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要

旨

教育相談力は、本来的には、個別的なものであるために、個々の子どもごとに対応しなければならない。その際に、ど
うしても課題を抱えた子どもだけに目が行ってしまうが、釧路校の学生は、第１学年で、軽度発達障がいを有する子ども
や課題を抱えた子どもを中心にして配慮する傾向にある。それが第２学年からは、対象を広げて様々な子どもに目が行き
届くようになる。それによって、それぞれの子どもにそれぞれ教育相談の課題があることに気がついていく。第３学年に
なると、すべての子どもに目が行き届きながら、同時にとりわけ課題を有する子どもに留意するようになる。この第３学
年までになると、多様な子どもに多様な方法があることを経験しているために、一人の子どもに対しても、多様な方法が
あり得ることに認識が広がっていく。
このようにいったん教育相談の対象を広げることが、心理療法的な対応やカウンセリング等の教育相談方法だけでな
く、多様な対応方法の一つとしての教育相談活動を方法としてとらえるようになり、教育相談力を拡大していくことになっ
ている。これは、釧路校の学生が１年生から順次様々な子どもと学校の状況を多様にとらえていることもその背景的な条
件となっていると言える。

編）
』,Vol.62,No.1,2011.(印刷中)）の続編として位置づけ

問題の所在
本研究は、筆者らの３つの前報（栢野他:「
「学習指導

られる研究である１－３）。

力」に関する学生意識の質的検討」,『北海道教育大学紀

前研究では、北海道教育大学釧路校の学生が第１学年時

要（教育科学編）
』,Vol.61,No.2,pp.9-22,2011.、
栢野他:「釧

から教育フィールド研究で学校現場に出かけ、第３学年時

路校学部学生から見た「教職チェックリスト」の特徴」,

の教育実習の直前までに、学習指導及び生徒指導に関する

『北海道教育大学紀要（教育科学編）
』,Vol.61,No.2,pp.23-

概念及び行動がどのように変化したかを明らかにした。
「教

31,2011.、 栢 野 他:「 学 生 の 生 徒 指 導 認 識 の 拡 大 と 生

職チェックリスト」に記載された教師として必要と考えら

徒 指 導 力 の 向 上 」,『 北 海 道 教 育 大 学 紀 要（ 教 育 科 学

れる能力は７つである４）。これまでの研究では、７つの能
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力のうち２つの能力に関する学生の概念及び行動の変動に

析して、各学年の学生が教育相談力に対してどのような意

限定して明らかにしたものである。

見や関心を持っているか、さらに教育相談力をどのような

そこで本研究においても先の研究に引き続き、北海道教

印象で捉えているのか、教育相談の際にどのように対処し

育大学釧路校の学生が第１学年次から教育フィールド研究

ようとしているのか、教育相談の際に生じた子どもの現象

で学校現場に出かけ、第３学年次の教育実習の直前まで

に対する学生の関心はどこにあるのかなどに関する知見を

に、教育相談力の概念および行動がどのように変動するか

見いだした。計算機で解析するためのソフトウエアは、
ジャ

をとらえることが筆者らの問題意識である。

ストシステム社製日本語テキストマイニングソフトウエア

本稿では、教育相談力の概念を学生がどのようなプロセ

「トラスティアＲ. ２」を用いた。

スで獲得しているのかを明らかにする。とりわけ教育相談

これらの分析では、第１学年から第３学年までの総計

力の場合は、生徒指導力とも関係するが、個々の子どもと

494名が書き出した231の自由記述を元にして分析した。こ

教師との関係性が極めて重要になる。学生も個々の子ども

の分析は質・量を含めて行うクラスター分析及び多次元尺

との向き合うことのイメージはあるが、最初に誰に対し

度分析によって行った。自由記述の分析であるため、限定

て、相談対象を意識するかということが重要である。簡単

的な統計手法ではないので、より学生の実態を反映してい

に言うと、学生は軽度の発達障がいをもっている子どもが

るものといえる。

相談対象として意識されるが、それが漸次広がっていくこ
とのプロセスが読み取れる。一方広がるだけでは、生徒指

（１）クラスター分析による解析

導としての関係性はできるが、それだけでは課題を抱えて

各学年の学生が教育相談力に対してどのような意見や関

いる子どもを指導することができないので、教育相談とし

心を持っているかについては、ソフトウエアによるクラス

て独自に課題を抱えている子ども達に目が向くようになっ

ター分析によって自動的に解析され、パターンが似ている

ていく。このような教育相談力をとらえる認識発展のプロ

文章記述がグループ（クラスター）にまとめられ、グルー

セスを明らかにしていきたい。

プの形成状態が樹形図に出力される５）。

Ⅰ．研究の方法

記述に筆者らが解釈を加えた。

樹形図に出力された分類名やその分類に分けられた文章
１．「教職チェックリスト」に対する意識調査の実施
2009年７月中旬に、北海道教育大学釧路校第１, ２, ３

（２）多次元尺度分析による解析

学年全員に対して、次の要領で意識調査を実施した。

各学年の学生が教育相談に対してどのような印象や行

① 「教職チェックリスト」に記載された257のチェックリ

動、あるいは生じた子どもの現象に対してどのような点に

スト項目全てを熟読させる。

関心を持つのかについては、ソフトウエアによる多次元尺

②

度分析法によって自動的に解析され、文章間の距離構造が

これまでの「教育フィールド研究」での実践経験を踏

まえて、学生がチェックリスト項目に即して具体的な行動

２次元配置の対応分析図に散布図として出力される６）。

や子どもへ働きかける場面などが記述できる項目を少なく

出力された散布図から、品詞間の係り受け関係に応じ

とも３項目を選ばせる。

て、教育相談に対する印象やその際の行動、教育相談の際

③

に生じた子どもの現象に対する学生の関心が分かる。

選び出したチェックリスト項目それぞれについて、学

生が行った行動や働きかけを文章で記述させる。

散布図に抽出された品詞間の係り受け関係が見られる文

従って、第１学年は2009年度当初からの約２ヶ月半、第

章記述に、筆者らが解釈を加えた。

２学年は2008年度の第１学年時一年間に加え2009年度には
約２ヶ月半、第３学年は主免実習の直前かつ2007年度、

Ⅱ．クラスター分析による学生の特徴の分析

2008年度の二年間の「教育フィールド研究」の実体験を有

１．第１学年

する学生を対象とした意識調査となる。なお、有効な回答

（１）第１学年の有する傾向

を行った学生数は、第1学年174名、第2学年149名、第３学
年171名、合計494名であった。

第１学年の書き出した文章を解析した樹形図を見ると、
同学年の持つ教育相談力に対する意見や関心は９つに分類
されることが分かった。
「話(８)」,「子(10)」,「コミュニケー

２．意識調査の分析

ション(８)」,「理解(７)」,「意識(13)」,「意見(３)」,

全257項目のチェックリストに対して書き出された文章
記述の数は2,559であった。そのうち、
「教育相談力」に書

「時間(４)」,「変化(５)」,「生徒(12)」である。括弧内
は分類された文章数である。

き出された文章記述の数は231であり、各学年の内訳は第
１学年70、第２学年63、第３学年98であった。

最も文章が多く書き出された分類は「意識」であり、全
文章70のうち13が書き出され、全体の19％を占めた（以

意識調査の分析に当たっては、
「教育相談力」のチェッ

下、13,19％と略す）ことが分かる。その他、
「生徒」は

クリスト項目に書き出された全ての文章記述を各学年ごと

12,17％、「子」は10,14％である。これらのことから第１

に分類し、これら大量の文章記述の意味内容を計算機で解

学年の学生は、教育相談は、子どもや生徒を対象に行われ
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類されるが、これら４つのクラスターは全て、子どもに話

