
平成３１年度

生徒指導の充実のために
生 徒 指 導 の 意 義

生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図り

ながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動の

ことである。

各学校においては、一人一人の児童生徒の健全な育成を促し、自己実現

を図っていくための自己指導能力の育成を目指すという生徒指導の積極的

な意義を踏まえ、教育活動全体を通じ、その一層の充実を図っていく必要

がある。（「生徒指導提要」文部科学省 平成２２年３月抜粋）

基 本 方 針

１ いじめ，ネット上の問題行動や不登校等の

諸課題に対応できる組織的な生徒指導体制の
点検・整備

２ 児 童 生 徒 の 心 身 の 発 達 の 段 階 や 特 性 に
即した，確かな児童生徒理解と教育相談活動の

一層の充実

３ 生徒指導の機能を生かした「わかる授業」の

展開

４ 児童生徒を取り巻く課題の解決に向けた，

学校・家庭・地域・関係機関の連携及び協働の

一層の推進

千葉県教育庁教育振興部児童生徒課
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平成３１年度 生徒指導の充実のために

千葉県教育庁教育振興部児童生徒課

ここに示す「Ⅰ 生徒指導の意義と基本方針」は、各校が生徒指導を進める上での基

本的な視点と、校内体制充実のためのポイントを示したものである。

また、「Ⅱ 各校種における指導と支援の在り方について」は、千葉県の生徒指導の状

況を基に、年度の重点を定めた「平成３１年度学校教育指導の指針」に示したものであ

る。

Ⅰ 生徒指導の意義と基本方針

生徒指導は、学校の教育目標を達成するための重要な機能の一つであり、一人一人

の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高める

ことを目指して行われる教育活動である。すなわち、生徒指導は、全ての児童生徒の

人格のより良い発達と学校生活が有意義で興味深く、充実したものになることを目指

すものである。

学校教育において、生徒指導は学習指導と並んで重要な意義を持つものであり、ま

た、両者は相互に深くかかわっている。学校においては、生徒指導が一人一人の児童

生徒の健全な育成を促し、自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指す

という生徒指導の積極的な意義を踏まえ、教育活動全体を通じ、その一層の充実を図

っていくことが必要である。

１ いじめ、ネット上の問題行動や不登校等の諸課題に対応できる組織的な生徒指導

体制の点検・整備

いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こり得ることを踏まえ、学校の教育活

動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、

児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの

人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うこと

が必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を

図り、ストレスに適切に対処できる力を育む視点が必要である。

不登校は、「どの子供にも起こり得る」ものとして捉え、関係者は当事者への理

解を深め、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指

し、個々の生徒に応じた適切な支援の重要性を認識する必要がある。

各学校においては、全ての児童生徒にとって安心・安全な居場所となる学校を目

指し、保護者や児童生徒との関係を丁寧に構築しつつ、保護者を支え、家庭の教育

力を充実させ、児童生徒本人が社会とのつながりを形成し主体的に歩み出すための

援助を行う。また、不登校については、その要因・背景が多様であることから、福祉

・心理の専門家や関係機関と連携し、不登校児童生徒が置かれている状況を見極め、適

切に対応するためのネットワークを構築することも必要である。

そのために、学校は一人一人の児童生徒に対して、組織的・計画的な生徒指導が

展開できているか実施状況を定期的に点検・評価し、ＰＤＣＡサイクルによる実効

的な生徒指導体制の整備が行われているか、確認することが求められる。

教職員は、いじめを受けた児童生徒・保護者への支援、いじめを行った児童生徒

への指導やその保護者への助言、いじめを見ていた周囲の児童生徒への指導、不登

校児童生徒とその保護者への支援をはじめ、いじめの早期発見やいじめ、不登校の

未然防止等のための学校内における様々な取組を行うことから、学校は授業に関す

る研修に加え、いじめ、不登校に関する研修を充実させ、教職員の資質向上を図る

必要がある。これらの取組を行うに当たっては、「いじめの防止等のための基本的

な方針」（平成２５年１０月策定、平成２９年３月改定）及び「千葉県いじめ防止
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基本方針」（平成２６年８月策定、平成２９年１１月改定）や「千葉県版不登校対

