
1 はじめに

よりよい学級経営は教育活動の基盤である。学級

集団の質が教育活動の質を決めると言っても過言で

はない。しかし、学級経営は日常的で、その内容も

多岐にわたる。具体的な場面を想定しながら、学級

担任のよりよい振る舞いを考えみたい。また、大学

院を修了し、学校に赴任した際に、ここで扱う内容

を思い出しながら、子どもから、そして保護者から

も信頼される学級集団をつくることを期待したい。

2 教師である前に、社会人としての自覚を

教師の仕事場は学校である。いつもは子どもの顔

を見て仕事をしている。しかし、その子どもたちの

後ろには保護者がいる。また、普段はあまり学校に

は来ないが、学校を支えてくれる交通指導員、民生

委員、自治会長など地域の人々も大勢いる。それら

の方々はいつも学校を見守ってくれている。だから、

教師は教師である前に、一人の社会人であるという

自覚を持つことが求められる。

「学校の常識は、社会の非常識」等と揶揄される

ことがあるが、家庭や地域社会とも一層連携を深め

ていかなければならないこれからの学校教育では、

社会人としての振る舞いはきわめて重要である。

保護者と気軽に話しができることは大事なことで

あるが、なれなれしく話すことはあってはならない。

社会人としての節度をわきまえることが必要であ

る。服装にしても同様のことが言える。時と場所を

わきまえ、その場にふさわしい服装が必要である。

子どもに対して、体育では運動しやすい体操着を、

給食当番では配膳しやすい白衣を着用することを指

導をしているのであるから、教師自身もTPOを意識

した服装を心がけることが大切である。子どもは教

師の後ろ姿をしっかりと見ている。髪型についても

同様のことが言える。

教師のマナーに関して、よく話題になることの一

つに電話の対応がある。まず、優しく「○○小学校

です。□□がお受けします。」と電話をとりたい。

顔が見えないのだから、相手が安心できる応対が求

められる。他の教師にかかってきた電話への応対で、

「○○先生はいらっしゃいません」等のように答え

るのではなく、「○○は、ただいま自席にはおりま

せん。ご用件を承りましょうか。」のように答えた
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方を考える素材を整理し、本講義に生かしていきたいと考えている。いくつかの場面ごとに具体的な対応を

