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Ⅰ 研究の意図

平成15年度学校基本調査によると、不登校

児童生徒数は学年が上がるにつれて増加する

が、特に中学校第１学年時においては、小学

校第６学年時と比較して約３倍になると報告

されている。本県においても、平成14年度に

おける県内の小学校第６学年時と中学校第１

学年時の不登校児童生徒数は、それぞれ93人、

294人となっている。これは、全国と同様の傾

向であり、小・中学校における指導体制の違

いや中学校進学に伴う人間関係の変化等が主

たる原因であると考えられてきた。

そのような中、平成15年度山口県不登校対

策会議において13の提言がなされた。特に、

小・中学校の取組みにおいては、中学校第１

学年時の不登校を未然に防止する観点から､

｢小･中学校の緊密な連携」及び「教員の資質

向上と校内支援体制づくり」に焦点を当て、

児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな支援

の在り方を明らかにしていくことが喫緊の課

題であるという指摘がなされた。

本研究では、この指摘を受けて、小・中学

校間の連携の在り方や、小・中学校９年間を

見据えた計画的な教育相談の在り方を探って

いくために、ふれあい教育センターにおける

継続相談事例等を検討することとした。また、

小学校第６学年児童と中学校第１学年生徒を

対象に、児童生徒の実態や教職員の児童生徒

へのかかわりを細かに見ていき、不登校児童

生徒の増加の原因分析を行いたいと考えた。

その原因分析を基に、｢小･中学校の緊密な

連携」及び「教員の資質向上と校内支援体制

づくり」に焦点を当てた小・中学校における

継続的な支援を計画し、実践することとした。

この実践が、中学校第１学年時の不登校の未

然防止につながることを検証し、児童生徒一

人ひとりの発達段階に合わせた支援を図るた

めの有効な情報を提供したいと考える。

Ⅱ 研究の概要

本研究は、研究期間を平成16・17年度の２

年間とし、山口大学教育学部の大石英史助教

授の指導・助言を得ながら、同一地区を校区

とする小・中学校の教員６人（３地区から２

人ずつ）の調査研究協力員（以下、「研究協力

員」とする。）とともに研究を進めた。

平成16年度（１年次）は、中学校第１学年

時に不登校を経験した生徒の事例から、不登

校生徒の増加の原因分析及び小・中学校にお

ける校内支援体制や小・中学校間の連携につ

いての現状把握を行った。さらに、児童生徒

の中学校生活に対する意識を把握するための

調査票（ｐ11、ｐ12参照）を作成し、研究協力員の

所属校において調査を実施した。その調査の

分析を基に、中学校進学に伴う環境の変化に

対して、なめらかな移行が果たせるような、

小・中学校間の連携の在り方や校内支援体制

を構築するための視点（以下、「方策モデル」

とする。）を明確にした。そして、各地区の実

情に合わせた方策モデルを設定し、研究協力

員の所属校において具体的な取組み（以下、「試

行案」とする。）を実施した。

平成17年度（２年次）は、方策モデルを基

にした試行案を引き続き実施し、アンケート

調査や聞き取り調査の結果を基に、試行案の

効果について、児童生徒及び教員のそれぞれ

の視点から分析し、考察を行った。そして、

試行案に更に改善を加え、「不登校を未然に防

止するための具体的な試行案」として、方策

モデルとともに提示した。

Ⅲ 研究の実際

１ 小・中学校間の連携による校内支援体制

の構築

(1) 児童生徒の現状把握のための調査・分析

ア 中学校第１学年時不登校経験生徒の事例研究

事例研究については、ふれあい教育センター

における事例等を参考にした。まず、中学校

第１学年時に不登校を経験した事例を抽出し、

その中から、中学校入学時に明らかに個別の

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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支援が必要と思われる事例（小学校時に不登

校や別室登校を経験していたり、欠席がちで

あった児童生徒）を除いた。そして、小学校

時に不登校を経験していない幾つかの事例に

ついて状況の分析を行った。

これらの事例は、いずれも中学校第１学年

時に初めて不登校に陥ったものであり、不登

校の態様が「不安など情緒的混乱の型」であ

ることや、不登校状態がはっきりと分かるよ

うになった時期が、２学期の９月から３学期

にかけてであるという共通した特徴をもって

いた。

さらに、これらの事例の生徒は、「自分の現

在あるいは将来に対し、常に漠然とした不安

を抱えている」、「きまじめな性格で、人にど

う見られているかが過度に気になる」、「自分

の気持ちや考えを表現するのが苦手である」、

「自信を喪失しているが、プライドが高い」、

「非行傾向を示す生徒との接触を嫌う」、「周

囲の期待に応えなければならないという気持

ちが強い」、「夢や希望をもっているが、現実

とのギャップが大きい」等の共通した特徴を

もっていることも分かった。

また、これらの事例においては、「不安」と

「期待」という相反する心情を表す言葉が多

く見出せた。そこで、中学校生活に対するア

ンケート調査を実施し、不安や期待について

更に深く調べることとした。

イ 児童生徒の中学校生活に対する意識を把

握するための調査・分析

(ｱ) 学校生活アンケート調査

１年次には、事例研究と並行して、児童生

徒の中学校生活に対する意識を把握したいと

考え、予備調査として小学校第６学年児童と

中学校第１学年生徒を対象に学校生活アン

ケート調査を実施した。

Ｘ小学校第６学年の児童に対して、「中学校

に進学するに当たって、不安に思っているこ

とは何ですか」等の質問項目によるアンケー

ト調査を行った。その結果、次のような質問

項目に対しては、不安傾向が強いことが分かっ

た。

・勉強についていけない。

・気の合わない先生がいる。

・中学校の先輩は怖い。

・先輩との付き合い方が分からない。

・新しい友だちづくりが難しそう。

・親が成績のことをうるさく言う。

・一日の日程がどうなっているのか分か

らない。

・悪いことをしたときの指導のされ方が怖い。

・校則が細かくて厳しそう。

・自由時間が少なくなって先生に話や相

談ができない。

また、Y中学校第１学年の生徒に対してアン

ケート調査を行ったが、「小学校６年生の時、

中学校進学に向けて不安に思っていたことが

ありましたか」という質問に対しては、全体

の約６割の生徒が不安に思ったことがあった

と回答し、そのうちの約１割の生徒が進学後

も不安を解消できない状態であることも分

かった。

(ｲ) 調査票作成

予備調査としての学校生活アンケート調査

の分析から、中学校へのなめらかな移行を進

める方策モデルや試行案を作成するには、小

・中学生の意識に関して、より詳しく客観的

なデータが必要であることが分かった。

また、アンケート調査を実施した学校から

の報告やその分析から、小学校第６学年では

「不安である」という気持ちとともに、「中学

校生活に期待をしている」という気持ちがあ

ることや、中学校第１学年では「不安」をも

ちながらも、「安心」や「ゆとり」が感じられ

るようになることが分かった。そこで、「中学

校生活に対する期待と不安の調査（小学校版）

EASY(Expectation and Anxiety for Junior High

School Life Assessment in Yamaguchi)」（図

１、図３）と「中学校生活に対する安心と不

安の調査（中学校版）EASY (Ease and Anxiety
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for Junior High School Life Assessment in

Yamaguchi)」（図４）と題した調査票を作成し

た（以下、「EASY」と略す。）。なお、図３、図４

は、調査票の設問項目である（ｐ11、ｐ12参照）。

EASYは、学校生活アンケート調査から抽出

した48の設問を、学校生活や中学校のきまり

に関すること等の８領域に分類し、アンケー

トと自由記述欄と併せて構成したものである。

図１は、作成した小学校版EASYの一部で、８

領域の中の「中学校生活に関すること」の設

問である。

図１ 小学校版EASYの一部

図２ 小学校版EASYの集計結果の例

EASYの集計は、尺度の中間である「どちら

でもない」を基準（０点）に、積極的な内容

の設問では、「とてもそう思う」と答えた時の

得点を「＋２点」、消極的な内容の設問では、「と

てもそう思う」と答えた時の得点を「－２点」

として計算した。集計の結果、中学校生活に

対する思いが積極的で、期待が高い場合には、

得点はプラス方向へ大きくなり、消極的な答

えや不安が強いと、得点はマイナス方向へ大

きくなった（図２）。

このEASYの活用法としては、小学校版では、

一人ひとりの内面を大まかに理解することで、

中学校進学へ向けてどのような支援が必要か

を探る手掛かりとすることが考えられる。さ

らに、学校プロフィール（８領域の得点の学

校平均値を基に、中学校生活に対するイメー

ジをグラフ化したもの）は、集団の不安傾向

をつかみ、児童生徒の交流活動を設定する際

の根拠としての活用もできると考えられる。

この小学校版EASYによる調査の実施時期は、

中学校進学の前に児童への個別の支援を行う

ため、第６学年の２学期以降が適切と考える。

一方、中学校の体験入学や仮入学等の行事前

後に実施すれば、それまでの指導に対する効

果の測定に活用できる。

中学校版EASYによる調査は、中学校第１学

年時の１学期に実施することが望ましいと考

える。これは、従来から課題とされてきた２

学期を迎える前に、学校生活への適応状況を

把握し、早期の個別の支援を進める契機とす

るためである。また、小学校版EASYによる調査

を実施した生徒については、中学校版EASYの

調査結果と併せて活用することにより、個別

の支援を行う際の重要な資料とすることがで

きると考える。

このようにEASYは、児童生徒の期待や安心

及び不安の傾向を、個人のレベルだけでなく

学級、学年、学校という集団のレベルでも理

解できる調査票とすることを目的に作成した。

(2) 小学校版EASYによる調査の実施及び分析

ア 調査対象、実施時期及び所要時間

小学校版EASYは、県内の小学校第６学年児

童の内、382人（男子198人、女子184人）を対

象として平成17年１月に実施した。調査の所

要時間は、約15分間であった。
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イ 小学校版EASYの全体的な傾向

図５は、全回答者の全体プロフィール（８

領域におけるそれぞれの平均値を基に、中学

校生活に対するイメージをグラフ化したもの）

を示している。

全体プロフィールから、「学校生活」に関す

る領域の期待や関心が高いことが分かる。ま

た、「部活動」に関する領域への期待が一番高

く、多くの児童がプラスのイメージでとらえ

ている。さらに、「自分」に関する領域でも肯

定的な見方をしていることが分かった。

しかし、「家庭生活」、「友だちや先輩」、「先

生」、「学習」、「中学校のきまり」に関する領

域では、不安を感じている。

図５ EASY全体プロフィール

ウ 兄姉によるプロフィールへの影響

「兄姉なし群（44人）」と「兄姉あり群（187人）」

のプロフィールを比較すると、「学校生活」に

関する領域では、「兄姉あり群」の方が約２倍

の期待を示している。また、「友だちや先輩」

に関する領域や「家庭生活」に関する領域で

は、「兄姉なし群」は、「兄姉あり群」と比べ

て約２倍の不安傾向を示している。特徴的な

ことは、「自分」に関する領域を、「兄姉あり

群」はプラスのイメージで、「兄姉なし群」は

マイナスのイメージでとらえていることであ

る。これらのことは、「兄姉あり群」は、兄や

姉から中学校に関する具体的な情報を得やす

く、中学校生活に対する不安や対人関係に対

する問題解決能力が比較的高いためと思われ

る（図６、図７）。

図６ 兄姉なし群EASYプロフィール

図７ 兄姉あり群EASYプロフィール

図８ 不登校なし群のEASYプロフィール

図９ 不登校・準不登校群のEASYプロフィール
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エ 不登校児・準不登校児のプロフィール

