Vol.2

「子どもたちの未来を創る～科学的アプローチの可能性～」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
子どもみんなシンポジウム2017 in 千葉
千葉大学医学部ゐのはな記念講堂
2017年２月４日（土） 13：00受付 13：30開会

子どもみんなプロジェクトとは

基調講演「普通って、誰？」馳浩（前文部科学大臣、衆議院議員）

-----------------------------------------------------------------------------------子どもみんなシンポジウム2017 in 大阪
大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホール
2017年２月25日（土） 13：00受付 13：30開会

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。

基調講演「（演題未定）」小松親次郎（文部科学審議官）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※参加にはお申し込みが必要です。子どもみんなプロジェクトのホームページ（http://www.kodomo-minna.jp/）
の「イベント情報」ページからお申し込みください（右のコード読み取りで申込ページの表示が可能です）。

本研究グループで追跡調査の手法開発などを担当しています武庫川女子大学の河合です。私がセンター長を務めます子ども発達

ホームページからチラシがダウンロードできますので、詳しい内容はそちらを御覧ください。

科学研究センターは、武庫川女子大学附置研究所であります教育研究所の下部組織として位置づけられています。広い意味での教
育の中で、おもに義務教育課程までの子どもの育ちと発達を研究するセクションです。
センターは 2004 年に設立された後、『児童期から思春期の子どもの社会的行動が、乳幼児期の環境や人間関係とどのように関
係しているのか』を解明するための研究を続けており、現在は、「三重県と兵庫県の子どもたちの追跡調査」と「兵庫県西宮市における

教育基本法 9 条に「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行
に努めなければならない。」とされていることを受け、現在、独立行政法人教員研修センター、各教育委員会、各学校等において、教
員向けの研修が行われています。ただ現在の内容を確認してみると、その多くが、学校という組織の中で、それぞれの教師がどのように
役割を果たしていくのかを中心にした、「教師」もしくは「学校」という組織を視点とした研修です。これらは、業務を円滑に進める上で
とても重要なものなのですが、一方で「子ども」に視点をおいた研修があまり行われていません。
そこで本プロジェクトでは、本プロジェクトの目的である研究者と教育現場の協働の実現の一つとして、子どもの発達を視点にした新
たな「教師研修プログラム」体系を開発、提供することにしました。このプログラム体系は下の図にあるように、最新の脳科学から、既
に諸外国で科学的根拠のある行動支援の常識になっている行動理論、認知行動療法等を取り入れた系統的かつ実践的なものに
なっています。本年度は、第 1 期として、第 1 講座から第 4 講座までの開発を進めています。なお、本プロジェクトの研修内容は、その
クオリティを確保するために、プログラム審査委員会（仮）を設定し、その審査に通ったプログラムのみとしています。
本年度中に講座１から４までの開発を予定しており、来年度から利用が可能になりますので、ご興味がある場合は、子どもみんな
プロジェクト事務局までお問合せください。
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が、実は、このように誕生から 10 年以上にわたって母子関係の観察、様々な指標による発達の計測などを行った長期追跡研究はあ
まり例がありません。
これらの研究では、「子どもが示す社会性」が私たちの興味の中心になっているのですが、これは今回のプロジェクトのターゲットの一つ
でもあります。「自分の気持ちをうまくコントロールし、自分の意思を適切な方法でほかの人に知ってもらうこと」「友達や大人とより良い関
係を作ること」などの能力は、社会的存在としての人間にとってとても重要なのです。
この社会的な行動は、学校場面ではなお一層その重要性が増してきます。うまく人とつきあっていく力をどのように形成するのか、一人
ひとりの違いに対して寛容であることをどのように形成するのかということとも関係しています。学校における人間教育の在り方と深い関係
があると言えるでしょう。
もう一つの研究であります学校適応の追跡研究も５年目をむかえています。学級での他者からの承認と侵害が子どもの学校適応と
どのように関係しているのかについて、小学校と中学校の協力をいただきながら分析をしています。
一人ひとりの変化が５年にわたって蓄積されているのですが、その予備的な解析結果によりますと、長期欠席前の兆候は、「友達か

