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生徒指導は、教育活動を通して、子どもの健全な発達・成長を促し、現在及び将来の自己実現のための自己指導能力
を育成しようとするものです。学校教育のあらゆる場面で、生徒指導の機能を生かして、自己指導能力を高める必要が
あります。また、学校では、子どもは学級や児童・生徒会など集団の構成員として、望ましい人間関係を築きながら所
属する集団の質を高めていきます。しかし、教育現場の一部では、経験則だけに頼った問題行動対応が行われる傾向も
見られます。
不登校を例に取っても、不登校となってからの学校復帰の取組は、膨大な時間と労力が必要となります。教職員全員
が、磐田モデル※１で明らかにされた「危険因子」及び「保護因子」を理解した上で、教育活動全般を通して、組織的
に不登校の未然防止に向けた取組を充実させる必要があります。「不登校の未然防止」の魔法の杖のような特別なプロ
グラムがあるわけではありません。学校は、教育課程を実施するところですし、授業は学習指導と生徒指導により学習
効果を上げるものです。教職員全員が、各教科等の授業の中で生徒指導の機能をどのように有効に働かせるのかを共有
し、地道に実践しなければなりません。本プロジェクトが準備している「学校風土尺度（JaSC）」を使って現状を把握
し、
「子ども向けのプログラム」
「教員研修プログラム」等を活用して、科学的根拠に基づいた予防的な生徒指導の充実
を図っていきたいものです。
今後、各分野の研究者と学校現場の距離が縮まり、双方向の協力関係が生まれ、その成果が子どもたちに還元される
事が何より重要なことだと考えています。
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「磐田モデル」の詳細は NewsLetter１号をご覧ください。

2017 年度に向けて事業展開 ～子どもみんなプロジェクトの展開～
子どもみんなプロジェクトは、来年度、３年目を迎えます。初年度は本プロジェクトの啓発に重点を置きましたが、
２年目の今年度は磐田モデル※１など、調査研究を始め、その研究成果を発信することができました。さらに各大学が
持っている最新の研究成果、基礎理論をわかりやすく全ての先生方に届けるための講座、
「教師基本研修プログラム 第
１期」※２の開発を進めています。
2017 年度は、こうした事業をさらに展開すると共に、このプロジェクトが行っている「教育現場と研究」のつなぎ
役、すなわちプラットフォームの在り方について研究を進めていきます。

2017 年度

主な事業計画---------------------------------------------------------------------------

【学校現場から研究へ】
・ 2016 年度に開発した学校風土尺度（Japan School Climate Inventory：JaSC）といじめ尺度（Japan Ijime Scale：
JaIS）を組み込んだ『学校状況調査』及び子どもの心理発達や背景情報まで取得が可能な『子どもみんな調査』を
連携教育委員会の協力の下、実施し、日本の学校現場におけるいじめ、不登校や子どもの心理発達と環境等との関
連についての知見を得る。
【研究から学校現場へ】
・ 2016 年度に開発した教師基本研修プログラムを連携教育委員会の要請を受けて実施し、効果や課題について明ら
かにし、改善を図る。
・ さらに教師基本研修プログラム第２期の開発、問題行動等への対応研修や児童生徒向けの研修プログラムの開発を
行う。
【プラットフォームの在り方についての研究】
・ 本プロジェクトの仕組みを継続的に行うための組織の在り方についての議論を深める。
※２