策指導資料集」（平成３０年３月）を活用し、組織的に対応できる体制を整備する

必要がある。

特に、近年問題が増加しているネット上の問題行動についても、ＳＮＳ等を利用

してのいじめなど、法的な責任を負わされる場合もあることから、インターネットの

利用方法の指導に加えて、ＳＮＳ利用上の注意点などについても触れながら情報モ

ラルについての指導の充実を図る。さらにいじめ問題とリンクさせ、児童生徒に情

報モラルを身に付けさせる指導の充実を図り、ネットパトロールなど関係機関との

連携を強化する必要がある。

その他、暴力行為等の児童生徒の問題行動に対しても、組織的な指導体制を整備

し、未然防止・早期発見・早期対応に努める。学校外や複数の学校の児童生徒が関

係する事案等もあることから、学校間又は学校種間で情報を共有するとともに、地

域や関係機関と連携して対応することが重要である。

２ 児童生徒の心身の発達の段階や特性に即した、確かな児童生徒理解と、教育相談

活動の一層の充実

「児童生徒の心身の発達の段階や特性に即した、確かな児童生徒理解」とは、そ

れぞれの児童生徒の発達の状況や生活環境等を踏まえ、その行動の理解に努め、指

導と支援に当たることである。

児童生徒は、それぞれの年齢における発達の段階とその時期に獲得すべき課題を

身に付ける必要がある。

指導目標や指導方法を決定するに当たっては、児童生徒の心理的特性や行動の傾

向など、心理発達の視点に立って多面的に理解することが大切であり、児童生徒に

関する的確な現状把握と、それに基づく先を見通した理解が不可欠である。

また、児童生徒の発達を促進させることを目的とした教育相談を重視した生徒指

導は、全校的、日常的な取組を基盤とするものであり、それは学校運営の在り方そ

のものと密接にかかわるものである。

児童生徒を取り巻く社会環境は、一層複雑化し多様化している。しかし、様々な

問題行動等は突然発生するのではなく、一連の経過ないし段階を経て生ずるもので

ある。

したがって、その前兆を見落とさずに捉えられれば、その先の行動を予測するこ

ともできるし、問題行動を未然に防ぐこともできる。学校は保護者や地域と連携し

ながら、日頃から児童生徒の変化に気を配るとともに、定期的な教育相談週間等の

設置や、いつでも悩みを相談できる校内体制の整備に努めなければならない。

各学校は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家を効

果的に活用しながら、児童生徒の心の理解を深めるとともに、校内教育相談体制の

充実を図り、有機的に機能させることが大切である。

スクールカウンセラーについては、生徒へのカウンセリングの他に授業観察やケ

ース会議及び校内研修等においても積極的に活用することも考えられる。また、ス

クールソーシャルワーカーは、生徒が抱えている課題に対し、福祉の視点から生徒

・家庭への働きかけを行う。関係機関等と連携しスクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーの活用が図れるように教育相談体制の整備をする。

特に、いじめ、不登校、暴力行為、ネット上の問題行動等の生徒指導上の諸課題

への対応には、表面的に現れた問題行動等にのみ目を奪われることなく、生徒指導

の原点に立ち返って、児童生徒の内面に目を向けて、一人一人のより良い発達を促

すような指導と支援の充実に努めていかなければならない。そのためには、学級担

任、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教

育コーディネーター等の役割を明確にし、相互連携を図った上で組織的活動の充実

を図り、関係者が情報を共有・整理して「チーム学校」として児童生徒の支援を行

えるよう、より一層の工夫改善を行うことが重要である。
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生徒指導は、全ての児童生徒を対象として行われる教育活動であり、その推進に

