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専門は，生徒指導（スクールカウンセリング）。インディアナ大学・東京大学客員研究員，文部科学

省「教育相談等に関する調査研究協力者会議」委員，内閣府「少年非行事例等に関する調査研究企

画分析」委員，OECD「いじめ・暴力国際ネットワーク」国内委員，日本学校心理学会理事，日本生

徒指導学会副会長・事務局長，学会連合資格「学校心理士」認定運営機構理事，NPO日本教育カウン

セラー協会理事，2009年度アメリカ国務省の次世代の日本のリーダーとしてインターナショナル・

ビジター・リーダーシップ・プログラムに参加，『新生徒指導ガイド』（図書文化社，2008年）『生

徒指導提要』（執筆者：文部科学省，2010）他，著書・論文は多数。

理論編 １ 生徒指導における教育カウンセラーの提供サービス

（１）生徒指導の定義と実践モデル

生徒指導とは，子ども一人ひとりのよさや違いを大切にしながら，彼らの発達に伴

う学習面，心理・社会面，進路面，健康面などの悩みの解決と夢や希望の実現をめ

ざす総合的な個別発達援助である。

出典：八並光俊 2006 学校心理学部門 応用実践期におけるチーム援助研究の動向と課題

－チーム援助の社会的ニーズと生徒指導との関連から－ 教育心理学年報，第 45 集，

125-133．

出典：八並光俊 2006 総合的個別発達援助としての生徒指導－アセスメント（生徒理解）

に基づく生徒指導体制づくり－ 指導と評価 特集：生徒指導のあり方，12 月号，

図書文化社
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（２）生徒指導における教育カウンセラーの提供サービスの特色

注）図中の E は「環境」，C は「子ども」，EC は「教育カウンセラー」，

STC（School To Career）は「学校から社会への移行」を示す。

また，個別生徒援助計画は，アメリカのスクールカウンセリングに

おける“ Individual Student Planning”に相当する。

出典：八並光俊 2006 教育心理学年報 （前掲論文中の図を一部改変）

※スクールカウンセリングプログラムは，「範囲において総合的であり，意図におい

て予防的であり，性質において開発的（発達的）である。」（ASCA：米国スクール・カ

ウンセラー協会，中野良顯訳『スクール・カウンセリングの国家モデル─米国の能力開発型プロ

グラムの枠組み』学文社 2004，P.17）と明記している。

※スクールカウンセリングプログラムでは，子どもたちの学業的発達，キャリア的発

達，個人的－社会的発達の 3 つの発達領域に関して，望ましい学習能力（ラーニン

グ・コンピテンシー）を設定し，幼稚園から小学校・中学校・高等学校の各学校段

階・学年段階ごとに，計画的・系統的な発達援助を行う。

伝統的なスクールカウンセリング 教育モデルを基盤とする教育カウンセリング

治療的・介入的（リアクティブ） 開発的・予防的（プロアクティブ）

個人へのカウンセリングの重視 集団へのガイダンスの重視

一部もしくは特定の子どもが対象 すべての子どもが対象

カウンセラー個人のサービスが中心 系統的で構造化されたプログラムの提供が中心

成果や結果責任が曖昧で測定困難 成果や結果責任は明確で測定可能

カウンセラー主導型の実践 カウンセラーと学校スタッフによる協働型の実践

出典：八並光俊 2008 ガイダンスカリキュラムとは

八並光俊・國分康孝編 新生徒指導ガイド 図書文化社 （一部改変）
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理論編 ２ ガイダンスカリキュラムの特色

（１）ASCA型スクールカウンセリングモデルとガイダンスカリキュラム

すべての子どもたちは学習することができます。しかし，トラブルにみまわ

ている子どもたちは，容易には学習することができません。スクールカウン

セラーは，彼らを援助できます。家庭崩壊，薬物乱用，児童虐待，貧困，暴

力，自殺によって，たくさんの子どもたちが多くのストレッサーの中で，教

育的失敗やドロップアウトの危機に直面しています。両親や保護者の協力に

よる早期の介入は，重要な役割を果たします。直接的サービスを提供するガ

イダンスプログラム，すなわち専門的トレーニングを受けたカウンセラーに

よって提供されるガイダンスプログラムは，21世紀の学校の予防努力の重要

な要素です。

出典： The Texas School Counselor Association 2001 Texas school counselors: someone your child

can turn to in the school setting.

