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学校不適応の原因になると言われている孤独感を、ソーシャルスキルによって軽減することを目的と

し、ソーシャルスキル教育における一斉指導と効果的な個別支援の在り方について実践研究を行った。

そして、ソーシャルスキル教育の手法と個別支援を実践することにより、児童の孤独感を軽減すること

ができた。ソーシャルスキル教育における一斉指導では、授業、スキルの練習、チャレンジ期間という

流れに沿って行うことで、児童がスキルを知り、試し、日常生活で意識的に使えるようになった。また、

個別支援のポイントを意識しながら、フィードバックと強化を繰り返し行う効果が確認できた。
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１ はじめに

著者が学級の中で気になる児童は、休み時間に一人でポツンといる児童、友達とのかかわりの中で

傷付きやすい児童であった。それらの児童はそれぞれタイプが違っても、共通して、学級の中で孤立

しやすい傾向にあり、他の児童に比べ、より孤独感が高いように思われた。

孤独感は不登校、非行、暴力などの学校不適応や少年犯罪を引き起こす原因にもなると言われてい

ることから、孤独感を軽減する取組が必要であると考える(1)。

これまで、気になる児童に対して、休み時間に声をかける、トラブルにすぐに対応するなど工夫し

て指導してきたが、十分な成果は得られなかった。また、Q-U(たのしい学校生活をおくるためのアン

ケート)から、表面上は友達とうまく人間関係を結べているように見える児童であっても、安心したり

満足したりしていないということが見えてきた。先行研究によると、金山他(2002)は「ソーシャルス

キルが不足していると、望ましい仲間関係を築くことができないので、孤独感を経験しやすい」と述

べている(2)。

このことから、孤独感の高い児童に対し、安心し、満足できる人間関係をつくり、維持していくこ

とができるようなソーシャルスキルを身に付けさせたいと考えた。そのようなソーシャルスキルが身

に付けば、児童の孤独感を軽減することができると考えたからである。

そこで、特別活動に相川(1999)が提唱するソーシャルスキル教育を取り入れ、学級への一斉指導を

行うと共に、孤独感の高い児童に焦点を当てた個別支援を並行して行い、その孤独感の変容を検証す

ることとした。

なお、本研究では、孤独感を、「ソーシャルスキル不足が原因で、人間関係が希薄になり、一人ぼっ

ちになっていることを苦痛に感じている状態である」ととらえ、研究を進めることとする。

２ 研究目的

児童が孤独感を軽減するために、安心し、満足できる人間関係をつくり、維持することができるソ

ーシャルスキルを身に付けさせるために、ソーシャルスキル教育における一斉指導と効果的な個別支

援の在り方について研究する。

３ 研究内容と方法

(1) ソーシャルスキル教育について

① 先行研究より

金山他(2002)により、ソーシャルスキル教育が児童の孤独感の軽減に効果があることは検証さ

れている(2)。更に、金山他(2004)は、ソーシャルスキル教育の実施にあたり、その対象や実施上

の検討事項についても、具体に検証している。その中で、集団ソーシャルスキルトレーニング(以

下 SST)研究で見いだされた効果は、学級全体の傾向を示したものであること。具体には、社会的



スキルが不足しているために既に社会的不適応にある状態やその兆候を示している子どもに対す

る効果の検討の必要性が示唆されている。そして、今後の課題として、集団 SST と個別 SST を組

み合わせることでの効果を検証することの必要性を述べている(3)。そこで、本研究において、ソ

ーシャルスキル教育を一斉指導で行う中で、孤独感の高い児童に対しては個別支援を行うことと

し、その効果について検証することにした。

② ソーシャルスキル教育とは

ソーシャルスキルとは、「良好な人間関係をつくり保つための知識と具体的な技術やコツ」のこ

とである。ソーシャルスキル教育とは、学校や学級でソーシャルスキルを学ぶことである(4)。

③ ソーシャルスキル教育の進め方

表１ ソーシャルスキル教育の進め方

進め方 内容

ステップ１：言語的教示

ステップ２：モデリング

ステップ３：行動リハーサル

ステップ４：フィードバックと強化

ステップ５：自然場面での指導

○学習するソーシャルスキルのねらいを確認する。

○ソーシャルスキルを使ったモデルを教師や児童が見せる。

○ロールプレイを用いて児童にソーシャルスキルを実行させる。

○フィードバックとは、児童が実行したスキルのでき栄えについて、情報を与えること。強化

とは、うまくできたスキルやスキル要素に対して、評価を与えること。

○教室などで学習した適切なソーシャルスキルを定着させるために、しばらくの間、自然場面

でも児童の行動を指導すること。

(2) 研究対象

小学校第５学年２学級 Ａ小学校５年生(37 名) Ｂ小学校５年生(41 名)

