生徒の困り感の解消を目指す校内サポート体制の見直し
－児童・生徒理解の充実と外部機関との連携を通して－
木戸 健裕
（教職リーダーコース E203C001）
１．問 題
子どもたちは様々な悩みを抱えていたり、困難な状況に置かれていたりする現状がある。
そこで文科省は「周りの大人たちが、子どもの SOS を受け止めること、組織で対応するこ
と、外部の関係機関につなげて対処していくこと」が重要であるとしている 1)。悩みや困
難な状況には、貧困、虐待、言葉や文化の壁、性的マイノリティの問題、学習障がいや ADHD
などの生まれつきの特性など様々なものがある。これらは「不登校、学力不振、いじめ、
自殺」などいわゆる問題行動等の要因ともなりうるため、社会的自立に向けて、子どもの
実態に応じたきめ細かな支援を行っていくことが求められる。教育相談等に関する調査研
究協力者会議の報告では、教育相談の在り方について 6 つの指摘がなされているが 2)、こ
のうち本研究では、①未然防止，早期発見及び支援・対応等への体制構築。②学校内の関
係者がチームとして取り組み，関係機関と連携した体制づくり。③教育相談コーディネー
ターの配置・指名の 3 点を中心に取り上げる。
２．研究目的と仮説
地籍校では、貧困、虐待事案、言葉や文化の壁、性的マイノリティの問題、学習障がい
など、
さまざまな困り感を抱えている生徒が在籍しており、学校課題の一つとなっている。
そこで本研究では、
以下の 3 つの取組を行うことにより、課題の解決を目指すこととした。
①子どもたちの『できにくさ』
『困り感』に寄り添った支援を行うため、すべての児童・
生徒に対してアセスメントを行う。②一人ひとりの児童・生徒と向き合い、理解を深めて
いく中で、個に応じた支援を組織的に行っていこうとする体制を構築する（図 1）
。③必要
に応じて、外部の関係機関と連携したサポートチームを編成することで、多様な『できに
くさ』
『困り感』に対応できる体制を構築する（図 2）
。
これら課題を解決する手段として、本研究では、従来の生活記録ノートや生活（いじめ）
アンケートなどの他に、新たに「児童・生徒理解シート」（図 3、図 4）を作成し活用する
こととした。
「児童・生徒理解シート」は、すべての児童・生徒について小学校 1 年生から
中学 3 年生までの 9 年間における児・童生徒の様子や家庭環境、人間関係、支援・指導の
記録を学年ごとに記載し、記録を積み上
げていくものである。統一した書式で記
録することで、データを共有しやすく、
また、次年度以降、特に小学校から中学
校へ有益な情報が引き継がれることを
狙ったものである。
「児童・生徒理解シー
ト」の内容を最適化し活用することによ
り、児童・生徒に寄り添った組織的な支
図１ 組織的な体制（イメージ図）

援体制を構築することができ、子どもた

ちの成長をサポートしていくことに
も繋がるであろう。以上が本研究の
仮説である。
３．実 践
令和 2 年度１月から令和 3 年度にか
けて行なわれた。令和 2 年度中に「児
童・生徒理解シート」の素案を作成し、
校区内小学校に、新年度に中学へ入
学する児童のシート作成を依頼し、
図 2 校内の連携とサポートチーム編成への流れ