子どもみんなプロジェクトとは

不登校、いじめなど、子どもの問題を、こころの発達の科学的な視点から解決する、
子どもと先生を支える全員参加のプロジェクトです。

脳科学・精神医学・心理学等と学校教育の連携の在り方を考える「子どもみんなプロジェクト」では、日本の学校
現場に必要とされる、科学的根拠（エビデンス）に基づく教育プログラムの開発を進めています。
エビデンスに基づく医療という場合、この病気にこの治療法が良いと示した証拠のことです。私は、精神科医とし
て、研究チームのメンバーとともに、エビデンスに基づく認知行動療法プログラムを開発し、その有効性を検証して
きました。
2016 年には、千葉大学で行った社交不安症に関する 16 セッションから成る個人認知行動療のランダム化比較試験
の結果を国際学術雑誌に公表することができました。その内容は、社交不安症の患者 42 名を 2 群（「通常 治療群」
と「通常治療に認知行動療法を併用する群」
）にランダムに割り付け、16 週後に改善した患者は通常治療群 10% に
対し、 認知行動療法併用群 85.7%、寛解（症状がほぼ消失）については 通常治療 0％ に対し、認知行動療法 47.6%
というように、非常に高い有効性を示すことができました（Yoshinaga et al., 2016）
。この研究成果は、社交不安症、
パニック症、強迫症、PTSD の４つの不安障害の認知行動療法の公的医療保険の適用につながり、臨床現場での実践
を大きく変えました。
以上のようなエビデンスに基づく医療の流れを、予防教育、健康教育という形で、学校での心の健康づくりに活用
するのが、子どもみんなプロジェクトです。
医療としてのうつ病の認知行動療法は、薬物療法と同等の効果にとどまりますが、不安障害の認知行動療法は、薬
物療法よりもさらに高い有効性が国内外で示されています。
学校でも、不安に対する認知行動療法の教育プログラムが有効というエビデンスが英国の大規模なランダム比較試
験で示されましたが、専門家が実践する場合に効果があるという結果でした。日本独自の優秀な教育システムを活か
して、専門家のみならず、教員が実践する場合でも、有効性を示しうる不安対処プログラムを、私達千葉大学の浦尾
悠子特任助教が中心に開発しました。それが、我が国発のエビデンスに基づく不安対処教育プログラム「勇者の旅」
で、現時点で、非ランダム化ですが、対照群よりも高い不安低減効果をエビデンスとして示すことができています
（Urao et al., 2016 ）。
今後は、本プロジェクトの中で、教員の研修会を進めながら、実践できる教員の先生のご協力を得て、大規模なラ
ンダム化比較試験で有効性を検証し、さらに普及を進めていきたいと考えております。
大規模に行うことで、過剰な不安のために、不登校になってしまう児童生徒の数が減ることが期待されます。また、
私達は、いじめの予防教育に関する、30 分程度のフラッシュ・アニメ・ビデオを開発し、小学校高学年の児童に視聴
してもらうことで、対照群に比べ、3 か月後時点で、いじめ防止に必要な最低限の知識を維持できことを示すことが
できました（Yokoo et al., submitted）
。
以上のように、いじめや不登校に対処するエビデンスに基づく心の健康教育プログラムを、学校現場の教員の先生
方と子どものことを考える全ての人とともに、本プロジェクトで進めていきたいと考えています。

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター長・教授

清水栄司

「教師基本研修プログラム第１期」の詳細については NewsLetter２号をご覧ください。
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NewsLetter

学校風土尺度（JaSC）の開発
最新の研究に基づいたプログラムの紹介
学校風土（School climate）とは

子どもみんなプロジェ クト
は、様々な課題に翻弄さ
れる教育現場に対して、
研究者が科学的な方法
を駆使してその解決に協
力するという、まさに「子ど
もたちの将来のために、全
ての人の力を結集する」プ
ロジェクトです。
その先進的な取り組みと
して、科学的根拠に基づ
いた「学校風土」尺度の
開発について報告します。

National School Climate Center によると、安全で穏やかな学校環境は、児童生徒が積極的な他者とのつ
ながりや互いの尊重を感じ取ることができ、学習や活動などの価値を見出し、その達成感を感じられるようなものであ
るとされています。
学校風土は、児童生徒や保護者、教職員の個々の学校生活での経験をもとに形成されるものですが、それは集
団現象となり、学校コミュニティの規律や目標、価値、対人関係、教えと学び、そして組織構造を反映するもので
す。
Thapa et al. (2013) は、これまでの研究を概観し、次の５つを
重要な学校風土の側面として挙げています（図 1）。
1. 安全（Safety）
身体的・情緒的・社会的安全、ルールと規範など
2. 関係性（Relationships）
児童生徒・教員間の関係性、児童生徒同士の関係性、多様
性の尊重、保護者や地域との連携など
3. 教えと学び（Teaching and Learning）
学びのサポート、学習環境、社会的・情緒的・道徳的学習、協
働学習など
4. 施設環境（Institutional Environment）
物理的環境、学校とのつながりなど
5. 学校改善のプロセス（School Improvement Process）
図 1. 学校風土の重要な 5 つの側面
学校全体の変化への努力、特色ある教育プログラムなど
これら５つの側面のうち、学校改善のプロセスについては、日本の小中学校では特に教職員が評価するものである
と考えます。従って、児童生徒を対象とした学校風土尺度（Japan School Climate inventory: JaSC）では、
安全・関係性・教えと学び・環境と学校とのつながりの４つの側面について測定することを目的としました。

調査項目

具体的な質問項目は、「この学校の児童生徒は、この学校にいて安全だと感じている」、「この学校の先生は、私
がうまくできた時に認めてくれる」、「この学校では、授業に集中することができる」、「私はこの学校が好きだ」といった
内容です。「学校」という言葉に何を思い浮かべるかは、個人によって異なります。「先生」も、学級担任や教科の先
生、部活動の先生、あるいは校長先生など、様々です。「児童生徒」も自分自身を含め、クラスの友だち、部活動
やクラブの友だち、地域の友だちなど様々です。あまり深く考えず、直感的に回答してもらうようにお願いしています。
回答は「当てはまる」から「当てはまらない」まで 5 段階で評価してもらいます。

対象者

2016 年 11 月、約 1 万名の児童生徒の協力のもと、34 の質問項目に回答してもらいました。浜松市教育委
員会、磐田市教育委員会の協力のもと、浜松市内の 8 つの中学校（1～3 年生）と 19 の小学校（4～6 年
生）、約 7,800 名と、磐田市内の 3 つの中学校（1～3 年生）と 5 つの小学校（4～6 年生）、約 2,200
名、合計 35 校の小中学校に協力していただきました。