当たっては、全ての教職員がその役割を担い、全校を挙げて組織的・計画的に取り

組むことが必要である。

教育活動がより効果的なものとなるための基盤として、児童生徒と教職員、児童

生徒同士、教職員と保護者間の信頼関係に基づく豊かな人間関係の構築が不可欠で

ある。

各学校は、組織的・計画的に、児童生徒の人間関係構築力の育成に努めるととも

に、より深い相互理解に向けた取組を進めることが必要である。そのためには、単

に児童生徒の欲求を認めるのではなく、人間として心豊かで社会的に自立できる力を

養うための努力を重ねるとともに、児童生徒を真に思いやる心を持つことが重要で

ある。

また、いじめ・不登校等に関し、学校が児童生徒にとって「心の居場所」として

の役割を果たすことが求められており、このためにも豊かな人間関係が築かれる学

校づくりの推進が強く求められている。

３ 生徒指導の機能を生かした「わかる授業」の展開

学校教育においては、特に教科等の学習を通して、児童生徒が自ら学ぶ意欲を持

ち、満足感や成就感を抱きつつ、自己理解に努めながら自己実現を目指すような指

導を展開することが重要である。

そのためには、教職員と児童生徒の「共感的人間関係」を基盤に、児童生徒一人

一人に「自己存在感」を高める場面や「自己決定」の場面を与えるなど、いわゆる

生徒指導の機能を生かした授業の展開とその充実を図ることが必要となる。

児童生徒の非行等問題行動の背景を探ると、学業上の不適応が大きな比重を占め

ている場合が多く見られることから、学習指導を通して、自己実現を図るための自

己指導能力の育成を目指した生徒指導の推進を図り、本来の目的達成に向けて努力

していくことが大切である。

４ 児童生徒を取り巻く課題の解決に向けた、学校・家庭・地域・関係機関の連携及

び協働の一層の推進

問題行動等の背景には、児童生徒の意識と行動の質的変化が関わっており、児童

生徒の心理面に関する専門的な判断の必要性、内容の程度が学校の限界を超える問

題行動等の発生など、学校だけでは対応できない新たな問題が現れてきている。特

に、虐待や貧困など児童生徒を取り巻く環境の課題が増えている。

また、インターネットやスマートフォン、携帯電話等の普及により、児童生徒の

交遊関係は広域化しており、それに伴ういじめやトラブルが増加していることから、

今まで以上に近隣の学校だけでなく、他校種と連携した取組が重要である。

引き続き、児童生徒を取り巻く課題等への対応については、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーを活用しながら、学校だけで抱え込むことなく、積

極的に警察、児童相談所、市町村の福祉部局等の関係機関との連携を図っていかなけ

ればならない。

また、各学校においては、日頃から、保護者や地域住民に、生徒指導の方針や児

童生徒の問題行動等の現状について十分な説明を行い、情報や意見の交換を行うな

ど、保護者や地域住民の協力を得る環境をつくり上げることが重要である。

虐待の恐れのある児童生徒については、学校間、市町村の関係部局、児童相談所，

警察等の関係機関と定期的に情報を共有し、連携して当該児童生徒の安全を最優先

とした切れ目のない見守りを継続する必要がある。

＜参考＞

「生徒指導の機能を生かした授業」

生徒指導の機能である、「共感的人間関係（人間的なふれあい）」、「自己存在
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感を持たせる場面」「自己決定の場面」などを重視し、「わかる授業」を展開する。