「不登校なし群（365人）」と「不登校・準

不登校群（17人）」を比較すると、大きく傾向

が異なるのは「自分」に関する領域で、「不登

校なし群」はプラスのイメージでとらえてい

るが、「不登校・準不登校あり群」は大きなマ

イナスのイメージでとらえている。また、「友

だちや先輩」や「学校のきまり」に関する領

域では、両群ともマイナスのイメージでとら

えているものの、「不登校・準不登校群」の方

が２倍程度不安傾向が強くなっている。全体

的に、「不登校・準不登校群」は、不安傾向が

顕著に表れていることが分かる（図８、図９）。

オ ５領域における児童の回答の様子

(ｱ) 中学校生活に関する領域

図10は、「中学校生活」に関する領域の「中

学校での生活はなんだか楽しそうだ」という

設問への回答状況を度数分布で示したもので

ある。この設問では、全回答者の約６割の児

童が中学校生活を肯定的にとらえていること

が分かる。

また、「学校行事ではどんなことをしている

か知りたいと思う」という設問に対しても、

約７割の児童が関心を示していた。

(ｲ) 部活動に関する領域

この領域では、図11のように約７割の児童

が、「中学校の部活動は楽しみである」、また

約８割の児童が「中学校の部活動でいろいろ

図10 EASY「中学校生活に関すること」の結果

な知識や技能を身に付けたい」と回答している。

その一方で、約６割の児童は「中学校の部

活動はきびしい感じがする」と回答している。

アンケートの自由記述でも、部活動に関する

様々な不安を具体的に数多く書いている。

全体的には、「部活動」は期待が高い領域だ

が、個々の設問への回答状況を見ていくと、

期待の中にも不安が混在していることが分か

る。

(ｳ) 友だちや先輩に関する領域

この領域は、全体プロフィールでは不安傾

向を示しており、図12のように約６割の児童

が「中学校の先輩は怖い感じがする」と回答

している。

その一方で、約８割の児童は、「中学校に入っ

たら、新しく多くの友だちをつくりたいと思

う」と回答している。

図12 EASY「友だちや先輩に関すること」の結果

図11 EASY「部活動に関すること」の結果

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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(ｴ) 家庭生活に関する領域

この領域では、図13のように、約７割の児童

は、「中学生になったら親からもっと勉強しなさ

いと言われると思う」と回答している。その一

方で、約５割の児童が、「中学生になったら新し

い体験を何かやってみたいと思う」と回答して

いる。これらのことから、ここにも、期待と不

安が混在していることが分かる。

(ｵ) 学習に関する領域

この領域では、全体プロフィールは不安傾

向を示していた。「中学校ではテストの回数が

多くなるので大変だと思う」、「中学校の授業

は進み方が速いのでついていけないと思う」、

「高校受験や受験勉強のことを心配に思う」

等の設問に対して図14のように、７割以上の

児童が、不安を示す回答をしている。

しかし、約９割の児童は、「中学生になった

ら、学習は努力したいと思う」と回答する等、

学習に対する意欲も感じられる。

図14 EASY「学習に関すること」の結果

図13 EASY「家庭生活に関すること」の結果

(3) 中学校版EASYによる調査の実施及び分析

ア 調査対象、実施時期及び所要時間

中学校版EASYは、対象生徒を原則として小

学校版EASYによる調査対象と同一とし、平

成17年５月に実施した。調査の所要時間は、

約15分間であった。

イ 中学校版EASYの全体的な傾向

図15は、全回答者の全体プロフィールを示

している。

図15 中学校版EASY全体プロフィール

全体プロフィールにおいては、「家庭生活」

に関する領域でわずかにマイナスのイメージ

が見られたものの、ほとんどの領域でプラス

のイメージが現れていた。特に、「部活動」や

「学校生活」に関する領域は、顕著なプラス

のイメージを示していた。また、小学校第６

学年時にはマイナスのイメージを示していた

「友だちや先輩」、「先生」、「学習」、「中学校

のきまり」に関する領域も、中学校入学後に

はプラスのイメージへと転じていた。

ウ ３領域における生徒の回答の様子

(ｱ) 友だちや先輩に関する領域

次ページ図16は、「友だちや先輩」に関する

領域の「中学校の先輩は怖い感じがする」と

いう設問に対して、左側に小学校第６学年時

の回答を、右側に中学校第１学年時の回答を

それぞれ度数分布で示したものである。この

設問では、小学校第６学年時は約６割の児童

が不安を示していたが、中学校第１学年時に

は、約４割に減少していることが分かる。

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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(ｲ) 学習に関する領域

「学習」に関する領域では、全体プロフィー

ルは肯定的な傾向を示していた。特に、「中学

校の英語の授業が楽しみである」という設問

に対しては、小学校第６学年時には回答状況

に特徴が見られないが、中学校第１学年時に

は、約７割の生徒が英語の授業が楽しみであ

ると感じていた（図17）。

また、「中学校の授業は進み方が速いのでつ

いていけないと思う」という設問に対しては、

小学校第６学年時には、約６割の児童がつい

ていけないと思うと答えたのに対して、中学校で

は約４割に減少していた。

このように、生徒は中学生になって実際に

授業を受けてみることにより、学習に対する

不安が軽減していることが分かる。これは、

図17 EASY「学習に関すること」の結果

図16 EASY「友だちや先輩に関すること」の結果

中学校教員の指導法の工夫や生徒の成長によ

るものと考えられる。

(ｳ) 中学校のきまりに関する領域

中学校のきまりに関する領域での全体プロ

フィールは、肯定的な傾向を示していた。

特に、「中学校のきまり」に関する領域の「中

学校のきまりは生徒にとってきびしいと思う」

という設問では、小学校第６学年時は約２割

が「きびしいと思う」と回答していた（図18）。

しかし、それに対して、中学校第１学年時

には約３割が「きびしいと思う」と答えてい

る。実際に中学校に進学し、きまり（校則）

を経験することで「きびしい」と感じる生徒

が増えたものと思われる。

だが、中学校第１学年時の約６割は、「中学

校ではきまりを守って生活していると思う」

という設問に対して、肯定的に回答している。

これは、中学校に進学後の生徒は、「中学校の

きまりはきびしい」と感じながらも、きまり

があることで中学生らしい生活ができると考

えているように思われる。

(4) 教育相談や交流活動における現状と課題

本研究では、児童生徒の現状把握のための

調査・分析の結果から、不登校を未然に防止

する方策として、「教育相談」や小・中学校の

児童生徒及び教職員における「交流活動」の

充実が欠かせないと考えた。

そこで、教育相談や交流活動における現状

図18 EASY「中学校のきまりに関すること」の結果

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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と課題を検討した。

ア 教育相談の現状と課題

小学校から中学校への移行期における校内

支援体制を一層充実させるために、教育相談

の役割が重要であることはいうまでもなく、

そのことは十分教職員に認識されている。し

かし、小・中学校の現状は、不登校児童生徒

の抱える課題を解決するための校内支援体制

が十分整っているといえない面もある。校内

外で支援を進めるコーディネーター的役割を

果たす教職員や、児童生徒と最も深くかかわ

りがもてるキーパーソンとなる教職員、さら

には、不登校児童生徒だけでなく、その保護

者への支援を行う教職員も必要である。これ

らの役割をもった教職員を中心に、校内サポー

トチームが検討会を行う等、総合的な支援を

進めることが必要となる。

イ 交流活動における小・中学校間の連携の

現状と課題

小・中学校における教職員の交流活動は、

定期の小・中学校連絡会等、一部の教職員に

よる連携が多く、全教職員での取組みは不十

分である。また、児童生徒の交流活動につい

ても、充実しているとは必ずしもいえない現

状であり、教職員による児童生徒の人間関係

づくりがなめらかな移行を促すという視点を

もつ必要がある。

以上のような現状と課題を受けて、充実し

た校内支援体制の下での教育相談及び小・中

学校の緊密な連携による交流活動を実施する

に当たり、方策を構築するための視点（方策

モデル）を明確にするとともに、具体的な取

組み例（試行案）を考案した。

(5) 小・中学校間の連携による教育相談の方

策モデル及び試行案

校内支援体制による教育相談では、個別の

支援を充実させることが必要であることから、

次のような方策モデルを設定した。

なお、方策モデルにおける児童生徒の情報

とは、例えば欠席日数や遅刻・早退回数及び

学力に関する情報、不登校等に対して学校が

行った具体的な対応等である。

ア 「児童生徒の情報を活用した個別の支

援による教育相談」

イ 「児童生徒の情報を共有した、チーム

支援による教育相談」

ウ 「保護者の支援を図る教育相談」

さらに、校内支援体制の構築に向けて試行

案を作成した。この試行案では、EASYの個人

プロフィール（個人内の８領域の各得点を基

に、中学校生活に対するイメージをグラフ化

したもの）を活用し、個別の支援が効果的に

行えるように工夫した。

ア 「児童生徒の情報を活用した個別の支援

による教育相談」における試行案…「ここ

ろのカルテ」

「こころのカルテ」に含まれる、EASYの個

人プロフィールの例として、「家庭生活」や「自

分」に関する領域で顕著な不安傾向を示して

いる場合を、図19に示した。

図19 児童生徒の情報を活用した個別の支援

による教育相談

このような傾向を示している事例では、プ

ライバシーに配慮した上で、児童の情報を活

用した個別の支援による教育相談が必要に

なってくる。具体的には、教育相談室等で行

う相談の際に「こころのカルテ」を個別に作
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成し､必要な情報を記録する。そして、校内で