それを基に小・中情報交換会を行っ
た。新年度に入ってからは教育相談

部会兼生徒指導部会を中心として、各担任に「児童・生徒理解シート」の意義や活用法に
ついて説明する機会を繰り返し持ち、教育相談（三者面談）や学期末などの節目には「児
童・生徒理解シート」への記載を改めて働きかけるなど、積極的に定着を図った。また、
毎週開催されている教育相談部会においてもこのシートを中心として情報の共有化を図っ
た。部会では学習や生活面で問題を抱えている個々の生徒について、懸念される行動の様
子や構内外での変容ぶりなど具体的な情報共有を行い、適切な支援策を検討している。こ
うした検討は場合によっては迅速に、かつ全校体制での支援や外部機関との連携が求めら
れる。
「児童・生徒理解シート」の導入により、そうした具体的な情報が整理、可視化され、
効率的に共有することができるようになった。各担任が記載した情報は教育相談主任が集
約し、部会資料が作られた。また、スクールカウンセラーや教育相談員（相談室担当）な
どと改めて検討会を行なったり、その検討結果を管理職や教育相談部会に報告し共有した
りする上でも、シートが活用された。さらに、スクールカウンセラーが生徒や保護者と面
談を行った場合は、生徒の様子や保護者の考えや生活環境の変化等、面談の記録を担任に
チェックしてもらい、担任、スクールカウンセラーそれぞれの取組や認識が共有されるよ
う連携活動をサポートした。
４．検 証
本研究は、
「児童・生徒理解シート」の開発と活用とを中心として校内での教育相談体制
の充実と体制づくりを柱とした萌芽的な研究である。そこで、実際にこのシートを活用し
た教職員やスクールカウンセラー、指導主事を交えて検討会を行い、そこで率直な感想を
交わしてもらい、得られた意見をもとに検証を行うこととした。
「児童・生徒理解シート」のメリットとしては「小学校（Ａ小・Ｂ小）に『児童・生徒
理解シート』を作成してもらったので、生徒の状況を事前に知ることができた」
、
「生徒一
人ずつあるので、じっくり生徒に向き合うことができた」などが挙げられた。課題として
は「一生徒ワンシートになっていて見やすいが、一覧にしてみたい場合もある」、
「どうし
ても担任が入力することになり、負担となる」などが挙げられた。指導主事からは、
「市の
教育課題の１つが『不登校対策』と言われており、
『児童・生徒理解シート』は、生徒全員
分、学年毎のシートに、また、9 年分を蓄積できるようになっているため、市のモデルと
して期待している。児童・生徒一人一人を複数の目で理解し、情報を共有・蓄積していく。
そして、次年度以降に継続していくことで、効果的な支援も継続されていくと思う。
『児童・

生徒理解シート』を活用して目の前の子どもに、どのような支援をしていくのか、学校全
体で取り組む体制を整えてもらいたい」などが指摘された。
５．考 察
はじめに、
「すべての児童・生徒に対してアセスメントするということが、見逃してしま
いがちな大人しく目立たない児童・生徒に対する児童理解に繋がったか」という点につい
ては、今後一定の成果が期待できるものと思われる。
「児童・生徒理解シート」は、児童・
生徒一人ひとりについて成長や変化のようすだけでなく、これまで児童・生徒に関わった
教職員の支援・指導の記録を積み上げていくものである。児童・生徒に対する見取りだけ
でなく、これまで関わった教職員の有効な手立や、失敗も含めて、次年度以降関わった教
職員がそれら情報を活用していくことで、児童・生徒が自らの将来について考え、目標に
向かって修正を図りながら困難を乗り越えていこうとする手助けになると考えられる。
第 2 に、統一した書式で記録すること、そしてそのデータを職員間で共有することが、
情報へのアクセスのしやすさ、すなわちいつ誰が閲覧しても児童・生徒の成長の様子、家
庭環境、これまでの支援・指導の記録を知ることができることに、貢献したかという点に
ついても、一定の成果が見られたものと思われる。
今年度の地籍校では、教育相談および生徒指導に関わる記録は、すべて「児童・生徒理
解シート」に記載するというこ
とで、指導・支援に関わった担
任および担当はすべて「児童・
生徒理解シート」に記載してい
くこととした。これにより、情
報の一元化を図ることができ
た点は大きな成果であると考
えられる。
「教育相談や生徒指導に関
わる情報の共有は基本、
『児童・
生徒理解シート』を参照してく
ださい」とすると共に、
「児童・
生徒理解シート」に記載したも
のを、教育相談部会の資料や生
徒指導で活用する資料にコピ
ー＆ペーストして活用した。さ
らに、いじめ案件や不登校、巡
回相談など、教育委員会をはじ
め外部の専門機関と情報のや
りとりを行う際にも、管理職と
内容を精査した上で「児童・生
徒理解シート」に記載したもの
図 3 「児童・生徒理解シート」と記入方法