考える材料を提供し、議論を深めることに努めたい。

キーワード：学級経営、学級集団、信頼関係、個を生かす



い。外部からの電話に対して、自校の教員に「先生」

という敬称を付けるのはおかしなことである。

電話だけでなく、保護者会などでも、保護者に対

して子どもに接する時と同じように「お勉強」等の

言葉を使っているのを見かけるが、子どもに対して

使うとき、大人に対して使うときの区別をする必要

がある。

社会で働き、社会で暮らしている保護者や地域の

多くの方々は、学校教育に大きな期待を寄せている。

社会人としての自覚を持ち、その期待に応える常識

的な対応をしたいものである。

3 学校は教師にとって「身近で絶好の学
びの場」

学校教育は、子どもの人間としての成長を支え伸

ばす営みである。したがって、子どもに関わる教師

自身も人間として常に成長し続けることが求められ

る。予め決められた知識や技能を機械的に子どもに

伝えるだけなら、テレビやインターネット、図鑑等

で足りる。しかし、人間としての成長を支え伸ばす

という役割を担っている教師自身が成長していなけ

れば子どもに対応することはできない。だから、教

師はいつも積極的に学び続けることが求められる。

しかし、一人で学ぶことは容易なことではない。ま

して、経験の浅い教師にとっては、何から手を付け

て、どのようにすればいいのかわからないことばか

りである。そうしたとき、学校には多くの経験豊富

な先輩教師がいるのだから、その先輩教師からたく

さんのことを学びたいものである。教師として、プ

ロフェッショナルを目指すには、まず、先輩教師か

ら学ぶことである。学ぶためには、先輩教師との日

常的なコミュニケーションも大切にしなければなら

ない。

先輩教師とのコミュニケーションで大切なことは

次の三つである。

①《謙虚さ》→常にどんなことに対しても学ぶ姿勢

を持つこと

うまくいかないときは、一人で悩むことなく、先

輩に相談することである。「こんなことを聞いたら

恥ずかしい」などと思わないことである。先輩教師

は聞かれれば、丁寧に教えてくれる。しかし、聞か

なければ、先輩教師の方から教えにくることはない。

謙虚に聴くことである。

②《素直さ》→経験豊富な先輩の意見を素直に聞く

姿勢を持つこと

意見を聞いても、自分のフレームワークで勝手に

都合よく解釈しないことである。自分にとって都合

のよいところだけつまみ食いしても教師としての学

びは期待できない。すべてをまず聞きとる素直さが

求められる。

③《明るさ》→笑顔で明るく振る舞うこと

先輩教師に対してだけでなく、いつも明るく振る

舞うことである。失敗しても前向きに考えることも

大切である。明るさは他を引きつける。前向きな姿

勢があれば、多くのことを学ぶはずである。

これまでに出会った教師を見て、「なぜ、あの先

生は授業で子どもをあんなにひき付けられるのだろ

う。」と感じることはないだろうか。校長や副校長

をはじめ、先輩の先生方は長い教職経験で培ってき

た「豊かな知恵」と「優れた指導技術」を持ってい

る。教師として、教科指導や生徒指導、学級経営な

どで困ったり、悩んだりしたら、相談してみること

である。身近な先輩教師は、それらに適切に答えて

くれるはずである。学校は教師にとって「最高の学

びの場」である。

4 教師に求められる資質

社会人としての自覚、教師としてのコミュニケー

ション能力に加えて、教師には、次のような資質も

求められる。

①豊かな人間性

子どもは、教師の人間性を敏感にキャッチし、そ

の人間性に大きな影響を受ける。子どもの人間とし

ての成長を促す営みである教育では大切な要素であ

る。しかし、人間性だけは他人が教えたり、注入し

たりすることはできない。自分で人間として、教師

として成長していこうと地道に努力するしか方法は

ない。謙虚に努力し続ける姿勢が、その教師の人間
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性を豊かにするのである。