活用できるようにしておくとともに、小・中

学校間で共有することが個別の支援に有効で

あると考える。

イ 「児童生徒の情報を共有した、チーム支

援による教育相談」における試行案…「小

・中学校合同事例検討会」

図20はチーム支援による教育相談が必要と

される児童の個人プロフィールの例である。

このプロフィールには、多くの領域で顕著な

不安傾向が示されている。

このような傾向を示している事例では、不

登校等の不適応を起こす可能性が高いと考え

られ、チーム支援が必要である。そのために

は、不登校等の要因や背景、対応について詳

しく検討する事例検討会をもつことが不可欠

である。さらに、小学校でのチーム支援が中

学校へのなめらかな移行への支援となるよう

に、「小・中学校合同事例検討会」の開催も必

要である。

図20 児童生徒の情報を共有した、チーム支援による

教育相談

ウ 「保護者の支援を図る教育相談」における

試行案…「こころの相談窓口」

図21は、保護者の支援が必要と考えられる

児童の個人プロフィールの例である。

このように、「家庭生活」に関する領域で、

特に顕著な不安傾向を示している事例では、

保護者も子どもとのかかわり方に不安をもっ

ていると考えられる。家族との関係のもち方

は、この時期に特有な発達的な課題を含む問

題であり、家庭との連携を含めた解決策を模

索していく必要がある。

そこで、教員がスクールカウンセラー等と

連携をとって支援を進めていくため、保護者

を対象とした相談窓口を設けることが必要で

ある。

図21 保護者の支援を図る教育相談

(6) 小・中学校間の連携による交流活動の方

策モデル及び試行案

ここでは、EASYの学校プロフィールに着目

し、交流活動の方策モデルを次のように設定

した。

ア 「児童生徒の人間関係づくりに視点

置いた交流活動」

イ 「児童生徒のリーダー養成に視点を

置いた交流活動」

ウ 「小・中学校の教職員間の人間関係

づくりに視点を置いた交流活動」

さらに、小・中学校間の連携を深める試行

案を作成した。この試行案では、EASYの学校

プロフィールを活用し、学校にとって有効な

交流活動が行えるように工夫した。

ア 「児童生徒の人間関係づくりに視点を置

いた交流活動」における試行案…「中学校
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探検」

EASYの学校プロフィールでは、「友だちや先

輩」、「学習」、「中学校のきまり」に関する領

域で特にマイナスのイメージが強いという傾

向を示していたので、児童生徒の人間関係づ

くりに視点を置いた交流活動の一つとして、

「中学校探検」を提案した。これは、中学校

入学前に小学校第６学年と中学校第１学年の

交流活動の場を積極的に設け、実際にやまぐ

ちふれあいプログラム（Adventure Friendship

Program in Yamaguchi、以下「AFPY」と略す。）

等による交流活動を行うことで、友だちや先

輩に対する不安を少しでも軽減しようとする

試みである。

また、「体験入学」では、より多くの参加・

体験型のプログラムを取り入れることにより、

学習や学校のきまりに対する不安を軽減でき

るのではないかと考えた（図22）。

図22 児童生徒の人間関係づくりに視点を置いた

交流活動

イ 「児童生徒のリーダー養成に視点を置い

た交流活動」における試行案…「児童会・

生徒会交流」

これは、児童生徒同士が助け合う姿勢を導

き出すために、ピア・サポート・プログラム

等を応用した活動である。具体的には、児童

会や生徒会の役員等のリーダーを対象に、仲

間を支援するために必要なスキルを学ぶこと

が考えられる。

なお、ピア・サポート・プログラムとは、

児童生徒が本来もっている「思いやり」や「支

え合い」の心を育て、不安や悩みをもってい

る仲間に対して、このトレーニングを受けた

リーダーが支援するという取組みである。

ウ 「小・中学校間の教職員の人間関係づく

りに視点を置いた交流活動」における試

行案…「教職員合同研修会」

EASYの学校プロフィールでは、「先生」に関

する領域でもマイナスのイメージが強いとい

う傾向を示していたことから、教職員と児童

生徒との人間関係づくりが大切であり、教職

員には人間関係づくりに役立つ研修会が必要

であると考えた。

そこで、「小・中学校間の教職員の人間関係

づくりに視点を置いた交流活動」における試

行案として、小・中学校の教職員による「教

職員合同研修会」を提案した。この研修会で

は、児童生徒に対する理解を深めより適切な

支援を行うために、次のような内容の研修を

実施することとした。

・いじめ、不登校、集団不適応等に関する

研修

・人間関係づくりの手法（AFPYや構成的グ

ループ・エンカウンター等）に関する研修

・特別支援教育に関する研修

・スクールカウンセラーを交えた研修

このような研修を通し、教職員が児童生徒

と教職員間の人間関係づくりの大切さを学ぶ

ことで、児童生徒にとって教職員がより身近

で信頼できる存在となることが期待でき、そ

のことが児童生徒の「先生」に対するマイナ

スのイメージを軽減することにつながると考

える。

また、研修を小・中学校合同で行うことは、

小・中学校間の連携を緊密なものにするとと

もに、小・中学校の教職員間の人間関係をよ

り円滑なものにすることに役立つと考える。
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《中学校のきまりに関すること》 《友だちや先輩に関すること》

１ 中学校のきまりは生徒にとってきびしいと思う。 １ 中学校の先輩は優しく接してくれると思う。

２ 中学校では持ち物の制限がきびしいと思う。 ２ 中学校に入ったら新しい友だちを多くつくりたいと

３ 中学校ではきまりを守って生活できると思う。 思う。

４ きまりは中学校生活を安心して過ごすために欠 ３ 中学校ではいじめやからかいは少なくなると思う。

かせないと思う。 ４ 中学校の先輩は怖い感じがする。

５ 中学生になったら自由な行動が増えると思う。 ５ 中学生はきまりを守らない人が多くいる。

６ 悪いことをしたら先生に呼び出されることはいや ６ 中学校では仲良しの友だちとクラスや学校がわか

だと思う。 れることが気になる。

《学習に関すること》 《家庭生活に関すること》

１ 中学校に入ったら、学習は努力したいと思ってい １ 中学生になったら自由な時間が少なくなると思う。

る。 ２ 中学生になったら親からもっと勉強しなさいと言わ

２ 教科によって先生がかわることは理解が深まると れると思う。

思う。 ３ 中学生になったら新しい体験を何かやってみたい

３ 中学校の英語の学習が楽しみである。 と思う。

４ 中学校の授業は進み方が速いのでついていけ ４ 中学生になっても趣味や習い事（ピアノや習字な

ないと思う。 ど）は続けることができると思う。

５ 中学校ではテストの回数が多くなって大変だと思 ５ 通学の距離や方法がかわるが、気にはならないと

う。 思う。

６ 高校受験や受験勉強のことを心配に思う。 ６ 疲れて家に帰ったら何もできないのではないかと

思う。

《先生に関すること》 《自分に関すること》

１ 何か困ったときは先生に気軽に相談したいと思 １ 今までに、学校に行きたくないと思ったことがある。

う。 ２ 中学生になると、大人になったような気がする。

２ 中学校の先生はきびしい感じがする。 ３ 自分の体の成長がおそいことが気になる。

３ 中学校の担任はどんな先生なのか楽しみに思う。 ４ 兄（姉）または友だちと同じ学校に通うので安心で

４ 中学校の担任はすべての教科を教えるのではな ある。

いので、生徒のことがよく分からないと思う。 ５ 中学校では自分のよいところを人に見せたい。

５ 中学校では多くの先生に出会えることを楽しみに ６ 中学生になったら、頭痛や腹痛が増えるのでは

思う。 ないかと思う。

６ 中学校では先生と話をする時間が少ないと思う。

《部活動に関すること》 《中学校生活に関すること》

１ 中学校の部活動が楽しみである。 １ 中学校での生活はなんだか楽しそうだ。

２ 中学校の部活動はきびしい感じがする。 ２ 休み時間に、遊べないのではないかと思う。

３ 中学校の部活動でいろんな知識や技能を身につ ３ 学校行事ではどんなことをしているか知りたいと思う。

けたい。 ４ 中学校ではいつも緊張をしたり疲れたりすると

４ 中学校の部活動に入って活躍したい。 思う。

５ 中学校の部活動は勉強の負担になる。 ５ 制服を着る（または制服がかわる）ことを楽しみにし

６ 中学校の部活動を体験してみたい。 ている。

６ 給食時間は自分にとって楽しくない時間だと思う。

図３ 中学校生活に対する期待と不安の調査票（小学校版EASY）の設問項目

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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《中学校のきまりに関すること》 《友だちや先輩に関すること》

１ 中学校のきまりは生徒にとってきびしいと思う。 １ 中学校の先輩は優しく接してくれると思う。

２ 中学校では持ち物の制限がきびしいと思う。 ２ 中学校では、新しい友だちを多くつくりたいと思う。

３ 中学校ではきまりを守って生活していると思う。 ３ 中学校に入って、いじめやからかいは少なくなったと

４ きまりは中学校生活を安心して過ごすために欠 思う。

かせないと思う。 ４ 中学校の先輩は怖い感じがする。

５ 中学生になったら自由な行動が増えたと思う。 ５ 中学生はきまりを守らない人が多くいると思う。

６ 悪いことをしたら先生に呼び出されることはいや ６ 中学校に入ったら、仲良しの友だちとクラスや学校

だ。 がわかれて残念に思った。

《学習に関すること》 《家庭生活に関すること》

１ 中学校では、勉強するよう努力している。 １ 中学生になったら自由な時間が少なくなったと

２ 教科によって先生がかわることで学習理解が 思う。

深まると思う。 ２ 中学生になったら親からもっと勉強しなさいと言わ

３ 英語の学習は楽しみにしている。 れるようになった。

４ 中学校の授業は進み方が速いのでついていけ ３ 中学生になったら新しい体験を何かしてみたいと

ないと思う。 思う。

５ 中学校ではテストの回数が多くなって大変だと思 ４ 中学生になっても趣味や習い事（ピアノや習字な

う。 ど）は続けることができている。

６ 高校受験や受験勉強のことを心配に思う。 ５ 通学の距離や方法がかわったことは気にはなら

ない。

６ 家に帰ったら、疲れているので何もできないと思う。

《先生に関すること》 《自分に関すること》

１ 何か困ったときは、先生に気軽に相談したい １ 中学校に入ってから、学校に行きたくないと思った

と思う。 ことがある。

２ 中学校の先生はきびしい感じがする。 ２ 中学生になってから、自分が大人になったような

３ 担任の先生に親しみを感じている。 気がする。

４ 中学校の担任は教科を教える先生なので、生徒 ３ 自分の体の成長がおそいことが気になる。

のことがよく分からないと思う。 ４ 兄（姉）または友だちと同じ学校に通っているので

５ 中学校では多くの先生が教えてくれるので 安心である。

よかったと思う。 ５ 自分のよいところを人に見せたいと思う。

６ 中学校では先生と話をする時間が少ないと思う。 ６ 中学生になったら、頭痛や腹痛が増えたように

思う。

《部活動に関すること》 《中学校生活に関すること》

１ 中学校の部活動はきびしい感じがする。 １ 中学校での生活は楽しい。

２ 中学校の部活動は勉強の負担になる。 ２ 休み時間にはもっと遊びたいと思う。

３ 部活動でいろんな知識や技能を身につけたい。 ３ 学校行事のことをもっと知りたいと思う。

４ 部活動でもっと活躍したい。 ４ 中学校は緊張をしたり疲れたりすることが多い。

５ 部活動の時間が楽しみである。 ５ 制服を着る（または制服がかわった）ことはよかった

６ 他の部にかわりたいと思う。 と思う。

＊部活動に加入していない生徒は質問１、２のみ答える。 ６ 給食時間は楽しくない時間だと思う。

図４ 中学校生活に対する安心と不安の調査票（中学校版EASY）の設問項目
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４ Ａ地区の実践

