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１ 第１回会議での

委員の意見



○担任を補佐するプロフェッショナル（ＳＣ、
ＳＳＷｒ）の力が必要。

○「見る」から「観る」へ、「聞く」から「聴く」へ、
子どもたちの内面をきちんと見ることができ
る教員の力が必要。

○家庭の問題や友人関係など、不登校の理由
は様々なので、個に応じた対応が必要。

○担任が声かけや家庭訪問等、きめ細かな対
応ができるような環境をつくる施策ができな
いか。

（１） 教職員・学校における取組①
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（１） 教職員・学校における取組②
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○不登校の兆候への気づきや具体的な対応
方法を学ぶための教員に対する研修が必要。

○自己肯定感や自己有用感を感じられる活動
の充実により、魅力ある学校作りができない
か。

○教室へ行けない児童生徒を受け入れるため
に、相談室（別室）の充実ができないか。

教職員の児童生徒への理解、不登校対応
実践力を磨くためには、どのような研修体制
が必要か。



○新しく中一になる保護者に対しての導き、
保護者と協働が大切。

○保護者自身が勉強したり、学校や関係機関
とのつながりを持ったりすることが必要。

（２） 保護者と協働した取組
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保護者と協働して不登校支援をしていくため
には、どのような取組が必要か。



○不登校児童生徒の卒業後の生活を見据えた
福祉機関・心の専門的な機関へのつなぎが重要。

○卒業後も切れ目なく社会資源へつなぐために、
他機関についての説明や紹介が必要。

○全国的に成果を上げている事例を参考に静岡
市としても何か取り入れることができないか。

○静岡型不登校対策の模索。

（３）学校内にとどまらず、中学校卒業後の対応など、
切れ目のない社会資源とのつながり

学校内にとどまらず、中学校卒業後の対応
など、切れ目なく社会資源とつながっていく
ための手立てや支援方法は何か。
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２ 協議のポイント



協議のポイント

（１）教職員の児童生徒への理解、不登校
対応実践力を磨くためには、どのような
研修体制が必要か。

（２）保護者と協働して不登校支援をしていく
ためには、どのような取組が必要か。

（３）学校内にとどまらず、中学校卒業後の
対応など、切れ目なく社会資源とつな
がっていくための手立てや支援方法は
何か。
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３ 他市における

不登校対策取組事例
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○民間人校長が取り組んだ学校改革。

○「居場所」と「常駐の教員」と「その子にあったカリキュラム」
の三点セットがあれば、生徒は学校に来るという理論。

○学校内に不登校児童生徒が通える「特別支援教室」を設置。

○タイプの異なる高い力量をもった二人の教員を専属配置。

○不登校児童生徒のその子に合ったカリキュラムにそって
学習を進めていく。

○毎週の特別支援教育推進委員会にて情報共有。

他市の事例①：神奈川県横浜市
「特別支援教室」の効果的な運営
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【出典】平川理恵「クリエイティブな校長になろう」教育開発研究所



○広島大学大学院の教授を中心とする大学研究者チー
ムの協力を得て行われている取組。

○対症療法的生徒指導から脱却し、「プログラムによる
生徒指導」を行うことによって未然防止を目指した取組。

○「プログラムによる生徒指導」は、アメリカや欧州、
オーストラリア、香港等の諸外国では、広く用いられて
いる。

○子どもたちに関わり合いの活動を提供し、子どもたちの
良い行動を引き出す教育を実施している。

他市の事例②：岡山県総社市
「だれもが行きたくなる学校づくり」の推進
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【出典】だれもが行きたくなる学校づくり入門 総社市教育委員会
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４ 不登校対策の方向性



不登校対策の３つの視点

（１）全員を学校方針や校則の型にはめ、例外
を認めないというような昔ながらの生徒指導
から脱却していかなければならない。

（２）児童生徒一人一人の特性を理解し、 個に
応じた適切な対応をしていくことが必要であ
る。

（３）学校内にとどまらず、中学校卒業後の対応
など、切れ目なく社会資源とつながっていく
ことが必要である。
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① 不登校にならない

ようにする取組



組織的な支援体制の構築

15

＜専門スタッフ（例）＞

○スクールカウンセラー（ＳＣ）

○スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷｒ）

○教育相談員

教員が担っている業務は多岐にわたっており、不登校児童生
徒に応じた十分な支援が実施できない状況となっていること
を踏まえ、部活動等の様々な業務を見直すとともに、不登校
支援に中心的な役割を担う教員や専門スタッフの連携により、
組織的な支援体制を構築することが大切である。