注）スクールカウンセラーの提供システム（Delivery System）として，①ガイダンスカリキュラム

（Guidance Curriculum：授業または小集団活動を通じた知識・態度・技能の育成），②個別生徒援助

計画（ Individual Student Planning：個別または小集団を対象とした短期的・長期的な進学やキャリア

計画作成の援助），③即応的サービス（Responsive Services：教職員や保護者へのコンサルテーション

・個別と小集団へのカウンセリング・危機カウンセリング・関係機関への照会による子どもの問題

解決），④システムサポート（Systems Support：学校スタッフの現職研修・保護者や地域住民とのパ

ートナーシップ・各種プログラムの管理と運用などによるマネジメント活動）がある。

出典：八並光俊 2010 スクールカウンセリングモデル 仙崎 武・池場 望・下村英雄・

藤田晃之・三村隆男・宮崎冴子編 キャリア教育リーダーのための図説キャリア教育

社団法人雇用問題研究会 （一部改変）
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（２）ガイダンスカリキュラムの特色

□これからの生徒指導

今後の生徒指導では，問題解決的な生徒指導（リアクティブ：主にチー

ム援助による「治す」カウンセリング）と開発的・予防的な生徒指導（プ

ロアクティブ：集団活動を通して個を育成する「育てる」カウンセリン

グ）のバランスが焦点となる。後者の中心となる援助サービスが，ガイ

ダンスカリキュラム（＝ガイダンスプログラム）である。

①構造化された開発的・予防的なインストラクショナルプログラムである。

構造化された意図的な授業を通して，自己理解・スタディスキル・意思決定スキル・問題解決スキ

ル・対人コミュニケーションスキル・キャリア計画などの学習能力の育成を行う。

②明確な教育目標をもった系統的・計画的なカリキュラムである。

明確な教育目標に基づいて構成されたガイダンス単元による，系統的・計画的授業や集団活動を通

じて，子どもたちは，自己発見，自己理解，他者理解，職業理解などの発達課題を乗り越え，学校

や社会で生きるための力の獲得する。また，ガイダンスカリキュラムは，何をどの程度子どもたち

が学習するのかというスコープ（領域内容や範囲）と，発達段階に応じてどのような順序で学習す

るのかというシークエンス（学習内容の配列や順序）を組み合わせて作成される。

③発達段階に応じて段階的，継続的に，知識やスキルの習得を目指す。

ガイダンスカリキュラムは，学校全体のカリキュラムに組み込まれて，幼稚園から高校まで，段階

的かつ継続的に提供されることによって，すべての子どもに必要な知識やスキルを育成することを

ねらいとしている。

④ガイダンスカリキュラムの教育効果は，査定可能である。

ガイダンスカリキュラムは，教育目標，対象，内容，方法，予想される成果（アウトカム）などが

事前に文書化されている。したがって，すべての子どもたちが目標どおりの知識やスキルを習得し

たかどうかは，事前事後テストや成果物などによって査定可能である。
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（３）日本におけるガイダンスカリキュラムの展開

出典：東則孝 ガイダンスカリキュラム（GC）の広場 －「授業型の生徒指導」の最新情報

－構成的グループエンカウンター 図書文化 （一部，筆者が改変している。）

URL http://www.toshobunka.jp/sge/sodateru/gc4.htm

●参考図書

横浜市教育委員会 2010 個から育てる集団づくり 51 子どもの社会的スキル横浜

プログラム 学研教育みらい

URL http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/plan_hoshin/skill.html

規模 実施機関 名称と対象 プログラムの特色

上尾市立西中学校 社会性を育てるスキル教育 子どもたちが将来社会生活を育
むために必要なコミュニケー
ション能力，実践力，社会適
応，集団適応，規範意識を育
む。中学1年から3年間までを対
象として，年間35時間を総合で
実施。

松原市立松原第七
中学校（恵我小学
校，恵我南小学校
と連携）

人間関係学科 いじめ･不登校の未然防止を目
的としている。文科省の研究開
発校の指定を受けてプログラム
の開発に着手する。中学1年か
ら3年間までを対象として，年
間30時間程度を総合で実施。

さいたま市教育委
員会

人間関係プログラム 人と接する際に必要な姿勢・態
度，感情のコントロールの仕
方，相手の感情を読み取る方法
などの定着を目指す。市内の全
小学3-6年，全中学1年を対象と
して，年間18時間を総合で実
施。

横浜市教育委員会 子どもの社会的スキル横浜
プログラム

子どもたちの人間関係形成能力
の開発を目的として，自分づく
りスキル，仲間づくりスキル，
集団づくりスキルの育成を図
る。幼稚園から高校までを対象
としている。

県教委

千葉県教育委員会 イキイキちばっ子思いやり
プラン

望ましい人間関係の構築に役立
つスキル（話し方聞き方，感
情，問題解決，自己主張，クリ
ティカルシンキング，セルフコ
ントロール，意思決定な）を育
成する。県内の小学1年から中
学3年を対象として，年間4時間
実施。