(1) 取組みの概要

本研究を始めるに当たり、まず平成16年９

月に中学校第１学年を対象とした学校生活ア

ンケート調査を実施した。その結果、入学を

目の前に控えた児童の中学校生活に対する

様々な不安傾向が浮かび上がってきた（表１）。

表１ 学校生活アンケート（一部抜粋）

図23 Ａ地区小学校版EASYの学校プロフィール

また、小学校版EASYを平成17年１月上旬に

実施した結果、「友だちや先輩」、「先生」と

いう新たな人間関係についての不安や、「中

学校のきまり」、「家庭生活」の項目にマイ

ナスのイメージがあることが明らかになった

（図23）。「友だちや先輩」については、学校

生活アンケートと同じ結果といえる。

さらに、平成17年５月下旬に中学校版EASY

を中学校入学後の第１学年全員を対象に行っ

た。この調査では、小学校第６学年時の調査

でマイナスのイメージを示していたすべての

項目がプラスのイメージに転じていたことが

分かった（図24）。

図24 Ａ地区中学校版EASYの学校プロフィール

しかし、中学校版EASYの個人プロフィール

を詳しく見てみると、特定の項目でマイナス

のイメージを示している生徒や、全体的にマ

イナスのイメージを示している生徒もおり、

個別の支援を継続して行う必要性が認識され

た。

中学校版EASYのデータは、各クラスごとに

集計した後、教育相談担当教員が分析・考察

を行い、配慮が必要と考えられる生徒につい

ては、学級担任と連携をとり、６月の個別の

教育相談に生かせるようにした。また、気に

なる生徒には、早期にスクールカウンセラー

によるカウンセリングを受けるように勧め

た。このように、客観的なデータを利用する

ことで、普段の生活の様子からは把握できな

い不安等を理解することができ、早期の対応

ができたことは、不登校をはじめ、学校に対

する様々な不適応行動の未然防止に役立った

と考える。

中学校に見られる不登校生徒の原因分析と未然防止に関する研究

「中学校進学に向けて不安に思っていたことは

ありましたか」

男 子 女 子 全 体

ありました 57.6％ 68.6％ 62.4％

「中学校進学前にどのような不安がありましたか」

分
内 容 男子 女子 合 計

類

人
先輩との人間関係 37 % 41 % 39 %

間

（怖い）

関

友人関係 5 % 10 % 8 %

係
いじめ 6 % 9 % 8 %

生徒数の変化 2 % 0 % 3 %

学
勉強についていけるか 21 % 21 % 21 %

新しい教科（英語） 5 % 0 % 2 %

習
テスト 2 % 1 % 2 %

部活との両立 2 % 1 % 2 %

部 部活についていけるか 16 % 11 % 14 %

活 部活の選択 2 % 0 % 1 %

生 中学生活になじめるか 1 % 3 % 2 %

活 先生との関係（怖い） 0 % 1 % 1 %

複数回答数の平均 平均1.6 平均2.0 平均1.8
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また、Ａ地区の小・中学校の特徴として、

児童が複数の小学校から同一の中学校に入学

するため、中学校入学後に新しい人間関係を

構築しなければならない場合が多く、生徒の

人間関係づくりに配慮した対応が必要であ

り、関係する小・中学校間の連携が重要な地

区である。

以上の実情から、Ａ地区では、小・中学校

間の連携を更に進め、児童生徒の情報の共有

化を図り、具体的な支援を行っていくという

視点と、保護者を支援しながら保護者ととも

に生徒を育てていくという視点の教育相談体

制づくりの重要性が認識された。これらの視

点から、Ａ地区の方策モデルを次の２つの項

目に設定した。

・「児童生徒の情報を共有した、チーム支

援による教育相談」

・「保護者の支援を図る教育相談」

ア 「児童生徒の情報を共有した、チーム支

援による教育相談」（方策モデル）

(ｱ) 生徒指導連絡会での情報の共有化

Ａ地区では、以前から生徒指導における

様々な問題を解決するために、地区内の小・

中学校の生徒指導連絡会を開催している。こ

の連絡会は毎月開催され、各校の生徒指導主

任、教育相談担当教員のほか、教育支援セン

ター指導員及び家庭児童相談員等も出席して

おり、関係機関との連携の下、配慮を必要と

する児童生徒の情報交換及びその対応や支援

の在り方について具体的な協議が行われてい

る。

この生徒指導連絡会で、小・中学校間の年

度末連絡会における児童生徒の情報の共有の

在り方とその重要性について協議した。その

結果、不登校の未然防止の観点から、各校に

おいて統一された様式で児童生徒の情報を共

有できるよう、児童調査票の見直しを行うこ

とになった。

新様式の児童調査票（図25）は、小・中学

校間の緊密な連携を進めるために、できるだ

け詳細な情報が共有できるような様式に変更

した。（なお、図25の児童調査票は記述例と

して作成したものである。）

また、小学校での実際の記述に当たっては、

児童の「～ができない」というマイナス面に

視点を当てた記述ではなく、「～の支援によ

り～ができるようになった」というプラス面

に視点を当てた具体的な支援の在り方等も積

極的に記述するようにした。

その結果、事前に詳細な情報交換をし、児

童生徒への個別の支援を検討していくことが

児童生徒理解を深める上でも欠かせないこと

が分かり、これまで不十分であった支援がよ

り充実したものとなった。

図25 新様式の児童調査票（記述例）

また、小・中学校の年度末連絡会には、養

護教諭も新たに参加し、小学校の各クラスご

とに担当教員を決めて児童生徒の情報の引継

ぎを行った。この情報を基にして、個別の配

慮を必要とする児童については、入学前に校

内事例検討会を開催し、新学期からの対応の

在り方について検討を行った。以前は引継ぎ

が少数の担当教員間で行われ、担当教員の異

中学校に見られる不登校生徒の原因分析と未然防止に関する研究
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動等で次年度の第１学年担当教員に十分に情

報が伝わらないこともあったが、このような

体制をつくることで、確実な情報の共有が可

能になった。

さらに、不安の軽減を目的とした体験入学

の在り方や入学後の小学校学級担任の激励訪

問の実施、小・中学校間の継続した情報交換

の実施等、中学校入学後の継続したチーム支

援の在り方についても共通理解を図った。

(ｲ) 小・中学校合同事例検討会

不登校の現状と未然防止の在り方について

考えるため、平成17年８月に小・中学校合同

事例検討会を行った（図26）。

この会では、国立教育政策研究所生徒指導

研究センターから出された不登校に関する資

料を基に、不登校の現状についての理解を深

めた。中学校第１学年で不登校であった生徒

の約半数が小学校で「経験あり群」であった

事実から、小学校時における学習や人間関係

づくり等に対するきめ細かな対応が必要であ

ることや、小学校での「経験あり群」への適

切な対応の在り方についても共通理解が図れ

た。その結果、小学校から中学校へのなめら

かな移行をめざした小・中学校間の連携の重

要性を全教職員が意識することができた。

(ｳ) 新入生体験入学

Ａ地区の生徒指導連絡会における共通理解

を基に、小・中学校の児童生徒の人間関係を

より深めるため、中学校の新入生体験入学の

在り方についても見直しを図った。新入生体

験入学では、中学校における学習や部活動に

図26 小・中学校合同事例検討会

対する不安を和らげるため、少人数指導によ

る英語、数学の授業参観や、コンピュータを

使った授業体験（図27）、入学式に向けた校

歌指導、生徒会による学校紹介（図28）を実

施した。

さらに、入学後のオリエンテーションでは、

各部ごとに工夫をこらした部活動紹介や生徒

会主催の新入生歓迎会を実施した。

(ｴ) 生徒激励訪問

１学期後半から２学期にかけての不登校を

未然に防止する観点から、平成17年７月上旬

に、小学校第６学年時の学級担任による生

徒激励訪問を実施した（図29）。

図28 生徒会による学校紹介

図27 コンピュータを使った授業体験

図29 生徒激励訪問

中学校に見られる不登校生徒の原因分析と未然防止に関する研究
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小学校の教員は学級担任制であるため、当

時の学級担任が中学校を一斉に訪問すること

は困難である。そのため、複数の訪問日を設

定し、できるだけ訪問しやすいようにした。

さらに、11月にも１週間のオープンスクール

週間を設定し、授業を行うクラスとその授業

内容について小学校へ案内を出した。多くの

教員の参観があり、生徒は小学校時の学級担

任と久しぶりに再会し、うれしそうな表情を

見せていた。

(ｵ) 開かれた保健室

Ａ地区小学校では、対人関係で悩む児童を、

チームで支援することを目標としている。

保健室は、児童にも教職員にも「開かれた

保健室」であることが重要であると考える。

そこで、保健室を中心に、一人の児童を複数

の教員が支援するチーム支援の教育相談体制

づくりをめざした。

保健室には、外傷等の救急処置のためでな

く、自分の居場所を探し、体や心をいやすた

めに来室する児童も多い。児童が発する様々

なサインや児童を取り巻く問題の背景にいち

早く気付くためには、児童が心を落ち着け、

安心して話ができる雰囲気づくりが重要であ

る。そこでＡ地区小学校では、そうした雰囲

気づくりを心掛け、その中での児童の様子に

ついて、学級担任をはじめ、全教職員で共有

するよう努めている。また、定期的にあるい

は必要に応じて事例検討会を開くことで、問

題の早期解決を図ろうとしている。

また、小学校版EASYの調査結果を基に、個

別に配慮が必要と思われる児童については、

中学校生活に対する不安を取り除くように、

学級担任と連携を図りながら、個別の面接を

実施している。

イ 「保護者の支援を図る教育相談」（方策

モデル）

・「こころの相談窓口」の開設

小学校版EASYによる全体プロフィールか

ら、「家庭生活」に関する項目に、全体的な

マイナスのイメージがあることが分かった。

このような場合、保護者も不安を抱えている

ことが予想されるため、保護者への早急の支

援が必要と考えた。

Ａ地区中学校は、スクールカウンセラー活

用事業の拠点校でもあり、以前から小学校の

児童や保護者の相談も受け付けているが、今

回、中学校に入学する前の児童をもつ保護者

の不安軽減を目的とし、新たに「こころの相

談窓口」を開設した。

図30 「こころの相談窓口」パンフレット

平成17年２月に２週間の期間を設定し、ス

クールカウンセラーのほか、市教育相談員や

教育相談担当教員も担当者として実施した。

Ａ地区の小学校第６学年児童の家庭にパンフ

レット（図30）を配付し、相談者を募ったが、

結果として、実際の相談件数はごくわずかで

あった。しかし、中学校入学後の不安につい

て相談をすることができるこのような相談窓

中学校に見られる不登校生徒の原因分析と未然防止に関する研究
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口があってよかったという感想が、参加した