②優れた専門性

身の回りにいる先輩教師から学ぶことである。ど

んなに立派な指導案を書いても指導する技術が未熟

であれば、よい授業にはならない。どんなに真剣に

保護者への対応をしても、豊かな経験に基づく知恵

には敵わない。優れた専門性を習得する方法の一つ

めは、たくさんの授業参観をすることである。諺で、

百聞は一見に如かずというが、空き時間などに積極

的に他の教師の授業を見せてもらうことである。自

分の授業とどこが違うのか、何がいいのか、などの

視点を明確にしながら参観するうちに教育技術や知

恵が身についてくる。二つめは、疑問に思ったり、

分からなかったりしたことは率直に聞くことであ

る。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥という。表

面にあらわれたものだけを見ていても先輩の持って

いる専門性である指導技術や知恵は学べない。自分

が納得するまで聞くことである。

③確かな協働性

教師は研究者ではない。実践者である。質の高い

教育実践するためには、仲間同士で学びあうことが

必要である。教育という営みは、学びあう仲間がい

てこそその質が向上するのである。だから、教師と

しての学びのネットワークをつくることが必要であ

る。まずは自分の学校でネットワークをつくること

である。それを少しずつ校外の先生方に拡げていく

ことも必要である。また、教育関連の雑誌や本を読

むこともネットワークの一つと言えるだろう。他と

協働して成長を続けることである。

学校で教育という仕事をすることは経験が浅い教

師にとって不安も多いのではないか。あまり力まず

に、着実に教師として成長していくことを目指して

ほしい。あまり張り切りすぎて、途中で息切れして

は何にもならない。どんなことでも初めからうまく

いくことはない。いつも誠実に、そして学び続ける

姿勢を持つことが大切である。

5 具体的な場面で

①学年はじめの保護者会

保護者はどんな思いで参加しているのだろうか。

多くの保護者は初めての保護者会に、「今度はどん

な先生なのかしら？」「子どものことを大事に考え

てくれる先生なの？」等の思いを持ちながら参加し

ている。一年間、大切な我が子を預かってくれる担

任だから、保護者会の発言や振る舞いを見ながら、

教師の「品定め」をしているのである。したがって、

第一印象はとても重要である。清潔感の漂う服装で、

自分のよさをアピールすることである。そして、あ

りのままの人間性を見てもらうことである。かっこ

よく見せようと背伸びをして、普段と違うことをし

ても、保護者にはすぐに分かる。初めての保護者会

でもっとも大切なことは誠実に対応することであ

る。そのポイントをいくつか紹介する。

○ありのままの自分を見てもらうこと

人間は相手の態度に誠実さを感じると信頼する。

教育で基盤にしなければならない保護者の信頼を得

るためには、自分をよく知ってもらう努力をするこ

とである。具体的には、保護者会の自己紹介をする

時に、小学校時代のエピソード、教師になったきっ

かけ、得意なことや苦手なこと等、自分の人間性を

理解してもらうことを話すことである。そして、自

分にできることを精一杯取り組む姿勢を示すこと、

自分にしかできないことを着実にしていく姿勢を示

すことである。

○保護者の立場で資料をつくること

保護者が一年間を見通すことができる行事予定や

学習指導の内容を掲載した資料を提供する。教育課

程など教育関係者にしか分からない専門用語を使っ

て説明する資料では教師の誠意は感じられない。分

かりやすく解説（しっかりと調べて正確に解説）す

ることも必要である。

○同学年の先生方のチームワークを強調すること

経験の浅い教師には、不安を持っている保護者も

いる。同学年の教師が協力しながら学年経営をして

いくことを伝えることも大切である。同学年の教師

のバックアップがあることは保護者にとっても安心

感を持つ要素になる。

○教師としての方針を明確に示すこと

子どもに迎合していては、教育を充実させること
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はできない。叱るとき、ほめるときのけじめを付け

