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第１章 社会の変化と生徒指導

１ 生徒指導をめぐる状況

学校における生徒指導上の問題は、多岐にわたっている。

各学校段階に生起する問題は様々だが、遅刻や早退、授業中の学習態度、基本的な生活

習慣、服装・頭髪や携行品、学級（ホームルーム）内での係や委員としての役割の遂行、
かつとう

人間関係の葛藤などにかかわる問題は広く見られるところである。

こうした日常的な生徒指導上の問題はもとより、学級がうまく機能しない状況、不登校

や中途退学、いじめや暴力行為なども依然として深刻な状況であり、未成年者の喫煙・飲

酒等の問題や、学校外における少年非行の多様化も広く見られるところである。また、発

達障害、児童虐待や犯罪被害の増加など、新たな課題も生まれている。

高度情報化や都市化の進展、少子化の進行など社会が急速に変化する中で、児童生徒の

成長・発達にかかわる課題も生まれている。例えば、現在の生徒指導は、インターネット

やテレビゲーム、携帯電話などに象徴されるような高度情報化の中での青少年の育ちや生

き方の課題としてとらえることも必要になっている。性の逸脱行動や出会い系サイトに絡

む事件、薬物乱用の問題なども顕在化してきている。

さらに、これまで問題行動や非行歴のない少年が突然重大な犯罪行為を犯すなど、新た

な状況も生まれている。また、非行に走った少年の処遇後の立ち直りに学校がかかわるこ

とも増えるとともに、児童生徒が置かれている環境に働きかけるなど、多様な援助の下で、

問題行動の対応を図る取組も進められている。まさに、生徒指導上の問題について、様々

な内容といろいろなレベルを想定することが今日では必要になっている。

他方、児童生徒の安全や命を脅かされる事件が多発しており、児童生徒を取り巻く様々

な社会的リスク（危険）に目を向けながら、学校の生徒指導の在り方を考えていくことが

今日求められている。

このように生徒指導をめぐる状況は、時代とともに変化している 。（次ページ参照）

生徒指導は、その内容から見れば、児童生徒の人格の育成を目指す発達的な生徒指導、

現実の問題等に対して適応したり回避したりするための予防的な生徒指導、さらに問題行

動等に対する規制的あるいは対症療法的な生徒指導といった多面的な性格をもっている。

もちろん、学校段階や児童生徒の発達段階により、その内容や程度の差はあるが、どの学

校段階においても、そうした広い視野に立った生徒指導の推進が求められている。

ところで、生徒指導上の問題が多様化していることは、児童生徒の成長を取り巻く環境

や彼ら自身が抱えている課題が、複雑化・多様化していることと関係している。児童生徒

は、個々人の持つ生得的な要因と、家庭・地域・学校・社会等の環境的な要因などが相互

に複雑に作用しながら、成長していくものである。

特に、児童生徒が内面にストレスを抱え込みやすく、なおかつそのストレスに適切に対

処できていないような場合には、周囲の大人たちが特に注意を払って、当該児童生徒を適

切に指導及び支援していかなければならない。
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戦後の問題行動等の推移や背景とその対応

年 度 問題行動等の動向 文部科学省（文部省）等の対応 社会状況等

昭和２０（１９４５）
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９

昭和３０（１９５５）
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９

昭和４０（１９６５）
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９

昭和５０（１９７５）
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９

昭和６０（１９８５）
６１
６２
６３

平成元（１９８９）
２
３
４
５
６
７
８
９

平成１０（１９９８）
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８

平成１９（２００７）

・高校進学率４３％超
・少年非行第１のピーク

・少年の自殺増加 ・高校進学率５２％超

・カミナリ族
・刃物事件多発

・高校進学率６０％超

・生徒による非行増加
・少年非行第２のピーク
・期待される人間像 ・高校進学率７０％超
・家出少年増加・登校拒否（５０日以上）１万６０００人超
・シンナー乱用増加

・学生紛争、高校生の反体制暴走拡大
・少年非行低年齢化 ・高校進学率８０％超
・性の逸脱行動、シンナー乱用少年補導増加

・高校進学率９０％超
・遊び型非行、暴走族、対教師暴力増加

・初発型非行の増加
・落ちこぼれ問題
・ぐ犯少年増加

・校内暴力頻発、登校拒否増加傾向

・登校拒否２万人超、生徒間暴力増大
・少年非行第３のピーク
・いじめ事件増加、登校拒否３万人超
・いじめ事件増加
・いじめによる自殺増加
・薬物乱用増加
・登校拒否４万人超

・ダイヤルＱ２問題
・高校生非行増加・登校拒否（３０日以上）６万６０００人超

・いじめ事件、自殺増加
・登校拒否８万人超

・少年非行の凶悪・粗暴化・不登校１０万人超
・中学生等による殺傷事件多発
・学級崩壊の論議 ・不登校１３万人超
・１７歳の犯罪 ・児童虐待の問題
・ひきこもり問題 ・安全確保・管理の問題
・出会い系サイト等の問題・不登校児童生徒数減少
・少年の重大事件発生
・小学生による事件多発 ・二ート問題
・中学生、高校生による重大事件多発
・いじめを苦にした自殺
・不登校増加・インターネットを介したいじめ

・教育基本法、新少年法制定
・児童懲戒権の限界（法）
・体罰禁止の教師心得（法）

・暴力行為根絶の通知（文）

・生徒指導の手びき（生徒指導資料第１集）発行
・登校拒否（５０日以上）調査開始

・学級担任の教師による生徒指導資料

・中学校におけるカウンセリングの進め方に関する資料

・生徒指導主事制度化・生徒指導の推進体制の諸問題に関する資料

・問題行動をもつ生徒の指導に関する資料

・生徒の問題行動に関する基礎資料

・生徒指導の手引改訂
・校内暴力、高校中退調査開始・小学校生徒指導資料
・出席停止等措置の通知

・いじめ問題通知、調査開始
・生活体験や人間関係を豊かなものとする生徒指導資料

・校則見直し

・学校における教育相談の考え方進め方に関する資料
・登校拒否（３０日以上）調査開始
・適応指導教室等設置

・いじめ問題通知、アピール
・スクールカウンセラー活用調査研究委託事業開始
・いじめ問題への総合的取組

・問題行動等報告書・暴力行為、不登校調査見直し

・学級経営の充実に関する調査研究報告書
・学校教育法改正・問題行動等に関する報告書
・地域支援システム報告書・不登校問題調査会議
・不登校報告書・生徒指導資料第１集（国研）発行
・問題行動対策重点プログラム
・新問題行動対策重点プログラム
・教育基本法改正・懲戒・体罰に関する考え方のまとめ
・教育相談の充実に関するとりまとめ・教育三法改正

・浮浪児問題

・新少年法制定
・冷戦時代

・テレビ開局

・高度成長、都市人口集中

・所得倍増

・東京オリンピック
・過密、過疎

・中流意識・核家族

・大阪万博・三無主義

・石油ショック

・ロッキード事件

・家庭内暴力増加

・横浜浮浪者殺傷事件
・臨時教育審議会

・バブル経済

・ベルリンの壁崩壊
・残虐ビデオ等問題
・バブル崩壊
・学校週５日制（月１回）

・児童の権利条約批准
・阪神淡路大震災

・神戸少年事件
・中教審「心の教育」

・ケータイ普及・倒産
・同時テロ・少年法改正
・完全学校週５日制
・イラク戦争
・インド洋大津波
・愛知万博・災害多発
・福岡飲酒運転事故死
・少年法改正

（注）本表は、『生徒指導資料第１集』（国立教育政策研究所生徒指導研究センター／平成１５年作成）の記載資料を基に作成したものである。
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２ 生徒指導体制の再構築