様々な専門スタッフと連携協力して効果的な体制を構築することが求められる

教員の業務の見直し＋専門スタッフとの連携 ⇒ 組織的な支援体制を構築

不登校の要因や背景が多様化し、教員だけでの支援が困難

外部顧問の活用 子どもと向き合う時間の確保



教職員の研修の充実
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○生徒指導担当者会等における生徒指導内容のさらなる充実

不登校対応における教職員に必要な力（例）

○わかりやすい授業ができる力
○適切な言葉遣いで児童生徒に伝える力
○生徒指導機能を活かした授業実践力

◇ソーシャルスキルトレーニング等の社会性に育成
する活動を実践する力

◇自己有用感が感じられる温かい学級経営力

☆インクルーシブ教育を具体的に実践する力
☆子どもの内面を観る力、子どもの発達上の課題など
に応じた適切な支援ができる力

☆不登校の兆候に気づく力
☆不登校実践力（初期対応、関係機関連携等）

学 習

社 会 性

不登校
予防・対応

○特性のある子どもに対する支援策について、大学等と連携し、
研究する



発達上の課題をもった子どもに対する具体的な取組
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幼児言語教室や低学年からの適切な指導により、子どもが
「学びの楽しさ」を知り、将来的な「不登校の減少」に結び付ける。

発達障害や言葉の遅れが、就学後の「学びにくさ」の
一因となっているのではないか？

特別な支援を必要とする子への支援は、幼児期から
把握して適切な支援を早くから始めたい！

不登校増加の一つの見方として…

できるだけ早く始めたい「早期支援」

（例）発達障害への早期支援



ひらがな聴写テストの結果

要注意群 困難群 要注意群＋困難群

静岡市平均 ８．０％ １１．６％ １９．６％

特殊音節２５個中、
誤答数の合計が１０個以上１３個以下 ⇒ 要注意群
誤答数の合計が１４個以上 ⇒ 困難群

ひらがなを覚えていないのかな？

音を正しく認識することが苦手なのかな？

※参考資料（市内公立小学校１年生全員調査Ｈ29年度結果より）

※小学校1年生の「５人に１人」が学びに不安…
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○おもちゃ⇒
×おもちゅ

○じょうず ⇒

×どじゅ



ソーシャルスキルトレーニング等の
社会性を身につける活動の推進
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ゲームやロールプレイを通して、対人
関係や集団行動を上手に営むための
技能を身につける訓練。フィードバッ
クを行い、行動や反応を振り返る場
面を設ける。

○構成的グループエンカウンター（課題を通して交流を深める活動）

○アサーショントレーニング（自分と相手を大切にする表現技法を学ぶ訓練）

○これらを活かした授業、特別活動、総合的な学習

ソーシャルスキルトレーニングとは・・・

社会性を身につける活動



小中学校の生活における気づきを
共有する仕組みの確立
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不登校・不登校傾向にある児童や特性
をもった児童の状況や個別の支援計画
を小学校から中学校へ引き継ぎ、書面
とともに個々の状況を共有して、中学校
における個に応じた指導につなげる。

将来的には、中学校卒業後の進学先や就職先、連携し
ている関係機関とも必要に応じて、情報共有をしていき
たいと考えている。

まずは小中学校連携の強化から

ゆくゆくは中学校卒業後の上級学校や関係機関とも連携
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② 別室登校における

教育の充実



静岡市立中学校
「通級指導教室（学びの保健室）」を活用した取組
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一人一人の学びの場が必ずある学校 個々のニーズを実現するカリキュラム

○他の生徒から離れた北校舎に通級指導教室を設置。

○メッセージが掲げられた専用の昇降口。

○社会性育成プログラムを取り入れた支援計画。



静岡市立中学校
「通級指導教室（学びの保健室）」を活用した取組
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特別支援教室の学習活動

○安心して生活・学習でき、個々の学びのニーズを実現
するという目標のもと、生徒・保護者の要望に合わせ
て、個々の生徒が自身の個別カリキュラムを作成し、
コーディネーターと協議した上で実施している。

ア：個別学習

イ：個別支援授業

ウ：ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）等

自立支援プログラム授業

エ：特別支援学級との交流

オ：山間地交流（他の中学校との交流）
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③ 学校以外の場に

おける学びの充実



適応指導教室における活動
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自主的な学校復帰、社会的な自立をめざす

○人とのかかわり
○やりぬく気持ち
○規則正しい生活
○学習への興味や関心

４つの目標 ◆適応指導教室一日のスケジュール

ふれあい教室（葵区） はばたく教室（清水区）

かがやく教室（駿河区）
各教室通級生
(H30.9末)