ることも大切である。学校の教育目標を踏まえなが

ら、自分の教師としての基本的な姿勢や方針を明確

に示すことである。

○子どものことを話題にすること

保護者が一番聞きたいことは、学校での我が子の

様子である。担任として受け持ってからの期間が短

くても、その中で見付けた子どものいいところが表

れたエピソード等を話題にすることである。子ども

のことをよく見ている姿勢を伝えることが大切であ

る。

○コミュニケーションをとりやすくすること

保護者も子どものことで相談したいこともある。

いつでも相談できるように伝えることが大切であ

る。誠意ある教師の姿勢は相談できる雰囲気をつく

る。謙虚な姿勢も必要ですが、何でも分かりません

やできませんでは困る。保護者とともに子どもの成

長にとって必要な役割を一緒に担っていく姿勢を明

確に示すことも大事である。

②授業参観

保護者が一番気になることは我が子の様子であ

る。授業の中で子どもがどれだけ理解しているのか、

何回ぐらい手を挙げたのか等も気にしている。また、

中には教師の子どもへのかかわり方が気になってい

る保護者もいる。授業参観だからといって、特別な

ことをするのではなく、普段どおりに行うことが基

本である。そのためには普段から質の高い授業づく

りを心がけることが重要である。授業参観だからと

いって普段と違うことをすれば、子どもも教師のそ

うした態度を見透かすものである。服装にしてもい

つもはジャージで、授業参加の時だけスーツという

のは感心しない。それならば、普段からスーツにし

ておくことが大切である。

○まず、確かな教材研究をすること

指導目標を明確にし、見ている保護者も学習の展

開が分かるようにしたいものである。何をやってい

るのかよく分からない授業では保護者も不安にな

る。自分が得意な科目の授業にすることもよい。い

ずれにしても丁寧な教材研究が必要である。そして

2回目以降には違う教科を見せるように工夫したい。

授業のねらいがはっきりしていれば、授業の見所等

をプリントして配る配慮も必要であろう。このこと

で、保護者も授業を見る目が変わるかもしれない。

○授業では、明るく、元気に振る舞うこと

若い先生が元気に授業をしている様子はほほえま

しいものである。少々失敗しても明るく元気に授業

を進めることである。いつもの授業態度で一生懸命

に取り組んでいれば、子どもが助けてくれる。子ど

もは教師の誠実な取り組みの姿勢を無意識のうちに

見ている。

○子どもへの思いやりを持つこと

子どもは誰でも自分の活躍しているところを親に

見てもらいたいと思っている。だから、子どもの名

前は正確に覚えて「○○さん」とはっきり呼び、決

して間違えないこと。大勢の前で、名前を間違われ

ることは、子どもにとっても保護者にとって悲しい

ことである。配慮したいことである。また、授業に

もよるが、可能な限り全員に活躍の場を与えるよう

にしたい。全体の中で発言がなくても、グループに

なっているときに活躍できるようにするなどの工夫

も必要である。

○正しい言葉遣いをすること

授業では、きちんとした言葉遣いが必要である。

最近はやりの「ちょー気持ちいい」「○○じゃん」

「すげー」など若者言葉は禁物である。子どもと同

じ言葉を使うことで、子どもと近い関係を持ってい

るように見せることは、必ずしもいいことではない。

子どもが言葉の使い方が間違っていれば、正しい使

い方を指導しなければならない教師の言葉が乱れて

いては困る。正しい言葉遣いをすることで教師への

信頼が得られるのある。子どもに迎合するような姿

勢があってはならない。子どもに迎合していては質

の高い教育活動とは言えないのである。子どもに迎

合することと親しくなることをはき違えないことで

ある。

○教室環境を整えること

掲示物の工夫をしよう。参観する授業以外の子ど

もの様子を知らせるためにも子どもの作品を掲示す

ることも必要である。作品などへ教師の温かな思い

やりのあるコメントなどをしておくことも普段の教
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師の姿勢を知ってもらうことにつながる。係活動の