規範意識の醸成と生徒指導体制

① 規範意識の醸成と生徒指導

中央教育審議会の答申や各種の報告書において、児童生徒の規範意識の低下が指摘され

ている。例えば、平成１６年から１７年にかけて児童生徒による重大な問題行動が相次いだ

ため 、「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム（文部科学省 平成１７年９月 ）」

では 、「危険物の学校内への持込みの禁止をはじめとする学校内のルールを遵守させるな

ど、学校内の規律の維持とこれを通じた児童生徒の規範意識の醸成という観点から、生徒

指導の在り方を見直していくこと」の必要性が指摘された。また、平成１８年には教育基

本法が改正され、第６条において、学校教育の実施に当たっては 、「教育を受ける者が、

学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」ことを重視しなければならないとされた。さ

らに、平成１９年の学校教育法の改正でも、第２１条において、規範意識をはぐくむことな

どが義務教育の目標として掲げられた。

生徒指導は、学校が教育目標を達成するための重要な機能の一つであり、児童生徒一人

一人の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、同時に公共の精神や社会規範を尊重する

意識や態度に基づいて、自主的・自律的に判断、行動し、積極的に自己を生かすことがで

きるよう社会的資質や能力・態度を育成していくための援助・指導であり、将来、社会的

に自己実現ができるよう自己指導力の育成を目指すものである。生徒指導は、すべての児

童生徒を対象として、日常の生活に即しながら、学校の教育活動全体を通じて、具体的・

実践的な活動として進められる。教育基本法や学校教育法の改正の趣旨を踏まえ、今後の

生徒指導には、学校生活を営む上で必要な規範意識を育成するとともに、児童生徒一人一

人が公共の精神や社会規範との関連において自己実現を図れるよう、社会的自己指導力を

身に付けさせることが一層大切になってくる。なお、学校生活において集団の秩序や規律

を維持するために懲戒が行われることもあるが、それは児童生徒の自己指導力や規範意識

を醸成するための手段の一つとして教育的立場から行われるものであることを再確認する

必要がある。

② 生徒指導と生徒指導体制

もともと、児童生徒の自己指導力の育成を主眼とする生徒指導は、学級（ホームルーム）

担任が中心になって行われてきた。しかし、昭和５０年代に少年非行や暴力行為（校内暴

力）が学校教育の課題となり、問題への十分な対応を進めるため、生徒指導の全体計画を

作成し、生徒指導部などの校務分掌を見直すなど、全教職員の協力の下で生徒指導に当た

る体制を整えるとともに、学校外での生活の指導等を踏まえて生徒指導を行うことが必要

になった。その後、いじめ・不登校への一層の対応も求められることとなり、生徒指導主

事の役割を重視して適切な人材を配置することや校長がより指導力を発揮することも求め

られるようになった。さらに平成１０年に重大な少年事件が多発したことを契機として、

開かれた生徒指導を目指し、外部の専門機関とネットワーク化を図った生徒指導体制を構

築するとともに危機管理体制を確立することが求められるようになった。前述した「新・

第１章 社会の変化と生徒指導
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児童生徒の問題行動対策重点プログラム」では、児童生徒の規範意識の向上及び児童生徒

の安全な学習環境の確保の観点から、小学校からの生徒指導体制の強化を図るための諸方

策、関係機関等との連携強化、教育委員会や学校との双方向的な意見交換システムの改善・

充実を求めている。生徒指導を充実するために必要不可欠な機能である教育相談について

も、文部科学省の「教育相談等に関する調査研究協力者会議」が発表した「児童生徒の教

育相談の充実について（報告 ）」（平成１９年７月）では「スクールカウンセラーや相談

員等の配置により、教育相談やカウンセリングの充実が図られつつあるが、教育相談を組

織的に行うためには、校長のリーダーシップの下、学校が一体となって対応することがで

きる校内体制を整備することが重要であり、コーディネーター役として、校内体制の連絡・

調整に当たる教育相談担当教員の存在が必要である 。」としている。

③ 新しい生徒指導体制の構築

〈規範意識をはぐくむ生徒指導〉

学校生活を営む上で必要な規範意識を育成し、児童生徒一人一人が公共の精神や社会規

範との関連において自己実現を図れるよう社会的自己指導力を身に付ける観点から生徒指

導体制を見直す場合、まず、児童生徒の人権を尊重することを前提として、児童生徒の保

護者や地域住民と教職員の間で生徒指導について、共通理解を図っていくことが重要であ

る。学校の生徒指導の方針を、校長や学級（ホームルーム）担任が十分に説明し、保護者

や地域住民に積極的に公開した上で、協力して「毅然とした粘り強い生徒指導」を推進し

ていく必要がある。また、教育委員会でも、各学校の生徒指導の方針について、例えば児

童生徒が学校に入学する前に保護者に十分に説明する機会を設けるなど、共通理解を得ら

れるように努める必要がある。

〈関係機関と連携した生徒指導〉

特別な事情を抱えるなどして、規範意識を育成するための条件づくりが難しい家庭もあ

る。この場合、学校のみで問題を抱え込むことなく、関係機関と十分情報交換し、連携及

び協力に努める必要がある。また、他の児童生徒の安全の確保や教育を受ける権利を保障

する観点から、出席停止等の適切な運用を図る上で、教育委員会の果たす役割は大きい。

〈組織マネジメントと生徒指導〉

改正後の学校教育法第３７条において、平成２０年４月１日から、学校には副校長、主幹

教諭及び指導教諭を置くことができることになった。充実した生徒指導を実践するために

は、生徒指導主事に適切な人材を充てるだけでなく、学校を取り巻く状況に合わせた、新

たな職の活用を含めて、より組織的で効率的かつ機動的な生徒指導が行えるよう、組織マ

ネジメントの観点から学校運営の見直しを図っていく必要がある。

文部科学省が平成１６年３月に公表した「学校組織マネジメント研修－これからの校長・

教頭等のために－」によると、学校の組織マネジメントとは 、「学校内外の能力・資源を

開発・活用し、学校に関与する人たちのニーズに適応させながら、学校の教育目標を達成

していく過程（活動 ）」であり、それぞれの状況の中で、一般的な成果を求めるのではな
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く、それぞれの学校が目指す教育目標に則し、最適な成果がでるよう探索することにある。

そのマネジメントの方法として、Ｐｌａｎ（計画）→ Ｄｏ（実施）→ Ｃｈｅｃｋ（評価）

→ Ａｃｔ（改善）のマネジメントサイクルが広く用いられている。具体的教育計画の作

成などによる目標の重点化、年間指導計画の作成、生徒指導体制の整備、生徒指導に関す

る校内研修、一貫性のある実践、自己点検と学校関係者評価などを通じて生徒指導を推進

していくことが大切である。

なお、緊急時に備えて、児童生徒・保護者・地域住民等への対応の在り方や、関係機関

等との連携など教職員の役割分担や協働体制を明確にした危機管理マニュアルを整備し、

場合によってはプロジェクトチームを立ち上げるなど臨機応変に危機管理を行う必要があ

る。

生徒指導体制づくりに当たっての留意点

① 児童生徒理解に基づく対応

児童生徒の問題行動のみに目が向き過ぎることにより、その背後にある児童生徒の個人

の性格や社会性などの個人的問題、児童虐待・家庭内暴力・家庭内の不和・経済的困難な

ど家庭の問題、ＬＤ（学習障害）・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）・高機能自閉症・ア

スペルガー症候群などの発達障害、非行少年グループや暴走族等との付き合い、非合法集

団との付き合いなどの対人関係上の問題を見失うことがある。児童生徒理解が不十分な場

合は、問題行動の真の解決に結び付かず、事態が深刻かつ長期にわたることになるので、

スクールカウンセラー等の専門家による支援・助言を得つつ、十分な体制を構築しておく

ことが重要である。

② 関係機関や家庭・地域との日ごろからの連携づくり

今後の生徒指導体制において、教育機関（教育委員会・教育センター・教育支援センタ

ー・大学等 ）、福祉機関（児童相談所・市町村児童福祉課・家庭児童相談室・子ども家庭

支援センター）、警察関係（警察署・少年サポートセンター）、司法・矯正・保護機関（家

庭裁判所・少年鑑別所・保護司 ）、医療・保健機関（病院・精神保健福祉センター・保健

所・保健センター）、あるいはＮＰＯ団体や地域住民との連携に配慮しなければならない。

学校と関係機関や地域等が、スムーズに連携するためには、例えば中学校区程度のレベ

ルでの情報交換を行う校区内ネットワークを作っておくことが考えられる。そこでは、小

学校、中学校の教職員、指導主事、教育委員、地域の弁護士、民生・児童委員、主任児童

委員、保護司、医師、自治会長、ＰＴＡ役員や保護者など、教育活動に関心があり、直接

的・間接的に教育活動に協力している人々に参加してもらい、多様な情報交換を定期的に

行う。このように、日常的な人間関係の基盤がなければ、問題状況が発生した場合の連携

はうまくいかない。なお、校区内ネットワークで解決できない深刻な問題行動に関しては、

市町村内のネットワークづくりが必要である。また、警察職員等と連携した非行防止教育

や防犯教室の実施を学校の年間指導計画に位置付けることも、近年ますます重要になって

いる。
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コラム① ネットワークとサポートチームについて

ネットワークには、校区内ネットワークと市町村ネットワークが想定される。校区

内ネットワークは、主として中学校区単位で形成され、学校の生徒指導の機能を強化

し日常的に児童生徒の問題行動等に対応していくためのものとして位置付けられる。

市町村ネットワークは、当該市町村内において、学校、教育委員会、警察署、少年

サポートセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所等の関係機関、民生・児童委員、

主任児童委員、保護司、少年警察ボランティア（少年補導員、少年指導委員、少年警

察協助員、被害少年サポーター等 ）、ＰＴＡ等の地域の人材を構成員としたネットワ

ークであり、サポートチームの基盤となるものとして位置付けられる。既存のものと

しては青少年育成推進協議会、児童虐待ネットワーク等がある。

サポートチームは、深刻な問題行動等を起こしている個々の児童生徒について、学

校、教育委員会、関係機関等が情報を共有し、共通理解の下、各機関等の権限等に基

づいて、当該児童生徒や保護者に対して多様な指導・支援を組織的に行うために形成

されるものである。

参考：文部科学省「少年の問題等に関する調査研究協力者会議 」（報告 ）『心と行
動のネットワーク』－「心」のサインを見逃すな 、「情報連携」から「行動
連携」へ－（平成１３年４月）