① 学習意欲を高めるための望ましい人間関係を育てる。

② 教材や学習活動に係る児童生徒の理解を深める。

③ つまずきや障害に対して適切に支援する。

④ 一人一人の児童生徒に存在感を持たせるための具体的場面をつくる。

⑤ 努力に対する評価と賞賛を積極的に与える。

⑥ 自らの課題を設定させ、自力で解決する機会を設ける。

⑦ 学習の仕方や態度などを身に付け、自ら学習内容や方法を選択できるよ

う、指導する。

⑧ 授業準備や学習上のルールを守って、授業に参加させる。

「わかる授業」の主な要件

① 学習の目標を把握し、学習の方法がわかり、自分で取り組めること

② 探究することや問題解決、表現の習熟等の学習活動に熱中できること

③ 学習の達成や成功の喜びが体験できること

Ⅱ 各校種における指導と支援の在り方について

昨今、暴力行為発生件数の増加やその低年齢化が問題となっており、いじめや

不登校等への適切な対応が求められている。

この問題行動の背景には、児童生徒の対人能力の乏しさがうかがえ、また教職員や

保護者が、児童生徒たちの抱えている課題を上手く把握できず、適切な対応ができな

かったことで、問題の解決を難しくさせてしまう状況等もうかがえる。

そこで、まず人とかかわる力の育成を目指し、集団生活を通した様々な交流や、

支え合いを通し、お互いを大切にする心や社会性の基礎を育成すること、そして、

一人一人の児童生徒をより深く理解し、抱えている課題等を的確に把握し、組織的で

適切な指導を行うことを重点とした。

１ 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校

○確かな児童生徒理解と組織的対応の充実

☆学校として、いじめ防止対策（ネット上の問題を含む）や不登校対策等につい

て、国及び県のいじめ防止基本方針や不登校対策指導資料集を活用して教職員

研修を充実し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を一層推進する。

☆児童生徒の心身の発達の段階や特性に即した、確かな児童生徒理解と教育相談

を重視した生徒指導に努める。

☆学校全体として、暴力行為等の問題行動に対し、一貫性のある指導に努め、組

織的な対応ができる生徒指導体制をつくる。

☆社会全体で子供を守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と積極的に連

携・協働し、子供を取り巻く課題の解決に努める。

（１）いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。学校は、いじめの防止等の

対策について、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組

むことができるよう、学校内外を問わず、いじめが行われなくなるよう努めると

ともに、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめ問題を認識しながら放置する

ことがないよう、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす

行為であることについて、児童生徒が十分に理解するよう努める。そのために、

教職員はネット上の問題を含め、いじめ問題への対応力を高めるため、校内外で

の研修に参加し、いじめ問題についての必要な知識、技術、マネジメント力を身

に付ける必要がある。
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（２）不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得るものとして

捉え、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮し、児童生

徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要である。

（３）一人一人の児童生徒の能力、性格的な特徴、興味、要求、悩み、交友関係、生

育歴、環境条件等を理解の対象として、多角的・多面的に児童生徒の理解に努め

るとともに、教員は人格の発達についての客観的・専門的な知識を得ることに努

める。

（４）教育相談は、あらゆる教育活動を通して全ての教員が適時、適切に行うもので

あり、その体制の構築にあたっては、コーディネーター役の教員を専任し、諸計

画を立案して校内研修を実施するなど、全校を挙げて行う。教員は、児童生徒の

抱える悩みやいじめ、不登校、暴力行為等を見過ごすことなく、早期に発見し、

深刻化しないよう組織的に対応する。

（５）組織的対応の充実にあたっては、校長がリーダーシップを発揮し、教員一人一

人が指導・支援の目的を理解し、自らの専門性を生かして役割を遂行する。また、

生徒指導の方針等を明確にし、児童生徒や保護者、地域・関係機関に対して具体

的に明示するとともに、全職員による共通理解・共通実践を基本として取り組む。

（６）生徒指導体制について教職員が自己評価や内部評価を計画的に行うとともに、

家庭・地域・関係機関に対しては、評価結果や改善策を公表して必要な助言や支

援を要請し、それぞれの役割や連携方法を確認して、一体となって児童生徒の健

全育成に努める。

（７）近年、児童虐待や貧困など、児童生徒を取り巻く環境が悪化しており、その結

果、児童生徒が事件に巻き込まれたり、所在の確認が困難なケースが増加したり

している。学校は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童生徒の発するＳＯ

Ｓを敏感に捉え、的確に素早く対応しなければならない。電話連絡や家庭訪問等従来の

対応だけでなく、虐待の疑いがある場合は速やかに市町村の関係部局や児童相談所に通告

を行い、積極的に警察等の関係機関と連携し、児童生徒の安全確保に更に努めな

ければならない。

○一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の

育成

☆人権意識の向上、規範意識の醸成を図るとともに自尊感情を高め、生命を大切

にする心を育むことによって、いじめや暴力行為の防止に一層努める。

☆児童生徒のコミュニケーション能力の向上とともに、豊かな人間関係づくりに

努める等、社会性を育む教育活動を展開する。

☆自己存在感を育み、共感的人間関係を育成し、自己決定の場や機会を設定する

等、「生徒指導の機能を生かしたわかる授業の展開」により、児童生徒の自己実

現が図れるよう努める。

（１）教職員及び児童生徒の人権意識を高め、児童生徒の規範意識の醸成を図るとと

もに自尊感情を高め、集団の中で、児童生徒全員が活躍できる場と機会を設定し、

自分の意見を述べ他者の意見を理解することに努めさせる。

さらに、一人一人の個性や能力を生かすことにより、相手の気持ちを考えて行

動できるようにし、いじめや暴力行為の防止に一層努める。

（２）命の大切さを考えさせるために、道徳の時間、総合的な学習の時間、特別活動、

教科の中で、命にかかわるテーマを考え、教育課程全体を通して命の教育に取り

組む。その際、児童生徒の個々の発達の段階に配慮しながら、自尊感情を育み、

命の大切さを実感できるような体験活動の充実を図る。

（３）生徒指導の機能を重視した授業を展開するにあたり、一人一人の興味関心を生

かした指導や児童生徒が互いの考えを交流し、互いの良さを学び合う場を工夫し

た指導、一人一人の児童生徒が主体的に学ぶことができるよう課題の設定や学び

方について自ら選択する場を工夫した指導等に努め、児童生徒の自己実現が図れ
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るよう努める。教師と児童生徒及び児童生徒同士の好ましい人間関係を育てる。