掲示物なども壁面に整理して掲示されているだけで

学習環境への教師の配慮が伺えるものである。

このように、普段から質の高い授業づくりを目指

していなければ、授業参観の時だけかっこよく展開

することはできない。普段の学級づくりの表れるの

が授業参観なのである。

その日だけ、急に黒板にはるカードが多くなった

り、グループの机の並べ方を変えたりすると、子ど

もは戸惑います。子どもを戸惑わせる取り組みは感

心しない。

2 回目以降の授業参観の教科は順次変えながら、

いろいろな授業の様子を見せるように配慮すること

が必要である。教師が体育が好きだからといって、

いつも体育の授業参観では、活躍する場を見せられ

ない子どもも出てくる。いろいろな教科の場面を参

観してもらうようにしたい。また、学習の形態や展

開の仕方も変えて参観してもらうように心がけるこ

とが大切である。「いつも、子どもに発表ばかりさ

せる授業で、先生がどのように子どもにかかわり指

導するか見えない。」と批判された教師がいた。同

じパターンは参観する保護者に対して誠意ある配慮

とはいえない。これでは保護者から信頼は得られな

い。

③家庭訪問

家庭訪問の意義は何だろう。大きく二つ意義が考

えられる。一つは、子どもの家庭から学校までの実

際の道順を把握できることである。登下校時に何か

あったときにも的確に対応することができる。もう

一つは、家庭での子どもの様子を把握することであ

る。家庭での様子が学校と違う子どももいる。家族

関係も子どもの実態を知る上ではとても大切なこと

である。最近は教師の勤務時間の関係や保護者の住

宅事情、個人情報保護の関係で家庭訪問の在り方も

学校によって違いがあるが、こうした教育上の意義

は押さえておきたいものである。教師も保護者も大

切な時間を費やして家庭訪問を実施するのであるか

ら、効率よく計画的に行うようにしたいものである。

○事前に、計画を示し保護者の訪問希望を優先する

前もって、担任から家庭訪問の日程を示し、保護

者の希望を優先して訪問計画を作成することが大切

である。両親とも働いている家庭やお店をやってい

る家庭などもあり、学校の都合だけで計画を作成す

ることはできない。たとえ少しの時間の訪問でも保

護者の気持ちにゆとりが持てる配慮が必要である。

そうでなければ、形式的な訪問になってしまう。お

互いに理解し合えるよい機会としてとらえ、最大限

の配慮をすべきである。

○身なりや服装もきちんとする

保護者の家庭を訪問するのであるから、社会人と

してのマナーは守らなければならない。清潔感の漂

う服装や髪型で訪問するべきである。普段のジャー

ジやジャンパーで訪問することなどあってはならな

い。

○「見えないおみやげ」を持っていく

保護者は学校での様子も聞きたいと思っている。

だから、「学校での子どものほほえましいエピソー

ド」「学校での活躍や成長の様子」等、見えないお

みやげとして持っていきたいものである。そうした

ことをきっかけに家庭の様子を聞くこともできる。

そのために、普段から子どもをよく観察し、メモを

しておくことである。一人一人のエピソードを語れ

るようにすることは子ども理解を深めることにもつ

ながる。もし、子どもの悪い面だけしか見えないな

らば、それは教師の子ども理解が十分ではないから

である。子どもを見る目を磨くことである。

○訪問時間は正確にする

最近は様々な事情から、部屋に通されることも、

玄関先で話すこともある。その辺は臨機応変に対応

したい。ただ、気をつけたいのは、どの家庭でも訪

問の時間は正確に守ることである。仕事の合間を縫

って待っている家庭もある。たくさん訪問している

のだから少しぐらい遅れてもと思うのは教師の都合

である。待っている家庭の保護者にしてみれば貴重

な時間なのである。また、訪問している時間も正確

にしたい。「○○さんの家は長かったのに、うちは

とても短かった。」と後でいわれないようにしたい。

保護者は意外に気にしているものである。ぎりぎり

ではなく、ゆとりのある計画を作成し、どうしても

遅れるときには事前に電話をかけておくことも必要
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である。時間にルーズな印象を持たれないようにし