コラム② 連携を図る際の個人情報保護への配慮について

各種のネットワークやサポートチーム等を活用して情報を共有する際には、個人情

報保護の観点から、共有する情報を必要な範囲にとどめるべきであり、情報を共有す

るメンバーも必要に応じ限定することが大切である。そのようなことを明らかにする

ため、協定書を締結するなどして関係者間で共通理解を図ることも重要であろう。

参考：文部科学省 学校と関係機関との行動連携に関する研究会「学校と関係機関
等との行動連携を一層推進するために 」（平成１６年３月）
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法改正を視野に入れた生徒指導体制づくり

生徒指導に関連した法制度は多岐にわたる。それらの改正は度々行われているため、関

連法令の特色や内容を理解した上で、その趣旨を十分踏まえて対応する必要がある。特に、

次に示す「学校教育法 」、「児童虐待の防止等に関する法律 」、「少年法」については、

十分理解しておくことが望ましい。

① 「学校教育法」の一部改正

「学校教育法」は、教育法体系上、極めて重要な法規である。最近も、先に述べたとお

り、義務教育の目標等を定めるほか、新たな職の設置を可能とする改正が平成１９年６月

に行われたところである。そのほか、完全学校週５日制の実施とも連動して、児童生徒の

社会性や豊かな人間性をはぐくむ観点から、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自

然体験奉仕活動等の体験活動の充実が平成１３年７月の改正で盛り込まれているが、併せ

て改正された出席停止制度に関する規定については、次のとおりである。
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（児童の出席停止）

第３５条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等

性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護

者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

２ 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじ

め保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなけれ

ばならない。

３ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定めるものとする。

４ 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学

習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

＊ 本規定は、第４９条で中学校にも準用されている。

義務教育段階において、学校の秩序維持と他の児童生徒の教育を受ける機会を保証する

という観点から、出席停止制度が規定されている。いじめに起因する自殺に見られるよう

に、長期間にわたり、他の児童生徒に傷害、心身の苦痛、財産上の損失などを与える悪質

な問題行動が繰り返されている場合に、加害児童生徒の保護者に対して市町村教育委員会

は出席停止を命ずることができる。その際、出席停止措置は懲戒ではなく、粘り強い指導
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を継続してもなお改善が見られない場合において、正常な教育環境を回復するために行う

ものであることを十分理解する必要がある。教育委員会や学校からの出席停止制度の趣旨

等の説明が不十分であるため、加害児童生徒とその保護者が、出席停止の意味を事前に十

分理解していない場合、あるいは、教育委員会・学校側が行うべき出席停止期間中や措置

解除後の指導や支援が十分でない場合は、被害児童生徒を暴力行為などの被害から一時的

に守ることはできても、加害児童生徒の自己反省の促進や規範意識の醸成にはつながらな

いであろう。したがって、出席停止の運用については、加害児童生徒とその保護者への十

分な事前説明、出席停止期間中及び措置解除後の指導体制づくりや学校に対する教育委員

会等による支援が重要である。また、スクールカウンセラーをはじめとする専門家の協力

を得て、問題行動の原因について分析するとともに、問題解決のための具体的な個別の指

導計画を作成し、学校や関係機関等との連携による指導や十分な支援を行うことが望まし

い。

② 「児童虐待の防止等に関する法律」の一部改正（抜粋）
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（児童虐待の定義）

第２条

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以

外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者

としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における

配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む 。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害

を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう 。）その他の

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

（児童虐待に係る通告）

第６条

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

児童虐待は児童福祉の問題であるが、現状では不登校や問題行動の背景に児童生徒が虐

待を受けている状況がある場合も報告されており、被虐待児童の発見や保護の観点から学

校が果たす役割は大きい。しかし、学校が児童虐待の事実を知っていた、あるいはその疑

いがあると認識していたにもかかわらず、児童相談所や福祉事務所に通告をしなかったケ

ースも見受けられる。その結果、被虐待児童が重大な心身のダメージを受けているケース

がある。平成１６年の同法の一部改正では、保護者以外の同居人による虐待とともに家庭
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内暴力も児童虐待に含まれることとなった。また、児童虐待を受けたと思われる児童も通

告対象となった。そのため、学校は児童虐待の早期発見に向けて一層努力するとともに、

児童相談所等への相談や通告及び被虐待児童へのケアや個別の指導などを行わなければな

らない。

平成１６年６月に厚生労働省が発表した「児童虐待防止を目的とする市町村域でのネッ

トワークの設置状況調査の結果について 」（平成１６年６月）では、市町村レベルでの児

童虐待防止ネットワークの設置率は３９．８％で、前年度の同時期に比べ、２８．５％の増加が

みられた。なお、設置済と計画中とを併せたものは、全市町村数の４９．６％であった。学

校や教育委員会は、今後も関係機関と連携した児童虐待の予防、介入、自立支援等の体制

づくりが必要である。

なお、児童虐待防止法は平成１９年にも改正され（２０年４月１日施行 ）、新たに、児童

相談所による立入りや、児童相談所等が児童虐待に関する情報提供を求めた場合に、地方

公共団体の機関は情報を提供することができることが規定された。

③ 「少年法」等の一部改正

平成１９年には 、「少年法 」、「少年院法 」、「犯罪者予防更生法」及び「総合法律支

援法」の一部が、次のように改正された。
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【改正の要点】

� 触法少年（刑罰法令に触れる行為をした１４歳未満の少年）の事件について、警

察官による調査権限が明確化された。現在、触法少年の場合は、法律上の根拠が明

確でないまま警察官による任意の調査が行われているが、非行事実の確認に支障が

生じることがあるという理由等から改正に至ったものである。

� １４歳未満の少年でも、家庭裁判所が特に必要と認める場合に限り、おおむね１２

歳以上であれば、少年院に送致できることとなった。

� 保護観察中の少年が遵守事項を守らず、保護観察を続けても本人の改善・更生が

見込めない場合、家庭裁判所の決定で少年を児童自立支援施設や少年院へ送致する

ことが可能になった。

� 殺人など一定の重大事件について、少年鑑別所に身柄を拘束されている少年に対

して、国選付添人（弁護士）を付けることが可能になった。

児童生徒の問題行動の内容、年齢によっては家庭裁判所における審判や、成人と同様の

地方裁判所による刑事裁判の対象となる場合がある。特に、少年法は、刑法、刑事訴訟法

の特別法として、罪を犯した１４歳以上２０歳未満の者を犯罪少年、１４歳未満で刑罰法令

に触れる行為をした者を触法少年、一定の事由があって将来犯罪又は触法行為を行うおそ

れのある２０歳未満の者をぐ犯少年と規定し、刑法上の犯罪ではない行為についても、要

保護性の観点から一定の処分等を可能とする法律であり、少年に対する福祉的配慮をも加

味した法律と解されている。そして、同法では１４歳以上の場合には家庭裁判所送致を原

則とし、審判の結果保護処分となった場合には、少年院送致、保護観察処分、児童自立支

援施設・児童養護施設送致がなされることがある。また、１４歳未満の児童生徒に対して
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は児童相談所に通告されるが、ケースによっては家庭裁判所送致とされる。なお、今回の

少年法、少年院法の一部改正により、少年院送致の年齢の下限が１４歳であったものが「お

おむね１２歳」に引き下げられた。

児童生徒が少年院に送致された後、再び学校に戻ってくる場合には、少年院、学校、保

護司等の関係者間で連携を図り、受入れ体制の整備に努めることが大切である。
ひ ぼう

「万引き 」、「カツアゲ 」、「ネット上の誹謗中傷 」、「援助交際」などの行為は、そ
き そん

れぞれ刑法上の窃盗、恐喝、名誉毀損、売春防止法違反に該当する違法な行為であって、

決して容認してはならない行為であることを日ごろから指導する必要がある。このような

違法行為に関しては、十分に教育的配慮をしながらも、場合によっては、前記少年法の趣

旨にのっとって、警察や家庭裁判所と連携し、毅然と対応する必要がある。

また、今回の少年法改正により、新たに触法少年に対する警察官の調査権限が明確化さ

れたところであるが、その際、少年の心情への配慮等を欠いてはならないことは 、「少年

警察活動規則」等において明確にされている。学校が警察による調査に協力する際にも、

十分な教育的配慮の下で行うよう警察に求める姿勢が、今後重要である。
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第２章 これからの生徒指導体制の在り方

