
生徒指導の基本姿勢について 
 
 

～生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 

生かした学級づくり，授業づくり～ 



悩み，困りごとは？ 

１ （ミニ演習）この子どもを笑顔にするために 

１ 



悩み，困りごとは？ 

・授業での取組 

・学級経営上の取組 

・その他の取組 

１ （ミニ演習）この子どもを笑顔にするために 

2 



３ 

生徒指導とは 
社会の中で 

自分らしく生きながら， 

自分の幸せと 

社会の発展を 

追い求めていく大人へと 

児童生徒が育つように， 

その成長・発達を促したり支えたりする 

意図でなされる働きかけ 

２ 生徒指導とは 



４ 

育てたい力＝自己指導能力 

その時，その場で， 

どのような行動が適切か， 

自分で 

考えて，決めて，実行する能力 
 

２ 生徒指導とは 

「自分で決めて，実行」と言っても，
自分勝手に行動することではありま
せん。 



５ 

育てたい子ども＝骨太の子ども 

 耐性が強い（がまん強い）ということ 

だけではなく… 

 ・多様な価値を認められる 

 ・周囲と折り合いをつけられる 

 ・自分にできることを探せる， 

   選択できる 

 ・ＳＯＳを自分から発信できる  

２ 生徒指導とは 



成長を促す指導 

（開発的指導） 

・生徒指導を行う 
際に強調される三
つのポイントを生か
した学級・授業づく
り 等 

予防的な指導 

・児童生徒への教
育相談 

・いじめを許さない
風土づくり 等 

問題解決的な
指導 

（治療的指導） 

・不登校児童生徒
への支援 

・問題行動等に対
する指導 等 

積極的な生徒指導 

２ 生徒指導とは 

６ 

先生が行っている 
      生徒指導は… 



７ 

生徒指導を行う際に強調される 
三つのポイント 

２ 生徒指導とは 

①児童生徒に「自己存在感」を与える 

②教師と児童生徒及び児童生徒相互の 

 「共感的な人間関係｣を育てる 

③「自己決定」の場を与える 



８ 

①「自己存在感」を与えるために 
□１日１回は声をかけている(ほめている) 

□認める場面を意図的に設定している 

□一人一人に活躍の場を与えている 

□児童生徒の心の動きを丁寧に見ている 

□児童生徒と定期的に面談を行っている 

□一人一人のよさ，可能性を把握している 

□児童生徒が達成感を得られる工夫を行っ 

 ている  

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 

等 



９ 

①「自己存在感」を与えるために 
（実践例）認める場面を意図的に設定 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 

だけではなく， 



１０ 

①「自己存在感」を与えるために 

（実践例）一人一人に活躍の場を与えている 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 

＜ねらい＞日々の学級の生活を維持すること 
 ・なければならない学級経営の補助的な内容   
 （例）日直，清掃当番，給食当番，水やり当番， 

    連絡当番 など 

当
番
活
動 

係
活
動 

＜ねらい＞自分たちの力で学級生活を豊かに 
       すること 
 ・子どもたちが話し合って決めるもの 

 （例）歌声係，今日の一言係，集会係 など 



１１ 

①「自己存在感」を与えるために 

（実践例） 

児童生徒が 

達成感を得 

られる工夫 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 



１２ 

②「共感的な人間関係」を育てるために 

□指導の中で優しさと厳しさを伝えている 

□お互いに認め合う雰囲気を作っている 

□児童生徒が協力する場面を設定している 

□体験活動等を通して仲間を意識する活動 

 を取り入れている 

□支援が必要な児童生徒に配慮している 

                  等 

 

 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 



１３ 

②「共感的な人間関係」を育てるために 

（実践例）指導の中で優しさを伝える 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 



１４ 

②「共感的な人間関係」を育てるために 

□指導の中で優しさと厳しさを伝えている 

□お互いに認め合う雰囲気を作っている 

□児童生徒が協力する場面を設定している 

□体験活動等を通して仲間を意識する活動 

 を取り入れている 

□支援が必要な児童生徒に配慮している 等                  

 