(3) 学級及び児童の実態把握

実態調査の方法は、Q-U、児童用ソーシャルスキル尺度、孤独感尺度を用いた。

事前・事後調査の比較は、ｔ検定を用いた。

(4) ターゲットスキルの選択

① ターゲットスキル選択の視点

ターゲットスキルとは、指導対象となるソーシャルスキルのことである。

金山他(2002)によると、孤独感を軽減する効果があるスキルとして「社会的働きかけスキル」

「葛藤解決スキル」「規律性スキル」がある(2)。そこで、この３つのスキルをターゲットスキルと

した。「社会的働きかけスキル」は、仲間へ積極的に働きかけるスキル。「葛藤解決スキル」は、

相手の感情を上手に聞き、それを理解するスキル。「規律性スキル」は、ルールを守るスキルであ

る。

② 検証授業及びスキルの練習活動計画

選択したターゲットスキルの獲得により、高い孤独感を持った児童が、安心を感じられる人間

関係をつくり、維持することができるようになることを目的として、次ページ表２のとおり、特

別活動１単位時間(45 分間)を使った検証授業と、休み時間(20 分間)を使ったスキルの練習を４回

ずつ計画し実施した。

③ 検証授業、スキルの練習を振り返って

ア 検証授業

ロールプレイや話し合う活動によって、ソーシャルスキルを意識化させ、記憶に定着させる

ことを目的とした。言語的教示を簡潔にし、ロールプレイの時間をできるだけ長く取るように

した。モデリングは、１回目は授業者が行った。しかし、児童の「分かりにくかった」という

感想があり、２回目は授業者や担任などが行い、３、４回目は児童が行った。その後、児童の

感想に「先生たちのようにやってみた」「はじめは分からなかったけど、友達がやってくれて分

かりやすかった」などとあり、モデリングがロールプレイに及ぼす影響が示された。また、ロ

ールプレイは、２人で行うと片方の児童が活動できない場合が生じることを想定し、３人以上

で行うようにした。



イ スキルの練習

学習したソーシャルスキルを活用したゲーム的な活動を通して、スキルを日常生活で実際に

使えるように練習することを目的とした。ここでは、短い時間でできる活動を選択すると共に、

ルールを説明する時間を短縮できるようにした。模造紙を使って黒板にルールを貼ったり、教

師がモデリングを見せたりした。しかし、児童の感想に「むずかしかった」とあり、短い時間

でルールを理解させるには更に工夫が必要であるとことが示唆された。また、１、２回目の活

動は他の回と比較すると「楽しかった」と答えている児童が多い。このことから、児童は体を

動かす活動に、より楽しさを感じていると考えられる。

表２ 検証授業及びスキルの練習活動計画
日時 授業時間 クラス 題材・ねらい ターゲットスキル

検
証
授
業

①
９月 14 日(金)
９月 20 日(木)

２時間目(学級活動)
４時間目(学級活動)

Ａ小
Ｂ小

「あったか言葉とちくちく言葉」
失敗を責めると逆効果になることに気付き、失敗
した人を励ます方法を知る。

社会的働きかけ
規律性

②
10 月９日(火)
10月 15日(月)

６時間目(学級活動)
３時間目(学級活動)

Ａ小
Ｂ小

「一枚うわてのさそい上手さそわれ上手」
遊びに誘う側や誘われる側の気持ちに気付き、誘

ったり誘われたりする方法を知る。

社会的働きかけ
規律性

③
10月 24日(水)
10月 29日(月)

２時間目(学級活動)
３時間目(学級活動)

Ａ小
Ｂ小

「すっきり解決話し合い」
友だちとの間にトラブルが起きた時に、すっきり

解決する話し合いの方法を知る。

葛藤解決
規律性スキル

④
11月 22日(木)

12 月４日(火)

２時間目(学級活動)

３時間目(学級活動)

Ａ小

Ｂ小

「ほめ上手 ほめられ上手」

友だちをほめたり、ほめられたりする方法を知る。

社会的働きかけ

規律性

ス
キ
ル
の
練
習

①
９月 19 日(火)
９月 21 日(金)

２時間目休み時間
２時間目休み時間

Ａ小
Ｂ小

「カムオン」
失敗した友だちを励ます練習をする。

社会的働きかけ
規律性

②
10月 10日(水)
10月 17日(水)