ると捉えているといえる。
次に、これら９の分類はどのようなまとまりになってい

しかけたり、子どもの話を聞いたりする言語活動を通して

るのかに着目した。すると、
「話,子」,「コミュニケーショ

の教師と子どもとのコミュニケーションに関する内容の文

ン,理解,意識,意見」,「時間,変化」,「生徒」の４つのク

章記述といえる。これらのことから、第１学年の学生は、

ラスターに分類されることが分かった。これら４つのクラ

教育相談のためには、子どもに話しかけたり、子どもの話

スターに分類された文章記述の傾向を詳細に検討するため

を聞いたりする言語活動を通してのコミュニケーションが

に、それぞれのクラスターに分類された文章記述例を表１

必要であると捉えていることが分かる。だが、その主たる

に示した。

対象は障がいを持つ子どもに対してである。

表１より、
「話,子」のクラスターに分類される文章記述
からは、教育相談のためには、LDやADHDなどの特別支

（２）考察

援関係の用語を理解した上で、子どもの話をよく聞くこと

教育相談は、元々反社会的・非社会的な行為を取る子ど

が必要であると捉えていることが分かる。
「コミュニケー

もの現象に対して、直接的な指導だけでなく、隠された心

ション,理解,意識,意見」のクラスターに分類される文章

理的背景や生育環境等の社会的背景をとらえることを目的

記述からは、障害を持つ子ども、持たない子どもを区別せ

としていた。したがって、１年生がAD・ADHD等の軽度

ずコミュニケーションを取り、子どもの心の状態をよく理

発達障がいを持つ子ども達を理解しようとしたり、不登校

解することが教育相談のために必要であると捉えているこ

の子どもや勉強が遅れがちな子どもに対して、理解しよう

とが分かる。
「時間,変化」のクラスターに分類された文章

とすることは自然なことである。教育相談を狭い意味で直

記述からは、いつの時間においても、子どもの変化を見取

接的に課題を抱えている子どもへの対応を第一義的な課題

ることが教育相談に必要であると捉えていることが分か

とするならば、課題を抱えた子どもがいるということに気

る。
「生徒」のクラスターに分類される文章記述からは、

づくだけでも、１年生の前期としては重要な観点をもたら

障がいを持つ可能性を含めた全ての子どもの状態を捉える

したと言える。個々の課題を抱えている子どもへの教育相

ことが教育相談に必要であると捉えていることが分かる。

談からさらに対象を広げた認識に発展していく。

文章にクラスター分析を加えると４つのクラスターに分
表１

各クラスターに分類された第１学年の文章記述例

◎「話 , 子」のクラスター
・その子にあった話のスピードや話題をして、コミュニケーションをとる。（休み時間や授業中）みんなと同じように接して、コミュニケーションをとって
みたが、理解出来ていなかったり、無言になったりしてしまった。
・まずは LD や ADHD などの理解をするために、本やインターネットで調べたり先生方に聞いたりする。その上でどのように接していけば良いのかを考え、
特別扱いではなく他の子と同じく一人の子どもとして見て行動する。
・困っている子や何かトラブルがあって助けを必要としている子を見たらすぐに声をかけ事情を聞き対処方法を考えていく。
◎「コミュニケーション，理解，意識，意見」のクラスター
・対応に困る時もあるがコミュニケーションからすべてが始まるから聞くことを大事にする。
・軽度発達障害の子どものことを理解できるように知識を取り込んでおく。
・児童が持っているささいな悩みにも耳を傾けて一緒に考えてあげられる子どもの心、心理状態を理解できる教師になりたい。
・あらかじめ LD・ADHD に対する意識を深めておく。
・障害者、健常者という区別をせずに苦手でできないことを援助するという意識にしたい。
・何が出来ないか、何が出来るかを個別指導を通して把握し、少しずつ進歩出来るような教材づくりをする。
◎「時間，変化」のクラスター
・何気ない時間に少しずつでも声をかけていき、自らも心を開いていく。
・子どもの不登校が今や教育の大きな問題となっており子どもの微妙な変化にも敏感に反応してあげたい。
◎「生徒」のクラスター
・生徒のつぶやきに反応したり一人でいる生徒に声をかけるようにしている。
・子どもとの親密な関係を作るために積極的に話しかけたり遊んだりする。
・フィールド先で ADHD の可能性のある生徒がいるのだが、そのような生徒に先生方はどう対応しているのかを見て今後の参考にする。
※下線は筆者による。

２．第２学年

「積極(４)」,「行動(16)」,「子供(４)」,「休み時間(６)」,

（１）第２学年の有する傾向

「子ども(20)」である。括弧内は分類された文章数である。

第２学年の書き出した文章を解析した樹形図を見ると、

「子ども」に分類される文章数が全文章63のうち20であ

同学年の持つ教育相談力に対する意見や関心は８に分類さ

り、全体の32％を占める（以下、20,32％と略）ことが分

れることが分かった。
「授業(４)」
「世界(４)」
,
「理解(５)」,
,

かる。「行動」は16,25％である。これら２つの分類に書き
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出された文章だけで全文章の約57％を占めていることか