保護者から聞かれた。このように、「こころ

の相談窓口」は、入学前の児童をもつ保護者

の不安を軽減させる一助になったといえる。

(2) 取組みの成果

Ａ地区の取組みから、教育相談の充実に向

けて次の３つの成果があげられる。

まず１つ目は、小・中学校間において個別

の配慮を必要とする児童生徒の情報を共有す

ることで、校内の支援体制づくりができ、な

めらかな移行に対する教職員の意識が高まっ

たことである。

２つ目は、小・中学校の教職員が互いに学

校訪問をすることで、学校間の生徒指導に対

する理解が深まり、互いの信頼関係が深まっ

たことである。

３つ目は、EASYの実施により客観的な児童

生徒の理解が進み、不登校や問題行動等の未

然防止に共同で取り組めたことである。

以上のことから、Ａ地区では、不登校を未

然に防止する取組みに、多くの教職員がかか

わりながら学校や地域の実情に合わせた試行

案を行ったことで、教育相談の充実を図るこ

とができたといえる。

(3) 今後の課題

本研究を通して、小・中学校間の具体的な

連携による試行案を提示し、不登校の未然防

止に向けての取組みを行うことができた。し

かし、不登校の背景は多様化してきており、

その解決には、全教職員の不登校に対する理

解や外部機関との連携、チームで児童生徒を

支援していく体制づくり等が更に重要になる

と思われる。

また、個々の試行案は更に工夫・改善して

いく必要がある。各試行案の改善すべき点に

ついては、次のように考える。

ア 「児童生徒の情報を共有した、チーム支

援による教育相談」（方策モデル）

(ｱ) 生徒指導連絡会での児童生徒の情報の共

有化

小学校で不登校を経験した児童や、配慮を

必要とする児童については、情報の共有化を

図ることができた。今後は、他の児童の情報

の共有化についても検討していきたい。

(ｲ) 小・中学校合同事例検討会

小・中学校合同事例検討会では、教職員間

の共通理解を図るために様々な立場からの情

報を整理・分析する方法を工夫し、スクール

カウンセラー等の専門家から指導助言を受

け、定期的に開催することが望ましい。

(ｳ) 新入生体験入学

新入生の体験入学では、授業参観や生徒会

による学校紹介が行われるようになった。今

後は、生徒会との定期的な交流や半日程度の

授業参観、さらには、部活動体験等、参加・

体験型の内容の充実が求められる。

(ｴ) 生徒激励訪問

生徒激励訪問においては、小学校教職員と

中学校教職員の交流が促進されるよう、お互

いの情報交換の場を設定することが必要であ

る。

(ｵ) 開かれた保健室

Ａ地区小学校の保健室は、全教職員に対し

て、不登校児童生徒への具体的なチーム支援

を行うための児童生徒の情報の共有化を図っ

てきた。今後は、より開かれた保健室として、

児童生徒や家庭に向けても、不登校の未然防

止に役立つ情報等を積極的に発信していきた

い。

イ 「保護者の支援を図る教育相談」（方策モデ

ル）

Ａ地区では、「こころの相談窓口」を今後

も継続して開設していくとともに、保護者の

支援として中学校の入学説明会を充実させる

ことを検討している。これまでの入学説明会

では、入学に関する事務手続の説明が主で

あったが、来年度は、スクールカウンセラー

等の講演を行い、保護者の不安の軽減を図り

たいと考えている。
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２ Ｂ地区の実践

(1) 取組みの概要

Ｂ地区の小・中学校間の連携における問題

点は、同一校区でありながら、小・中学校教

職員間の交流が一部の教職員にとどまってい

るということであった。生徒は中学校進学後

も小学校を訪れ、旧学級担任や養護教諭等に

中学校での友人関係や中学校生活全般につい

ての話や悩みの相談をしている。しかし、小

学校教職員が得たそれらの情報や生徒からの

悩みを、中学校教職員と共有する場が設定さ

れていなかった。また、中学校において、不

登校傾向が表れ始めた生徒の小学校時の様子

や、小学校と保護者の連携に関する情報等も

中学校にはほとんど入ってこなかった。

そこで、本地区は「小・中学校教職員の心

の垣根を低くして、児童生徒への支援体制を

厚くしよう」をキャッチフレーズに、教育相

談の充実をめざして校内支援体制の構築を図

ることとした。そして、「児童生徒の情報を共

有した、チーム支援による教育相談」と「小

・中学校教職員間の人間関係づくりに視点を

置いた交流活動」を方策モデルとして、試行

案を実施した。

ア 「児童生徒の情報を共有した、チーム支

援による教育相談」（方策モデル）

(ｱ) 中学校校内研修会

まず研究の取組みに対する基盤づくりとし

て、１年次の１学期にＢ地区の中学校全教職

員を対象に不登校の未然防止に関する研修会

を開き、本研究を担当するふれあい教育セン

ターの研究指導主事が、不登校生徒の実態や

研究の意義等について説明した。説明の中で、

学年が進むにつれて不登校生徒は増加する傾

向にあり、特に小学校第６学年と中学校第１

学年とを比較すると不登校生徒数が３倍に増

加することが示された。Ｂ地区では、初めて

こうした情報に接した教職員も多く、小・中

学校間の連携による継続した支援の重要性や、

小・中学校における全教職員によるチーム支

援の必要性が認識できた。

また、これまで小・中学校間の情報交換の

場は、小学校卒業時の引継会に限られていた

が、この研究を機会に、事例検討会等の情報

交換の場を多く設定することとした。

(ｲ) 第１回小・中学校合同事例検討会

１年次の夏季休業中に両校の校長、教頭、

生徒指導教員、教育相談担当教員、特別支援

教育担当教員が出席し、第１回小・中学校合

同事例検討会を開催した。

この事例検討会では、対象を小学校第３学

年から中学校第２学年までの不登校である児

童生徒、あるいは欠席しがちな児童生徒とし、

これまでの出席状況、不登校や登校しぶりの

始まった時期、学校生活における現在の状況、

保護者との連携、本人への支援の方法（特に

効果があった支援と今後検討すべき支援）、保

護者や本人への接し方における留意点、兄弟

姉妹の不登校状況等について検討し、情報を

共有した。初めての小・中学校合同事例検討

会であったが、参加した教職員は、小・中学

校のなめらかな移行のための支援を進めるこ

とが大切であるという共通認識をもつことができた。

(ｳ) Ｂ地区小学校第６学年においてEASYの全体プ

ロフィールを活用した学級活動

Ｂ地区の小学校では、平成17年１月に第６

学年を対象に小学校版EASYを実施した（図31）。

全体プロフィールから「友だちや先輩」、「中

学校のきまり」、「学習」に関する領域におけ

図31 Ｂ地区小学校版EASYの全体プロフィール

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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る不安傾向が大きいことが分かった。

そこで、不安の軽減を図るために、各クラ

スごとに中学校生活についてのフリートーキ

ングや、中学校に兄や姉がいる児童に、家族

から見聞きした中学校生活について話をして

もらった。また、中学校の教育相談担当教員

からもアドバイスを受けた。

その後、中学校における年度当初の生徒指

導情報交換会では、新入生の情報とともに、

小学校第６学年時のEASY全体プロフィールが

示され、不安傾向の大きかった項目について

の今後の対応が協議された。

(ｴ) 第２回小・中学校合同事例検討会

小学校第６学年の担任と中学校の教員及び

小・中学校の教育相談担当教員が出席し、平

成17年３月中旬に第２回目を開催した。

これは、学年末休業中に、個別の支援を必

要とする新入生への支援の方法を探り、受け

入れに対して万全を図るという目的で開催し

た。不登校児童生徒については個別資料を作

成し、今後の支援について詳細に検討した。

(ｵ) 保護者への個別面談の実施

小・中学校教職員によるチーム支援として、

不登校及び不登校傾向について不安のある小

学校の保護者への個別面談を学年末休業中に

実施した。参加者は面談を希望した保護者、

小・中学校教育相談担当教員、スクールカウ

ンセラー、中学校養護教諭で、保護者が互いに

顔を合わせることがないよう、面談時間に配

慮しながら不登校になった経緯と入学式前後

の対応を検討した。

(ｶ) 第３回及び第４回小・中学校合同事例検討会

第３回事例検討会は、学年末休業中に開催

した。さらに、中学校第１学年の２学期以降

に不登校になる生徒が多いと思われることを

踏まえて、平成17年８月に小・中学校の新旧

学級担任による情報交換を含む第４回事例検

討会を開催した。

表２の例１は、第３回小・中学校合同事例

検討会において、一つの例として提示した、

小学校版EASYの結果と小学校での欠席状況等

の一部である。

この事例検討会で支援の在り方について多

面的に検討した結果、このような生徒につい

ては入学式当日に登校できれば、部活動を軸

に、その後も登校が見込めるとの見通しをも

表２ 第３回及び第４回小・中学校合同事例検討会資料の一部抜粋

EASY領域
生活 きまり 学習 先生

友だち
部活動 自分 家庭

小・中学校での
先輩 欠席状況等

小６EASY

学年平均値
0.8 -1.2 -1.2 -1.1 -2.4 0.7 0.6 -1.8

中１EASY

学年平均値
2.5 -0.3 0.6 0 0.7 4.3 2.0 -1.0

小６欠席○○日
例１ 小６ 2 -5 2 -3 -5 3 -10 4 部活動に関心あり

小６欠席○○日

例２ 中１ 1 1 1 -7 -3 3 6 -2 中学での欠席はほと
んどなし

小６ 4 0 1 3 -1 6 6 1 登校しぶりからの回
例３ 復傾向

中１ 2 4 0 1 2 6 5 ―2

小６ 4 -3 -4 4 0 6 2 5 不登校傾向

例４ 学習面に不安

中１ 0 -6 -4 1 -8 -2 0 8

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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つことができた。