２ 特別支援学校（生徒指導）

○確かな児童生徒等理解と組織的対応の充実

☆校内教育相談の一層の充実を図り、障害の状態や特性及び発達の段階等の的確

な理解に努め、組織的な対応ができる生徒指導体制をつくる。

☆学校として、いじめ防止対策（ネット上の問題を含む）等について、教職員研

修を充実し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を一層推進する。

☆社会全体で子供を守り育むために、学校が家庭・地域・関係機関と積極的に連

携・協働し、子供を取り巻く課題の解決に努める。

（１）いじめは、全ての児童生徒等に関係する問題である。学校は、いじめの防止等

の対策について、全ての児童生徒等が安心して学校生活を送り、様々な活動に取

り組むことができるよう、学校内外を問わず、いじめが行われなくなるよう努め

るとともに、全ての児童生徒等がいじめを行わず、いじめの問題を認識しながら

放置することがないよう、いじめが、いじめられた児童生徒等の心身に深刻な影

響を及ぼす行為であることについて、児童生徒等が十分に理解するよう努める。

そのために、教職員はネット上の問題を含め、いじめ問題への対応力を高めるた

め、校内外での研修に参加し、いじめ問題についての必要な知識、技術、マネジ

メント力を身に付ける必要がある。

（２）一人一人の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえて、様々な観点から多

面的に児童生徒等を理解し、指導・支援にあたれるよう、児童生徒等の障害や発

達についての専門的な知識を得ることに努める。

（３）全ての教職員が教育相談の重要性を認識し、児童生徒等や保護者等の相談に応

じることができるよう教育相談体制を整え、組織的対応の充実を図る。

（４）児童生徒等との信頼関係づくりに努めるとともに、児童生徒等が互いに好まし

い人間関係を築けるようよう、心の触れ合いを大切にし、協力して活動できる場

の設定に努める。

（５）生徒指導体制について、教職員が自己評価や内部評価を計画的に行うとともに、

家庭・地域・関係機関に対しては、評価結果や改善策を公表して必要な助言や支

援を要請し、それぞれの役割や連携方法を確認して、一体となって児童生徒等の

健全育成に努める。

（６）虐待や貧困など児童生徒等を取り巻く環境が悪化しており、その結果、児童生

徒等が事故に巻き込まれたり、所在が確認できないケースが増加したりしている。

学校は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童生徒等の発するＳＯＳを敏感

に捉え、的確に素早く対応しなければならない。電話連絡や家庭訪問等従来の対応だけ

でなく、虐待の疑いがある場合は速やかに市町村の関係部局や児童相談所に通告を行い、

積極的に警察等の関係機関と連携し、児童生徒等の安全確保に更に努めなければ

ならない。

○一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の

育成

☆人権意識の向上、規範意識の醸成を図るとともに自尊感情を高め、生命を大切

にする心を育むことによって、いじめや問題行動等の防止に一層努める。

☆様々な触れ合いを通じて、幼児児童生徒間、幼児児童生徒と教師間の好ましい

人間関係を確立し、社会性を育む教育活動を展開する。

☆自己存在感を育み、共感的人間関係を育成し、自己決定の場や機会を設定する

等、「生徒指導の機能を生かしたわかる授業の展開」により、児童生徒等の自

己実現が図れるよう努める。

（１）教職員及び児童生徒等の人権意識を高め、児童生徒等を見守り、きめ細かく適
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切な指導と援助にあたるとともに、一人一人の個性や能力を生かした集団づくり