頼関係の構築が教育相談に必要であると捉えていることが

ら、第２学年の学生は、
教育相談は子どもを対象に行われ、

分かる。
文章にクラスター分析を加えると４つのクラスターに分

その際に教師が子どもに対して行う行動が大切な要素と捉

類されるが、これら４つのクラスターは第１学年と同様

えていることが分かる。
次にこれら８の分類はどのようなまとまりになっている

に、全て子どもに話しかけたり、子どもの話を聞いたりす

のか着目した。すると、
「授業,世界」,「理解,積極,行動,

る言語活動を通しての教師と子どもとの積極的なコミュニ

子供」,「休み時間」,「子ども」の４つのクラスターに分

ケーションに関する内容の文章記述といえる。これらのこ

類されることが分かった。これら４つのクラスターに分類

とから、第２学年の学生も、教育相談のためには、子ども

された文章記述の傾向を詳細に検討するために、それぞれ

に話しかけたり、子どもの話を聞いたりする言語活動を通

のクラスターに分類された文章記述例を表２に示した。

しての積極的なコミュニケーションが必要であると捉えて

表２より、
「授業,世界」のクラスターに分類される文章

いることが分かる。

記述からは、授業中の子どもとのコミュニケーションが教
育相談に必要と捉えていることが分かる。
「理解,積極,行

（２）考察

動,子供」のクラスターに分類される文章記述からは、教

２年生になると、１年次に注意が注がれていた軽度発達

師が子どもに積極的に働きかけて、子どもの信頼を得るこ

障がいを有する子どもや、課題を抱える子どもだけでな

とで子どもからのサインを見逃さないことが教育相談に必

く、より多くの子ども達に目を書けようとしていることが

要と捉えていることが分かる。
「休み時間」のクラスター

分かる。消極的な子どもや目立たない子どもに声をかけ

に分類される文章記述からは、授業中だけではなく、昼休

たり、日常的な言葉掛けを大事にしているのも、教育相談

みなどの休み時間における子どもとのコミュニケーション

の対象と心構えを広げていることに起因している。これに

も教育相談に必要と捉えていることが分かる。
「子ども」

よって、多くの子ども達に接し、話しを聞いてあげるカウ

のクラスターに分類される文章記述からは、子どもとの信

ンセリングマインドを身につけていっていると言える。

表２

各クラスターに分類された第２学年の文章記述例

◎「授業，世界」のクラスター
・先生に頼まれて、少し授業が理解できていない子の隣に寄り添って、一緒に授業を受けた。
・授業中にふと自分の世界に入ってしまった場合は、無理に呼び戻すのではなく軽く注意した後、自分から戻ってくるのを待つ。話し始めたら止めること
なく、話を聞いてあげる。
・同じ人間同士なので「合う」「合わない」は確実にあるが、自分が児童だったときに、ひいきする先生は嫌いだったので分け隔てなく接するようにしたし、
また出来ると思う。
◎「理解，積極，行動，子供」のクラスター
・障害がある児童が何を伝えたいのかを、理解しやすくするためにコミュニケーションの方法を考える。
・一人一人の特徴として発達や障害をとらえ、その子を理解し、成長させることが出来るよう支援していく。
・消極的な子どももいることを理解し、自分から積極的に声かけをする。自分から積極的にコミュニケーションを図ろうとしている。
・さりげない行動が心のサインというものもある。自分から子どもたちに目を配り、気軽に声を掛けてあげられる実践を意識する。（自分の目標の実践）
・相談をするには相手を信頼していなければならないのであり、そのためにも受容の態度をきちんと示し、それを生かしていくことで、普段から信頼関係
が築いていけるのではないか。
・教師のふとした言葉かけによって、子どもの心が動くことがおおいにあるため、教師は言葉かけの大切さを理解し実践することができる。
・しっかりと子どもが何に悩んでいるかを聞くことで、子どもの本当の気持ちを知ることができる。
◎「休み時間」のクラスター
・教育フィールド研究でクラスに入る際、昼休みなど毎回違う児童と話したり遊んだりしている。
・休み時間や昼休みに集団での遊びに入れていない子を誘うことが出来る。
◎ 「子ども」のクラスター
・悩み事については、まず普段からの信頼関係がないと児童生徒も心を開いてくれないと思うので、一緒に遊んだり、普段からコミュニケーションをとる
ように心がけることで悩みを打ち明けやすい関係をつくる。
・教室の周りを歩き回る多動な子や、他のこと比べて考えることが遅い子など、怒った口調で注意しては逆効果である。その子たちをしっかり理解した上で、
その子にあったニーズで対応する。
・児童は皆平等であり、どんな子とでも話ができなきゃならない。そういったことから、子どもからの信頼も得られる。
※下線は筆者による。

３．第３学年

同学年の持つ生徒指導力に対する意見や関心は10に分類さ

（１）第３学年の有する傾向

れることが分かった。「声(５)」,「子供(15)」,「休み時

第３学年の書き出した文章を解析した樹形図を見ると、

間(９)」,「フィールド(３)」,「指導(10)」,「話(７)」,「自
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分(７)」,「子ども(22)」,「積極的(７)」,「クラス(13)」

「子ども, 積極的, クラス」のクラスターに分類される文

である。括弧内は分類された文章数である。

章記述からは、クラスの子どもと積極的にコミュニケー

「子ども」に分類された文章数だけで全文章98のうち22
であり、全体の22％を占めた（以後、22,22％と略す）。そ

ションを取ることが教育相談に必要と捉えていることが分
かる。

の他「子供」は15,15％、
「クラス」は13,13％、
「指導」は

文章にクラスター分析を加えると３つのクラスターに分

10,10％であった。これら４つの分類だけで全体の約61％

類されるが、これら３つのクラスターは第１, ２学年と同

を占めている。これらのことから、第３学年の学生も教育

様に、全て子どもに話しかけたり、子どもの話を聞いたり

相談は、クラスの子どもを対象に行う指導であると捉えて

する言語活動を通しての教師と子どもとの積極的なコミュ

いるといえる。

ニケーションに関する内容の文章記述といえる。これらの

次に、これら10の分類はどのようなまとまりになってい

ことから第３学年の学生も、教育相談のためには子どもに

るのかに着目した。すると、
「声,子供,休み時間,フィール

話しかけたり、子どもの話を聞いたりする言語活動を通し

ド,指導」,「話,自分」,「子ども,積極的,クラス」クラス

ての積極的なコミュニケーションが必要であると捉えてい

ターの３つのまとまりで捉えていることが分かる。これら

ることが分かる。

３つのクラスターに分類された文章記述の傾向を詳細に検
討するために、それぞれのクラスターに分類された文章記

（２）考察
３年生も教育実習直前であるため、基本的には２年生の

述例を表３に示した。
表３より、「声,子供,休み時間,フィールド,指導」のク

延長上にあり、より広く子ども達を見渡した教育相談活動

ラスターに分類される文章記述からは、指導の際に役立て

を心がけている。さらに２年生の時よりも、意識的にコミュ

るため、休み時間などに何気ない子どもの声を聞くことが

ニケーションを取り、子どもの変化や異変を逃さず、寂し

教育相談に必要と捉えていることが分かる。
「話,自分」の

そうな子どもに声をかけるなど、カウンセリングマインド

クラスターに分類される文章記述からは、子どもの話をよ

をより意識するようになっている。

く聞くことが教育相談に必要と捉えていることが分かる。
表３

各クラスターに分類された第３学年の文章記述例

◎「声，子供，休み時間，フィールド，指導」のクラスター
・何気ない声や寂しそうにする子供の様子に気づき、一緒に考えたりしようとする。
・私の意見をおしつけるのではなく、まず子供の伝えたいことを聴きたい。
・子供同士の会話だからといって聞き流すのではなく、助言まで行かなくてもその輪の中に入ってコミュニケーションをとろうとする。
・休み時間が一番、子供達の素の部分がでてくる場面だと考える。そのときの他の児童や先生方との関わりを観察して、一人一人きづいたことをメモして
おくと、その後の子供との関わりへのヒントがみつかると考える。例 ) 授業中とても静かだが休み時間はものすごく元気、または授業中発言が多くてき
ぱきしているが、休み時間は一人でいることが多く、友達が少ない。
・フィールド研究で、休み時間の子供たちを見て気になることがあってメモするくせがなく、帰りには忘れていることがあったのでメモをするくせをつけ
たい。
・子供それぞれの性格や特徴をメモして、１人ひとりに応じた指導ができるように「指導ノート」を作成する。
・専門であるカウンセリングマインドを基に子供たちをよく考えた授業作りをする。
◎「話，自分」のクラスター
・話を聞くことで、その人がどんなことを考えたり感じていることを理解しようとする。
・はじめから嫌々聞いていては、自分のなかには何も残らない。相手の話にきちんと耳を傾け、自分でなにかを感じ取るよう努力する。
◎「子ども，積極的，クラス」のクラスター
・自分に近寄ってくる子だけでなく、そうでない子ともしっかりコミュニケーションをとる。

自分に近寄ってくる子だけと話していて、フィールド研究

が終わる頃になってから、「この子とあまり話をしたことないな」と思う子が数人いたため。
・児童自ら私のところへやってきて、人間関係の悩み事を話してくれた。話を聞いてアドバイスした。
・日常生活のあらゆる場面において、気付いたことや、気になることをメモすることで、児童生徒の異変に気付くことができる。
・特にあまり積極的ではない児童のわずかな変化を逃さない。そこから何かが変わっていくかもしれない。
・児童に対する支援など、担任の先生を始め先生方の力を借りて、自己の成長につなげる。
・普段からクラス全体の様子を観察し、寂しそうな子がいたら声をかけ、周りと自然に溶け込めるような働きかけをする。
※下線は筆者による。

子どもに話しかけたり、子どもの話を聞いたりする言語

（４）教育相談力の捉え方に関する各学年の特徴
樹形図に出力された分類名及び表１～３に書き出された

活動を通しての積極的なコミュニケーションに基づく信頼

文章記述から、教育相談力に関する３つの学年に共通する

関係の構築が、教育相談の基本となると考えている。そし

次の点が導出できる。

てこれに基づき、子どもをどう見取るかに関するスキルを
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栢

