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改訂に当たって

国立教育政策研究所では、平成15年６月に、生徒指導資料第１集として「生徒指導上の諸問
題の推移とこれからの生徒指導　―データに見る生徒指導の課題と展望―」を作成しました。
この資料は、現在まで広く活用されてまいりましたが、この間、教育基本法や関連法令等の改
正も行われ、また、児童生徒を取り巻く社会環境なども変化してきました。
そこで、このたび、現在の児童生徒の実態について理解し、これからの生徒指導の在り方を
考える基礎資料として役立てていただくために、主要なデータを更新するとともに、掲載資料
の入替えなどの改訂を行うことにしました。
本書が、今後とも、学校関係者や教育行政に携わる方々をはじめとして、広く活用され、生
徒指導の充実に役立つことを願っております。
終わりに、今回の改訂に当たりまして、熱心に御協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げま
す。

　平成21年３月
国立教育政策研究所長　　

近　藤　信　司
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ま　え　が　き（旧　版）

現在、学校における生徒指導上の諸問題は、極めて多岐にわたるものとなっています。基本
的な生活習慣にかかわる日常の生徒指導上の問題はもとより、不登校や中途退学、いじめや暴
力行為などの諸問題も、依然として深刻な状況が見られます。また、学校外においても、少年
非行の多様化が見られるところです。
これらの背景・要因としては、家庭、学校、地域などを含めた社会全体の変化と子どもや大
人の意識や行動の変化などを挙げることができます。高度情報化や都市化、少子化といった急
激な社会変化の中、これまでの家庭、学校、地域の個別の教育力では青少年の健全育成に十分
に対応できなくなっている状況も生起しています。こうした中、生徒指導においては、時代の
変化と新たな社会環境の中に生きる子どもたちの育ちを踏まえ、新しい視座からの捉え方と実
践が必要になっています。
本書は、このような課題意識の下、このたび『生徒指導資料第１集』として国立教育政策研
究所生徒指導研究センターにおいて作成したものです。かつて、生徒指導資料は、文部省（当
時）から昭和40（1965）年に第１集が発行され、生徒指導の確立・普及に大きく貢献してきま
した。　
そこに示された基本理念の多くは、今日でも生きているものがありますが、時代や社会の変
化の中で見直すべき点も生まれています。そこで本書は、生徒指導の現状や課題とこれからの
方向性を見いだせるよう、生徒指導上の諸問題に関する最新かつ具体的なデータを通して新た
にまとめたものです。
もとより、現実の社会や子どもたちの意識・行動は極めて複雑で多様です。ですから、本書
に掲載されたデータだけで現実のすべてを言い尽くせないことは当然です。しかしながら、現
実の社会変化や児童生徒の実態を的確に捉えることは、生徒指導を考える基本と言えます。そ
の意味で、本書は、今後の生徒指導の在り方を考える基礎資料としての役割を果たせるものと
考えます。
問題行動等の予防や解決も含め、児童生徒一人一人の心豊かで健全な成長は、すべての人の
願いであります。本書が学校関係者や教育行政に携わる方はもとより、広く一般の方々にも利
用されることを願ってやみません。
最後になりましたが、本指導資料の作成にあたり、執筆・検討などにご尽力いただきました
調査研究協力者の方々に心からお礼を申し上げます。

　　平成15年６月

国立教育政策研究所長　　　　　

遠　藤　昭　雄
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