回答の平均とばらつき

回答について、「当てはまらない」を 0 点、「どちらかといえば当てはまらない」を 1 点、「どちらともいえない」を 2 点、
「どちらかといえば当てはまる」を 3 点、「当てはまる」を 4 点としてスコアを求めました。34 項目の項目ごとの平均スコ
アは、最も低い項目で 2.2 から、最も高い項目で 3.5 でした。標準偏差は 0.8～1.2 でした。学校ごとに平均スコ
アを求めた結果が、図 2 に示されています。1 つ 1 つの点は、各学校の平均を表しています。学年ごとに平均スコア
をみると、中学生では全体的に平均が低く、ばらつきが少ない結果でした。

尺度の信頼性と妥当性の検討

尺度が科学的根拠を持つものであることを確認するために、信頼性と妥当性の確認が不可欠です。信頼性とは、
尺度が信頼できるものであること、つまり何度測定しても、誰が実施しても、同様の結果が得られるということです。
妥当性とは、きちんと測定したいもの（本研究では「学校風土」）を測定しているということです。これらを確認する
ために、項目反応理論という統計手法を用いました。

図 2. 学校・学年別の学校風土の平均スコア

図 3. 学校風土調査項目の情報量

項目反応理論を用いて、各項目が持つ情報量について検討した結果の例が図３に示されています。横軸の値は、児童生徒が学校風土を
どれだけ良いと思っているかを示しています。0 を平均として、例えば 1 は平均より 1 標準偏差離れていることを示します。マイナスの数値が大き
いほど、学校風土が良くないと思っている子であることを表します。例えば「この学校の児童生徒は、この学校にいて安全だと感じている」、「この
学校の先生は、私がうまくできた時に認めてくれる」、「この学校では、授業に集中することができる」、「私はこの学校が好きだ」という項目は、平
均より-3 標準偏差離れた子（学校風土を良くないと思っている子）から、平均的な回答をしている子について、多くの情報量を持っている
（つまり、よく測定できている）ことを表しています。最後の「この学校の保護者や地域の人は、学校行事や PTA 活動に参加している」という項
目は、全体的にあまり情報量を持っていないことが分かります。このような項目は、児童生徒が評価するのは難しく、教職員や保護者が評価す
べき項目かもしれません。
現在、このようにして、それぞれの項目について検討しており、次年度以降、実際に尺度を使用することができる予定です（学校状況調査(
後述））。また、学校風土のそれぞれの側面について、学校ごとの強みと弱みが測定できれば、それに対応する「学校風土改善プログラム」の
提供も進めていく予定です。

学校状況調査とは
開発の経緯
「学校状況調査」は、「日本学校風土尺度︓JaSC」（前述）と、「日本いじめ尺度︓JaIS」の二つの尺度を含んだ調査
紙です。この二つの尺度は、子どもみんなプロジェクト及び子どもの発達科学研究所の研究で作成されました。現在、信頼性と
妥当性の検討をほぼ終えており、2017 年４月より実際に各学校において使用できる予定です。
調査の内容
JaSC は既に述べているように学校風土を測定するものです。一方、JaIS は九つの種類のいじめ（身体的いじめ、言葉のい
じめ、仲間外れなどの社会的いじめ、お金や物をとる・壊すなどの物的いじめ、うそ・うわさを流す、やりたくないことの強制、差別、
性的いじめ、ネットいじめ）について、被害経験や目撃経験を測定します。更には、被害、目撃後の対応行動や、加害経験、
被害の場所などを測定することができます。
この調査でできること
これまで、日本の学校現場では、学校風土を測定するという考え方は一般的でなく、その尺度も国内にありませんでした。更
に、いじめ調査は各校において行われることが義務付けられていましたが、統一された基準で調査を行うことが難しく、実態を正
しく把握し、経年変化や学校間の比較、自治体ごとの比較等を行うことが難しいという実態がありました。
この「学校状況調査」の結果は、学校風土といじめについての科学的に根拠のある数字として、PTA や学校評議員会などへ
の報告や各種調査のへ学校評価資料とすることができます。更に、経年で調査を行いその結果を比較
することで、各校の変化、様々な対応策の効果についての分析が可能です。また、各自治体等で
調査を行った場合、学校区ごとのいじめの実態や学校風土の特徴などを比較検討することもできます。
「学校状況調査」は、児童生徒を対象に 20 分程度で行うことができます。無記名式である
ため、児童生徒の心理抵抗が少なく、また、家庭背景情報等は取得しないため、簡便に実施
することができるという良さもあります。

学校状況調査をぜひお使い下さい。
詳しくは、 子どもみんなプロジェクト事務局 http://kodomo-minna.jp
子どもの発達科学研究所 http://kodomolove.org
まで