学　校

市教委
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実践編 １ ニーズアセスメントによる個人と集団の実態把握

（１）ニーズアセスメントによる客観的データ収集

出典：八並光俊 2009 心理教育的な初期アセスメントに基づいたチーム援助体制の構築

月刊生徒指導，3 月号，学事出版，12-15. （一部改変）

カテゴリー NO 調　査　項　目 個人 学級 学年
1 成績がよくないのでなやむ ＊ 33 55
2 わからない科目がある ＊ 70 83
3 勉強のしかたがほとんどわからない ＊ 38 36
4 思うような成績がとれなくてなやむ ＊ 58 63
5 テストや受験勉強のことであせる ＊ 51 66
6 勉強する意欲がわかない ＊ 48 46
7 いろんな理由で勉強に集中できない 36 45
8 進学するか就職するかでなやむ 8 9
9 将来，どの方向に進めばよいかわからぬ不安 ＊ 35 49

10 進学したいが成績がよくない ＊ 53 66
11 志望校や望む就職先にいけるだろうかの不安 ＊ 56 65
12 進路のことで親と意見が衝突する 21 18
13 クラスの人が変な目で見たりいじめたりする ＊ 17 19
14 クラスの人から無視されているように思う ＊ 16 11
15 今のクラスは自分に合わない ＊ 38 45
16 部活動のことでなやむ 22 18
17 登校前に体の調子が悪くなるときがある ＊ 26 21
18 学校に行きたくないと強く思うときがある ＊ 33 31
19 今の学校は自分に合わない ＊ 7 5
20 友人との仲がうまくいかない ＊ 14 10
21 真の友人がいない ＊ 23 28
22 身近に悪友がいるので困っている ＊ 35 37
23 父・母とうまくいかない 12 8
24 家族の仲がよくない ＊ 16 13
25 家族のことで心配ごとがある ＊ 22 20
26 親は私の気持ちをわかろうとしない ＊ 48 46
27 親の期待が大きすぎて重荷になっている 15 13
28 親に暴力をふるうことがある 3 5
29 夜おそくまで出歩くことがある 8 12
30 家庭の経済的な問題でなやむ ＊ 21 27
31 いつもまわりから見られているような気がする 15 12
32 短気でおこりやすい ＊ 43 40
33 自分の性格のことで強くなやむ 23 29
34 今の生活は自分の理想とまるで違っている ＊ 36 28
35 将来に希望がもてない ＊ 11 9
36 死んでしまいたいと本当に思うときがある ＊ 16 19
37 胃や腸が弱いので困っている 3 6
38 かぜをひきやすいので困っている 8 7
39 頭が痛くなることが多い 20 21
40 じんましんやかぶれを起こしやすい 7 8
41 立ちくらみ・目まいがよく起きる ＊ 38 33
42 息ぎれやどうきがする 8 6
43 乗物によいやすい 43 38
44 夜，よく眠れぬことが多い ＊ 33 28
45 体力・運動能力のことでなやむ 35 30
46 自分の顔かたち・スタイルで強くなやむ ＊ 38 25
47 異性や性の問題で強くなやむ ＊ 25 23
48 人生の問題でなやむ 6 5

そ　の　他

家庭生活

こころと
からだの
健　　康

学　　習

進路・将来

学校生活

友　　人
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（２）ニーズアセスメントからガイダンスカリキュラムの作成

出典：八並光俊 2010 子どもの変化を見る確かな眼 イニシャルアセスメントのすすめ

授業力＆学級統率力，７月号，特集・子どもの問題行動と学びへの支援，明示図書，7-8．

（中学生・高校性対象）

八並光俊 2009 子ども理解のためのアセスメント 児童心理，10月号臨時増刊，

特集・学校における「心理教育」とは何か，明示図書，60-65．（小学生対象，一部改変）

実践編 ２ キャリアガイダンスの実践例（八並デモンストレーション）

対象 中学校 2 年生以上 教育目標 希望するキャリアに関する的確な理解

メイン・コンピタンシー 情報活用能力・将来設計能力

サブ・コンピタンシー 情報収集・探索能力，職業理解能力，計画実行能力

ガイダンス単元名 学校の先生になりたい！

ガイダンス単元目標 公立学校教員になるための要件の理解

実施のための準備物 ノート PC，プロジェクタ，スクリーン

（教師側） デジタル（ビデオ）カメラ

ガイダンスプログラム 情報整理用のフリーソフトを使用した ICT 活用

の特徴 （ ICT 教育） 型のキャリアガイダンス

※使用フリーソフト iroha Note（Ver.1.2）

「アトリエいろは」（代表者：三浦幸太郎）

URL http://www.at-iroha.jp/software
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