たい。

各学校ごとに家庭訪問の在り方が決められている

ので、それにしたがって行うことが大切である。事

前に先輩教師に確認をしておくことも必要であろ

う。

実際に家庭訪問であった話であるが、その日の訪

問の最後の家庭で食事を勧められ、困ってしまった

教師がいた。せっかく用意していただいているのに

断るのは申し訳なく思う。だからといって、食事を

すれば、その他の家庭の子どもはどう思うか。実際

の場面でどう対応するか難しい問題であるが、丁重

にお断りして時間内に引き上げることがよい。様々

な憶測から誤解を招かないようにすることも大切な

ことである。事前に先輩教師から丁重な断り方を聞

いておくのも必要であろう。

全体として家庭の子どもや教育への考え方を把握

することである。くれぐれも、保護者の前でしきり

にメモをしたり、子どもに関係ない家庭の事情を詮

索したりしないようにしなければならない。病気の

病名などの大切な事柄は、その場でメモをしてもか

まわないが、すべてをメモすることはない。後で必

要なことを整理すればよい。

④保護者からのクレーム

クレームを付ける保護者はどんな親だろう。今、

「モンスターピアレンツ」や「クレーマー」という

表現で話題になっている。誰でも、可能であれば回

避したいと思う。しかし、もしもそうした事態にな

ったら、教師はできる限り冷静に受け止め、誠意を

持って対応することが求められる。クレームを持ち

込む親の多くは、子どもを思うあまりの過剰な親心

の表現なのである。クレームを聞いてみると、ちょ

っとした行き違いや誤解が原因であることも多い。

また、学校への大きな期待が原因と考えられること

もある。学校にクレームを持ち込まないで、陰でこ

そこそ言われるのも困る。いきなり教育委員会にク

レームを持ち込むケースも見られる。もちろん、中

には理不尽なものもあるが、多くは誠意を持って学

校が対応すれば、解決できるものである。おそれず

に先輩や管理職と相談しながら冷静に対応すること

が大事である。

○一人で抱え込まない

クレームを付けられると、自分の指導がよくなか

ったのではないかと自分を責めてしまうことがあ

る。自分の力不足を知られないようにするために、

人に相談しないで抱え込んでしまうこともある。こ

うした状態になると問題はますますこじれる。クレ

ームを付けた保護者は解決されないストレスが増大

し、その結果ますます攻撃がエスカレートする。担

任は精神的に参ってしまう。こうした事態を避ける

には、早期に必ず学年主任や指導教官、管理職の誰

かに相談することである。恥ずかしいことではない。

誰にでも起こることなのである。

○相手の話をよく聞く

「何が問題なのか」、「何を要求しているのか」を

正確に把握することが重要である。実際にクレーム

を付けられると、心は動揺する。冷静に聞こうと思

っても聞くことができないこともある。だから、相

手が学校に来る場合も、こちらが出向く場合も必ず

複数で対応することが必要である。冷静に受け止め

られる人がそばにいるだけで相当落ち着くことがで

きる。その場合、なぜその教師を連れてきたかは相

手に説明しなければならない。「同じ学年の主任と

して、同席してもらいます。」などの説明が必要で

ある。ただあまり同席する人数が多すぎると、相手

にプレッシャをかけることにもなり、逆効果になる

こともある。相手への十分な配慮が必要である。

「何が問題なのか」「学校（担任）に何をしてもらい

たいのか」「事実は何か」「憶測で捉えていることは

ないか」等を把握することが大切である。そして、

すぐにその場で軽率に結論を出さないことである。

こうした軽率さが事態を悪化させることもある。事

実関係を調べて、報告する旨を伝えることが大切で

ある。複数でクレームの趣旨を把握し、事実関係を

調べる材料を収集することが大事である。

○クレームの背景を調査し、事実を正確につかむ

事実関係を調査し、管理職に経過や調査結果を報

告し、指示を待つことが必要である。ただ子どもに

事情を聞くときには、慎重にしなければならない。

絶対に子どもを傷つけることがないように十分に配
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慮することが必要である。みんなの前で問い詰めた

りすることは避けなければならない。事実の調査は

正確にし、曖昧さを残さない。調査したことは整理

して説明しやすい形式にする。子どもへの調査は慎

重に配慮をして行う。誤解されたり、誤解したりす

ることのないようにしたいものである。

○事実関係の調査結果を保護者に迅速に報告する

管理職などの指示を仰ぎながら、可能な限り迅速

に報告することが必要である。その際、不必要な言

い訳をしない方がよい。この場合、電話ですませる

よりも直接会って話した方がこちらの誠意も伝わる

ものである。「説明に伺います。」「お時間をいただ

けますか」「学校においでいただいても結構です。」

など丁寧な対応が求められる。

事実に基づいて報告し、理解していただくように

努力しなければならない。学校（担任）に落ち度が

ある場合は、丁寧な謝罪が必要である。正式な謝罪

が必要な場合は管理職も同席することになる。また、

その際、学校としての再発防止策を示すことを忘れ

てはならない。クレームへの対応マニュアルはない。

それは、すべてケースが違うからである。簡単に解

決しないケースもある。しかし、教師は問題に正対

するしか解決策はないのである。

そうした不測の事態を早期に解決するための方策

は、二つある。一つは誠意ある対応である。「面倒

だ。こんな理不尽なことはない。」と嫌々対応して

いては、解決が長引くだけである。二つめは学校全

体として取り組むことである。一部の教師だけでは

情報を集めるにも対応策を考えるにも限界がある。

全体で一丸となって対応することで、学校力も高ま

るのである。教師としての成長も感じられると思う。

決して逃げないことである。

⑤いじめへの対応

誰でも自分のクラスにはいじめはないと思いた

い、あるいはいじめがないと思っている。本当はな

いと信じたいのである。しかし、どんなクラスにも

いじめは起こる可能性があると考えておくことが必

要である。はじめは些細ないじめだったのが、いつ

の間にか深刻ないじめに発展することもある。だか

ら教師は子どもを観察し、小さな変化も見逃さない

ようにしなければならない。いじめに向かう負のエ

ネルギーを学習に向かう正のエネルギーに変える手

だてを考えなければいけない。いじめを起こさない

予防的対策を考えることも大切である。

こんな兆候が見られたら要注意である。

○仲間はずれになる子がいたら、「いじめ」の存在

を疑うこと。いつも仲間はずれになる子どもがいた

ら、いじめを疑うことが必要である。子ども同士の

関係をじっくりと観察しよう。

○クラス内で「ものかくし」が二度三度と続いたら、

「いじめ」の存在を疑うこと。一人の子どもの上履

きを隠したり、ふでばこを隠したりすることが続い

たら、いじめがあると疑っていいと思う。

○急に交友関係が変化したときは、「いじめ」の存

在を疑うこと。今まで仲がよかったグループの構成

が変わったときもいじめを疑うことである。何事も

なければいいのですが、教師にはそれくらい感度の

いい感性が求められる。

早期発見が早期解決につながる。こうした初期対

応ができないときに、深刻ないじめに発展するので

ある。教師は初期対応に敏感な感性を持ちたいもの

である。

予防策として、日常的に、休み時間などに子ども

の様子を把握しておくことが大切である。子どもの

様子に「おかしいな」「変だぞ」と思ったら、それ

らの子どもをよく観察し、学年の先生や生徒指導の

先生に相談する。そうすれば適切なアドバイスをく

れる。

学年はじめに、「いじめは絶対に許さない」とい

うメッセージを伝えることである。いじめに対して

は教師の毅然とした態度が大切である。クラスでは

いじめを出さないことを共有する雰囲気をつくるこ

とである。教師自身が一人一人を的確につかみ、大

切にする姿勢を持つことがいじめの防止策である。

無意識のうちに成績の善し悪しで子どもを選別して

いることはないかを振り返ることも必要である。一

部の子どもに迎合するような姿勢がいじめを生む土

壌にもなることも忘れてはならない。また、多くの

時間を割く授業が子どもにとって面白ければ、子ど

ものエネルギーはいじめに向かうこともない。だか
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ら質の高い授業づくりが必要なのである。いじめら