野

彰

秀

他

つけることが教育相談力をつけるために必要であると考え

周辺に示される形容詞句ラベルが各学年の持つ教育相談力

ている。

に対する印象の特徴となる。
図１より次の２点を読み取ることができる。

また、表１～３に書き出された文章記述における第1学
年が書き出した文章記述の傾向と第２, ３学年が書き出し

第一に、図１には92の形容詞句ラベルが示されている。

た文章記述の傾向に相違が見られる。第１学年は、教育相

そのうち、第１学年だけが書き出した形容詞ラベルが示さ

談の対象が障がいを持つ子どもに少なからず視点があるの

れた第１学年の学年別ラベルには22の形容詞句が書き出さ

に比べ、第２, ３学年に学年が上がると、障がいを持つ子

れている。同様に、第２学年の学年別ラベルには17の形容

どもに関する文章記述が減少し、子ども全体が教育相談の

詞句、第３学年の学年別ラベルには31の形容詞句が書き出

対象となっている。

されている。すなわち、全92の形容詞句ラベルのうち、

これらのことから、第１学年では、教育相談は、子ども
理解を通して主に障がいを持つ子どもなどの特別な対象に

76％に相当する70の形容詞句ラベルが各学年の学年別ラベ
ルに集中している。

対して行う行為であると捉えているが、学年が上がるにつ

第二に、複数の学年の学生が書き出した形容詞句ラベル

れて、教育相談は全ての子どもに対する行為であると捉え

は全体の24％に相当する22である。これらの形容詞句ラベ

るようになっている。

ルが各学年ラベルの形作る三角形の中ほどに分布してい

以上のように、第１学年でとらえた特定の障がいや課題

る。

を有する子どもからより広い子ども達を対象にして、教育
相談の意義を考えるようになっているのは、教師のカウン

（１）全学年に共通する印象

セリングマインドの対象・方法の広がりを示すものであ

３つの学年別ラベルが形作る三角形の中ほどに示された

る。いつでもどこでも誰でも対象として、相談できる教育

形容詞句ラベルが抽出された文章記述に分析を加え、全学

相談活動が、来談者中心のカウンセラーとは異なる教師の

年共通の特徴に検討を加える。
図１より、３つの学年別ラベルが形作る三角形の中ほど

教育相談の特徴である。

に示された形容詞句ラベルは「よい」,「好き」,「丁寧」,
Ⅲ．多次元尺度分析による学生の特徴の分析

「大切」,「色々」などである。これら５つの形容詞句ラ

１．教育相談に対する学生の印象

ベルが抽出された文章に筆者らが検討を加えると、次の①

図１には、教育相談に対する学生の印象を表す対応分析

～④の４類型に分類できた。
①教育相談力に関する自分の経験が書かれた文章。②学

図が示されている。

生が教育相談を行う時にあるべき姿が書かれた文章。③教
育相談のためには子どもとのコミュニケーションの重要性
が書かれた文章。④現に教育相談を行っている現職教員の
姿が書かれた文章。表４には文章記述例が示されている。
表４より類型①は、自分の授業中に子どもに教えた経験
をもとに教えることの難しさを教育相談力の印象としてい
る記述といえる。類型②は、授業内外での教師の子どもへ
の言葉かけと子どもに接する時の真剣な態度、授業におけ
る丁重な指導が教育相談のあるべき姿であると考えている
記述といえる。類型③は、自分に寄ってくる子どもだけで
なく、おとなしく目立たない子どもにも積極的に学生から
のコミュニケーションを取り、子どもとの信頼関係を築く
ことが教育相談力に必要と考えている記述といえる。類型
④は、教育フィールド研究の場面において現職教師の子ど
もへの接し方を見て、教育相談の場面における子どもへの
図１

接し方を学んでいる印象の記述といえる。

教育相談に対する学生の印象を表す対応分析図

図１には、学生が教育相談に対してどのような印象を

（２）各学年別の印象

持っているかに関する知見を得るために、印象を表す形容

各学年別ラベル上に示された形容詞句ラベルが抽出され

詞句のラベル（以下、形容詞句ラベルと略）がつけられた

た文章記述に分析を加え、各学年の持つ固有の特徴に検討

点と学年別のラベル（以下、学年別ラベルと略）がつけら

を加える。

れた点が示されている。３つの学年別ラベルが形作る三角

第１学年の学年別ラベルには、16の文章記述から22の形

形の中ほどに示される形容詞句ラベルが釧路校の学生の持

容詞句ラベルが抽出された。抽出された主な形容詞句ラベ

つ教育相談力に対する印象の特徴となり、学年別ラベルの

ルは「大事」,「おおらか」,「意地悪」などである。第２
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表４

各学年ラベルが形作る三角形の中ほどに書き出された文章記述例
文章記述例

類型①

教育相談力に関する自分の経験が書かれた文章

・２年生でもひらがなをうまく読むことができないため漢字がうまくできない子どもがいてどういう風に教えてあげればいいのか分からなかった。
（１年生）
・１年生の子でみんなより学習が遅れてしまった子に声をかけて一緒に考えようとしたが、みんなより遅れてしまったことを気にしてしまい泣いてしまい
どうしていいのか困った。（２年生）
・児童とのコミュニケーションについては、自分の得意な所であったので、あまり苦労はしませんでしたが、やはり多人数相手でのコミュニケーションの
取り方についてはどこから手を出せばいいか分からないので、今後しっかり考えていきたいです。（３年生）
・フィールドの小学校で障害を持った子たちの学級を担当した。やはり障害を持った子どもたちと交流は大変であり難しい。自分が無知なことに気づきま
した。特支の勉強は大切だと思った。（１年生）
類型②

学生が教育相談を行う時にあるべき姿が書かれた文章

・まずは LD や ADHD などの理解をするために、本やインターネットで調べたり先生方に聞いたりする。その上でどのように接していけば良いのかを考え、
特別扱いではなく他の子と同じく一人の子どもとして見て行動する。（１年生）
・授業中の机間指導で、遅れがちな児童生徒に寄り添って工夫しながら丁寧に指導する。（２年生）
・授業についていけない子を把握し、丁寧に教える。（３年生）
・話しかけてもあまり反応しない児童に対して、その児童の良いところを見つけて励ましや称賛を行い、自信を持たせ、交流する機会を作ってあげるなど
して、心を開いてもらえるようにする。（２年生）
・教師のふとした言葉かけによって、子どもの心が動くことがおおいにあるため、教師は言葉かけの大切さを理解し実践することができる。（２年生）
・同じ人間は一人として存在しない。どこまで真剣に向き合えるかが大切だと思う。どんな人に対してもまっすぐ向き合いたい。（３年生）
類型③

教育相談のためには子どもとのコミュニケーションの重要性が書かれた文章

・自分に寄り添ってくる児童やよく話しかけてくる児童にばかり気をとられることなく、反対にそれ以外のおとなしい児童に目を向け、自分から話しかけ
たり、遊びに誘うことができる。（３年生）
・フィールドで誰とでも同じように話してると思っていたけど自分の中で生徒の中では誰が好きというのを付けていたので、みんな同じように接したいと
思った。
（１年生）
・たくさん話しかけてくる子だけでなく、あまり自ら話さない子との関わりも大切にする。（２年生）
・男の子だけとか自分に寄ってくる子だけ、ではなく色々な子に自分から声をかけ遊んだり話したりして色々な子どもを知る機会を増やす。（３年生）
・児童生徒と遊ぶ際には、遊ぶ児童生徒のメンバーが片寄りないようにいろんな子と遊ぶ。また二組以上の子たちと遊ぼうと誘われたら大きなグループに
してみんなで遊ぶ。
（２年生）
類型④

現に教育相談を行っている現職教員の姿が書かれた文章

・１年生の先生は特に、ほんの小さなことでも子どもたちの良い行いにはとてもほめていたり、話の仕方も変に子どもっぽくせずに丁寧に話している。（１
年生）
・教師がどのようなことを大切にし、そのときに応じてどのような手法をとるようにしているのか注目して観察しメモをとるようにしている（２年生）
・子どもとの接し方について困ったとき、色々な方法を試したり、指導教諭にアドバイスをもらったりして対応する。（３年生）