２時間目休み時間
２時間目休み時間

Ａ小
Ｂ小

「わたしの名前は何でしょう」
友だちに話しかける練習をする。

社会的働きかけ
規律性

③
10月 26日(金)
11 月 1 日(木)

２時間目休み時間
２時間目休み時間

Ａ小
Ｂ小

「ごめんねビンゴ」
友だちに謝る練習をする。

葛藤解決
規律性

④
11月 26日(月)
12 月５日(水)

２時間目休み時間
２時間目休み時間

Ａ小
Ｂ小

「ともだちは宝物」
ほめたり、ほめられたりする練習をする。

社会的働きかけ
規律性

③ チャレンジ期間

学習したスキルを日常生活の中で使うことを意識させるために、授業ごとに５日間のチャレン

ジ期間を設け、チャレンジカードを使用した。 チャレンジカードの表には、スキルが使えたかど

うかのチェック、スキルの使い方が上手な人、そしてチャレンジした感想を書かせるようにした。

裏には、学習したスキルを使う場合のコツを授業中に記入させ、いつでも見返すことができるよ

うにした。

(5) 個別支援の方法

児童の実態調査より、各対象学級から高い孤独感を持つ児童を３名ずつ選び、計６名の児童に個

別支援(表３)を行った。

表３ 個別支援の方法

≪個別支援に入る前≫ ≪個別支援開始≫

◎教師は児童を観察する。

・表情は？

・姿勢は？

・机の上は？

・周りの児童の様子は？

◎情報を元に、支援の方法を

考える。

ロールプレイができている場合

・隣へ行き、ほめるチャンスを伺う

・チャンスが来たら、すかさずほめる

「うまいね」

「声がはっきりしていて分かりやすいね」

「笑顔がいいね」

「動きがいいね」

「気持ちがこもっているね」など

◎ポイント

・笑顔

・アイコンタクト

・聞こえる声で

ロールプレイができていない場合

・理由を確認する

・理由を元に、どうすればロールプレイができるか考える

・教師が見ている前で、ロールプレイをさせる

・ロールプレイができていたらほめる

・ロールプレイを続けてやれそうか、確認する

・続けてやるよう促す

ロールプレイができなかった場合

・ロールプレイができなくともよいことを伝える

「今日は友達のロールプレイを見ましょう。見るのも勉

強になります」「途中でやれそうと思ったら、やって

みましょう」

●他の児童へ途中でやれそうかどうか声を掛けるよう指示

をしておく



表５ 児童用ソーシャルスキル尺度事前・事後比較

４ 結果

(1) 学級の変化

① Q-U(学級満足度尺度)から見える学級の変化

事前調査(図１、図３)では、どちらの学級共、「学級生活満足群」、「侵害行為認知群」、「非承認

群」、「学級生活不満足群」、「要支援群」に児童が混在していた。

事後調査では、Ａ小(図２)

児童がいなくなり、学級に満足している児童が増えた。Ｂ小

得点は事前と事後を比較して差は無かったが、個々の児童の得点に変化が見られた。

有意差の判定(ｔ検定)は、有意水準５％

示した。得点は、一人当たりの平均値を表している

Q-U を項目別に見ると(表４

ことがありますか」「クラスの中に、あなたの気持ちを分かってくれる人がいますか」「あなたの

クラスには、いろいろな活動に取り組もうとする人がいると思いますか」の得点が有意に増加し

ている。

れず、有意な変化は見られなかった。しかし、Ａ小

点が増加している。更に項目別に見ると

る」「勉強で分からないことがあったら先生に聞く」の得点が有意に増加している。

図１ Ａ小 Q-U 事前 図２ Ａ小

あなたが失敗した時に、クラスの人が励ましてくれることがありますか

クラスの中に、あなたの気持ちを分かってくれる人がいると思いますか

あなたのクラスには、いろいろな活動に取り組もうとする人がいると思いますか

質問項目

仲間強化(40点満点)

先生との関係(12点満点)

葛藤解決(16点満点)

規律性(24点満点)

主張性(12点満点)

社会的働きかけ(12点満点)

児童用ソーシャルスキル尺度合計(116点満点)