【教師基本研修プログラム 第１期（平成 28 年度内作成予定分）
】
タイトル

小中学生の学級適応の研究」の２つを行っています。特に追跡研究グループの対象になるお子さんは、来年には中学生になるのです

らの承認」よりも「侵害されている」という被侵害得点に表れやすいことが分かってきました。興味深いことに、長期欠席前には、被侵害
得点が急上昇すると思われがちでするが、急低下することもあるようです。心理的な揺らぎがこのような結果に関係しているのかもしれま
せん。
一人ひとりの子どもがどのような揺らぎをもっているのか、個別に追跡していく研究の重要性が少しずつ分かってきています。このプロジェ
クトと大きく関連していることは、言うまでもないことでしょう。いずれにしても、私たちは、この複雑な社会を生きる子どもの事実に向き合
左から、ミクロからマクロへ（脳
の分子レベルから、行動レベル）
、
そして環境との関係性へ
問い合わせ先：公益社団法人 子どもの発達科学研究所
ホームページ：http://kodomolove.org/

わなければなりません。そのためには学校の先生方と一緒に、子どもたちを科学的にとらえ、それを追跡していくことが大切になります。
もちろん多忙を極める学校現場に負担をかけない研究方法の開発も必要です。今後、さまざまな形で地域の先生方と一緒に研究
を進めることになると思いますが、何よりも全ての子どもたちの幸せのために、一緒に進んでいくことができればと願っています。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

河合 優年
武庫川女子大学教育研究所子ども発達科学研究センター
センター長
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予防教育プログラム「勇者の旅」
最新の研究に基づいたプログラムの紹介

子どもの不安
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、最新研究に基づい
た予防教育プログラム
「勇者の旅」について報
告します。

「不安」は、子どもから大人まで、私たちが日常的に抱える感情の 1 つですが、この「不安」が過剰になることで、日
常生活において様々な問題が生じ、心の病に発展することがあります。たとえば小学校低学年では「おうちの人と離
れるのがこわい（分離不安症）」「特定の状況で言葉を発するのがこわい（場面緘黙症）」「犬がこわい（限局
性恐怖症）」などがあり、小学校高学年から中学生では「人前で恥ずかしい思いをするのがこわい（社交不安
症）」「公共の場で、助けが得られないと感じる状況がこわい（広場恐怖症）」「心臓がドキドキするのがこわい
（パニック症）」「頭に浮かぶ強迫観念とそれによる不安から強迫行為が止められない（強迫症）」といった症状が
現れることがありますが、こうしたことと、学校不適応、不登校、いじめ、自殺などが密接に関わっていると考えられてい
ます。実際、文部科学省の平成 27 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」において
も、不登校児童生徒（小中学校）の“不登校となったきっかけ”の本人に係る要因のうち「不安の傾向がある」が
30.6%と最も多い状況にあります。

認知行動療法
このような不安の問題の解決法として、認知行動療法という精神療法が、大きな注目を集めています。
認知行動療法とは、出来事に対する認知（受け止め方）と行動を見直すことにより、気分の問題を改善しよう
とするもので、成人の不安障害に対する認知行動療法は、薬物療法よりも治療効果が高いというエビデンスが、
1990 年代以降多くの研究によって示されています(Hoffman et al., 2008)。また、子どもの不安障害に対する
治療法としても、現在は認知行動療法が第一選択とされており(Silverman & Hinshaw, 2008)、科学的根拠
のある治療法として推奨されています。さらに 2000 年代に入ってからは、こころの病気の“予防”にも認知行動療法
を活用できるのではないかという発想が生まれ、欧米諸国を中心に、予防目的の認知行動療法プログラムの開発と
研究が行われるようになり、学校で行う予防プログラムの有効性も示されています(Neil & Cristensen, 2009)。

予防教育プログラム「勇者の旅」
以上のことから、千葉大学子どものこころの発達教育研究センターでは、子どもの不安の問題の予防と早期介入
を目的とした、認知行動療法に基づく予防教育プログラム「勇者の旅」を開発し、小・中学校にて授業実践すること
での効果を検証しています。この「勇者の旅」は、1 回 45 分×全 10 回の予防教育プログラムで、認知行動療法の
理論に基づき、不安の問題への対処法を具体的に学ぶことができます（表１）。授業は、指導者養成研修会を
受講した先生方が、指導案に沿って展開できるようになっており、子ども達は、各自がワークブックに書き込みながら、
不安の問題を解決する方法を考えたり、実践したりします（図 1）。

NewsLetter
NewsLetter
なお「勇者の旅」プログラムを、クラス全体の児童生徒を対象に授業実践していただくことで、以下のような効果が期待されます。
1. 不安が高い児童生徒の数が減り、将来的には学校不適応や不登校の児童生徒数が減少する
2. 不安の問題に関する「自己理解」だけで
なく「他者理解」も深まることで、からかいやい
じめなどが減り、対人不安が生じにくい学級
環境が形成される
3. プログラムを指導する教員自身の不安対
処能力・メンタルヘルス増進にもつながる
以上のことから私たちは今回、「子どもみん
なプロジェクト」を通して「勇者の旅」プログラム
を日本全国の小中学校に届けることで、子ど
も達の不安や、それにまつわる諸問題の予防
と対策に貢献できればと考えています。
（浦尾悠子、千葉大学子どものこころ
の発達教育研究センター特任助教）