学年の学年別ラベルには、14の文章記述から17の形容詞句

17％、類型②が69％となり、類型①が減少し類型②が増加

ラベルが抽出された。
抽出された主な形容詞句ラベルは「上

する傾向がある。

手」,「親身」,「さりげない」などである。第３学年の学

このことから、第１学年の学生は、教育相談力の印象を

年別ラベルには、29の文章記述から31の形容詞句ラベルが

自分の経験と教育相談を行う時にあるべき姿の双方で捉え

抽出された。抽出された主な形容詞句ラベルは
「得意」,「出

る傾向があるが、第２学年、第３学年になると、教育相談

てきづらい」,「素直」などである。

をおこなう時にあるべき姿でより多く捉えるようになるこ

これらの各学年の文章記述に検討を加えると、これらの

とが分かる。

文章記述も本章(1)と同様の①～④の4類型に分類された。
そこで、①～④の４類型に分類された文章記述数を学年別
に数え上げ、学年別の文章記述数全体に対してどのような
割合を占めているかを算出し、
図に表したのが図２である。
図２より各学年とも、類型①の教育相談力に関する自分
の経験が書かれた文章と類型②の学生が教育相談を行う時
にあるべき姿が書かれた文章の２つの類型だけで全体の
78％以上を占めていることが分かる。しかし、第１学年と
第２及び３学年の傾向は異なっている。第１学年は、類型
①が50％、類型②が38％であり、双方の印象で教育相談力
の印象が捉えられる傾向がある。だが、第２学年では類型
①が21％、類型②が57％であり、第３学年では、類型①が

－ 27 －
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生の持つ教育相談の際の行動の特徴となり、学年別ラベル

（３）教育相談力の印象に対する全体的傾向
これまでに述べた第１～３学年の特徴から、教育相談に
は子どもとの信頼関係の構築が最も必要と捉えている。そ

の周辺に示された動詞句ラベルが各学年の持つ教育相談力
に対する行動の特徴となる。

のことは教育フィールド研究において、教育相談の場面に

図３より次の２点を読み取ることができる。

おける現職教師の子どもへの接し方や授業内外での教師の

第一に、図３には251の動詞句ラベルが示されている。

子どもへの言葉がけ、さらに子どもに接する時の真剣な態

そのうち、第１学年だけが書き出した動詞詞ラベルが示さ

度から学んでいる。加えて、日常の授業実践における丁重

れた第１学年の学年別ラベルには38の動詞句が書き出され

な指導などを観察する実体験を通しての学びもある。これ

ていることが分かる。同様に、第２学年の学年別ラベルに

らを通して教育相談のあるべき姿を学生自身が描こうとし

は51の動詞句、第３学年の学年別ラベルには83の動詞句が

ているとともに、教えることの難しさを教育相談力の印象

書き出されている。すなわち、全251の動詞句ラベルのう

としているといえる。しかし、第２, ３学年と学年が上が

ち、69％に相当する172の動詞句ラベルが各学年の学年ラ

るにつれて、教育相談に関する自分の経験と教育相談を行

ベルに集中している。

う時にあるべき姿の双方で捉える傾向から、教育相談をお

第二に、複数の学年の学生が書き出した動詞句ラベルは

こなう時に自らのあるべき姿でより多く捉えるように印象

全体の31％に相当する79である。これら79の動詞句ラベル

が深まっている。

が各学年ラベルの形作る三角形の中ほどに分布している。

すなわち、第１学年は、自分の見た子どもから発想し、
その子どもに対する対応方法を念頭において、そこから教

（１）全学年に共通する行動

育相談を考えようとするために、どうしても経験的な思考

３つの学年別ラベルが形作る三角形の中ほどに示された

になる。経験的な思考は徐々に下がっていくが、普遍的な

動詞句ラベルが抽出された文章記述に分析を加え、全学年

あるべき教育相談を考えていくこととの表裏の関係にな

共通の特徴に検討を加える。

る。一方いったん普遍的なあるべき姿を考えることが、ど

図３より、３つの学年別ラベルが形作る三角形の中ほど

の子どもにも目配せできる汎用的な教育相談力に発展して

に示された動詞句ラベルは「とる」,「変化」,「アドバイ

いくと言える。

ス」,「理解」,「対処」,「築く」,「褒める」,「接する」,
「傾ける」,「持つ」,「気づく」などである。これら11の
動詞句ラベルのうち、対応する名詞句が比較的多く書き出

２．教育相談の際の学生の行動
図３には、教育相談の際の学生の行動を表す対応分析図

されている動詞句ラベルは「理解」,「とる」,「持つ」,「接
する」,「気づく」であった。これら５つの動詞句ラベル

が示されている。

が抽出された文章に筆者らが検討を加えると、次の①～⑤
の５類型に分類できた。
①子ども理解をしようと考えている文章。②子どもとの
コミュニケーションをとろうと考えている文章。③子ども
の持つ悩みや声をよく聞こうと考えている文章。④子ども
と分け隔てなく接しようと考えている文章。⑤子どものこ
とで気づいたことをメモに取ろうと考えている文章。
表５には、文章記述例が示されている。
表５より類型①の文章は、対象の子どもを理解した上で
教育相談を行おうと考えている記述といえる。類型②の文
章は、対象の子どもとのコミュニケーションを取った上で
教育相談を行おうと考えている記述といえる。類型③の文
章は、子どもの持つ悩みや声をよく聞いた上で教育相談を
行おうと考えている記述といえる。類型④の文章は、子ど
もと分け隔てなく接した上で教育相談を行おうと考えてい
る記述といえる。類型⑤の文章は、子どものことで気がつ
図３

いたことをメモに取った上で教育相談を行おうと考えてい

教育相談の際の学生の行動を表す対応分析図

る記述といえる。
図３には、教育相談の際に学生が何をしたいのかについ

これらの、①子ども理解、②子どもとのコミュニケーショ

て、行動を表す動詞句のラベル（以下、
動詞句ラベルと略）

ン、③子どもの持つ悩みや声を良く聞く、④子どもと分け

がつけられた点と学年別のラベル（以下、学年別ラベル）

隔てなく接する、⑤子どものことで気づいたこと、のいず

がつけられた点が示されている。３つの学年別ラベルが形

れもが教育相談の構成要素でもある。これらは、どこから

作る三角形の中ほどに示される動詞句ラベルが釧路校の学

学生の認識が発達するかはそれぞれ異なるが、徐々に統一

－ 28 －

学生の教育相談認識の拡大と教育相談力の向上
表５

各学年ラベルが形作る三角形の中ほどに書き出された文章記述例
文章記述

類型①

子ども理解をしようと考えている文章

・児童が持っているささいな悩みにも耳を傾けて一緒に考えてあげられる子どもの心、心理状態を理解できる教師になりたい。(１年生 )
・教室の周りを歩き回る多動な子や、他の子と比べて考えることが遅い子など、怒った口調で注意しては逆効果である。その子たちをしっかり理解した上で、
その子にあったニーズで対応する。(２年生 )
・話を聞くことで、その人がどんなことを考えたり感じていることを理解しようとする。(３年生 )
・一人一人の特徴として発達や障害をとらえ、その子を理解し、成長させることが出来るよう支援していく。(２年生 )
類型②

子どもとのコミュニケーションをとろうと考えている文章

・教員という立場だけでなく様々な方向から考えてコミュニケーションをとっていく (１年生 )。
・悩み事については、まず普段からの信頼関係がないと児童生徒も心を開いてくれないと思うので、一緒に遊んだり、普段からコミュニケーションをとる
ように心がけることで悩みを打ち明けやすい関係をつくる。(２年生 )
・自分に近寄ってくる子だけでなく、そうでない子ともしっかりコミュニケーションをとる。自分に近寄ってくる子だけと話していて、フィールド研究が
終わる頃になってから、「この子とあまり話をしたことないな」と思う子が数人いたため。(３年生 )
類型③

子どもの持つ悩みや声をよく聞こうと考えている文章

・児童が持っているささいな悩みにも耳を傾けて一緒に考えてあげられる子どもの心、心理状態を理解できる教師になりたい。(１年生 )
・児童の声に耳を傾けることで、児童に安心感を持たせることが出来る。(２年生 )
類型④