１ 生徒指導体制の見直し

生徒指導上の問題が起こるとき、まず問われるのは学校の生徒指導体制である。

もちろん、生徒指導体制がしっかりしていても問題が発生する場合はあるが、生徒指導

体制のどこかに欠陥があれば、問題状況の発生や拡大の危険は増していく。また、これま

で成功してきた方法が、今日の激変する時代において通用しにくくなっている事態もしば

しば見受けられる。社会や家庭が変わり、子どもが現代社会の中で揺れ動く中、問題行動

等の発生を予防し、児童生徒の健全な成長・発達を促す学校全体の生徒指導体制づくりが

一層重要になっている。

生徒指導体制の充実と強化

生徒指導体制というのは、生徒指導部など校務分掌の組織、学級担任や学年の連携、学

校全体の協力体制、組織内のリーダーシップやマネジメントの状況、メンバーの役割分担

と意欲、学校と保護者との関係性、さらには関係機関等との連携など、各学校の生徒指導

の全体的な仕組みや機能を表している。そのあり様は、小学校・中学校・高等学校などの

学校段階、学校の規模や地域の状況等によって違いはあるが、機能的かつ機動的な生徒指

導体制の確立は、どの学校においても問われる共通の課題である。

学校の校務分掌では、一般的に、生徒指導部（委員会）などが生徒指導の企画や立案等

に当たるなど、生徒指導推進の中心的な役割を担っている。そこでは、生徒指導部内の適

切な役割分担とよりよい人間関係づくりなどが必要であるが、そのためには生徒指導主事

の力量と責任感、そしてメンバーの意欲と情熱が大切である。また、学級（ホームルーム）

担任や学年主任、他の校務分掌等との連携を密にしていくことはもちろん、警察や児童相

談所等の関係機関との窓口を明確化・一本化しておくことも必要である。

このように生徒指導体制の充実のためには様々な観点があり、各学校の実態に応じた日

常の定期的な点検・評価を通して現状と課題を把握し、改善などに取り組むことが重要で

ある。

生徒指導体制を機能させる上では、生徒指導部に属する教員や学級（ホームルーム）担

任の果たす役割は重要だが、それを支える学校全体の教職員の一致協力した取組も不可欠

である。そうした学校の体制が確立されているとき、生徒指導が有効に機能すると言える。

例えば、学級が機能しない状況に陥った小学校のケースでは、学年・学校全体の協力体

制で解決した事例が報告されている。学校にいじめや暴力行為などの情報が寄せられたと

き、すぐに全校生徒へのアンケート調査と人権尊重の教育の徹底、保護者へのアンケート

調査と協力要請、そして学級（ホームルーム）や生徒会での話合いを進め、問題を解決し

た中学校・高等学校も多い。

こうした全校的な取組は 、「指導」という面だけでなく 、「相談」という面でも必要で
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ある。例えば、休み時間や放課後などに教職員が積極的に児童生徒との触れ合いを深め、

さらに、学校として相談週間を設け、児童生徒や保護者がどの教職員にも自由に相談でき

る機会を作っている学校もある。また、スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」

等と力を合わせ、相談体制を整備し、生徒指導の充実を図っている学校も多い。

なお、相談体制の充実を図る際には、生徒指導の機能が、問題行動等への対応といった

狭義の解釈に留まらず、すべての児童生徒を対象とした、教育活動すべての場に作用する

教育機能であるとの教職員の共通理解が不可欠である。

このように、生徒指導体制の充実のためには、児童生徒の健全育成と問題行動の予防と

解決に向け、学校全体で一致協力して取り組むことが基本である。

教職員の専門性と協力体制

かつての生徒指導は、ややもすると一部の教職員の力量や経験に依存しがちであった。

しかし、現在の生徒指導では、そうした指導・援助だけでは対応しきれない問題が多くな

っている。そこで、児童生徒の問題行動等に対しては、多面的な児童生徒理解に基づくア

セスメント（見極め）の実施、サポートチームによる問題解決のための個別の指導計画の

作成などが重要となってくる。また、関係機関に関する知識や活動についての理解、関係

法規に関する知識、教育相談の技能など、生徒指導に関する専門的知識と技能も要求され

る。機能的かつ機動的な生徒指導体制を構築する上で、教育の専門家としての知識と技能

の習得やそれらの活用が重要である。そうした観点から、今後の生徒指導においては、教

職員の専門性の発揮と協力体制の構築が一層求められている。

しかし、実際には、学校が組織的に対応できず、事態が深刻化してしまったケースも時

として見受けられる。例えば、問題解決を学級担任一人に任せていた、生徒指導主事と教

育相談担当との連携がうまくいっていなかった、養護教諭の得た児童生徒に関する情報が

教職員間で共有化されていなかった、校長が教職員個々の生徒指導の実態を十分に把握し

ていなかったなどの状況がある。

生徒指導体制は、小学校・中学校・高等学校などの学校段階や、児童生徒や地域の実態

に応じて、異なる面があるが、十分に機能する生徒指導体制を構築していくには、教職員

がお互いの役割や業務分担を理解し、助け合う、支持的かつ協力的な人間関係が大切であ

る。また、インターネットを介したいじめや犯罪、脱法麻薬の売買等、次々と生じる新た

な問題に対応するため、これまで以上に関係機関等との密接な連携が重要となっている。

さらに、児童生徒の多様な問題に対応できる生徒指導体制づくりには、生徒指導に関する

研修の充実が大切である。特に、生徒指導主事等には、他の教職員への助言、関係機関と

の連携等に際して、高い専門性と行動力が求められている。

家庭・地域への生徒指導体制に関する情報提供の重要性

青少年の健全育成や問題行動等への対応は、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果た

しつつ協力して行うものである。不登校・暴力行為・性非行への対応をはじめ、薬物乱用

防止教育・非行防止教育・犯罪被害防止教育、安全で安心な学校づくりなどを幅広く進め
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ていくためには、家庭・地域の協力が不可欠である。家庭・地域の協力を得るためには、

学校が自校や校区における生徒指導の実態や体制に関して幅広く不断の情報提供を行うこ

とが重要である。また、いじめや暴力行為を含む問題行動等への対応、義務教育段階にお

ける出席停止措置、高等学校における懲戒処分等については、家庭・地域に対して学校の

対応方針や措置基準、組織、対応の流れなどを周知するとともに、学校評議員制度や学校

評価委員会などの学校関係者評価を通して、定期的に生徒指導体制を見直し、改善してい

くことが大切である。

生徒指導に関する情報提供の不足は、学校や教職員に対する不信感、家庭・地域との信

頼関係の希薄化を招く要因となるばかりでなく、時として学校と保護者との深刻なトラブ

ルに発展する場合もある。学校としては、積極的に家庭・地域に対し、生徒指導に関する

情報を提供し、学校教育への理解と協力を促すために次のような工夫が必要であろう。

・ 入学や学年当初の児童生徒・保護者に対する生徒指導に関するガイダンス（オリエ

ンテーション）時に、自校の生徒指導の方針、生徒指導組織の紹介や説明、問題行動

が起きた場合の対応や指導、関係機関等の連携について明確に説明する。

・ 学校評議員会、地域住民や関係機関・関係団体との協議会等の機会を活用して、自

校の生徒指導体制について説明し、理解と協力を促す。

・ 自校のホームページ等を活用して、学校内外に生徒指導体制（方針・組織・計画・

実践・評価等）を公開する。

他方、保護者の学校教育、生徒指導への要望にも耳を傾け、保護者が抱えている悩みや

問題を共に解決するための支援を行う体制を整えることも重要である。近年、教育現場に

対し、過剰な要求や苦情を寄せる保護者の存在が社会問題となっているが、こうした保護

者についても、背景として家庭不和や子育て上の不安を有するなどの事情があることが少

なくない。まずは保護者の不安や悩みを聞く姿勢を持つことが必要である。

生徒指導を機能させるには、情報連携が十分になされる必要がある。保護者、地域住民、

関係機関等から得られる情報には、児童生徒の問題行動等の予兆を示す情報や問題解決に

つながる情報が含まれている場合が多い。また、蓄積された生徒指導情報は、次年度の年

間生徒指導計画等の作成や、年度を越えた継続指導を実施する場合に有効な情報を提供し

てくれるものであり、生徒指導情報の有効な活用を工夫するのが望ましい。その際、生徒

指導の全体計画や年間指導計画、学習や行動に関する記録、各種の調査・検査の記録、教

育相談記録、児童生徒のアセスメント（見極め）の記録、個別の指導記録、各種の会議録

等は、個人情報を含むため紛失や漏洩のないように保存・管理されなければならない。

なお、これからの生徒指導では、教職員だけではなく保護者・地域・関係機関等、多様

な人材・機関と協働した指導体制づくりが重要である。その場合に、児童生徒に対する人

権侵害、教職員や関係機関等の職員の法令違反、個人情報の漏洩等の危険についても十分

留意しなければならない。

第２章 これからの生徒指導体制の在り方
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コラム③ 地域の小学校・中学校・高等学校等が連携して進める生徒指導