れる子どもにも原因があるかもしれないが、そのこ

とにはふれないようにしたい。いつもクラス全体で

楽しく遊ぶようにすること、何でも言えるクラスづ

くりを目指すこと、お互いに学びあう高めあうクラ

スを目指すことが、「いじめ」防止策だと言えよう。

もしも、「いじめ」が発生したら、毅然と対応す

ることである。まず、事実をしっかりと見ることで

ある。成績も優秀で、教師の前ではいい子と思って

いた子どもが意外に加害者だったりすることがあ

る。そんな時、それまで接してきた感覚で見てしま

うことになる。しかし、そうしたフレームワークを

排除して事実を把握することが解決には大切なので

ある。当事者を特別扱いしないことである。まわり

の子どもにも様子を聞き、事実を整理することが大

切である。話を聞く場合は、その子どもの気持ちに

より添って丁寧に誠意を持って聞くことが大事であ

る。事実にもよるが、場合によっては保護者にも報

告し、家庭とも連絡を取りながら指導することも必

要になる。対応で分からなかったり、困ったりした

ら先輩の教師に相談し、適切なアドバイスを受ける

ことが重要である。解決をこじらせると保護者まで

巻き込んでしまうことにもなる。

いじめ解決までの過程を記録として残すこと。い

じめ発生から解決までの調査した過程、解決への道

筋など克明に記録し、整理して残していくことが大

切である。こうした資料の蓄積は自分の教師として

の成長の記録でもある。こうした貴重な資料はこれ

からの教育活動を充実していく糧になるものであ

り、大事にしたいものである。

大きな事故が起きる場合、事前に100ほどの小さ

なミスが存在すると言う。いじめも大きくなる前に

小さな兆候がいくつも現れるものであり、それらの

兆候を敏感にキャッチし、小さい内に早期解決でき

る教師になりたいものである。

⑥特別支援を必要とする子どもへの対応

広汎性機能障害と診断される子どもの発生率は6．

3％といわれている。クラスに40人いれば、2人いる

かもしれないという確率である。現実に普通学級に

特別支援を必要とする子どもが存在している。具体

的には、ADHDあるいは高機能自閉症、LDなど特

別支援を必要とする子どもである。しかし、こうし

た特別支援を必要とする子どもへの理解が不十分な

教師がいることも事実である。教育活動を進める教

師がこうしたことへの理解が不十分なために、適切

な対応ができなくて、困っている子ども、困ってい

る保護者、困っている学校が多くある。

LD、ADHD、高機能自閉症などの子どもとはど

んな子どもなのか。クラスの中で人間関係を築くこ

とが苦手な子ども、集中力に欠ける子ども、雑然と

した掲示物や大きな音や声のする環境におかれると

パニックに陥ってしまう子ども、おかれた環境やま

わりの教師や友達との関係につまずいていたり、困

難さを感じている子どもたちである。一人一人の障

害の程度やその現れが違うので、それぞれに応じた

対応が必要なのであるが、一人の担任だけではとて

も対応しきれないというのが現状である。こうした

ことを克服するには、まず、担任がそうした障害に

ついて正しい理解をすることが求められる。次にそ

うした教師を支援するシステムも必要である。

LD、ADHD、高機能自閉症などの子どもがいた

ら、特別支援が必要な子どもに分かりやすい手だて

を講じれば、他の子どもにとっても分かりやすいも

のになるはずである。こうしたことを考慮しながら、

特別支援を必要とする子どもの指導では、障害や特

性に応じた個別的な配慮・指導に加え、学級が落ち

着いた環境であること、分かりやすい授業であるこ

と、そして子ども同士が支え合う学級であることが

求められる。支え合う学級づくりが必要だと言うこ

とである。

○学びやすい学習環境の整備をする

いろいろな色彩を使った教室の掲示物は刺激が強

くて落ちつかないというケースもある。余分な刺激

を取り除き、子どもが集中することができる環境を

つくることを心がけることが必要である。学級での

ルールや約束等も分かりやすく示されているかとい

うことも見直してみる視点である。クラス全体が失

敗を責められず、努力は認められる環境をつくりた

いものである。

○分かりやすい授業の工夫をする
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学習課題を解決するためのヒントや手がかりが示