や、相手の気持ちを考えて行動できるようにし、いじめや問題行動等の防止に努

める。

（２）個別の指導計画に基づき、教師とのかかわりを広げたり、幼稚部（又は小学

部）から高等部までの、年齢差が大きい集団生活の特性を生かし、触れ合う機会

を多く持つようにする。その中で相手の存在に気付くことから、相手をいたわる

こと、相手を尊敬する気持ちをもつこと等、教育活動全体を通じてコミュニケー

ション能力を高めるよう適切に指導・支援援助を行う。

（３）生徒指導の充実を図る上で、日頃の授業が児童生徒等にとって自ら学ぶ意欲を

もち、わかる喜びや成し遂げた満足感を持てるようにする。

そのためには、児童生徒が自己理解に努めながら自己実現を目指せるよう、日

頃の授業等の充実と指導方法の工夫改善を図るとともに、教師と児童生徒等及び

児童生徒等同士の好ましい人間関係を基盤に、児童生徒等一人一人が自ら進んで

参加でき、自分で判断し取り組めるような場面を多く設けるなどの授業づくりに

努め、児童生徒等の自己実現が図れるよう努める。

３ 各学校における特別支援教育の理念を踏まえた生徒指導の推進

（１）通常の学級に在籍する発達障害を含めた障害のあるすべての児童生徒等が特別

支援教育の対象であることを踏まえ、一人一人の障害の状況について十分把握す

るとともに、特別支援教育コーディネーターをはじめ、養護教諭、スクールカウ

ンセラー等と連携し適切な指導を行うことができる体制を整えておくことが重要

である。

（２）障害のある児童生徒等は、その障害の状態や特性及び発達の段階等による学習

上や生活上の困難を有しているため、周囲の理解と援助が重要であり、生徒指導

上も十分な配慮が必要である。表面に現れた現象のみにとらわれず、その背景に

障害が関係しているか否かなど、児童生徒等をめぐる状況に十分留意しつつ、慎

重に対処することが重要である。

（３）特別支援教育の視点である障害のある児童生徒等の自立や社会参加に向けた主

体的な取組を支援するとともに、あらゆる教育の場において、児童生徒等の一人

一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

又は克服のため、適切な指導を行う。これは特別な支援を必要とする児童生徒等

が在籍するすべての学校において実施されるものである。

Ⅲ 生徒指導上の諸課題の状況の概要

不登校、高等学校中途退学、いじめ、暴力行為、非行、虐待、自殺等の生徒指導上

の諸課題は依然として憂慮すべき状況であり、その解消・解決については、今後とも

重要な課題である。

これらの生徒指導上の諸課題についての原因・背景については、社会環境や家庭環

境、さらには学校における指導の在り方等、複雑に絡み合っていると考えられること

から、学校においては一層の児童生徒理解に努めるとともに、保護者、地域社会、関

係機関との連携を推進し、指導の充実を図っていく必要がある。

１ 具体的な現状と課題

（１）不登校

平成２９年度に３０日以上欠席した不登校児童生徒数は、小学生1,606人、中学生4,637人
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の合計で6,243人で、小・中合計で前年度に比べると、596人の増加となっている。また、公