自分が何か困っている時に、先生にそうだんする

勉強で分からないことがあったら先生に聞く

Ａ、Ｂ小事前・事後比較

質問項目

児童用ソーシャルスキル尺度事前・事後比較

から見える学級の変化

では、どちらの学級共、「学級生活満足群」、「侵害行為認知群」、「非承認

群」、「学級生活不満足群」、「要支援群」に児童が混在していた。

)は、承認得点が増加し、被侵害得点が減少した結果

児童がいなくなり、学級に満足している児童が増えた。Ｂ小(図４)は、全体の承認得点、被侵害

得点は事前と事後を比較して差は無かったが、個々の児童の得点に変化が見られた。

は、有意水準５％(両側)で行った。なお、有意差のある項目は「＊」で

示した。得点は、一人当たりの平均値を表している(以下同様)。

表４)、Ａ小は「あなたが失敗した時に、クラスの人が励ましてくれる

ことがありますか」「クラスの中に、あなたの気持ちを分かってくれる人がいますか」「あなたの

クラスには、いろいろな活動に取り組もうとする人がいると思いますか」の得点が有意に増加し

れず、有意な変化は見られなかった。しかし、Ａ小(表５)は「先生との関係」において有意に得

点が増加している。更に項目別に見ると(表５)、「自分が何か困っている時に、先生にそうだんす

る」「勉強で分からないことがあったら先生に聞く」の得点が有意に増加している。

Ａ小 Q-U 事後 図３ Ｂ小 Q-U 事前

表４ Q-U 事前・事後比較

事前 事後 有意差

あなたが失敗した時に、クラスの人が励ましてくれることがありますか 3.3 3.6 ＊

クラスの中に、あなたの気持ちを分かってくれる人がいると思いますか 2.8 3.3 ＊

あなたのクラスには、いろいろな活動に取り組もうとする人がいると思いますか 3 3.5 ＊

Ａ小Ａ、Ｂ小事前・事後比較

事前 事後 有意差 事前 事後 有意差

31.1 31.6 29.5 29.1

6.6 7.5 ＊ 7.3 7.4

10.7 10.2 10.7 10.7

19.1 19.1 18.1 17.1

7.8 8.1 7.2 7.3

9.5 9.8 8.7 8.7

児童用ソーシャルスキル尺度合計(116点満点) 84.8 86.2 81.6 80.3

自分が何か困っている時に、先生にそうだんする 1.8 2.2 ＊ 2.3 2.4

勉強で分からないことがあったら先生に聞く 2.4 2.9 ＊ 2.5 2.6

Ａ小 Ｂ小Ａ、Ｂ小事前・事後比較

では、どちらの学級共、「学級生活満足群」、「侵害行為認知群」、「非承認

た結果、「要支援群」の

は、全体の承認得点、被侵害

得点は事前と事後を比較して差は無かったが、個々の児童の得点に変化が見られた。

で行った。なお、有意差のある項目は「＊」で

、Ａ小は「あなたが失敗した時に、クラスの人が励ましてくれる

ことがありますか」「クラスの中に、あなたの気持ちを分かってくれる人がいますか」「あなたの

クラスには、いろいろな活動に取り組もうとする人がいると思いますか」の得点が有意に増加し

児童用ソーシャル

スキル尺度の事前調

査(表５)では、ター

ゲットスキルのＡ小

とＢ小の結果に大き

な差は見られなかっ

た。そして、事後調

査(表５)でも、両校

ともターゲットスキ

ルの得点に事前調査

とほとんど差が見ら

は「先生との関係」において有意に得

、「自分が何か困っている時に、先生にそうだんす

る」「勉強で分からないことがあったら先生に聞く」の得点が有意に増加している。

図４ Ｂ小 Q-U 事後

有意差 事前 事後 有意差

2.8 2.9

2.8 2.8

3 2.8

Ｂ小



孤独感尺度の結果(図５)は、どちらの学級共、孤独感の得点が減少している。Ａ小は孤独感が

有意に減少している。項目別に見ると

(逆転項目)」「小学校ではお友達がいなくてさびしいですか」「お友達はあなたのことをすきだと

思いますか(逆転項目)」の得点が有意に減少している。

③ 児童の感想から見られる変化

(2) 個別支援を行った児童の変化

① アンケート(Q－U、児童用ソーシャルスキル尺度、孤独感尺度

Ａ小は、どの児童も児童用ソーシャルスキル尺度

が減少している。

≪Ａ児≫Q-U(図６)では、承認得点が増加し、「学級生活満足群」の方へ上向きに動いている。

児童用ソーシャルスキル尺度

≪Ｂ児≫Q-U(図６)では、被侵害得点が上昇し、左へ移動している。

≪Ｃ児≫Q-U(図６)では、承認得点が増加し、被侵害得点が減少し

斜め右上方向に大きく移動している。また、児童用ソーシャルスキル尺度

間強化」の得点が有意に増加している。そして、孤独感

図５ 孤独感尺度事前・事後比較

仲間強化(40点満点)