されて、指示が分かりやすい授業をつくることであ

る。活動の見通しがもちやすく、最後まで不安なく

取り組めるように工夫したい。達成目標も一律では

なく、個人の目標があり、ステップアップできるよ

うになっていることも重要である。

○子どもたち同士が支え合う学級をつくる

担任一人が頑張ってもうまく対応できるものでは

ない。はじめは他の子どもたちも不安な気持ちにな

ることもあるが、みんなで支え合っていく学級集団

にしたいと思う。そのためには、一人一人が活躍で

きる場をつくることである。よさが認められ、自己

肯定感が高められるようにすることである。そして、

子どもたちが担任を信頼しているという学級をつく

ることが大事である。

○校内の委員会と連携する

特別支援が必要な子どもには、次のような子ども

もいる。「忘れ物をする」「持ち物の整理ができない」

「落ち着きがない」「なかなか課題に取り組まない」

「自分の好きなことしかしない」「自分勝手なことば

かり発言する」「すぐにかっとなって暴力をふるう」

「こだわりが強い」など、全体に指導をしていると

とても気になる子どもである。多くの場合、家庭で

はあまり問題を感じていないため、発見が遅れたり、

適切な指導を行う機会を逃してしまうこともある。

こうしたつまずきに、はじめに気づくのは学級担任

であるが、様々なサインを見逃さないで的確に対応

することが必要である。しかし、こうした子どもへ

の対応は担任一人では無理である。各学校にいる特

別支援コーディネータという役割を持つ教師に相談

することである。同学年の教師や養護教諭、管理職

などで校内委員会やケース会議を開き、どんな支援

ができるのか、どんな支援が必要なのかを検討する

ことが大事なのである。もちろん保護者の協力は欠

かせない。

○校内体制で対応策を検討する

どんなつまずきがあるのかを把握して、校内委員

会やケース会議を開いてもらい、その対応策を検討

する。具体的な指導の在り方だけではなく、クラス

のバックアップ体制についても検討が必要である。

担任がその子に対応している間、他の子どもの指導

はどうするのか等も重要なことである。

○担任が子どもを理解するモデルになる

担任が「指導のしにくい子ども」という意識を持

ってはならない。そうした意識は他の子どもにも敏

感に感じられ、いじめなどにつながることもある。

「○○することは苦手だけど、□□は得意だね。」と

認めていくことが大事なのである。また、よいこと

があったら「すごいね。」とほめることも必要であ

る。一人一人の違いを認め、つまずきのある子ども

を認めていく姿勢を示すことが大切である。こうし

た姿勢を示すことで子ども同士が個性を認め合い、

助け合う集団になる。

○落ち着いた、分かりやすい指導を工夫する

つまずきの種類や程度にもよるが、学習や生活の

見通しをもたせることが必要である。1日の予定を

しっかりと理解させ、学習の手順、方法なども丁寧

に説明することが必要である。また、支援の仕方と

して子どもに適した課題の与え方も必要になる。例

えば、やってみせたり、絵や図に書いて説明したり

することも有効である。

○指導の記録を整理しておく

特別支援が必要な子どもの指導は一通りではな

い。すべて違うのである。具体的な指導の経過を記

録し、失敗したことも、その原因を突き止め、改善

にいかしていく大切な経験なのである。指導の過程

を校内委員会やケース会議に示し、指導の改善をし

ていきたいものである。こうした記録の積み重ねは、

その他の事例を検討するときに役立つ貴重な資料に

なる。時間はかかるが、教師としての成長をするた

めに記録の整理を怠らないようにしたいものである。

特別支援が必要な子どもはどのクラスにもいると

いう現状である。はじめはどう支援をしたらいいの

か戸惑うものだが、全校体制で取り組みを進めれば、

解決策は見つかるはずである。子どもも、保護者も、

担任もこうした課題に正面から向き合い、着実にし

かも誠実に努力していくことが求められているので

ある。
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