某県のある地域では 、「地域の子どもは地域で鍛え育てる」という構想の中で、地

元の５校の小学校、一つの中学校、一つの高等学校の連携を中心に就学前教育とも歩

調を揃えた１３年間の連携教育を進めている。この連携教育では、就学前の１年間と

小学校４年生までを「導入期 」、小学校５年生から中学校２年生までを「充実期 」、

中学校３年生から高校３年までを「発展期」として設定して取り組んでいる。その実

践の一つに、地域の子どもたち全員に生活の基礎基本を定着させようとしている取組

がある。

この地域では、共通して取り組むべき指導項目を 、「あいさつ・言葉遣い 」、「相

手の話を聞くこと」、「身なりや身の回りをきちんとすること」、「時間を守ること」

及び「家庭での生活」の五つに整理している。そして、発達段階に応じた指導目標を

高等学校卒業時における望ましい人間像を基に逆算式に設定し、各校種でも共通して

取り組んでいる。

例えば 、「あいさつ・言葉遣い」について、発展期では「時・場所・状況に応じた

あいさつ、返事、態度、言葉遣いをする 。」、充実期では 、「①元気よく優しい言葉

で、心のこもったあいさつをする。②授業時と休憩時の区別をつけるなど、時と場に

合った言葉遣いをする 。」、導入期では 、「①大きな声であいさつや返事をする。②

先生や大人への言葉遣いと友だち同士の言葉遣いを使い分ける。③相手を傷つけたり、

からかったりするような言い方をしない 。」という指導目標を上げている。

その結果、小・中学生及び高校生も元気よくあいさつをし、授業へ取り組む態度も

極めて積極的である。どの校種でも児童生徒は、教師や目上の人に対して日ごろから

敬語を用い、礼儀正しく接していることから、粗暴な言動が表面化することはほとん

ど無いばかりか、穏やかで協調的な生活を送っているのが特徴である。

また、これらの指導を円滑に行うため、通常の学習内容の連携に加えて、５校の小

学校の横の連携はもちろん小学校・中学校・高等学校の校長等が月１回程度集まり各

種の打ち合わせを行っている。

このように、地域の全ての学校が、共通の項目を校種を超えて継続的に指導するこ

とで、地域全体の児童生徒の心に深く定着させることができている。また、校種間に

おける指導のギャップがないことから小学校・中学校・高等学校へ進学した際にも新

しい学校の指導への違和感が少なく、適応がスムーズである。

地域全体で高等学校卒業時に十分な社会性が身に付いているように、その時の望ま

しい生徒像を具体的にイメージしながら、各校種・各発達段階で連携協力して指導す

ることは、地域全体に教育力の向上をもたらすことにつながる。
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２ 生徒指導の運営方針の見直し

高度情報化、都市化、少子化に伴う「価値観の多様化」がますます進行している現代社

会においては、当然、人々の考える選択肢も拡大している。このように社会変化が著しい

現代において 、「社会的自立」を視野に入れた個人の自己実現を支援することを目的とす
かい り

る学校教育においても、一般社会と乖離することなく、常に社会の動向に目を向け 、「社

会で許されない行為は、学校においても許されない」という学校としての指導方針や姿勢

を外部に積極的に発信することが必要である。

そのため、学校におけるこれからの生徒指導の運営方針としては、何事も学校内だけで

解決しようとすることなく、家庭や地域社会とともに児童生徒を育てていくという姿勢を

基本に、家庭や地域社会に対して、児童生徒の健全育成についての積極的な働きかけをす

ることが求められている。

指導基準の明確化と周知

生徒指導の運営方針等を外部にまで積極的に発信していくためには、各学校の教育理念

に基づいた教職員間の合意形成や生徒指導に関する共通理解と一貫性が必要である。その

際 、「毅然とした対応 」、「共通理解に基づく対応」というスローガンだけでは、適切な

対応は困難であり、児童生徒への具体的な指導基準を明確にすることが必要である。その

際、留意しなければならないことは 、「なぜ、そのような指導基準を設けるのか」という

理念や方針を明確にした上で、運用するということである。

そこで学校内においては、管理職を中心として、その学校で「どのような児童生徒を育

てるのか」という確かな理念とともに、学校の主要課題や児童生徒の実情に応じた指導基

準を明確にするために、全教職員の合意形成を行うべきである。このように、基準を統一

することで、教職員間の指導に温度差が生じることがなくなり、また、基準に従って足並

みをそろえることで、学校の指導に対する不公平感をなくすことができると考えられる。

また、明確な理念や方針、そして指導基準や校則等を、積極的に外部に公開するととも

に、入学後の早い段階で、これらについて児童生徒及び保護者等に周知を図ることが重要

である。このように、学校が規律確立のためのシステムを持っていることを示すことが、

児童生徒や保護者に安心感を与えることにもなる。

しかしながら、国立教育政策研究所生徒指導研究センター「『 生徒指導体制の在り方に

ついての調査研究』報告書 －規範意識の醸成を目指して－ 」（平成１８年５月）におけ

る「生徒指導に関する取組についての調査結果 」（平成１８年１月現在）では、義務教育

段階における「出席停止の措置」については、約８割の市町村教育委員会で保護者、児童

生徒等への周知がなされていないという結果が見られる。また、高等学校段階における指

導基準や特別な指導に関しては 、「特に周知していない」という高等学校が約６割あり、

周知が徹底されているとは言い難い。

このことから、児童生徒や保護者にとっても指導基準がまだ不透明なことが窺え、指導

に関する合意が得られにくい現状であると考えられる。

「指導基準の明確化」と「周知」については、保護者や地域住民の代表とともに指導基
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準の見直しをする、保護者そして地域社会にホームページ等で知らせるなどにより、周知

の徹底を推進していくことも大切である。

指導方針に基づく毅然とした粘り強い指導

指導基準の明確化と公開により、その透明性を高めることで、学校は今まで以上に、統

一した指導基準に基づき、児童生徒への指導を公正に実践していかなければならない。そ
あいまい

のためには、教職員が曖昧な態度で指導することなく、足並みをそろえて「いじめ 」「暴

力行為 」「授業妨害」等に対して「いけないことはいけない」と、毅然とした態度で繰り

返し粘り強い指導をすることが必要である。

ただし、基準に従って指導をすることは言うまでもないが、なぜ問題行動を起こしたの

か、児童生徒の内面の問題に真剣に向き合い、理解しようとする姿勢が失われてはいけな

い。換言すると、児童生徒に対しては 、「見守り」や「受容」の姿勢を持ちつつも、間違

っていることは間違っていると指摘し、バランスを重視しながら粘り強く指導することが

大切である。そのような指導を積み重ねることにより、児童生徒が規範を守るべき理由を

自ら理解し、規範意識を内面化していくことにつながる。

さらに、児童生徒が現在及び社会に出た後も、様々な環境の変化等に適応する力を身に

付けさせることが学校教育においては今まで以上に必要となっている。

そこで、児童生徒が学校内の集団生活におけるルールの必要性を理解したうえで行動が

できるように、十分に説明し、指導することが必要である。あわせて、児童生徒の小さな
あいまい

問題行動についても、教職員が曖昧な態度をとることなく、毅然とした粘り強い指導を行

うことが大切である。

このような、全校で一致した、指導基準を明確にした継続的な指導が、児童生徒の規範

意識の醸成に結びつく。

規範意識の育成と自律

学校教育では問題行動等の未然防止に加えて、児童生徒が犯罪の被害者とならないよう、

犯罪被害の防止にも目を向ける必要がある。特に近年は携帯電話やパソコンの普及により、

いわゆるネット犯罪による被害が増加している。したがって、児童生徒の「危険回避能力」、

すなわち安全な生活を営むための「正しい判断力」や「自己管理する能力と態度」を育成

することが求められている。

このような力を身に付けさせるためにも、発達段階に応じて、児童生徒に基本的な生活

習慣を確立させるとともに、規範意識に基づいた行動様式を定着させることが重要である。

さらに、規範意識に基づいた行動様式を定着させるためには、自律心の育成が不可欠であ

る。すなわち、自らを抑制できる力を身に付けさせる必要がある。

こうした指導を円滑に行うためには、学校の集団生活の秩序を維持する指導の推進と、

小学校・中学校・高等学校の連携を視野に入れた社会的自立を促進する生徒指導が求めら

れる。

ところで、平成１５年の青少年育成推進本部「青少年育成施策大綱 」（内閣府）では、
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少年非行を防止するための総合的な取組として、学校における規範意識を培う指導、教育