先生との関係(12点満点)

葛藤解決(16点満点)

規律性(24点満点)

主張性(12点満点)

社会的働きかけ(12点満点)

合計(116点満点)

質問項目

事前

合計(33点満点) 23

Ａ小事前・事後比較

質問項目

図６Ａ小 Q-U 事前・事後比較

検証授業
・この授業を受けてコツが分かった。役に立ちそう。

・自分の気持ちを友達や先生に言えるようになった。

スキルの練習
・少しでも上手に友達に話かけることができた。

・「ごめんね」の言い方が分かった。

チャレンジ期間
・チャレンジカードがあったから、自分からさそうこ

とができた。

・友達と仲良くなれそうな気がした。

表９

表７ 児童の感想

事前 事後 有意差

２．学校で新しいお友達とすぐに仲

よくなれますか(逆転項目)
1.5 1.2

９．小学校ではお友達がいなくてさ

びしいですか
1.5 1.2

15．お友達は、あなたのことをすき

だと思いますか(逆転項目)
1.8 1.6

合計(33点満点) 15.2 13.9

Ａ小Ａ、Ｂ小事前・事後比較

質問項目

表８ Ａ小 児童ソーシャルスキル尺度事前・事後比較

は、どちらの学級共、孤独感の得点が減少している。Ａ小は孤独感が

有意に減少している。項目別に見ると(表６)、「学校で新しいお友だちとすぐに仲よくなれますか

」「小学校ではお友達がいなくてさびしいですか」「お友達はあなたのことをすきだと

」の得点が有意に減少している。

児童の感想から見られる変化

児童の感想(表７)