人数

ふれあい教室 ２３

はばたく教室 ８

かがやく教室 １



適応指導教室における学習支援の充実
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＜目的＞
学校におけるICT環境と同等の環境を確保することで、不登校児童
生徒の学習への興味・関心を高め、基礎学力を身に付ける。

●学習への興味・関心が低い

●学年相当の学力が身に付い
ていない

現状
○教室で用意した簡単なワークシートを活用し
興味・関心を高める

○スタッフが個別に、より低い学年に立ち返って
学習をすることで、徐々に理解を深める

これまでの対応

●各学年に応じた教材が不足

●学習に対する興味関心が低いことによる、
学習内容の偏り

課題

〇児童生徒自身が「eライブラリ」

等のインターネット上の学習サ
イトにアクセスし自らが決めた
学習を進めることができる。

〇現在の学年にとらわれず、
個々のつまずきにあった学年、
教科、単元等を選択できる。

〇調べ学習に活用できる。

期待される効果

⦿教室においてタブレット型パソコン設置
⦿インターネット環境を整備

ICT環境整備



適応指導教室以外の絆づくりの場の創設
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（例）適応指導教室での様々な体験活動

〇自然体験
和田島自然体験教室、焼津自然体験教室

○運動体験
体育館活動、卓球、軽運動

○社会体験
幼稚園訪問、視覚特別支援学校交流、る・く・る体験、まある体験、
図書館活動、市美術館鑑賞、農業体験、ヨット乗船体験…

例：和田島自然体験教室

適応指導教室で集団生活が安定し
てきた通級生が、さらなるチャレンジと
して自宅を離れ１泊２日の活動を体験
することをとおして、自信を深め、新し
い目標に向けて踏み出すきっかけと
する。



保護者会や講演会等の実施（適応指導教室の取組）
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〇適応指導教室での子どもの様
子を知り、不登校への対応に
ついて振り返る。

○不登校の子どもを持つ保護者
同士の情報交換をする。

保護者の理解を深める

適応指導教室での保護者会 子どもの自立を支援する講演会

〇不登校という状態についての
理解を深め、学校復帰や社会
的自立への糸口を探る。

H28.11「不登校の理解と支援～ピンチをチャンスに～」
遠州病院 臨床心理士山本弘一氏

H29.11「不登校の子どもの理解と支援について」
こども病院こころの診療科石垣ちぐさ氏

H30.11「発達障害と不登校・ひきこもり（仮）」
静岡大学教職大学院准教授伊田勝憲氏（予定）

「家庭で子どもにどう接していますか？」
「適応指導教室でどのような活動をしているのですか？」
「不登校の子どもたちの進路はどのようなものがありますか？」
など



切れ目のない支援に向けて
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市内の全小・中・高校
生に、相談できる窓口
や電話番号を記した
ポケットカードを毎年
配付し、相談の周知を
図っている。

静岡市子ども若者相談センター

概ね39歳までの子ども・若者の、不登校など学校生活について困っていること、
将来に対する不安などの相談に応じている。
教育、福祉等の各部門と連携しながら、必要に応じて適切な機関へつなぐ。

ひきこもり・ニート・不

登校などの困難を抱
える子ども・若者の支
援のために、支援団
体や相談機関など多
岐にわたる社会資源
を紹介するパンフレッ
トを作成し、配付して
いる。



今後の取組の方向性
不登校の段階 学習の支援 社会性の支援

学
校
生
活
に
楽
し
さ
が
見
出
せ
る

登校できている

欠席30日未満
（登校しぶり）
教室登校

欠席30日以上
（登校できている）

教室登校

欠席30日以上
（登校できている）

別室登校

学
校
に
行
け
な
い
時
で
も

社
会
と
の
絆
が
つ
く
れ
る

ほとんど欠席
（たまに登校する）

まったく登校できない

不登校になるきっかけに注目し
た支援

・教職員の研修の充実
・学校外と連携するための小中
学校の生活における気づきを
共有する仕組みの確立
・幼児言語教室の拡充

児童生徒の課題に応じたきめ細
かな対応
・教職員の研修の充実
・ソーシャルスキルトレーニング、
アサーショントレーニング等の
推進

どの学校でも同じように対応
・教育委員会も関わって、市全
体で総括的に対応
・各学校における相談室（別室）
の充実

関係機関と一体となった取組
・個に応じた関係機関について
の説明や紹介
・特別支援教育センターと早期
連携

不登校時の学習支援の充実
・駿河区に適応指導教室「かが
やく教室」を新設
・適応指導教室におけるＩＣＴ教材
の活用

支援が途切れない体制づくり
・保護者会や保護者向け学習会
の充実
・保護者向け講演会等の実施
・不登校児童生徒が参加できる
キャンプ等の体験活動の実施
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