相談体制の充実、出席停止制度の適切な運用、学校と関係機関からなるサポートチーム等

の地域における支援システムづくりを推進し、いじめや暴力行為を大幅に減少させること

の必要性を指摘している。同時に、学校が自主性、自律性を確立して教育の質を保障し、

保護者や地域住民が学校教育に積極的に参画して、地域の創意工夫を生かした特色ある学

校を作ることを勧めている。

したがって、児童生徒の規範意識の育成についても、学校教育を中心に展開されるだけ

でなく、地域社会の青少年健全育成の観点から問い直すことが必要である。例えば、地域

内での異年齢交流等の機会を通じて、自らの行為に責任を持つことや他人との付き合い方、

あいさつの仕方、時間を守ること、そして他人への感謝の気持ちを持つことなど、人間社

会における「当たり前のこと」を児童生徒の発達段階に応じて身に付けさせなければなら

ない。ただし価値観の多様化などにより 、「当たり前」の基準が不明確であるため、前述

したように、学校における運営方針、指導基準等について教職員や児童生徒が共通理解を

して遵守するだけでなく、保護者や地域にも情報を積極的に提供するとともに、児童生徒

の発達に応じて段階を踏んだ指導や、学校だけでなく家庭や地域社会で分担して指導にあ

たるなどの体制を確立していくことが必要である。

懲戒処分及び事後指導

生徒指導上の取組を通じて児童生徒の規範意識を醸成するためには、あらかじめ基準の

明確化を図り、その周知を図るとともに、日常的な指導の中で、学校の教職員が一丸とな

って毅然とした粘り強い指導をしていくことが必要である。

しかし、どのような児童生徒も、様々な問題を持ち、自己の力だけで正しい行動を取る

ことができない場合があり、指導を通じても事態が改善されないことも生じうる。その場

合には、あらかじめ定められた基準に基づき、懲戒を加えることを通じて、児童生徒の自

己指導力を育成することは、教育上有意義なことである。

公立の義務教育諸学校では、児童生徒の学習権を保障するとともに、保護者の就学義務

との関係から、停学及び退学の処分は認められていない。また、国立及び私立の義務教育

段階の学校においては、退学処分はとりうるものの、停学処分については、処分の期間中

にはどの学校においても教育を受けることができなくなるため、認められていない。義務

教育諸学校における懲戒としては、注意、叱責、居残り、起立、文書指導、別室指導、訓

告などがあり、それらを児童生徒の規範意識の醸成につなげることが大切である。ただし、

これらの懲戒を加えるに当たっては、当該児童生徒の発達段階、健康状態、時間や場所な

どの諸条件を考慮し、肉体的な苦痛を与えないように十分に気を付け、体罰の防止に努め

なければならない。

高等学校では、退学処分及び停学処分などを行うことが認められている。しかし、退学

処分及び停学処分などは、生徒の教育を受ける地位や権利に重大な変動をもたらすことに

なるため、処分権者は校長に限られている。特に、退学処分は、地位の重大な変動をもた

らすものであるため、学校教育法施行規則第２６条第３項において、

・ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
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・ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

・ 正当の理由がなくて出席常でない者

・ 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

の４つの事由のうちいずれかに該当する者に対して行うことができると定められている。

懲戒処分等の内容及び程度について、どの処分をどの程度実施するかについては、一概

にはいえず、ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないが、「安全で規律ある学習環境」
あいまい

を構築するという明確な目的の下、小さな問題行動から、曖昧にすることなく、あらかじ

め定めた指導基準にしたがって、段階的に毅然とした態度で指導することが重要である。

ただし、懲戒権の行使が社会通念上著しく妥当性を欠くものであってはならないことは

当然のことである。

また、懲戒は、あくまでも教育的な観点に基づいて行われる必要があり、その必要性を

慎重に検討すること、適正な手続きをとること、児童生徒の発達段階を踏まえ、教職員間

で指導や処分に差が生じないこと等の点に配慮する必要がある。

特に、高等学校の生徒に対する自主退学、自宅謹慎、学校内謹慎等の懲戒については、

例えば、解除の基準が明らかでない無期限の自宅謹慎が事前に十分な説明のないままなさ

れる等、社会通念上妥当性を欠くものであってはならず、生徒の個々の状況に十分留意し

てあくまでも法令に基づき行われるべきものである。

なお、懲戒の対象となった児童生徒に対しては、懲戒の期間中又は事後において、引き

続き集団生活を営むことができるように、指導を継続的に行うことが必要である。また、

高等学校における自宅謹慎等の際には、家庭の監督・保護能力が不十分な場合には、何ら

教育的効果をもたらさないばかりか、不規則な生活により基本的な生活習慣が乱れてしま

う恐れなどがあることから、そのような場合には、登校させて、教室とは異なる別室にて

指導するなどの工夫が必要である。

具体的な対応については、資料編１１１ページの「問題行動を起こす児童生徒に対する指

導について 」（平成１９年２月５日付け文部科学省初等中等教育局長通知）を参照された

い。

出席停止制度

懲戒ではないが、生徒指導上の重要な措置として学校の秩序を維持することを目的とし

た「出席停止制度」がある。公立の小学校・中学校においては、停学や退学等の懲戒処分

は認められていない。しかし、学校の秩序を守り、他の児童生徒の学習権を保障するため

に、出席停止制度が設けられている。

出席停止制度は、保護者に対してその子どもの就学の停止を命じるものであり、就学義

務の履行にかかわる重大な措置であることから、市町村教育委員会の権限と責任において

実施されることとなっている。

生徒指導においては、日ごろからの指導の充実が必要であり、その充実を図ることによ

って、出席停止措置に至らないように最大限の努力をすることは、当然のことである。し

かし、その一方、教職員も万能ではなく、最大限努力したにもかかわらず、事態が好転せ

ず、他の児童生徒の教育に妨げがある場合も考えられる。その際、他の子どもの学習権を
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侵害するような状態を継続させてはならない。

日ごろの生徒指導と出席停止制度とは相反するものではない。むしろこの制度は、日ご

ろの生徒指導の延長として、それだけでは統制しきれなくなった場合に行われる生徒指導

上の有効な手段の一つであることを、各学校及び教育委員会は改めて認識する必要がある。

出席停止の措置は 、「学校は、問題行動等に対して毅然とした指導をしてくれるし、自

分たちの事を守ってくれる」と学校への信頼感を高めるものである。一方、加害児童生徒

に対しては、自らの行動やその責任について振り返り、これからの学校生活について考え

る機会を与えるものである。

出席停止制度の運用に当たっては、就学義務にかかわる措置であることから、市町村教

育委員会において、事実関係の十分な把握、保護者等からの意見の聴取、理由や期間を記

載した文書の交付等の手続きについて、あらかじめ定め、公平かつ公正に実施される必要

があるとともに、出席停止期間中の当該児童生徒への教育上の指導を行わなければならな

い。なお、具体的な運用の在り方等については、前述の「問題行動を起こす児童生徒に対

する指導について」のほか、資料編８７ページの「出席停止制度の運用の在り方について」

（平成１３年１１月６日付け文部科学省初等中等教育局長通知）等を参照されたい。

コラム④ 懲戒と出席停止制度との違い

出席停止制度が、懲戒と異なるところは次の４点である。

ア 出席停止制度の趣旨が、当該児童生徒の懲戒にあるのではなく、学校の秩序の維

持と他の児童生徒の義務教育を受ける権利の保障にあること

イ 出席停止制度は、当該児童生徒本人ではなく、その保護者に対して行うものであ

ること

ウ 出席停止制度の命令権者が、校長又は教員ではなく、市町村教育委員会であるこ

と

エ 出席停止制度の対象となる学校が、公立の小学校・中学校に限られていること

第２章 これからの生徒指導体制の在り方
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３ 生徒指導体制の評価と組織マネジメント