このような例では、スクールカウンセラー

や学級担任が入学式当日に本人との接触を図

ることにし、結果として入学式に参加するこ

とができなかった場合は、その日のうちに学

級担任が本人に連絡を取り、今後の個別の支

援について保護者との共通理解を図ることが

必要であると考えた。

第４回の小・中学校合同事例検討会では、

検討の対象とする例は、以下の傾向のあるも

のとした。

・小学校版EASYで中学校への不安が強く

表れている

・小学校で不登校傾向があり、中学校で

も不登校傾向が続いている

・小学校時に転入学した児童の中で、転

入学前の学校で不登校傾向があり中学

校版EASYでも不安傾向がある

・中学校版EASYで全般的又は一部の項目

に大きな不安傾向が表れている

・小・中学校での児童生徒指導連絡会等

で個別の支援が必要と思われる

前ページの表２の例２、例３、例４は、第４

回の事例検討会において例として検討した、小

・中学校版の両EASYの結果と小・中学校での

欠席状況等の一部である。なお、例２のよう

に、小学校版EASYを受けていないような場合

には、中学校版EASYのデータのみを活用し検

討を進めることとなる。また、例３及び例４

は、小・中学校版の両EASYを受けている例で

あり、その場合は両データを比較することで、

不安や期待の変化を分析することとなる。

第４回の事例検討会では、これらの例につ

いて個別の支援を検討した。

ａ 例２

これは、小学校で不登校経験があり、中学

校生活に対する不安も大きい場合の例である。

中学校版EASYでは先生や先輩に対する大き

な不安傾向が表れており、友人関係が十分で

ないと考えられる。欠席がほとんどない状況

であっても、継続的に個別の教育相談をして

いく必要があるとの意見が多く、学級担任、

スクールカウンセラーを中心にした支援を考

えた。

ｂ 例３

これは、小・中学校版の両EASYにおける不

安傾向が小さく、部活動に対してはプラスの

イメージが強い場合の例である。

この例の場合は、部活動を通して得意な面

を生かし、前向きな学校生活を送るように支

援することが必要である。例えば、取り組ん

できた部活動において、技能が向上すること

で友人や学校の中でも認められ、それが自信

となって登校しぶりの改善にもつながると考

えた。

ｃ 例４

これは、中学校版EASYの「友だちや先輩」

に関する領域で大きなマイナスのイメージが

あり、小学校でも不登校傾向があるような場

合の例である。

小学校版EASYでは学習面の不安傾向が大き

く、中学校版EASYでもその傾向が変わってい

ないことから、まず学習面での支援が必要と

考えた。例えば、夏季休業を利用し、英語・

数学等の学習を中心にした個別の支援が考え

られる。

このような例では、学習面での個別の支援

によって、教職員との信頼関係が高まり、中

学校生活の中での社会的関係が形成され、不

安が軽減されたことで安心感が高まると考え

た。

第４回小・中学校合同事例検討会は、小・

中学校間の日程の調整が遅れたため８月にな

ってからの開催であったが、２学期開始時か

らの児童生徒への対応には大変役立った。

２学期は、第４回で協議した支援策を基に、

学級担任や学年担当教員が中心となり、個別

の支援や気になる生徒への声掛け等を行った。

また、小・中学校間においても共通理解を基

に、児童生徒について問題が生じた場合にも、



- 21 -

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究

学校間で緊密に連携しながら迅速に対応や支

援を行うことができた。

さらに、小・中学校が情報交換を行うこと

で、児童生徒の家庭環境や地域との結び付き

等についても共通理解を図ることができた。

事例検討会を計画的に実施することは、小・

中学校の生徒指導担当教員や教育相談担当教

員同士の連携を深めることができ、不登校の

未然防止に向けて共通の取組みを進めること

ができると考える。

イ 「小・中学校の教職員間の人間関係づく

りに視点を置いた交流活動」（方策モデル）

(ｱ) 小・中学校合同教育相談研修会

Ｂ地区には、中学校を拠点にしてスクール

カウンセラーが派遣されている。スクールカ

ウンセラーは数年間継続して指導を行ってい

るため、教育相談でかかわった児童について

小学校から中学校へ進学後の様子も把握でき

る。このような利点を生かし、スクールカウン

セラーとともに、小・中学校の教職員が一緒

に研修会を行うことで、児童生徒への理解を

より深めることができると考えた。この研修

会では、スクールカウンセラーによる不登校

の原因やその背景等についての講話やグルー

プによる協議が行われ、小学校から中学校へ

のなめらかな移行に向けて共通理解を図る契

機となった。

小・中学校の教職員は、講話を通して不登

校についての理解を深めるとともに、小・中

学校間の連携や児童生徒の情報の共有等が大

切であるという認識を強くもつことができた。

研修会の後半には数名のグループによる協

議を行い、「不登校の未然防止のために各校が

単独で実施できる取組みや小・中学校間の連

携を通して実施できる取組み」について話し

合った。協議では、小・中学校の教職員が同

じ地区の児童生徒の支援に向けていろいろな

アイデアを出すことができた。

各グループには初対面のメンバーも多かっ

たが、小・中学校の児童生徒の現状や問題点

について情報交換を行うことができた。

次にその主な項目をあげる。

・小学校から中学校への環境の変化

・小学校と中学校の学習面での相違点

・小学校と中学校の教育相談体制の相違点

・家庭と学校との連携の重要性

・不登校の原因と背景

・不登校児童生徒への対応の現状

・学校生活への適応が好転するきっかけ

・夏休み前後の児童生徒への指導の重要性

・児童生徒の集団不適応への対応

・指示待ちの傾向がある児童生徒への指導

・児童生徒同士の人間関係

また、小・中学校間の連携についても双方

から意見や希望が出された。小学校から中学

校へは、児童の生活や学校全体の雰囲気、教

職員の児童へのかかわり方をぜひ見てほしい

という要望が出され、中学校から小学校へは、

新学級担任が決まってからの小・中学校の情

報交換が必要であるという要望が出た。また、

小学校第６学年の児童の保護者が入学以前に

中学校を訪れる機会があれば、保護者自身の

不安軽減につながるのではないかという意見

も出た。また、今後の取組みとして次の３点

を確認した。

・小・中学校合同研修会の定着

・学校行事や授業等の公開

・なめらかな移行をめざした小学校第６学年

の保護者への対応

これらの取組みは、２学期の行事予定に組

み込まれ、実施された。

(ｲ) 学校行事や授業等の公開

ａ 特別支援教育に関する授業の公開

中学校では、平成17年度に特別支援教育学

級が新設されたのを機に、校内研修として特

別支援教育に視点を当てた公開授業を行い、

併せて講師を招いて講演会を行った。公開授

業には小学校の教員も数名参加し、中学校の

授業や卒業生の成長の様子を参観した。

ｂ 人権教育に関する授業の公開
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小・中学校ともに毎年２学期に人権教育に

関する公開授業を行っている。これまでは、

卒業生を激励する意味も含めて、主に小学校

旧学級担任が中学校の授業参観をしていたが、

今年度は小・中学校がお互いに人権教育に関

する授業を公開し、参観し合うことで、児童

生徒の様子をより詳しく知ることができるよ

うにした（図32）。

ｃ 健康講座の公開

中学校のＰＴＡ活動の一環として、夏季休

業中に講師による講演と座談会から成る健康

講座を行った。今年度は、小学校の保護者に

もこの健康講座の案内を出したところ、不登

校又は不登校傾向のある児童の保護者の参加

もあった。講座では、講師を通しての中学生

の食生活に関する現状や中学生の保護者から

子育ての話等を聞くことができ、参加した保

護者からは、「子どもの得意なこと、集中でき

ることを伸ばしていくようにという言葉に考

えさせられた」、「子どもに対する接し方を考

えさせられた」等の感想があった。

また、２学期にも保護者対象の健康講座を

開き、小学校の保護者にも案内した。今後も、

このような取組みを続けながら、小・中学校

の教職員が同じ歩調で保護者を支援していく

こととしている。

(2) 取組みの成果

Ｂ地区の取組みの成果として、教育相談の

充実をめざし、小・中学校間の校内支援体制

を確立できたことがあげられる。特に、情報

交換と事例検討会の充実により、支援を必要

図32 人権教育に関する公開授業

とする児童生徒に対する理解を深めることが

でき、小・中学校での継続した支援が可能と

なった。また、不登校傾向のある新入生児童

についての支援や対応を小・中学校合同事例

検討会であらかじめ検討しておくことで、学

校として早期の対応が可能となったことも成

果であった。

試行案とした小・中学校合同研修会は、不

登校や特別支援教育に対する教職員の意識の

向上を促し、教職員間の交流を深めるよい機

会となったと考える。

(3) 今後の課題

Ｂ地区の取組みについての課題をあげる。

ア 「児童生徒の情報を共有した、チーム支

援による教育相談」（方策モデル）

重点的な取組みとして、新旧学級担任によ

る中学校新入生を対象とした小・中学校合同

事例検討会を１学期の早い時期に行い、個別

の支援につなげることが必要であると考える。

なお、なめらかな移行をめざして、小学校

第６学年の保護者への支援として実施した個

別面談については、よりきめ細かな支援とな

るよう、学年末休業中に限らず、必要に応じ

て実施することが望まれる。

イ 「小・中学校教職員間の人間関係づくり

に視点を置いた交流活動」（方策モデル）

今後、小・中学校合同教育相談研修会や授

業公開をはじめとする公開講座等を定着させ、

多くの教職員がそれらにかかわり、小・中学

校の教職員間の交流と連携を深める必要があ

ると考える。

さらに、小・中学校の教職員だけでなく児

童生徒及びその保護者も含めた人間関係づく

りを進めるための交流活動を実践することが

望まれる。

この共同研究を契機とし、２年間にわたっ

て実施してきた様々な取組みを、児童生徒や

地域の実情に合わせて今後も続けながら、不

登校の未然防止に努めていきたい。



- 23 -

３ Ｃ地区の実践

(1) 取組みの概要

Ｃ地区では、不登校の未然防止のために、

小学校版EASYの分析結果を基に、小・中学校

連携による交流活動を充実させるため、校内

支援体制の構築による教育相談の充実をめざ

して、集団への支援と個別の支援に取り組ん

だ。

まず、集団への支援に向けて、具体的な方

策の検討のために小学校版EASYの全体プロ

フィールを分析し、期待や不安傾向の大きな

領域を把握した（図33）。

図33 Ｃ地区小学校版EASYの全体プロフィール

次に、個別の支援には、小学校版EASYの個

人プロフィールを活用し、小・中学校間で情

報を共有することで不登校の未然防止等に役

立てたいと考えた。

ア 「児童生徒の人間関係づくりに視点を置

いた交流活動」（方策モデル）

(ｱ) Ｃ地区小学校版EASYの全体プロフィール

の分析による交流活動

図33による小学校版EASYでは、「友だちや

先輩」、「先生」、「学習」の領域で不安傾向

が大きく表れていた。また、「部活動」に関

してはプラスのイメージが大きく、期待の高

さがうかがえた。

そこで、「中学校探検」を行い、中学校で

の授業見学や先輩との人間関係づくり、部活

動見学等を取り入れることにした。

(ｲ) 「中学校探検」の実施

「中学校探検」は、中学校での学習及び友

だちや先輩に対する不安の軽減を目的にした

プログラムである。

昨年度は、「中学校探検」を２月に実施し

た。まず、小学校第６学年児童の希望を調査

し、それに基づいて中学校での授業見学やAFPY

による交流活動、部活動見学を取り入れた。

このように、「中学校探検」は中学生と一

緒に行う参加・体験型プログラムといえる。

ａ 授業見学

授業見学は、中学校の「学習」への不安を

解消するための取組みの一つである。

図34は、中学校第１学年の英語の授業を見

学している場面である。授業形態はＡＬＴと

のＴＴで行われ、学習活動には、テレビ漫画

のキャラクターが描かれたピクチャーカード

を使っての受け答えが仕組まれていた。

このように、授業見学においては、小学生

が短時間に中学校の授業の雰囲気を感じ取れ

るように、教科や授業形態をあらかじめ選定

し、内容も小学生に親しみのもてるものにす

る等の工夫がなされた。

小学生は、英語の学習に大きな期待を抱い

ている反面、難しいのではないかという不安

ももっている。実際の見学では、多くの児童

が熱心にメモをとっていた。また、見学後に

小学生から、「予想していたほど難しそうで

はなかった」、「中学校の先生は優しそうだっ

た」、「体育が男女別々とは驚いた」等の感

想があった。

図34 授業見学

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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ｂ AFPYによる交流活動