立高等学校の不登校生徒数は2,616人で、前年度に比べ４２人の減少となっている。

県教育委員会は、地区不登校等対策拠点校に各１２名の「訪問相談担当教員」及び「スクールソ

ーシャルワーカー」を、小・中学校６校と県立高等学校２１校に「スクールソーシャルワー

カー」を配置し、各学校の対応にあたっている。

また、スクールカウンセラー等を小学校１５０校と全中学校３２１校（義務教育学校２校

を含む）、県立高等学校８０校に配置し、１２５校の「不登校対策推進校」等の実践とともに

不登校等の解消・防止に努めている。

（２）高等学校中途退学者

高等学校中途退学者は、平成２９年度は1,346人であり、前年度に比べ１４人の増加となっ

ている。全日制、定時制ともに中途退学の主な理由として、学校生活・学業不適応、進路変

更、学業不振が挙げられ、これらを理由として退学する生徒は退学者全体の約86.5％を占め

ている。実際に退学に至るには、様々な理由が複雑に絡み合っていると見られ、生徒の生き

方にかかわる相談的な個別指導が特に重要である。

県教育委員会は、教育相談体制の整備・充実、適応指導に係る研修内容の一層の充実、中学

生の一日高校体験入学等、中・高が連携した進路指導の推進、キャリア教育の充実等、中途退

学者の減少に向けて、きめ細かい指導の充実を図っている。

（３）いじめ

平成２９年度のいじめの認知件数は小・中・高・特別支援学校で35,833件であり、前年度

に比べ4,216件の増加となっている。いじめは、どの学校でも起こり得るものであるとの認識

のもとに教職員の研修を実施し、今後も積極的に把握に努め、解消を図る必要がある。

「いのちを大切にするキャンペーン」などを通して、全教職員が「いじめは人間として絶対

に許されない」との毅然とした態度を児童生徒に示すなど、いじめられている児童生徒が安心

して訴えられる環境をつくり、いじめの未然防止・早期発見・早期解決に努めなければならな

い。

（４）暴力行為

県内における平成２９年度の、公立小・中・高等学校の児童生徒が起こした暴力行為の発生

件数は、4,346件であり、前年度に比べ610件増加している。このうち、小学校は2,455件、中

学校は1,701件、高等学校は190件である。

この要因としては、我慢する経験が少なく、思いどおりにならないと感情をコ

ントロールできにくい児童生徒が増えたと思われることや、家庭環境の悪化や教

育力の低下により善悪の判断ができにくく、基本的生活習慣が十分身に付いてい

ない児童生徒が増えたためと思われる。また、コミュニケーション能力の弱さか

らトラブルになると直ぐに手や足が出てしまう児童生徒が増えたことや、様々な

ストレスや憤りをうまく消化できず、怒りを爆発させてしまう児童生徒が増えた

こと、等が考えられる。

対応としては、

① お互いを大切にする学級経営の充実や対人関係構築能力の育成

② 対応が難しい児童生徒の早期把握と適切な早期対応に向けた専門的視点か

らの支援や関係学校間の情報連携体制の充実

③ 家庭環境や家庭の教育力の改善に向けた支援体制の充実

④ 問題発生の初期段階での丁寧で継続的な指導対応

⑤ 違法行為や危険行為を繰り返す場合の児童相談所や警察との連携した対応

等が有効である。

（５）自殺

平成２９年度の小・中・高等学校の自殺件数は、１３件で前年度に比べ５件増加している。

命の大切さについては、各学校において「いのちを大切にするキャンペーン」のほか、道

徳教育等を通じて、命の大切さを考える内容を取り扱う機会を積極的に設けている。

また、児童生徒が不安や悩みを訴えられるよう、「ＳＯＳの出し方教育」を推進するとと

もに、教職員の研修の実施やスクールカウンセラーの配置など、児童生徒が相談しやすい環
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境を整えるなど、予兆を見逃さず、適切に対応できるよう確実な取組が求められる。

（６）児童虐待

児童虐待の発生件数は、平成２９年度は県内(千葉市を除く)で6,811件と、前年度に比べ

３６件増加しており、全国で４位と依然高い水準で推移している。

学校は、虐待を発見しやすい立場であることから、虐待の「早期発見」「通告」「関係機関

への協力」「防止のための子どもへの教育」が求められており、適切な対応に努めなければな

らない。

職員の丁寧な児童生徒の観察をはじめ、相談しやすい環境や体制づくり、保護者との連携

等、具体的な策を講じる必要がある。また、職員間での情報共有、児童生徒の発達の段階に

応じた適切な予防等の教育、職員研修等、より効果的な工夫を目指した努力が求められる。

正当な理由のない長期欠席やアンケート調査・面談等により虐待が疑われる場合には、市

町村の関係部局や児童相談所と情報を共有し、連携して児童生徒の安全確保に努めなければ

ならない。

また、進級・進学・転学等に当たっては、学校間・教職員間でしっかりと引継を行い、切

れ目のない見守りを確実に行う必要がある。

Ⅳ 平成３１年度 生徒指導関係施策

１ 生徒指導推進事業

（１）小・中生徒指導推進研究協議会

小・中・義務教育学校における生徒指導上の諸課題について協議し、各学校や

それぞれの地域における生徒指導の一層の充実を図る。

管理職又は生徒指導主事・主任を対象に年１回、地区別に会議を開催する。平

成３１年度は、生徒指導担当を対象として開催する。

（２）中・高生徒指導推進研究協議会

中学校と高等学校が緊密な連携を図ることで、生徒指導上の諸課題の解決に資

する。生徒指導主事・主任を対象に年１回、地区別に会議を開催する。

（３）教職員研修

① いじめ問題対策リーダー養成集中研修の開催

県内公立小・中・義務教育・高・特別支援学校において、いじめ防止の中核

的な役割を果たしている教職員を対象に、夏休みに２泊３日で宿泊研修を実施

する。

② いじめ問題対策総合研修の開催

いじめ問題への対応や自殺予防教育についての研修を各教育事務所単位で生

徒指導担当者を対象に実施する。

２ 教育相談推進のための方策

（１）スクールカウンセラー等配置事業

いじめ、不登校、暴力行為などの早期発見・早期対応や教育相談活動の充実を

図るため、スクールカウンセラーを配置し、児童生徒、保護者、教職員等からの

相談対応等の支援を行うとともに、スクールソーシャルワーカーを配置して、福

祉等の関係機関との連携を図る。

① スクールカウンセラー等の配置（５６２名）

公立小学校 １５０名

全公立中学校 ３２１名（義務教育学校２校を含む）

県立高校 ８０名（スーパーバイザー４名を含む）

教育事務所及び児童生徒課 スーパーバイザー１１名
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② スクールソーシャルワーカー配置（３９名）