を活用して情報提供を行なう
など、様々な局面で積極的に活

用することができた。
毎週行っている教育相談兼生徒指導部会では、時としてさまざまな生徒が話題に上る。
重大案件や緊急性が高いものは、その都度別紙に印刷して配布するが、そうでないものに
関しては「児童・生徒理解シート」を閲覧すれば済むようにしている。これまでも、生徒
の支援や指導の様子は記録されていたが、学年や担任ごとに保存先がバラバラであった。
そのため、すぐにデータを探し出すことができなかったり、書式がバラバラであったため
に知りたい情報を得ることができなかったりした。
特に他学年の授業に出ている指導者は、
自分の所属学年以外の生徒の様子をなかなか得ることが少ないため、
「児童・生徒理解シー
ト」を閲覧することで、担当教科外で見られる生徒の状況把握や具体的な支援の経過等を
事前に把握することができるようになっている。
また、月例報告などの内容について市教委から連絡があった際にも、管理職が「児童・
生徒理解シート」を閲覧することで、担任からの聴き取りとともに、それまでの状況経過
や行動観察の様子などより正確な生徒の状況を把握し伝えることができている。担任が不
在で職員室に戻ってくるのを待つことなく概要を把握し、細心の情報だけ担任から聴取す
ることで状況の繋がりが途絶えることなく効率化に繋がっている。
第 3 に、データ化により、記録の引き継ぎが簡単に行えるようになったかという点であ
る。これについては、小学校に
作成を依頼したデータをその
まま活用できたということが
１番にあげられる。年度当初に
書式を一部変更したため、新 1
年生に関しても「児童・生徒理
解シート」を作り直したが、小
学校に入力を依頼したデータ
はそのまま活用でき、繋がる支
援や有効な手立て、経過の記録
等継続して記録する流れがで
きため作業効率を大幅に短縮
することができた。
「児童・理解
シート」は学年毎に作成し直す
ものであるが、データファイル
は生徒ごと作成されているた
め、前年度以前のデータをすぐ
に見つけ出し活用することが
できる。そして、年度当初にフ
ァイル名をクラス、出席番号と
氏名を組み合わせたもの（例：
1 組 34 番→0134：○○□□）に
して入学年度ごとのフォルダ
図 4 外国にルーツをもつ児童・生徒向けシート

に保存しておけば管理も容易

である。
特に群馬県においては、県内ですべての自治体で採用している情報管理システムを活用
することで、学校間の連携とともに、地域間での連携が容易である。情報の取り扱いに注
意しつつ管理職を通じて担当者でこのシステムを活用してやりとりを行うこともできる。
今年度の途中に隣接する学校から来た転校生についても、
「児童・生徒理解シート」に基づ
いて情報を得ることで、本校での支援に繋げられた。
以上により、本研究では、校内のサポート体制を見直し、生徒の困り感の解消に向けた
一定の成果があったと考えられる。
少なくともすべての生徒に対してアセスメントを行い、
「児童・生徒理解シート」を活用して情報の共有を行ったことで、児童・生徒理解の充実
を図ることができたと言えるであろう。最後に、今後の課題を挙げる。
第 1 に、外部機関との連携である。今回は校内の体制の見直しに専念したため、外部機
関との連携については十分な実践を進めるに至らなかった。しかし、今回の実践は市教委
においても学校間の連携した取組に対して一定の理解が得られている。また、年度当初、
研究の準備として児童相談所やふれあい教室（適応指導教室）、校区内の主任児童委員等に
出向いた際に、連携については大変前向きな返事をいただいた。今後、外部の専門機関と
連携を図る事案が出たときのことを想定し、
連携のあり方について準備を進めていきたい。
ただ、今年度連携が停滞した要因として、業務遂行上連携できる時間の調整が難しかっ
たこともある。外部機関との連携では、管理職とも相談し、今後組織として連携への動き
やすい担当窓口の役割や繋ぐためのバイパスやパイプの構築の検討を進めたい。教育相談
担当は、
「児童・生徒理解シート」活用の調整役として、情報の取り扱い等も含め、管理職
との連絡報告をこまめに行い情報や進捗状況を共有する必要がある。また、
「児童・生徒理
解シート」の活用による効果、成果を校内外に発信していくことで、
「児童・生徒理解シー
ト」を校内に定着させる流れを構築することへの役割を担う。
第 2 に、
「児童・生徒理解シート」を作成していくことが業務上の負担増に感じると予想
されることである。教職員の支援・指導の蓄積による詳細な児童・生徒理解が『できにく
さ』
『困り感』が表面化する前に手を打つことができる可能性が予想される。また、いじめ
などの重大案件が起きたときに、事実関係や支援・指導の記録がその後の経過観察や行動
観察に生かされ、関係者が変わっても支援の視点の継続が図られることや、日常的に児童・
生徒の様子を記録することが、対処療法的なかかわりでなく、事前から予防策等につなが
り、安全安心な学校経営に繋がること。さらに、児童・生徒の成長への支援とともに教職
員の児童・生徒理解への意識の向上と業務の改善に繋がるなど、その意義と有効性を教職
員と共有し、
「児童・生徒理科シート」が定着していくように働きかけていきたい。
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