子どもと分け隔てなく接しようと考えている文章

・フィールドで誰とでも同じように話してると思っていたけど自分の中で生徒の中では誰が好きというのを付けていたので、みんな同じように接したいと
思った。(１年生 )
・同じ人間同士なので「合う」「合わない」は確実にあるが、自分が児童だったときに、ひいきする先生は嫌いだったので分け隔てなく接するようにしたし、
また出来ると思う。(２年生 )
・フィールド研究の際、自分によってきてくれた子どもと接するのが多く偏りがあったことを反省しています。(３年生 )
類型⑤

子どものことで気づいたことをメモに取ろうと考えている文章。

・常にペンとメモ帳を持ち歩き、特に授業中は気づいたことはすぐに書きとめた。そのメモ帳をフィールドのメールを作る際に見直すことで、今回自分は
どのようなことに気づいたか、どんな行動をしたかがすぐに分かった。(１年生 )
・教師がどのようなことを大切にし、そのときに応じてどのような手法をとるようにしているのか注目して観察しメモをとるようにしている。(２年生 )
・日常生活のあらゆる場面において、気付いたことや、気になることをメモすることで、児童生徒の異変に気付くことができる。(３年生 )

る。

されていくものであると言える。
（２）各学年別の行動
各学年別ラベル上に示された動詞句ラベルが抽出された
文章記述に分析を加え、各学年の持つ固有の特徴に検討を
加える。
第１学年の学年別ラベルには、28の文章記述から38の動
詞句ラベルが抽出された。抽出された主な動詞句ラベルは
「調べる」,「気をつける」,「振り返る」などである。第
２学年の学年別ラベルには、35の文章記述から51の動詞句
ラベルが抽出された。抽出された主な動詞句ラベルは「ふ

図４

学年別ラベルに書き出された文章記述の類型別割合

れあう」,「つくる」,「打ちとける」などである。第３学
年の学年別ラベルには、58の文章記述から83の動詞句ラベ

図４より、第１学年段階では、３学年に共通する文章記

ルが抽出された。抽出された主な動詞句ラベルは「受けと

述である類型①、教育フィールド研究における自らの実体

める」,「読みとる」,「励ます」などである。

験が書かれた文章記述である類型②、及び特別支援に関連

各学年から書き出された文章記述に検討を加えると、次
の①～⑤の５つの類型に分類された。

する文章記述である類型③に分類される３つの類型の文章
記述のみが書き出されていることが分かる。しかし第２学

①表５に分類される文章。②教育フィールド研究での経

年になると、第１学年同様の傾向を示す類型①～③に分類

験が書かれた文章。③特別支援に関連する文章。④自らの

される文章記述も依然書き出される傾向(46％ )は残され

これからの課題が書かれた文章。⑤子どもに対する具体的

るが、教育相談に関する自らのこれからの課題が書かれた

な行動が書かれた文章。

文章である類型④が17％、教育相談の際に子どもに対する

そこで、①～⑤の５類型に分類された文章記述数を学年

具体的な行動が書かれた文章記述である類型⑤が37％書き

別に数え上げ、学年別の文章記述数全体に対してどのよう

出され、これら２つの類型だけで全体の半数を超す54％

な割合を占めているかを算出し、図に表したのが図４であ

を占めることが分かる。第３学年では、類型④が29％、類
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型⑤が48％書き出され、これら２つの類型だけで、全体の

してくる。それだけ課題を抱える子どもへの対応や、教育

77％を占めることが分かる。

相談の複雑さを実感していることによる。

図４より明らかになった傾向をより詳細に検討するため
に、５つの類型に分類された文章記述に検討を加えた。表

（３）教育相談の際の学生の行動に対する全体的傾向

６には、各学年別ラベル上に示される動詞句が抽出された

これまでのことから、教育相談を行う上で、子ども理解

文章記述の類型とそれらに書き出された文章記述例が示さ

に基づく子どもとのコミュニケーションをとろうとしてい

れている。

る点が３つの学年に共通する捉えといえる。

表６より第１学年段階では、子ども理解を基本としなが

しかし、第１学年と第２, ３学年では、教育相談の際の

らも、特別な配慮を必要とする子どもに対する対応や自ら

行動に対する捉えが異なっている。第１学年では、特別な

の教育フィールド研究における実体験に基づいて教育相談

配慮を必要とする子どもに対する行動や自らの教育フィー

力に関して何がしたいのかと捉えている。第２学年になる

ルド研究における実体験を教育相談の際の行動の目安とし

と、特別な配慮を必要とする子どもに対してだけでなく、

ている。第２学年になると、教育相談はすべての子どもに

すべての子どもに対して教育相談を行いたいと捉えるよう

対して行うという捉えに認識が広まるとともに、教育相談

になり、
「意識する」,「行動を起こす」または「～し続け

の際に行う行動や課題が具体的に記述されるようになり、

る」などの学生自らの課題や行動が具体的な行為を表す動

認識が深まっている。さらに第３学年になると、それらの

詞で表されるようになる。第３学年になると、自らのこれ

記述が多岐にわたって記されるようになる。
このように、教育相談の対象は、特定の子どもと特異な

からの課題や子どもに対する行動が、さらに多くの場面に

現象を対象にした教育相談活動から、すべての子どもと多

おいて想定され、書き出される。
このように第３学年に向けて、自らのこれからの課題や

様な行動へ、対象が広がっている。それによって、逆に具

子どもに対する行動が急速に増えていくことは、具体的な

体的な行動を精緻にとらえていかなければ、一般論だけで

子どもの現象に直面しながら、それに対する対応が予定調

は対応できず、個々の状況に応じた対応が求められている

和的に進まなくなることの反映である。例えば、同じ不登

とも言える。一般理論とその複合的な組み合わせによる教

校の子どもに対しても、登校を促した方がいいのか、不登

育相談の実践方法をとらえていく過程でもある。

校を容認した方がいいのかは、子どもと状況によって変化
表６

各学年別ラベル上に示される動詞句が抽出された文章記述の類型とそれらに書き出された文章記述例
文章記述

類型①

表５に分類される文章記述

・できるだけ 1 日の中で全員と話が出来るように気を配り、一人でいる子がいないように配慮する。(１年生 )
・フィールドで、小学校に配属しているときは、メモ用紙を常に持ち歩き、授業観察をした記録をはじめ、学級の掲示物や子ども達の行動、事件などを細
かくメモするようにしている。(２年生 )
・たくさんの児童と関わり、一緒になって遊び楽しむことが児童とのコミュニケーションの第一歩だと思う。(３年生 )
類型②

教育フィールド研究での経験が書かれた文章

・障害のある子が他の友達の仲間にいれてもらえないとき、新しい遊びを提案し、みんなで遊ぶことができた。(１年生 )
・なかなか話しをかけても「うん」「いや」首を振るだけの子が多く困っている。(１年生 )
・１年生の子でみんなより学習が遅れてしまった子に声をかけて一緒に考えようとしたが、みんなより遅れてしまったことを気にしてしまい泣いてしまい
どうしていいのか困った。(２年生 )
類型③

特別支援に関連する文章

・自分の担当の学級に ADHD の子がいてその子の対処についてまず担任の先生から情報をもらい、またその情報を考慮しながらその子に積極的に「遊ぼう」
と声かけをしたりしている。(１年生 )
・まずは LD や ADHD などの理解をするために、本やインターネットで調べたり先生方に聞いたりする。その上でどのように接していけば良いのかを考え、
特別扱いではなく他の子と同じく一人の子どもとして見て行動する。(１年生 )
類型④

自らのこれからの課題が書かれた文章

・さりげない行動が心のサインというものもある。自分から子どもたちに目を配り、気軽に声を掛けてあげられる実践を意識する。（自分の目標の実践）(２
年生 )
・児童の小さな変化に気づき悩みや訴えを聞きそれの解決のため行動を起こす。(２年生 )
・児童に対する支援など、担任の先生を始め先生方の力を借りて、自己の成長につなげる。(３年生 )
・はじめから嫌々聞いていては、自分のなかには何も残らない。相手の話にきちんと耳を傾け、自分でなにかを感じ取るよう努力する。(３年生 )
類型⑤