地区不登校等対策拠点校 １２名

小・中学校配置校 ６名

高等学校配置校 ２１名

なお、スクールカウンセラー未配置校の公立小学校へは、中学校区のスクール

カウンセラーが対応にあたるとともに、県立高等学校については、配置校とのグル

ープ化により、申請に応じて派遣する体制となっている。また、特別支援学校につい

ては、特別支援教育課の事業で対応する体制となっている。

（２）不登校対策支援チーム

福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカースーパーバイザー、心理の専

門家であるスクールカウンセラースーパーバイザー、不登校対策専門指導員、不

登校担当指導主事、で構成し、各学校や市町村教育委員会と情報を共有し、連携

しながら助言や支援等に当たる。

３ 高等学校生徒指導関係事業

（１）高等学校生徒指導推進研究協議会

高等学校における生徒指導上の諸問題に関して連絡・研究協議を行い、生徒指

導の充実・改善に資するものである。

年間２回開催する。対象は生徒指導主事であり、講演・研究協議等を主な内容

とした研修である。

（２）ＳＮＳを活用した相談事業

児童生徒が悩みを初期段階で相談できる体制を構築することで、いじめ重大事

態や自殺等の重篤な事案を未然に防止する。平成３１年度は、県内の高等学校に

通う生徒、約１６万人を対象に、生活や気持ちが不安定になりがちな夏季休業期

間を中心に、ＳＮＳを活用した相談事業を試行的に実施する。

４ 特別支援学校生徒指導関係事業（特別支援教育課所管）

特別支援学校生徒指導主事連絡協議会

特別支援学校における生徒指導に関して基本問題や当面する課題等について協議

し、生徒指導の充実を図るものである。

年間２回開催する。対象は生徒指導主事であり、講話、課題等に応じた班別協議

を主な内容とした研修である。

５ 中学校・高等学校連携事業

中学生の一日高校体験入学

県立高等学校が、中学生やその保護者等に対し、学校の施設・設備や授業の見学、

授業への参加、進路相談等の機会を設定し、それぞれの学校の特色や学科の特性、

教育課程などについて説明や情報提供を行い、その理解を得られるよう努めるとと

もに、中学生の主体的な進路選択のための資料を提供するものである。

① 対象は、原則として、体験入学を実施する高等学校の通学区域内の中学３年生

とその保護者及び教員。

② 例年、県立・市立高等学校のすべての全日制と大部分の定時・通信制で実施。
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【参考資料】

＜生徒指導一般＞

「生徒指導提要」 平成２２年３月 文部科学省

「生徒指導の役割連携の推進に向けて」 平成２２年３月 国立教育政策研究所

「児童生徒の教育相談の充実について」－生き生きとした子どもを育てる相談体制づく

り－ 平成２０年３月 教育相談等に関する調査研究協力者会議 文部科学省

「規律ある明るい学校環境づくり」 平成２３年８月 千葉県教育委員会

＜いじめ問題＞

「いじめ防止対策推進法」 平成２５年９月施行

「いじめの防止等のための基本的な方針」

平成２５年１０月（平成２９年３月改定） 文部科学省

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 平成２９年３月 文部科学省

「生徒指導支援資料２『いじめを予防する』」

平成２２年６月 国立教育政策研究所生徒指導研究センター

「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）」

平成２０年１１月 文部科学省ホームページ

「千葉県いじめ防止対策推進条例」 平成２６年４月施行

「千葉県いじめ防止基本方針」

平成２６年８月（平成２９年１１月改定） 千葉県教育委員会

「千葉県版教職員向けいじめ防止指導資料集」 平成２７年２月 千葉県教育委員会

＜不登校対策＞

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

平成２９年２月施行

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」

平成２９年３月策定

「千葉県版不登校対策指導資料集」 平成３０年３月 千葉県教育委員会

＜自殺＞

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 平成２９年３月 文部科学省

「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」

平成２１年３月 児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議 文部科学省

「児童生徒の自殺防止対策啓発リーフレット」教職員用

平成２８年２月 千葉県教育委員会

＜児童虐待＞

「教職員のための児童虐待対応マニュアル」 平成１９年３月 千葉県教育委員会