友だちや中学校の先輩に対する不安を和ら

げる取組みとして、小学校第６学年児童と中

学校第１学年生徒が、AFPYによる交流活動を

行った。

１グループの構成人数を、小・中学生混成

で40人とし、10グループを作った。小・中学

校の指導教員は、各グループ２人であった。

図35は、ヘリウムフラフープという活動で、

フラフープの輪をグループ全員で降ろしてい

くという課題である。なかなか下に降りずに

なぜか上がってしまうグループが多く出た。

どのグループも、どうしたらうまく降ろせる

ようになるのかを話し合い、回を重ねるごと

に上手にできるようになった。

このような活動を通して、小・中学生はお

互いが親しくなっていった。中学生からは、

「後輩の名前が覚えられて親しみがもてた」、

「もう少し自分がリードしてあげればよかっ

た」、「入学後は優しくしてあげたい」等の

声が聞かれ、中学校の先輩としての立場に

立った考え方ができるようになったようであ

る。

ｃ 参加・体験型の部活動見学

これは、EASYの全体プロフィールで興味・

関心の高い領域である「部活動」を実際に体

験することで、更に期待を高めようとする試

みである。茶道部の見学では、師範資格のあ

る教員の指導の下に、中学生がお茶をたてて

小学生にふるまった。児童は、参加・体験型

図35 AFPYによる交流活動

の部活動見学に目を輝かせながら、18種類の

部活動を自由に体験し、中学生とのかかわり

を楽しんでいた。

この中学校探検の前後において、小・中学

校版の両EASYを基に、中学校生活に対するイ

メージを比較してみた。図36は、全体プロ

フィールを基に、中学校探検の前と後での中

学校生活に対するイメージを比較したもので

ある。

この交流活動を経験することで、不安傾向

が大きかった「友だちや先輩」、「先生」、「学

習」の領域だけでなく、すべての領域でプラ

ス方向へ変化していることが分かる。

児童にとって中学校への入学前に「中学校

探検」を体験することは、中学校への不安の

軽減につながり、小学校から中学校へのなめ

らかな移行に役立ったと考えられる。

図36 「中学校探検」の前後での

小学校版EASYの比較

イ 「児童生徒の情報を活用した個別の支援

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究
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による教育相談」（方策モデル）

(ア) こころのカルテ

図37は、小学校版「こころのカルテ」の様式で

あり、教育相談の充実をめざし小・中学校で全

児童生徒分を作成している。

図38、図39は、小・中学校版「こころのカ

ルテ」の項目である。

１ 欠席状況 １ 欠席状況

２ 不登校状況・ ２ 不登校状況・

経緯 経緯

３ 本人の性格・ ３ 本人の性格・

特徴 特徴

４ 家庭の状況・ ４ 家庭の状況・

養育態度 養育態度

５ 小学校での対 ５ 指導経過

応・配慮事項 ６ 連携機関

６ 連携機関 ７ EASY個人

７ EASY個人 プロフィール

プロフィール ８ 小学校版

８ EASYの考察 EASYとの

比較考察

図37 小学校版「こころのカルテ」

図38 小学校版「こころ 図39 中学校版「こころ

のカルテ」の項目 のカルテ」の項目

小学校版「こころのカルテ」の作成に当た

り、不登校経験や不登校傾向のある児童につ

いては、欠席状況（第１学年から第６学年ま

での遅刻や欠席等も含む。）、不登校の状況

や経緯、本人の性格や特徴、家庭の状況や養

育態度、小学校での対応と配慮事項、連携機

関の全項目を記入する様式としている。

また、不登校経験や不登校傾向がなく特別

な配慮が必要ないと思われる児童について

は、項目７の小学校版EASY個人プロフィール

のグラフと項目８の小学校版EASYの考察のみ

を記入したカルテを作成している。

中学校版「こころのカルテ」では、項目１

の欠席状況には４月から３月までの毎月の欠

席日数を記入する様式としている。項目８の

EASYの個人プロフィールの考察には、中学校

における考察のみでなく、小学校との比較を

加えている。

中学校版「こころのカルテ」は、入学１か

月後に実施した中学校版EASY個人プロフィー

ルを基に作成した。また、小学校版「こころ

のカルテ」を小学校から引き継ぎ、小学校時

のカルテと比較しながら安心の度合いを確認

して、不安が安心に変わるように定期教育相

談時に活用した。

「こころのカルテ」の利点は、入学時に生

徒がどのような不安をもって入学してくるの

かを中学校の担任があらかじめ把握できるた

め、入学直後から生徒の個別の支援をスムー

ズに行うことができることである。また、特

に配慮の必要な児童については、小学校版「こ

ころのカルテ」から児童の状況や小学校での

対応が詳細に把握できるため、生徒や家庭へ

の早期対応が可能となる利点がある。

「こころのカルテ」の引継ぎは、中学校の

仮入学の時に行い、特に配慮の必要な児童に

ついては、細かく説明を行った。

また、中学校版「こころのカルテ」は、第

１学年時のみ、担任が保管することにしてい

る。第２学年からは教育相談担当教員が保管
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し、小学校版「こころのカルテ」とともに、

卒業時に廃棄処理する予定である。

(ｲ) 「こころのカルテ」を活用した個別の支援

「こころのカルテ」にある、小・中学校版

両EASYの個人プロフィールを活用した場合の

例として、２つの例（例５及び例６）を次に

示す。

ａ 例５

図40は、不登校傾向がある場合の、小学校

版EASYにおける個人プロフィールのグラフの

例とその考察例である。

EASY個人プロフィールのグラフは、内側に

いくほどマイナス（不安）のイメージが大き

く、外側にいくほどプラス（期待や安心）の

イメージが大きいことを表している。

このようにグラフ化することで、一目で児

童の不安や期待、安心の程度を把握できる。

また、日常の観察だけではつかみきれない児

童生徒の不安を客観的に把握することが可能

で、教育相談に役立てることができる。

例５の小学校版EASY個人プロフィールの場

すべての領域がマイナスであり、自己肯

定感が低く、中学校への不安も大きいこと

が分かる。特に、「友だちや先輩」、「先生」、

「自分」に関する領域の不安傾向が強く、

人間関係に自信がもてないことがうかがえ

る。個別面接によって、自分のよさや友だ

ちのよさに気付かせ、個別の支援により学

習の不安を軽減させることが大切である。

図40 小学校版EASYの個人プロフィール

と考察

合は、全体としてマイナス面が目立ち、不安

の大きさがうかがえるが、「部活動」に関す

る領域では、比較的プラスのイメージである。

このような場合には、教育相談の際に、学級

担任が自分の中学校時代における部活動の経

験を話し、児童が進学する中学校の部活動に

ついても情報を提供する等、中学校生活に期

待をもたせる方向でアドバイスを行うことが

大切である。

次の図41は、中学校版EASYの個人プロフィー

ルのグラフの例及び小・中学校版両EASYを比

較した場合の考察例を示したものである。

このような場合には、全体的な自己肯定感

を更に高めるために、部活動における充実感

をもたせながら、学習についての個別の支援

や生徒同士の人間関係づくりに役立つ活動を

実施することが大切であると考える。

ｂ 例６

次ページの図42は、図40と同様に不登校傾

向がある場合の、小学校版EASYにおける個人

プロフィールのグラフのもう一つの例とその

考察例である。

小学校の頃には、すべての領域がマイナ

スであったが、中学校に入って半分の領域

でプラスに転じ、マイナス傾向が軽減した。

特に、「部活動」に関する領域での安心感

が極めて高くなっていることから、部活動

での充実感が大きく、それが中学校生活全般の

安心につながっていることが考えられる。

図41 中学校版EASYの個人プロフィール及び

小・中学校版両EASYの比較考察
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図42のような場合には、不安が大きい「学習」

と、期待が見られた「部活動」の領域を支援

していくという方針で個別に教育相談を行う

必要があると思われる。特に、「学習」に関

しては、家庭訪問時に個別の支援等を行うこ

とが考えられる。

次の図43は、図41と同様に中学校版EASYの

個人プロフィールのグラフの例及び小・中学

校版両EASYを比較した場合の考察例である。

部活動を実際に経験すると不安が生じ、その

ため全体としてマイナスのイメージが大きくなる

ことがある。また、中学校での授業を経験するこ

とで、「学習」に対するマイナスのイメージが弱

まり、自信をもち始めることがある。

図42 小学校版EASYの個人プロフィール

と考察

「学習」や「友だちや先輩」に関する領

域のマイナス傾向が強く、中学校の学習に

ついての不安や中学校に入学後も新しい友

だちができないのではないかという不安が

表れている。しかし、部活動については、

プラスのイメージが大きい。

図43 中学校版EASYの個人プロフィール及び

小・中学校版両EASYの比較考察

図43のような場合には、「こころのカルテ」

を基に、教職員間で生徒の情報を共有するこ

とは言うまでもなく、その上で、学習面にお

けるきめ細かな指導助言や様々な不安を軽減

するための教育相談を行う等の個別の支援が

必要になると思われる。

(ウ) 教育相談

小学校では、年に３回、学期ごとに教育相

談月間を設定し、特に、第６学年においては、

１学期と２学期は、全校共通で行う事前アン

ケートを基にした個別面接を行うこととし

た。３学期は、小学校版EASYを組み込んだ「こ

ころのカルテ」を基に個別面接を行い、卒業

や中学校への不安が少しでも解消できるよう

に取り組んだ。

また、中学校においても、年に３回、学期

ごとの教育相談週間のうち、１学期の個別面

接は「こころのカルテ」を活用することとし

た。１学期と２学期の個別面接は、学級担任

が行い、第１学年の生徒に対しては、中学校

版EASY実施後に、個人プロフィールを取り入

れた「こころのカルテ」を作成し、それを基

に５月に個別面接を行い、中学校生活に対す

る悩みや不安を軽減するように心掛けた。さ

らに、３学期は、学級担任以外の相談相手と

して、スクールカウンセラー、部活動の顧問、

教育相談担当教員等を生徒が選ぶことができ

るようにした。

また、次ページの図44は、生徒全体の中学

校入学前と入学後における小・中学校版EASY

学校プロフィールを比較してみたものであ

る。このように入学前には「家庭生活」、「友

だちや先輩」、「先生」、「学習」、「中学校の

「きまり」、「学習」、「先生」に関する領域では

マイナスのイメージが軽減しているが、全体的

にはマイナスのイメージが強くなり、「部活動」に

対する期待感も不安へと変化している。
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きまり」に関する５領域で不安傾向が見られ