子どもに対する具体的な行動が書かれた文章

・誰もが初対面で打ち解けられるとは限らないので、始めは上手くいかなくても明るく接し続ける。(２年生 )
・あまり近づいてこない子、一人でぼーっと座っている子を意識的に会話の中に取り込む。(３年生 )
・子どもそれぞれの性格や特徴をメモして、１人ひとりに応じた指導ができるように「指導ノート」を作成する。(３年生 )
・教師同士や保護者との相談会を設けお互いの悩みや考えを交流しあう。(３年生 )

－ 30 －

学生の教育相談認識の拡大と教育相談力の向上
ラベルに集中している。

３．教育相談に対する子どもの現象と学生の関心

第二に、複数の学年の学生が書き出した名詞句ラベルは

図５には、教育相談の際に生じた子どもの現象に対する

全体の21％に相当する48である。これら48の名詞句ラベル

学生の関心に関する対応分析図が示されている。

が各学年ラベルの形作る三角形の中ほどに分布している。
（１）全学年に共通する子どもの現象に対する学生の関心
３つの学年別ラベルが形作る三角形の中ほどに示された
名詞句ラベルが抽出された文章記述に分析を加え、全学年
共通の特徴に検討を加える。
図５より、３つの学年別ラベルが形作る三角形の中ほど
に示された名詞句ラベルは「子ども」,「声」,「一人」,「耳」,
「態度」,「積極的」,「話」,「行動」,「様子」,「何」,
「コミュニケーション」などである。これらの11の名詞句
ラベルのうち、対応する動詞句が多く書き出されている名
詞句ラベルは「子ども」,「話」,「声」,「コミュニケーショ
ン」であった。これら４つの名詞句ラベルが抽出された文
章を筆者らが検討を加えると、教育相談を行うと目の前に
いる子どもとコミュニケーションが生じたと捉えていると
いえる。表７には、代表的な文章記述例が示されている。
各学年の学生から見た共通の心理状況は、生徒のつぶや
図５

き・声かけ・聞いてあげる・一人でいる割合が多い児童・

教育相談の際に生じた子どもの現象に対する学生の

普段からの信頼関係、などが多く、これらはかすかな声の

関心に関する対応分析図

動きであるが、カウンセリングマインドの心構えをよく表
図５には、学生が教育相談を行った際に子どもに生じた

していると言える。

現象と、それに対する学生の関心について知見を得るため
に、子どもの現象に対する学生の関心の対象を表す名詞句

（２）子どもの現象に対する各学年別の学生の関心

のラベルがつけられた点と各学年のラベルがつけられた点

各学年別ラベル上に示された名詞句ラベルが抽出された

が示されている。すなわち、各学年が示されたラベルの

文章記述に分析を加え、各学年の持つ固有の特徴に検討を

周辺に示される名詞句ラベルがその学年の持つ教育相談を

加える。
第１学年の学年別ラベルには、34の文章記述から50の名

行った際に子どもに生じた現象と、それに対する学生の関

詞句ラベルが抽出された。抽出された主な名詞句ラベルは

心の特徴となっている。
図５より次の３点を読み取ることができる。

「障害児」,「メモ帳」,「コミュニケーション能力」など

第一に、図５には230の名詞句ラベルが示されている。

である。第2学年の学年別ラベルには、33の文章記述から

そのうち、第１学年だけが書き出した名詞句ラベルが示さ

52の名詞句ラベルが抽出された。抽出された主な名詞句ラ

れた第１学年の学年別ラベルには50の名詞句が書き出され

ベルは「周り」,「励まし」,「話し方」などである。第３

ていることが分かる。同様に、第２学年の学年別ラベルに

学年の学年別ラベルには、52の文章記述から80の名詞句ラ

は52の名詞句、第３学年の学年別ラベルには80の名詞詞句

ベルが抽出された。抽出された主な名詞句ラベルは「言葉

が書き出されている。すなわち、全230の名詞句ラベルの

かけ」,「場面」,「姿勢」などである。

うち、79％に相当する182の名詞句ラベルが各学年の学年
表７

各学年から書き出された文章記述に検討を加えると、次

各学年ラベルが形作る三角形の中ほどに書き出された文章記述例
文章記述

・生徒のつぶやきに反応したり一人でいる生徒に声をかけるようにしている。(１年生 )
・人見知りの子などもいると思うので、少しずつ積極的に自分から声かけをしていく。(２年生 )
・教室の隅で、寂しそうにしている児童がいたら声をかける。(３年生 )
・児童生徒は休むまもなく次々に話しかけてきたが、どんなに遅くなっても最後の一人まで話を聞いてあげた。(１年生 )
・休み時間などで一人でいる割合が多い児童に話しかけて、話を聞いたり遊んだりする。(３年生 )
・普段の会話から児童の様子を感じ取る。児童の目線に立ってコミュニケーションをとるようにする。(１年生 )
・悩み事については、まず普段からの信頼関係がないと児童生徒も心を開いてくれないと思うので、一緒に遊んだり、普段からコミュニケーションをとる
ように心がけることで悩みを打ち明けやすい関係をつくる。(２年生 )
・子ども同士の会話だからといって聞き流すのではなく、助言まで行かなくてもその輪の中に入ってコミュニケーションをとろうとする。(３年生 )
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栢

野

彰

秀

他

が、教育相談に関する自らのこれからの課題が書かれた文

の①～⑤の5つの類型に分類された。
①特別支援に関連する文章。②表７に分類される文章。

章である類型④が33％、教育相談の際に何が起こったかが

③教育フィールド研究での経験が書かれた文章。④自らの

具体的な行動で書かれた文章記述である類型⑤が33％書き

これからの課題が書かれた文章。⑤子どもに対する具体的

出され、これら２つの類型だけで全体の半数を超す66％が

な行動が書かれた文章。

占められることが分かる。第3学年では、類型④が38％、

そこで、これら５つの類型に分類された文章記述数を学
年別に数え上げ、学年別の文章記述数全体に対してどのよ

類型⑤が40％書き出され、これら２つの類型だけで、全体
の78％を占めることが分かる。
図６より明らかになった傾向をより詳細に検討するため

うな割合を占めているかを算出し、図に表したのが図６で

に、５つの類型に分類された文章記述に検討を加えた。表

ある。

８には、各学年別ラベル上に示される名詞句が抽出された
文章記述の類型とそれらに書き出された文章記述例が示さ
れている。
表８より、第１学年段階では、子ども理解を基本としな
がらも、特別な配慮を必要とする子どもに対する対応や自
らの教育フィールド研究における実体験が教育相談の結果
生じたと捉えている。第２学年になると、教育相談は特別
な配慮を必要とする子どもだけでなく、すべての子どもに
対して行うものであると捉えるようになり、教育相談の結
図６

果生じた、子どもに対する具体的な指導と自らのこれから

学年別ラベルに書き出された文章記述の類型別割合

の課題が生じたと捉えている。第３学年になると、自らの
図６より、第１学年段階では、特別支援に関連する文章
記述である類型①が18％、３学年に共通する文章記述であ

これからの課題や子どもに対する行動が、さらに多くの場
面において想定され、書き出される。

る表７に分類される文章次述である類型②が12％、教育

学生は第１学年から第２学年までは、教育相談の対象を

フィールド研究における自らの実体験が書かれた文章記述

拡大しながら、その方法の多様性を考え、最終的には、個々

である類型③が41％の割合を示し、これら３つの類型だけ

の子どもへの対応方法において、多様性をとらえるように

で全体の71％が占められていた。しかし第２学年になる

なっている。いかなる教育相談の理念も、具体的には相手

と、第１学年同様の傾向を示す類型②及び類型③に分類さ

に応じて常に変化するために、最終的には具体的な方法を

れる文章記述も依然書き出される傾向（33％）は残される

とらえることしか、教育相談業務をとらえることはできな

表８

各学年別ラベル上に示される名詞句が抽出された文章記述の類型とそれらに書き出された文章記述例
文章記述

類型①

表４に分類される文章記述

・学年の壁を越えて今は遊ぶことが出来ている。(１年生 )
・中休みや昼休みに児童みんなと教室で話たり、体育館で体を動かして遊んでいる。(２年生 )
類型②

教育フィールド研究での経験が書かれた文章

・なかなか話しをかけても「うん」「いや」首を振るだけの子が多く困っている。(１年生 )
・先生に頼まれて、少し授業が理解できていない子の隣に寄り添って、一緒に授業を受けた。(２年生 )
類型③