学校風土尺度（School Climate inventory: JaSC）の開発
【学校風土とは？】
学校風土（School Climate）とは、学校全体がもつ雰囲気や特色のことを指します。学校風土が良いと、いじめや不登
校が少なかったり、成績が良くなったりすることが、海外の研究から分かってきています。雰囲気がいいと色々な問題が減って、成
績が良くなるのは、比較的簡単に想像がつきますね。それでは、そんな「雰囲気」はどうやって測るのでしょうか。
海外の研究から、学校風土を測定するための重要な項目が分かってきています。たとえば、教えと学び（必要な時の先生の
手助けや、様々な「能力」の評価など）、関係性（先生と児童生徒、児童生徒同士、先生と保護者や地域の人など）、学
校内での安全（身体的な安全や、こころの安全など）、学校の物理的環境と学校としての組織などと言われています。
【学校風土尺度の開発】
ただ、日本と海外の違いがありますから、海外の尺度をそのまま当てはめるわけにはいきません。そこで子どもみんなプロジェクト
では、日本の学校の雰囲気を測定できる尺度の開発を進めています。プロジェクトに参加する研究者、有識者の先生、学校現
場の先生方と議論を重ね、質問項目を作成し、実際に調査を行うことで、統計的にそれらの質問項目が学校風土を正確に捉
えているのかを検証しています。
現在、「この学校の児童生徒は、授業中何をすればいいか、はっきりと教えてもらっている」「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、私たちが困っているときに助けてくれる」「この学校の決まりは、だれに対しても
公平だ」といった質問項目に対して、「当てはまる」から「当てはまらない」までで子どもたちが評価するような形になると想定してい
ます。
この学校風土尺度開発研究は、静岡県の浜松市と磐田市の教育委員会と学校のご協力を得て実施中であり、今年度中
には、信頼性、妥当性の確保された「学校風土尺度：Japan School Climate Inventory（JaSC）」が開発される
見通しです。
【学校風土を測定したら】
学校風土の改善が、学力の向上、行動の問題の予防に大きく関連があることは既にわかっています。とするならば、学校風土
を測定するだけで満足するわけにはいきません。
よって、子どもみんなプロジェクトでは、学校風土改善プログラムの開発を同時に進めています。測定の結果、改善すべきところ
が見えてきた場合、何をすればいいのか、科学的根拠に基づいた具体的プログラムを提供できるようにしたいと考えています。
既に起こった問題への個別対応は、現場の先生方にとって大変な労力を要します。学校風土を良くして、様々な問題を減ら
そうという試みは、個別の対応というよりは、子どもみんなを対象とした、より予防的な取り組みになると考えています。

「勇者の旅」の介入効果 ～科学的根拠（エビデンス）～
「勇者の旅」の介入効果を示したものが図 2 です。この研究は、A 小学校 5 年生 30 名を介入群として「勇者の
旅」を実施し、B 小学校 5 年生 40 名を統制群として、プログラム実施前・実施後・フォローアップ（３ヶ月後）の
計 3 回、子ども達の不安スコアを SCAS（児童用不安尺度）という質問紙を用いて測定し、スコアの変化を確認
したものです（浦尾ら，2016）。この研究の結果、統制群児童に比べて、介入群児童の不安スコアが有意に下
がっていることが分かります。また、この研究以外にも、いくつかの準実験的研究で「勇者の旅」の有効性が確かめら
れており(Urao et al., 2016)、不安スコア(SCAS)だけでなく行動問題スコア(SDQ)についても、有意な改善がみ
られました(Urao et al., in preparation)。

※ 来年度（平成 29 年度）から「学校風土尺度」は学校現場で使用可能です。
子どもみんなプロジェクトでは、同じように科学的に「いじめ」を測定する尺度と合わ
せて「学校状況調査」を開発しました。この「学校状況調査」を使用することにより、
正確に学校のいじめや学校風土の状態を測定することが可能ですので、経年変化
を追ったり、自校の強みや弱みを分析したりして、学校経営に活かすことが可能で
す。ぜひご利用ください。（ご興味のある方は、事務局までお問合せください）