い」や「緊張する」といった内容が多くあ

った。しかし、回数を重ねるにつれ、徐々

にスキルを知識として理解したこと、スキ

ルを試したこと、そして、そのスキルを実

際に使って分かった効果などについて書く

児童が増えた。

個別支援を行った児童の変化

、児童用ソーシャルスキル尺度、孤独感尺度)から見える児童の変化

小は、どの児童も児童用ソーシャルスキル尺度(表８)の得点が増加し、孤独感

では、承認得点が増加し、「学級生活満足群」の方へ上向きに動いている。

児童用ソーシャルスキル尺度(表８)では、合計と「仲間強化」の得点が有意に増加している。

では、被侵害得点が上昇し、左へ移動している。

では、承認得点が増加し、被侵害得点が減少した結果

斜め右上方向に大きく移動している。また、児童用ソーシャルスキル尺度(表８

間強化」の得点が有意に増加している。そして、孤独感(表９)の得点が有意に減少している。

孤独感尺度事前・事後比較

表６ 孤独感尺度事前・事後比較

事前 事後 有意差 事前 事後 有意差

仲間強化(40点満点) 19 29 ＊ 17 19

先生との関係(12点満点) 5 5 8 6

葛藤解決(16点満点) 8 10 8 9

規律性(24点満点) 15 13 12 12

主張性(12点満点) 4 8 5 5

社会的働きかけ(12点満点) 8 10 6 8

合計(116点満点) 59 75 ＊ 56 59

Ａ児 Ｂ児

質問項目

Ａ小事前・事後比較

事前 事後 有意差 事前 事後 有意差 事前

23 18 26 22

Ａ児 Ｂ児

・この授業を受けてコツが分かった。役に立ちそう。

・自分の気持ちを友達や先生に言えるようになった。

・少しでも上手に友達に話かけることができた。

・「ごめんね」の言い方が分かった。

・チャレンジカードがあったから、自分からさそうこ

・友達と仲良くなれそうな気がした。

表９ Ａ小 孤独感尺度事前・事後比較

児童の感想

有意差 事前 事後 有意差

＊ 1.6 1.6

＊ 1.4 1.4

＊ 2 2

＊ 17 16.3

Ｂ小

児童ソーシャルスキル尺度事前・事後比較

は、どちらの学級共、孤独感の得点が減少している。Ａ小は孤独感が

、「学校で新しいお友だちとすぐに仲よくなれますか

」「小学校ではお友達がいなくてさびしいですか」「お友達はあなたのことをすきだと

)は、当初は、「恥ずかし

い」や「緊張する」といった内容が多くあ

った。しかし、回数を重ねるにつれ、徐々

にスキルを知識として理解したこと、スキ

ルを試したこと、そして、そのスキルを実

際に使って分かった効果などについて書く

から見える児童の変化

の得点が増加し、孤独感(表９)の得点

では、承認得点が増加し、「学級生活満足群」の方へ上向きに動いている。

では、合計と「仲間強化」の得点が有意に増加している。

た結果、「要支援群」から、

表８)では、合計と「仲

の得点が有意に減少している。

孤独感尺度事前・事後比較

有意差 事前 事後 有意差

22 34 ＊

6 8

6 9

17 18

6 7

8 9

65 85 ＊

Ｃ児

事前 事後 有意差

26 11 ＊

Ｃ児



≪Ａ児≫Q-U(図７)では、承認得点と被侵害得点が減少し、やや斜め右下方向に少し移動してい

る。また、孤独感(表 11)が有意に減少している。

≪Ｂ児≫Q-U(図７)では、承認得点が大きく増加し、被侵害得点が減少し

上方向に移動している。児童用ソーシャルスキル尺度

そして合計の得点が有意に増加している。

≪Ｃ児≫Q-U(図７)では、承認得点が減少し、被侵害得点が

している。

② 個別支援から見た児童の変化

表 12 検証授業で個別支援を行った児童の様子及び感想

Ａ小Ｂ児 児童の様子

検証授業①

ロールプレイでは少し緊張している表情をしていた
ので、支援に入った。隣の児童も同じように戸惑って
いたので教師の声掛けにより、笑顔で活動することが
できていた。

検証授業②

同じグループの児童とかかわることができているか
支援に入った。同じグループの児童と順番で戸惑って
いたので、声掛けをした。自分の意見を言うなど積極
的であった。

検証授業③
支援を必要とせず、友達と動作を入れて活動するこ

とができていた。笑顔でロールプレイができ、楽しそ
うな様子であった。

検証授業④
ロールプレイのモデリングを引き受けて、自分の役

割をしっかり演技することができた。活動では支援を
必要とせず、笑顔で取り組んでいた。

表 13 スキルの練習で個別支援を行った児童の様子及び感想

Ｂ小Ｃ児

スキルの練習① ゲームでは王様になり楽しそうに活動していた。

スキルの練習②
同じ児童とばかり話をしていたので、支援に入ろ

うとした。しかし、間に合わず、同じ児童との間で
答えが分かってしまった。

スキルの練習③
グループになり楽しそうに活動することができて

いた。

スキルの練習④
友達のいいところをすぐに記入することができて

いた。笑顔で楽しそうに活動することができていた。

図７Ｂ小 Q-U 事前･事後比較

仲間強化(40点満点)

先生との関係(12点満点)

葛藤解決(16点満点)

規律性(24点満点)

主張性(12点満点)

社会的働きかけ(12点満点)

合計(116点満点)

質問項目

合計(33点満点)