特別支援に関連する文章

・記録やドキュメンタリーを見たり、施設を訪問したりして障害児の存在を知り考え、皆で話し合い、コミュニケーション能力を高める。(１年生 )
・フィールドの小学校で障害を持った子たちの学級を担当した。やはり障害を持った子どもたちと交流は大変であり難しい。自分が無知なことに気づきま
した。特支の勉強は大切だと思った。(１年生 )
類型④

自らのこれからの課題が書かれた文章

・根気強く、そして今のうちにたくさん知識をつけて現場で発揮したい。(１年生 )
・誰もが初対面で打ち解けられるとは限らないので、始めは上手くいかなくても明るく接し続ける。(２年生 )
・子どもの良いところを見つける努力を常に行い、ほめることや、児童のやる気を起こさせる言葉がけにつとめる。(３年生 )
・どんな時も学び続ける姿勢を忘れずに、他の人の話を受け止める。(３年生 )
類型⑤

子どもに対する具体的な行動が書かれた文章

・何か悩んでいそうな雰囲気や、向こうから話しかけてきたら、きちんと最後まで聞く。話を途中で終わらせない。(２年生 )
・放課後にいつでも相談にこれる曜日をもうける。(２年生 )
・常に子どもの発言に耳を傾けることで、何気ない発言の中にあったかもしれない児童が聞いて欲しいと思われる発言を聞いてあげる。(３年生 )
・困ったこと、
悲しいこと、辛いことは聞いてあげる。できるだけ肯定的に受け入れられることで少しスッキリするのは大人も子どもも一緒だと思うので (３
年生 )。
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学生の教育相談認識の拡大と教育相談力の向上
に、どの子どももその子どもなりの不安と課題を抱えてい

いからである。

るが、教育相談の対象が拡大されることによって、個々の
（３）教育相談力に対する子どもの現象と学生の関心に関

子どもに合わせた対応方法が広がっていく。そしてこの対

する全体的傾向

象の広がりが、個々の子どもに対しても、対応は一つでは

これまでに述べた第１～３学年の特徴から、釧路校の学

なく、多種多様な対応方法があることに気がついていく。

生は教育相談を行うと、目の前にいる子どもに話しかけた

教育相談力は、元々カウンセリング理論から入るため

り、声をかけたりして子どもとの会話を通したコミュニ

に、来談者中心で課題を抱える子ども達への対応から始ま

ケーションが生じたと捉えている。ただし、第１学年段階

る傾向が強い。そのことは、ある意味では、心理療法的な

では、子ども理解を基本としながらも、特別な配慮を必要

対応方法に限定されてしまいがちになる。しかし、釧路校

とする子どもに対する対応や教育フィールド研究における

の学生は、第１学年から第２学年に、対象をいったん広げ

自らの実体験が学生の教育相談に関する関心の中心部分と

ることによって、教室の中での子どもの多様性に応じた対

なっている。第２学年になると、教育相談は全ての子ども

応方法を広げることで、どの子どもにも教育相談力の対応

に対して行われるものであると捉えられるようになってい

方法を広げることができている。そのことが、同じ子ども

る。また、教育相談の際に子どもに対する具体的な指導と

に対しても、多様な対応方法があり、教育相談力も、対応

自らが捉える自身の課題に学生の関心が移り、教育相談に

方法の一つに過ぎないことも気がついていくと言えよう。

関する関心が具体的に書き表され、認識が深まっていく。

本稿においては、教師に必要と考えられる7つの能力の

第３学年になると、自らのこれからの課題や子どもに対す

うち、
「教育相談力」に対する学生の捉えの特徴を明らか

る行動が、さらに多くの場面において想定され、書き出さ

にした。筆者らの前報では、「学習指導力」及び「生徒指

れるなど、教育相談に関する認識が広まっていく。

導力」,「教育相談力」について明らかにしている。今後
残る３つの能力に対する学生の捉えの特徴を明らかにして
いきたい。

Ⅳ．おわりに
「教職チェックリスト」を構成する教師として必要と考
えられる能力のうち「教育相談力」に関して学生が書き出

註

した文章に質的・量的併合分析を加えた。その結果、釧路

１）栢野彰秀,玉井康之,赤田裕喜彦,西出勉,近江道郎,倉

校の学生は、子どもに話しかけたり、子どもの話を聞いた

賀野志郎,山瀬一史,村上知子,小林宏明:「
「学習指導

りする言語活動を通して築く信頼関係を共通部分としなが

力」に関する学生意識の質的検討－釧路校「教育フィー

ら、教育フィールド研究の場面において教育相談を行って

ルド研究」の実践を通じた学生の認識の発展－」,『北

いる。そして教師の姿を観察しながら学年が上がるにつれ

海道教育大学紀要(教育科学編)』,Vol.61,No.2,pp.9-

て、次のように「教育相談力」に対する認識が変化するこ

22,2011.
２）栢野彰秀,玉井康之,赤田裕喜彦,西出勉,近江道郎,倉

とが明らかになった。
第１学年段階では、教育相談は特別な配慮を必要とする

賀野志郎,山瀬一史,村上知子,小林宏明:「釧路校学部

子どもに対して行う行為やそれに関連する印象、関心で捉

学生から見た「教職チェックリスト」の特徴－クラス

える傾向がある。第２，３学年段階では、教育相談は全て

ター分析による「学習指導力」の学年別認識－」,『北

の子どもに対する行為やそれに関連する印象、行為で捉え

海道教育大学紀要(教育科学編)』,Vol.61,No.2,pp.2331,2011.

るようになる。さらに、これまでの自らの経験を基にした
学生の視点からの教育相談への捉えから、将来教壇に立っ

３）栢野彰秀,玉井康之,赤田裕喜彦,西出勉,近江道郎,倉

た時を見据えた教師としての教育相談を行う時の行為やそ

賀野志郎,山瀬一史,村上知子,小林宏明:「学生の生

れに関連する印象、関心で捉えられるようになる。

徒指導認識の拡大と生徒指導力の向上－直接指導か

これらのことから釧路校の学生は、子ども理解に基づく

ら日常的な接触活動への概念の拡大に関する質的・

信頼関係が教育相談力に対する捉えの中心部分となってい

量的併合分析－」,『北海道教育大学紀要(教育科学
編)』,Vol.62,No.1,2011.（印刷中）

ることが分かる。これを土台として、特別な配慮を必要と
する子ども対する教育相談と考える第１学年段階から、第

４）
「教職チェックリスト」に関する詳細は筆者らの前報
２）を参照されたい。

２，３学年段階になると、全ての子どもに対する教育相談
と捉えられるようになり、認識が広まり、かつ学生の視点

５）クラスター分析の分析手順や出力された樹形図の解釈
の詳細などは、筆者らの前報２）を参照されたい。

から見た教育相談のあり方から教師の視点から見た教育相

６）多次元尺度分析の分析手順や出力された散布図の解釈

談のあり方が考えられるように、認識が深まる。
すなわち、教育相談の対象が、第１学年は、目に見える
形で課題を抱えている子どもに最初に目が行くが、第２学
年になるにしたがって、それ以外の子どもに対象が広がっ
ている。教育相談活動は、それ自体が個別的であるため
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の詳細などは、筆者らの前報１）を参照されたい。