生徒指導と学校評価

生徒指導は、学習指導要領に基づいて展開される教育活動だけでなく、家庭や地域社会、

関係機関との連携協力の下に相互補完的に行われている。つまり、学校の教育課程を通じ

て行われる自己指導力の育成や基本的な生活習慣の確立、学校の教育活動全体を通じて推

進される生徒指導、校則指導など学校の秩序を維持するための生徒指導、暴力行為、いじ

め、不登校など教育課題として取り組まれている生徒指導はもとより、万引きなどの初発

型非行や刑法犯少年に対する生徒指導も、警察や児童福祉施設など関係機関との緊密な連

携協力の下に行われている。

こうした生徒指導の取組は、小学校・中学校・高等学校などの学校種別によって、また

各地域や学校の実態によって異なっている。このため、学校評価の一環として、各学校が

生徒指導についての重点目標を設定し、その達成状況や、達成に向けた取組の状況を把握

するための項目・指標等を設定する場合には 、「学校評価ガイドライン［改訂 ］」（平成

２０年１月３１日・文部科学省）における「評価項目・指標等を検討する際の視点となる例」

も参考としつつ、各学校の実態を踏まえて検討し、評価結果を今後の生徒指導の改善に生

かしていくこととなる。

生徒指導の組織マネジメント

学校の教職員一人一人が教育の専門家として、児童生徒理解、学習指導・授業づくりの

力、教材研究の力だけでなく、集団指導力や学級づくりの力、さらには児童生徒の生徒指

導について確かな力量を持つことが望まれている。しかし、生徒指導をめぐる状況の変化

とともに、学級（ホームルーム）担任だけでは対応できず、学年単位や学校全体の組織と

して、さらには外部の専門機関との連携を前提とした生徒指導も求められるようになって

いる。つまり、児童生徒一人一人や学級（ホームルーム）だけでなく、学年や学校全体の

児童生徒、さらには地域全体の青少年を視野に入れて生徒指導体制を考えることが重要に

なっているのである。

一方、学校運営の見直しも図られている。例えば、組織マネジメントの発想を導入し、

校長がリーダーシップを発揮するとともに、教職員の意欲を引き出し、関係機関等との連

携を適切に行い、組織的、機動的に学校運営を進める取組も増えている。これまで、校務

分掌など校内組織は、教職員は「一人一役」の考え方の下に担当が細かく分けられ、かえ

って分かりにくいこともあった。そのため、児童生徒や地域の実態、学校の規模などに応

じて、校務分掌を整理合理化したり、会議を精選して校内組織の見直しを図ったり、また、

校長、教頭の下でそれぞれのグループをまとめたり連絡調整を行う生徒指導主事や、学年

主任等の役割を見直すことも必要になっている。

さらに、スクールカウンセラーなど外部の専門家の積極的な活用や、保護者や地域住民、

関係機関等との連携の一層の推進や情報公開、情報発信を行う渉外・広報を明確に位置付

けることなども必要になっている。つまり、生徒指導の組織の運営に当たっては、児童生
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徒や学校、保護者や地域社会、関係機関等の実態に合わせて、より組織的で効率的かつ機

動的な生徒指導が行えるよう、組織マネジメントの観点から見直しを図っていくことが大

切である。

また、教育委員会においても、各学校の生徒指導体制を見直すことができるよう、域内

全体の生徒指導体制を充実させ、指導・助言・援助を行う必要がある。例えば、教育支援

センター（適応指導教室 ）、サポートチーム等の活用を通じて、各学校の生徒指導体制が

より組織的で効率的に運用できるよう広域的な生徒指導体制を確立したり、各学校間の生

徒指導の方針や指導方法の調整を行うなど、域内の各学校が高い透明性を持った公平で公

正な指導方針の下に、一致した生徒指導を推進することが大切である。

コラム⑤ 学校評価

今日では 、学校が保護者や地域住民の信頼に応えて説明責任を果たし 、相互補完的

に連携協力して 、一体となって教育活動を推進していくためには 、学校の教育活動な

ど学校運営の状況について学校評価を実施し結果を公表するとともに 、保護者や地域

住民に対して積極的に情報を提供することが求められている 。

文部科学省「 学校評価ガイドライン〔 改訂 〕」（ 平成２０年１月 ）では 、学校評価

を実施する意義について 、「 学校の裁量が拡大し 、自主性・自律性が高まる上で 、そ

の教育活動等の成果を検証し 、必要な支援・改善を行うことにより 、児童生徒がより

よい教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指し 、教育の水準の向上

と保証を図ることが重要である 。また 、学校運営の質に対する保護者等の関心が高ま

る中で 、学校が適切に説明責任を果たすとともに 、学校の状況に関する共通理解を持

つことにより相互の連携協力の促進が図られることが期待される 。」と述べている 。

また 、学校評価については 、

① 各学校の教職員が行う評価【 自己評価 】

② 保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自

己評価の結果について評価することを基本として行う評価【 学校関係者評価 】

③ 学校と直接関係を有しない専門家等による客観的な評価【 第三者評価 】

の３つの実施方法により行うこととし 、特に自己評価を 、学校評価の最も基本となる

ものとして位置付けている 。
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豊かな人間性、社会性の育成

自己指導力

人間関係

児童理解

学級運営と生徒指導の相互支持・促進

学
級
担
任
に
よ
る

組
織
に
よ
る

学
級
運
営

生
徒
指
導

� 学級運営と生徒指導の相互支持・促進による生徒指導体制の充実

� 児童理解の深化と規範意識の育成

第３章 各学校段階における生徒指導体制の在り方

第１章、第２章で述べてきたように、児童生徒を取り巻く状況は、時代とともに変化し

ており、生徒指導体制の見直しは、小学校・中学校・高等学校の各学校段階に共通に求め

られている課題である。一方、その見直しの具体的方策については、各学校段階の特質や

児童生徒の発達段階、さらに学校や地域の実態等により異なる面もある。

第３章では、そうした観点から、各学校段階の生徒指導体制について、特に、問題行動

や少年非行等に的確に対応し、規範意識を醸成していくための生徒指導体制の在り方につ

いて提言していくことにする。

１ 小学校の生徒指導体制

小学校の生徒指導体制の見直しについては、平成１６年６月に起きた小学校での同級生

殺害事件を受け、国立教育政策研究所生徒指導研究センターが小学校での学級運営や生徒

指導体制の在り方について調査研究をすすめ 、「『 学級運営等の在り方についての調査研

究』報告書 」（平成１７年３月）をまとめた。しかしながら、第１章でも述べたように子

どもたちをめぐる状況は極めて深刻であり、小学校における規範意識の醸成が重要な課題

となっている。

こうした状況も踏まえ、小学校の生徒指導体制については、児童の規範意識を高める取

組を進めるとともに、いじめや暴力行為がなく安全に、かつ安心して学び、生活すること

のできる環境づくりを推進する観点から、特に、次の事項に取り組むことが重要である。

学級運営と生徒指導の相互支持・促進による生徒指導体制の充実

小学校では、それぞれの学級担任が児童の学

校生活のほとんどの場面にかかわるわけであり、

生徒指導においても学級担任による学級運営の

意義や利点を生かした取組が必要である。同時

に、担任の思い込みや抱え込みに陥ることなく、

学級運営と生徒指導が相互に補完し合って学校

全体としての生徒指導の充実・強化を図ること

も必要である。

こうした考え方を表したのが右の図である。

この図の中の文言は、どれも生徒指導における

重要な概念である。例えば、一番上にある「豊

かな人間性、社会性の育成 」、つまり人格の形 図 学級運営と生徒指導の関連図
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成は、生徒指導が目指す最終的なねらいと言える。

そのためには児童の自己指導力を高めることが不可欠であり、中学校・高等学校段階で

は、まさに自己指導・自己責任が問われる。また、小学校段階でも、児童の発達段階に応

じて、基本的な生活習慣などを中心に、自分を律する態度や能力が求められる。その力を

高めるためには、豊かな人間関係が大切である。児童同士、教師と児童、そして家庭や地

域での豊かな人間関係がなければ、様々な学習や体験をしても自己指導力は身に付きにく

い。また、教師が児童一人一人の置かれた状況やその内面をより深く理解することが豊か

な人間関係づくりにつながる。

こうした生徒指導の取組を進めていくためには、個々の学級担任の取組だけに任せるの

ではなく、生徒指導部等を中心として、児童理解・人間関係・自己指導力の充実が、学年

や学校全体、さらに家庭・地域と連携して構造的に、幅広く推進されていくことが必要で

ある。その際、低学年段階では、幼稚園や保育所との連携を図り、児童の発達段階を踏ま

えた基本的生活習慣の定着を図るとともに、高学年においては、中学校との連携を図り、

規範意識の醸成に努めることが重要である。

児童理解の深化と規範意識の育成

規範意識を育成する上で、児童理解の充実は重要な要素である。児童の心や行動の実態

を十分に把握しなければ、子どもの内面を揺り動かす指導、規範意識の内面化を実現して

いくことは困難である。

様々な問題行動が起こるたびに 、「子どもたちの状況に気付かなかった 」「そんなこと

をするような子どもには見えなかった 」「おとなしいよい子と思っていた」などと言われ

ることがある。高度情報化や都市化の進展、少子化等の進行の中で、児童の心や行動が見

えにくい状況が一層広がりつつある。また、親や地域における保護者同士の交流も少なく

なっている状況も見られる。

そうした中では、学校が家庭や地域住民と、これまで以上に連携・協力し、教師が子ど

もの実像・実態を把握し、児童理解を深めることが必要である。

また、児童の規範意識を育成していくためには、学校において、個々の学級で取り組む

だけではなく、学年・学校全体として取り組むことが大切である。規範意識の育成に当た

っては、家庭におけるしつけが中核となるが、それを社会に生きる人間の生き方として深

めていく役割を学校は担っている。社会的なルールやマナーについての地域社会での日常

的な取組の持つ意義は大きい。規範意識の育成において、家庭・地域を巻き込み、学校全

体として取り組むことが今日求められている。

２ 中学校の生徒指導体制

暴力行為や規則違反等は、中学校においては深刻な課題である。これらへの対応として、

生徒指導体制を強化し、児童生徒の規範意識の向上及び落ち着いた学習環境の確保の観点

から、学校内の規律の維持が大変重要である。

従来から、中学校では、組織的な対応を核として、これらの課題に取り組んできた。し

かし、中学校における問題行動の多様化や規範意識の低下、生徒の問題行動の複雑化・深
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� 生徒個々に対するきめ細かな指導体制と規範意識の育成