たが、５月の中学校版EASYの調査では、その

すべてがプラスに転じていることが分かる。

「中学校探検」や小・中学校における教育

相談等の総合的な取組みが、中学校に対する

児童の不安を軽減させ、安心感を与えること

に役立ったと考える。

図44 中学校入学前と入学後のEASY

学校プロフィールの比較

(2) 取組みの成果

ア 「児童生徒の人間関係づくりに視点を置い

た交流活動」における成果

「中学校探検」において、小学校の児童が

実際に中学校の生徒や教員とふれあい、授業

や部活動等を見ることは、中学校の学習、先

輩や教員との人間関係及び部活動に対する不

安を和らげることにつながると考える。

また、「中学校探検」に向けて、事前の打

合せやAFPYの指導技術向上のための合同研修

会等を行うことで、小・中学校の教職員間の

信頼関係も深まり、児童生徒のよりよい支援

の在り方が追求できたとも考える。

イ 「児童生徒の情報を活用した個別の支援に

よる教育相談」における成果

「こころのカルテ」を小学校から中学校へ

引き継ぐことは、配慮を必要とする児童生徒

に対し、中学校入学直後から本人や保護者へ

適切な支援を行うのに大変役立った。

さらに、小・中学校でEASYによる調査を実

施することは、小・中学校の教職員が共通の

視点をもち、児童生徒の心の変化を客観的に

把握することにつながった。

また、EASYによる調査は個別のアンケート

形式であるために、児童生徒は日常生活では

言葉や行動で表れない思いを素直に回答する

ことができた。このことは、教員の目では気

付かない小さな不安も見取ることにつなが

り、個別の教育相談に生かすことができた。

(3) 今後の課題

ア 「児童生徒の人間関係づくりに視点を置い

た交流活動」（方策モデル）

「中学校探検」では、限られた時間を有効

に活用するために、参加・体験型の活動を多

く取り入れた授業見学、部活動見学をどのよ

うに仕組むか検討が必要と考える。

イ 「児童生徒の情報を活用した個別の支援に

よる教育相談」（方策モデル）

個別の支援をより充実させるために、「こ

ころのカルテ」の様式や活用の方法を検討す

る必要がある。様式については、「こころの

カルテ」に記載する項目の精選を行うことに

より、教職員にとってより使いやすいものと

したい。また、チームを組んで不登校の児童

生徒を支援する場合には、チーム内の情報の

共有を円滑にするために「こころのカルテ」

を十分に活用したいと考える。

今後も、小学校から中学校へのなめらかな

移行へ向けて、これらの取組みを継続して行

いたい。
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Ⅳ 研究のまとめ

１ 研究の成果

本研究では、「小･中学校の緊密な連携」及

び「教員の資質向上と校内支援体制づくり」

に焦点を当て、不登校の事例研究やアンケー

ト調査等から、不登校を未然に防止するため

に「教育相談」と「交流活動」についてそれ

ぞれ３つの方策モデルを設定した。

そして、その方策モデルを基に試行案を作

成し、研究協力員の在籍する小・中学校で実

践しながら、その活用方法を探った。これら

の実践事例から、試行案の効果について考察

した。

(1) 児童生徒の視点からの考察

研究協力員の在籍する中学校での中学校版

EASYによるアンケート調査の結果や、不登校

生徒の状況から、教育相談等の個別の支援や

交流活動等による人間関係づくりが児童生徒

の不安を軽減したことがうかがえる。

また、学校全体の取組みとして、綿密に計

画や準備を行いながら実施した児童生徒の交

流活動は、児童の中学校生活に対する不安を

軽減しただけでなく、中学生にとっても先輩

としての自覚を促す効果があった。

(2) 教員の視点からの考察

試行案を実践することで、研究協力員だけ

でなく学校全体の児童生徒に対する共通理解

が深まり、教職員の不登校の未然防止への意

識が更に高まったといえる。また、各地区で

情報を共有することで、それを基にして小・

中学校間の支援体制を見直すこともできた。

その中で、小・中学校版の両EASYによる調査

は、小・中学校の連携の在り方を考えるため

の客観的資料となるとともに、具体的で適切

な支援を行う視点を数多く見出すことにも役

立ったと考える。

さらに、研究協力員がコーディネーター役

として小・中学校間の連携を進め、児童生徒

にとってなめらかな移行を進めるキーパーソ

ンとして機能したことは、各校の教育相談体

制を充実させるポイントとなったといえる。

(3) 試行案についての総合的な評価と活用方法

この共同研究での実践事例から、不登校を

未然に防止するための具体的な取組みの進め

方については、次のように考える。

まず、小・中学校間の連携による教育相談

では、児童生徒理解のための情報の収集と共

有が出発点となる。共同研究では、EASYとい

う共通の調査票を使うことで、児童生徒の内

面を客観的なデータとして共有しただけでな

く、それ以外の情報の収集や活用についても

各地区ごとに工夫がなされていた。これらを

基に、児童生徒に対する共通理解が図られ、

配慮を必要とする児童生徒だけでなく、学年

全体の不安傾向を早期に把握し、支援を行う

ことができた。この支援を円滑に進めるため

にも、日ごろから小・中学校の教職員の交流

が欠かせないといえる。

また、小・中学校間の連携による交流活動

は、教職員や児童生徒との信頼関係、安心感

等を生み出した。この交流活動は小学校から

中学校への移行期のみの取組みにとどまらず、

他学年においても日常から計画的に取り組む

ことや児童生徒がより主体的に取り組む活動

となることが望まれる。

２ 今後の課題

小・中学校における不登校の原因は様々で

あり、児童生徒を取り巻く状況も変化してい

ることから、本研究で示した試行案は、児童

生徒の実情に合わせながら実施され、改善さ

れていくことが必要である。また、不登校の

未然防止につながる取組みや不登校児童生徒

の理解の在り方及び具体的な対応策について

も、更に継続的な研究や実践が必要であると

考える。

今後、本研究で示した試行案を参考に、不

登校を未然に防止するための様々な取組みが

行われ、小・中学校における教育相談や交流

活動が充実したものとなることを期待したい。

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究



- 30 -

【参考文献】

山口県不登校対策会議、『山口県不登校対策会議報告書―こどもたちの健やかな成長のために―』、2004.1

国立教育政策研究所生徒指導研究センター、『中１不登校生徒調査（中間報告）』、2005.8

国立教育政策研究所生徒指導研究センター、『不登校の未然防止に取り組むために―中１不登校生徒調査から

分かったこと―』、2005.8

ウイリアム・Ｊ・クレイドラー、『対立が力に－グループづくりに生かせる体験学習のすすめ－』、みくに出版、2001

河合隼雄、『大人になることのむずかしさ 青年期の問題』、岩波書店、1996

河村茂雄、『育てるカウンセリング実践シリーズ グループ体験によるタイプ別学級育成プログラム

ソーシャルスキルとエンカウンターの統合』、図書文化社、2001

國分康孝・國分久子、『育てるカウンセリングによる教室課題対応全書６ 不登校』、図書文化社、2003

小泉令三、『小・中学校での環境移行事態における児童・生徒の適応過程－中学校入学・転校を中心として－』、風間書房、1997

小林正幸、『不登校児の理解と援助 問題解決と予防のコツ』、金剛出版、2003

清水弘司、『なにが子どもの転機になるか 自分なりの人生を生きる子どもたち』、新曜社、2002

田上不二夫、『対人関係ゲームによる仲間づくり 学級担任にできるカウンセリング』、金子書房、2003

滝充、『ピア・サポートではじめる学校づくり「総合的な学習の時間」に行う「心の教育」』、金子書房、2001

津村俊充、『教職研修総合特集 子どもの対人関係能力を育てる 子どもの心と体をひらく知識と技法』、教育開発研究所、2002

日本教育相談研究所、『教師・保護者・子どもたちのために ６歳から15歳の不登校－新しい対応と試み－』、オクムラ書店、2001

松原達哉、『最新 心理テスト法入門』、日本文化科学社、1995

指導講師（平成16・17年度） 山口大学教育学部 助教授 大 石 英 史

調査研究協力員（平成16年度） 担当者〔山口県教育研修所〕（平成16年度）

山口市立湯田小学校 教諭 龝 枝 裕 子 ふれあい教育センター

宇部市立上宇部小学校 教諭 松 永 祥 子 部 長 突 貫 隆 義

萩 市立明倫 小学校 養護教諭 寺 田 悦 子 研究指導主事 栗 林 正 和

山口市立湯田中学校 教諭 吉村季代子 研究指導主事 舛 谷 晃

宇部市立上宇部中学校 教諭 穐 吉 裕 子 研究指導主事 杉 原 康 嗣

萩 市立萩西 中学校 教諭 中 川 真 治

調査研究協力員（平成17年度） 担当者〔山口県教育研修所〕（平成17年度）

山口市立湯田小学校 教諭 寺 田 洋 子 ふれあい教育センター

宇部市立上宇部小学校 教諭 松 永 祥 子 部 長 三 輪 知 志

萩 市立明倫 小学校 養護教諭 寺 田 悦 子 研究指導主事 田 中 芳 明

山口市立湯田中学校 教諭 吉村季代子 研究指導主事 舛 谷 晃

宇部市立上宇部中学校 教諭 穐 吉 裕 子 研究指導主事 杉 原 康 嗣

萩 市立萩西 中学校 教諭 中 川 真 治

中学校に見られる不登校生徒の増加の原因分析と未然防止に関する研究


	H17ふれあい紀要（共同研究.pdf
	H17ふれあい紀要（共同研究２.pdf
	H17ふれあい紀要（共同研究３.pdf
	H17ふれあい紀要（共同研究４.pdf
	H17ふれあい紀要（共同研究５.pdf
	H17ふれあい紀要（共同研究６.pdf