質問項目

Ｂ小事前・事後比較

表

では、承認得点と被侵害得点が減少し、やや斜め右下方向に少し移動してい

が有意に減少している。

では、承認得点が大きく増加し、被侵害得点が減少し

上方向に移動している。児童用ソーシャルスキル尺度(表 10)では、「先生との関係」、「主張性」、

そして合計の得点が有意に増加している。

では、承認得点が減少し、被侵害得点が増加した結果

個別支援から見た児童の変化

検証授業で個別支援を行った児童の様子及び感想

児童の様子 児童の感想

ロールプレイでは少し緊張している表情をしていた
ので、支援に入った。隣の児童も同じように戸惑って
いたので教師の声掛けにより、笑顔で活動することが

はずかしかったけどうれしかった。はず
かしかったけど楽しかった。

同じグループの児童とかかわることができているか
支援に入った。同じグループの児童と順番で戸惑って
いたので、声掛けをした。自分の意見を言うなど積極

やってみてすごく楽しかった。あまりじ
ょうずに言えなかった。どんどんすすんで
いきたいと思う。

支援を必要とせず、友達と動作を入れて活動するこ
とができていた。笑顔でロールプレイができ、楽しそ

友達がわらわすからあんまり上手にでき
なかった。だけど、ちゃんとロールプレイ
ができてうれしかった。

ロールプレイのモデリングを引き受けて、自分の役
割をしっかり演技することができた。活動では支援を
必要とせず、笑顔で取り組んでいた。

きんちょうしたけど、おもしろかった。
やってみて、人の言う言葉が分かってきた。

スキルの練習で個別支援を行った児童の様子及び感想

児童の様子 児童の感想

ゲームでは王様になり楽しそうに活動していた。
楽しかった。 わけは何回もじゃんけんで

勝ったから。

同じ児童とばかり話をしていたので、支援に入ろ
うとした。しかし、間に合わず、同じ児童との間で
答えが分かってしまった。

あんまり楽しくなかった。すぐ分かった
ので、一人しか話せなかった。

グループになり楽しそうに活動することができて 楽しかった。みんなに「ごめんなさい」
と言えた。また生活の中で使いたい。

友達のいいところをすぐに記入することができて
いた。笑顔で楽しそうに活動することができていた。

今日はみんなのいいところを探した。楽
しかった。

事前 事後 有意差 事前 事後

仲間強化(40点満点) 28 29 16 24

先生との関係(12点満点) 9 6 5 12

葛藤解決(16点満点) 11 12 4 6

規律性(24点満点) 17 16 21 14

主張性(12点満点) 7 4 5 10

社会的働きかけ(12点満点) 7 6 3 9

合計(116点満点) 79 73 54 75

Ａ児 Ｂ児

質問項目

Ｂ小事前・事後比較

表 10 Ｂ小 児童用ソーシャルスキル尺度事前・事後比較

事前 事後 有意差 事前 事後 有意差

16 21 ＊ 26 21

Ａ児 Ｂ児

表 11 Ｂ小 孤独感尺度事前・事後比較

では、承認得点と被侵害得点が減少し、やや斜め右下方向に少し移動してい

では、承認得点が大きく増加し、被侵害得点が減少した結果、大きく右斜め

では、「先生との関係」、「主張性」、

た結果、斜め左下方向に移動

児童の感想

はずかしかったけどうれしかった。はず
かしかったけど楽しかった。

やってみてすごく楽しかった。あまりじ
ょうずに言えなかった。どんどんすすんで

友達がわらわすからあんまり上手にでき
なかった。だけど、ちゃんとロールプレイ
ができてうれしかった。

きんちょうしたけど、おもしろかった。
やってみて、人の言う言葉が分かってきた。

スキルの練習で個別支援を行った児童の様子及び感想

児童の感想

わけは何回もじゃんけんで

あんまり楽しくなかった。すぐ分かった
ので、一人しか話せなかった。

楽しかった。みんなに「ごめんなさい」
と言えた。また生活の中で使いたい。

今日はみんなのいいところを探した。楽

事後 有意差 事前 事後 有意差

30 32

＊ 8 10

12 13

23 23

＊ 9 9

5 4

＊ 87 91

Ｂ児 Ｃ児

児童用ソーシャルスキル尺度事前・事後比較

事前 事後 有意差

26 28

Ｃ児



事前・事後調査では、有意な変化が見られなかったＡ小Ｂ児、Ｂ小Ｃ児について、検証授業及

びスキルの練習における個別支援の様子と児童の感想から、その変化について述べる。

Ａ小Ｂ児は、検証授業当初は他の児童とかかわることを恥ずかしがったり、うまくかかわれな

かったりした。しかし、回数を重ねるごとに、支援の必要はなくなり、自分からすすんで意見を

言うなどの場面が見られるようになった。また、児童の感想(前ページ表 12)は、当初は「はずか

しかった」とあったが、最後の感想に「きんちょうしたけど、おもしろかった。やってみて、人

の言う言葉が分かってきた」とあり、積極的に活動できるようになってきたことが分かる記述が

見られた。

Ｂ小Ｃ児は、Ａ小Ｂ児と同じく、検証授業当初は恥ずかしがったり、友達とうまくかかわれな

かったりしたが、最後の授業ではモデリングに立候補し、活躍することができた。スキルの練習

の個別支援時の様子を見ると、当初は検証授業と同じ様子で、他の児童と積極的にかかわろうと

していなかった。しかし、回数を重ねるごとに友達と楽しそうにかかわるようになってきた。児

童の感想(前ページ表 13)は、当初は楽しかった理由として「じゃんけんに勝ったこと」を挙げて

いたが、最後は「みんなのいいところを探したこと」を挙げていることから、回数を重ねるごと

に、友達とのかかわりに楽しさを感じ始めていることが分かる記述が見られた。