 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 

 先生方が行っている取組を教えて
ください。 



１５ 

③「自己決定」の場を与えるために 

□行事や学期始めに目標を設定させている 

□児童生徒が話し合って実施する活動を 

 行っている 

□自分に合った役割を選択し，責任をもっ 

 て行動できる場を設定している 

□行事等を行った後に自己評価を行う時間 

 を設定している 等 

３ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした学級づくり 



自己決定の場
を与える授業 

•自ら課題を見付
けそれを追究し，
考え，判断し，
表現することが
できる授業 

自己存在感を
与える授業 

•児童生徒一人
一人に学ぶ楽し
さや成就感を味
わわせることが
できる授業 

共感的な人間関
係を育てる授業 

•お互いに認め
合い，学び合
うことができる
授業 

１６ 

４ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした授業づくり 

授業は，学校生活の基本です。日常の授業
においてこそ，生徒指導の機能を生かすこと
が重要です。  

「全ての児童生徒が『参加』している授業」 



【自己存在感】 
No.6  黒板に，発表者の氏名を書いたり，ネーム 
     プレートを使ったりして，互いのがんばりが 
     視覚的に伝わるようにしている。＜4-3-2-1＞ 
【共感的人間関係】 
No.18 活動時に相互評価を取り入れ，互いのよさ 
   を認め合うことができるようにしている。 
                  ＜4-3-2-1＞ 
【自己決定】 
No.30 児童生徒が今日の学習を振り返り，これか 
   らの学習について考えるような場を設けてい 
     る。              ＜4-3-2-1＞ １７ 

４ 生徒指導を行う際に強調される三つのポイントを 
 生かした授業づくり 

これまでの自分の授業づくりをチェックリスト
で自己評価してみましょう。  



(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 

ユニバーサルデザインの視点 

 障害のある人の便利さ使いやすさという視点では
なく，障害の有無にかかわらず，全ての人にとって使

いやすいようにはじめから意図してつくられた製品・

情報・環境のデザインのこと ロナルド・メイス（アメリカ） 

ユニバーサル 

    デザイン バリアフリー ＝ 
 

全ての子どもに対する 
指導の工夫 

障害のある子どもに対する 
個別の配慮 

１８ 



ユニバーサルデザインの視点による授業
づくりとは････ 

 通常の学級の授業において特別支援教育の視点
を生かした指導・支援の工夫を図ることにより，特別
な教育的支援が必要な子どもだけではなく，全ての
子どもにとって「分かる・できる」授業を構築すること
です。 Ｈ２８ 南の要覧ｐ１８より 

分かった！ できた！ 

楽しい！ うれしい！ 

学びの充実感 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 

１９ 



・状況理解の悪さ 
・見通しのなさへの不安 
・関心のムラ     など 

・授業の流れをパターン化 
・活動のゴールの提示 
・刺激量の調整 
・指示，発問の工夫  など 

    つまずきの想定                 
・授業中の立ち歩き 
・集中が続かない 

 つまずきの原因を予想                

   手だての工夫               

２０ 

ユニバーサルデザインの視点による授業づくりとは････ 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 



  １ 時間の構造化 

  ４ ルールの明確化 

  ５ クラス内の理解促進  

  ３ 刺激量の調整 

  ２ 場の構造化 

２１ 

ユニバーサルデザインの視点による
授業づくりとは････ 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 



活動時間の提示 
 終わりの時間が分かる 活動の流れを提示 

 活動の見通しがもてる ２２ 

１ 時間の構造化 
  活動の順番や所要時間，終了時刻の事前提示 

ユニバーサルデザインの視点による授業づくり 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 



物の置き場所を決める 

整理の仕方を教える 
２３ 

２ 場の構造化 
  整理整頓，活動や動線を考慮した教材の配置 

ユニバーサルデザインの視点による授業づくり  

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 



掲示物を精選 
教室環境をシンプルに 

音への配慮 

２４ 

３ 刺激量の調整 
   光や音，室温への配慮，学習のねらいや活動に応 
   じた教材の提示 

ユニバーサルデザインの視点による授業づくり 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 



４ ルールの明確化 
   発言や聞く態度，ノートの書き方等のルール 
 の明確化と共有 

ユニバーサルデザインの視点による
授業づくり 

２５ 
当番活動なども，自分で確認しながらできるように表示 

みんなが安心して活動に参加するために 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 



５ クラス内の理解促進 

   間違いや分からないことを受容し，お互いを 
 認め合う関係づくり 

ユニバーサルデザインの視点による授業づくり 

２６ 

(参考)全ての児童生徒が授業に「参加」するために 


