員に関してはカウンセリングスキルを磨くオリエンテーション等が効果的であるのではな 

いかと考えられる。 

  ウ  「意識アンケート」による分析と考察 

（ｱ) 生徒対象アンケートについて 

生徒への意識アンケートでは、自己指導能力の育成が、学校生活においてどのような場

面で表出するか考え、授業への取組、行動の切り替えについてアンケートを取った。評価

はリラクセーション実践前と比較してどう変容したかを生徒が自己評価するものである。   

授業への取組に関しては、「落ち着いて発表する」「落ち着いて話を聞く」のどちらも９

割以上の生徒が肯定的な回答をしていることが分かった。生徒の内省報告には「発表前に

は自然に呼吸法をしている」、「黙想で呼吸法を意識すると以前より授業に集中できるよう

になった」といった記述があり、リラクセーションの効果と捉えている生徒が少なくない

ことが分かった。 

行動の切り替えについては、「授業や朝読書への取りかかり」、「教室移動」、「グループ学

習と個人学習の切り替え」の３項目について、自己評価をさせた。「授業や朝読書への取り

かかり」、「グループ活動と個人学習の切り替え」についてはどちらも92％の生徒が、「教室

移動」については82％の生徒が、「（リラクセーション実践前と比べて）できるようになっ

た」と肯定的な回答をしており、この意識アンケートの結果は、教員の見取りとほぼ一致

していた。もちろんこれはリラクセーション実践だけの成果ではないが、一般的にストレ

スが大きいとされる週明け、登校直後にリラクセーションの時間を設定した効果の一つで

はないかと考えられる。実際にリラクセーションの実践開始後間もなく「週明けに学年全
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体で落ち着いた雰囲気をつくることは、様々な面で効果がある」、「リ楽タイムがある日と

ない日では、終日落ち着きが全く違う生徒がいる」という教員からの報告があった。生徒

が自主的にリラクセーションを活用するまでには時間がかかるため、比較的効果を実感し

やすい日時に設定することで、より教育的効果を高めることができると考えられる。 

また、リラクセーションを「リ楽タイム」以外で自主的に「活用している」又は、「活用

したことがある」と回答した生徒は全体の47.9%であった。リラクセーションを実施した場

所と時間帯は様々で（図６）、実践開始から４か月で半数近くの生徒が個人的にリラクセー

ションを活用しようとしている姿がうかがえる結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     生徒には、意識アンケートと併せて、リラクセーション実践後の自分の成長や変容につ

いて自由に記述させ、内省報告として分析の対象とした。 

内省報告（表９）で最も多かったのは、リラックスした状態で日々の授業や部活動、行

事などに臨み、本来の力を発揮できたことで、自分なりの自信や充実感を得ることができ

た経験を綴ったものであった。また、簡便な呼吸法を日常的に活用することによって、怒

りや不安をコントロールし、結果的に適切な行動を選択することができたケースも多く報

告された。さらに、リラクセーションが習慣化する中で、自分のストレッサーやストレス

反応等を理解し、自分の課題に対応しようとする生徒の姿も見られた。このように生徒の

内省報告の記述からは、自分のストレス反応をマネジメントする経験の積み重ねが、生徒

一人ひとりの自己指導能力の伸長に有効に働いていることが示されたと考える。 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 教員対象アンケートについて 

    教員へのアンケートは、「リラクセーションの効果として感じられる生徒の変化」と「リ

ラクセーション実践を継続する上での改善点や提案」の２点について自由記述の回答とし、 

併せて聞き取りも行った。生徒の変化としてまず挙げられたのが、「全体的な落ち着きや、

行動の切り替えの早さ」であった。例えば本校では授業と清掃前、集合時に一斉黙想をし

ているが、黙想時に呼吸法を意識する生徒が増えたことが、一斉黙想に相乗効果をもたら

表９ 生徒の内省報告（一部抜粋） 

 ・緊張していても呼吸法をしたらすごくリラックスして試合に臨める。       

・合唱コンクールで指揮をするとき、少し呼吸法をするととても落ち着いてやることができた。 

・友だちと喧嘩をしたとき、「リ楽タイム」をしたら心が落ち着いて自分から謝りに行くことができた。 

・イライラしている時、友だちを傷つけずに自分の中で気持ちを落ち着かせることができた。 

・イライラしている時に、どうすればイライラがなくなるかよく意識するようになった。 

・自分のストレスの原因を考えられるようになった。 
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図６ リラクセーションを個人的に実施した時間帯と場所（複数回答を含む） 
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し生徒がよりスムーズに次の活動に移ることができるようになったと考えられる。また、

週明けに実施することで、生徒も教員も落ち着いた静かな時間を過ごし、１週間をスター

トできる効果も挙げられた。リラクセーションをどのような条件で教育活動に取り入れる

かは、目的や学校及び生徒の実態によるものと考えられるが、週明けの一般的にストレス

が高いと言われる曜日や時間帯に実施することの有効性が推測できる結果となった。もう

一つは、「予防的な生徒指導の充実」である。「（リ楽タイムが）生徒の変化や成長に気付け

る貴重な時間になった」、「教員がストレスマネジメントという新たな視点で生徒を見るこ

と、共通実践することで教員間の連携がより深まった」等、教員の声からは、ストレスマ

ネジメントを通して生徒の変化を見取る教員側にも意識の変化があり、それが予防的な生

徒指導の充実につながったことがうかがえた。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

(1) 研究のまとめ 

以上のことから、中学校においてストレスマネジメントを取り入れた活動を継続的に行うこ

とは、生徒の人間関係や学習等に対する不安や緊張といったストレス反応を軽減させることに

有効であり、リラクセーションの活用による気持ちの切り替えや落ち着きが、自己指導能力の

育成につながることが確認できた。 

また、教員がオリエンテーションや校内での連携した活動を行うことで、ストレスマネジメ

ントが従来の「治療的予防」にとどまらず、全ての生徒を対象とした「教育的予防」の生徒指

導を充実させる手だてとしても有効であることも確認することができた。さらに、生徒の報告

書や教員の見取りからは、ストレスマネジメントを取り入れた活動が、生徒一人ひとりの学校

生活への適応感を高めることにも効果があったと考える。 

(2) 今後の課題 

ストレスマネジメントは、最終的には生涯を通じてストレスへの対処方法を個人的に活用で

きることが目標とされる。生徒一人ひとりが必要なときに必要な技法を活用できるようにする

ためには、３年間の継続的・組織的な指導計画や、小中での連携した取組、さらには、家庭や

地域への理解を図る取組も必要である。 

今後は、ストレスマネジメントによる教育的予防の取組をより充実させることをめざし、生

徒の発達段階や実態、あるいは学年の課題に応じたオリエンテーションについて、実践を通じ

て引き続き研究していきたいと考える。 
 
【注】 

※１ 「生徒の学校生活等への適応感を測定するために、山口県教育委員会と山口大学との連携で作成されたア 
ンケート調査である」（山口県教育委員会、『適応感調査「Fit（生活アンケート）」について 活用 
の手引き<中学校版>』参照） 
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