５ 考察

(1) 学級の変化

本研究において実施したソーシャルスキル教育の授業により、児童の孤独感を軽減することがで

きたと考える。孤独感が軽減した理由として、事前・事後調査の結果に有意な変化が見られたこと

から、ソーシャルスキル教育によって、①失敗したときに励まし合えるようになった、②いろいろ

な友達とかかわり合えるようになった、③意見の相違があっても話し合えるようになった、④お互

いのよさを認め合うことができるようになった、以上４点の効果があったと考える。

また、児童用ソーシャルスキル尺度の結果では、ターゲットスキルに有意な変化が見られなかっ

たが、Q-U の結果から児童にターゲットスキルが身に付いたと考える。それは、Q-U の「あなたが失

敗した時に、クラスの人が励ましてくれることがありますか」などについての質問項目に有意な変

化が見られたことから、児童がターゲットスキルを使用していると考えたからである。そして、タ

ーゲットスキルへ効果が見られなかった理由は、児童用ソーシャルスキル尺度の「友だちが失敗し

たり、落ちこんだりしている時、はげましたりなぐさめたりする」などの質問項目に有意な変化が

見られないことから、児童は友達の行動の変化は気付いているが、自分の行動の変化は気付いてい

ないからであると考える。このことから、児童同士でスキルを使用していることを認め合う活動を

行えば、ターゲットスキルへ効果が見られるのではないだろうか。このことについては、今後の課

題として研究をする必要があると考える。

(2) 個別支援を行った児童の変化

一斉指導を行う中で、孤独感の高い児童に対して個別支援を行うことにより、孤独感を軽減する

ことができたと考える。また、個別支援により、児童に自信や、やる気を持たせることができたと

考える。そして、事前・事後調査の結果から、有意な変化までは至らなかったものの、児童はスキ

ルを学び、友達とかかわることができるようになったと考える。それは Q-U の結果から、被侵害得

点が増加したのは、友達とのかかわりが増えたことで、意見の相違が生じた為、承認得点が減少し

たのは、スキルの使用を友達に望むなどの意識が生まれた為であると考えるからである。

６ 効果的な個別支援のポイント

検証授業及びスキルの練習で行った個別支援について、ポイントをまとめた(表 14)。個別支援は、

児童の負担をできるだけ軽くし、やる気を促進することが目的である。始めは、ロールプレイのセリ



フを一緒に言う、やり方の確認をするなどの支援を行い、

慣れてきたら徐々に支援を減らす。そして、留意すべき点

は、①うまくできた点に焦点を当て、「どこがよかったか」

だけを言うようにすること、②ターゲットスキルの実行が

うまくできなかった点を指摘するときには、例えば「声が

小さかった」と言うのではなく、「もう少し大きな声で言う

ともっといいよ」などのように、「○○すればもっとよくな

る」というような、プラス面へ引き上げる言い方で指導すること、③指導がある程度進んだ後のフィ

ードバックでは、子どもの実行がどのくらい改善したかも知らせることである(5)。

７ 成果と課題

(1) 成果

① ソーシャルスキル教育の一斉指導と個別支援を併せて実践することにより、児童の孤独感を軽

減することができた。

② ソーシャルスキル教育における一斉指導では、授業、スキルの練習、チャレンジ期間という流

れに沿って行うことで、児童がスキルを知り、試し、日常生活で意識的に使えるようになった。

③ 個別支援のポイントを意識しながら、フィードバックと強化を繰り返し行うことが効果的であ

った。

(2) 課題

① 本研究において実施したソーシャルスキル教育では、ターゲットスキルの効果は確認できなか

った。このことから、学級や児童の実態に合ったターゲットスキルの選択及び授業づくりの必要

がある。

② 最後の検証授業では、児童の感情や気持ちを実際に交流させる場面を設定した授業を行ったが、

感情や気持ちを素直に出すことに抵抗を示す児童がいることが分かった。このことから、児童が

抵抗を示さずに行える、実際の体験を通したソーシャルスキル教育の授業づくりの必要がある。

８ おわりに

ソーシャルスキル教育を取り入れ、孤独感の高い児童がソーシャルスキルを身に付けることによっ

て、孤独感を軽減することができるであろうと考え、本研究を進めてきた。そして、一定の成果を上

げることができた。しかし、課題にあるように、自分の感情や気持ちを素直に出すことに抵抗を示す

児童がいることが分かった。この児童の中には、孤独感が有意に軽減しなかった児童も含まれている。

このことから、児童が自分の感情や気持ちを素直に出せ、適切に表現できるよう支援していかなけれ

ばならないと考える。そこで、今後更にソーシャルスキル教育について研究を深め、児童一人一人の

感情や気持ちを大切にし、児童が感情や気持ちを素直に出せ、適切に表現できる学級づくりに向けて

自己研鑽を積んでいきたいと考えている。
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個別支援を行う時のポイント

★アイコンタクト…児童と目線を合わせる

★笑顔…児童の緊張や不安を和らげる

★肯定的な評価…児童のやる気を認める

★モデリングとの距離を縮める…モデリングを

補足説明する

★確認…理解できたか、やれそうかなど確認する

★繰り返し… 個別支援を繰り返し行う

表 14 個別支援を行うポイント
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