� コーディネーターの機能を生かした生徒指導体制の充実

刻化が進む中、今後、より一層の生徒指導体制の充実と規範意識の育成の観点から、特に、

次の事項に取り組むことが重要である。

生徒個々に対するきめ細かな指導体制と規範意識の育成

中学校における生徒指導上の諸課題への対応には、中学生期の生徒の特徴や思春期理解

を基本とし、生徒個々に対するきめ細やかな指導と集団の規範意識の向上という「個の育

成」と「集団の育成」の観点を踏まえた取組が必要である。

① 生徒個々に対するきめ細かな指導体制

生徒の問題行動の背景や要因の一つとして、社会性の不足や人間関係の希薄化が考えら

れる。対人関係をうまく結ぶことができなかったり、自己指導力の低さなどもあって、心

に悩みや不安、ストレスを抱えている生徒も少なくない。また、思春期は第二次性徴の出
かっとう

現もあり、身体的・心理的に不安定になり、将来に対する不安や葛藤など、心の揺れ動く

時期でもある。したがって、生徒一人一人が自己を見つめ、自分自身と向き合うことが大

切である。そのためには、生徒が気軽に相談できる環境や教職員が複数の視点できめ細か

く見守ることができるような校内体制を整備する必要がある。

特に、問題行動等の未然防止の観点から、日常の生活の中で、生徒の変化や「心」のサ

インに気づき、早期発見、早期対応を行うことが必要である。各学校においては、従来か

らこのような生徒指導体制の充実に取り組んできた。しかし、生徒の心の悩み等に対して、

組織的な対応をいかに行うかが課題である。生徒の情報を教師が抱え込み、個人の判断で

対応するのではなく、生徒指導主事が小学校との連携や中学校間の連携などにも留意して

多面的に情報を収集し、生徒指導部会や学年会議、ケース会議等で方針を決定し、協働し

て指導・援助することが大切である。また、必要に応じて生徒指導主事が専門機関との連

携を図ることが望ましい。

② 規範意識の育成

乳幼児期からの家庭におけるしつけや基本的なマナーの育成、基本的生活習慣の確立等

は、社会性を身に付けるための基礎となる。義務教育段階では、それらを基に日常の集団

生活を通してルールを守ることの必要性を理解させるとともに、規律ある行動を身に付け

させることが大切である。

特に中学校段階では、自己を確立し、互いの価値観や個性を認め合いながら、他者との

信頼関係を築くなど、人間関係の基盤づくりを行う時期である。社会生活は、他者とのか

かわりを基本とする集団生活であるため、社会的ルールを身に付け、それぞれの役割と責

任を果たすことで成り立つものである。したがって、生徒指導体制づくりを行う上では、

学校生活は、規律や社会的ルールを学ぶ場であるという認識に立ち、学習環境の整備や学

校内の規律の維持に取り組まなければならない。そのためには、生徒個々の規律や社会性

の育成と集団の規範意識の向上が必要である。
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指導においては、教職員個人の価値判断ではなく、教職員全体の共通理解が重要である。

教職員の共通理解の下、指導に当たるとともに、生徒個々が規則を守ることの必要性を考

える機会をつくる。そして、規則違反や問題行動に対しては、どの教職員も指導できる体

制をつくり、継続的な指導を続けることが必要である。また、家庭に対しても情報を発信

し、家庭と学校が生徒に社会的ルールや責任を身に付けさせることを共通の目的として取

り組むことが必要である。家庭教育力の低下が指摘されているが、学校教育と家庭教育が

役割分担を明確にして取り組むことが大切である。

コーディネーターの機能を生かした生徒指導体制の充実

学校内の規律の維持や問題行動等への対応については、校内における協働的生徒指導体

制づくりが重要であることは周知のとおりである。教職員が情報を共有し、共通理解の上、

課題解決に向けて取り組まなければならない。しかし、仕組みはつくられているものの、

共通理解や効果的な対応が困難で、生徒指導体制が機能しない事例もある。

問題行動等への対応については、情報の共有だけではなく、その情報から明らかになっ

た課題を共有し、連携した取組を行うことが重要である。そこで生徒指導主事や教育相談

担当者がコーディネーター（調整役）としての役割を果たすことが効果的である。

しかし、校内における会議等で情報の交換は行われるが、情報交換のみで具体的な行動

連携につながらないことが多い。重要なのは、情報から見えてくる課題を教職員全体で共

有し、課題解決に向けた協働した取組を行うことである。そこで、生徒指導主事や教育相

談担当者が協働体制の中核となり、コーディネーターとしての役割を果たすことが重要で

ある。校内の生徒指導体制の整備・充実のためには、学年間はもちろんのこと、学年を超

えた連携が基本となるが、コーディネーターは学年間の情報の流れや情報共有を効率化し、

学校全体の課題としてとらえ、組織的な対応を行う中心的な役割を担う。

問題行動等が発生した場合は、問題事象への指導だけではなく、問題行動に至る背景や

原因を明らかにし内面に迫る指導が必要である。そのためには、友人関係や学校生活、家

庭の状況等、多面的な状況把握が必要となる。必要に応じて、小学校からの情報を収集す

るなど小中連携も視野に入れなければならない。生徒指導主事は、コーディネーターとし

てこれらの情報を集約し、課題の明確化や指導方針・方法の決定、教職員の役割分担等を
しんちよく

行う。また、指導過程において、進捗 状況を把握すると同時に、教職員全体に周知する。

生徒指導主事が指導全体を調整することにより、教職員が課題や指導方法等の共通理解を

した上で、具体的な対応を役割分担するので、問題行動等への対応に重要とされる協働し

た生徒指導体制づくりができ、効果的・効率的な指導が可能となる。

３ 高等学校の生徒指導体制

価値観の多様化・相対化が、若者文化を中心に急速に進展する現代では、高校生にとっ

て学校生活への適応や人間関係の形成、進路の選択などで多くの課題が表面化・深刻化し

てきている。例えば、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査（平成１８

年度）」でも、全国の高等学校における不登校生徒が５７，５４４人、高等学校中退者が７７，０２７

人となっている。また、高等学校における不登校や中途退学の経験の有無とフリーター、
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� 教職員の共通理解・共通実践の深化と生徒指導体制の充実

� 法令等に関する指導と規範意識の向上

� 懲戒処分の適切な運用

ニート、ひきこもりなどとの関連が指摘されている。

こうした中で、高校生の社会的自立を進めていくためには、生徒指導そのものを広く社

会的視野に立ち 、「生きる力」をどうはぐくむかという指導としてとらえ直すことが必要

である。それは、社会的なルールやマナーの尊重の上に、自己選択と自己責任を行使する

生き方を求めさせることであり、社会の絶えざる変化を前提に、現在及び将来にわたり自

己をよりよく導く社会的な自己指導力を継続的・発展的に高めていく生徒指導の在り方が

求められているのである。

こうした視点を踏まえて、高等学校においては規範意識をはぐくむために、特に、次の

事項に取り組むことが重要である。

教職員の共通理解・共通実践の深化と生徒指導体制の充実

生徒指導の充実改善を図るためには、生徒指導の機能を学校の教育活動全体を通じて作

用させる必要がある。すなわち、全教職員がそれぞれの役割を分担しながら、全生徒を対

象に社会的自己実現に向けた生徒指導を展開しなければならないのである。しかし、高等

学校では、学校規模の大きさや教育内容の専門分化などに関連して、学校全体としての生

徒指導の方策づくりや教職員の共通実践等において、意見がかみ合わなかったり、指導効

果が上がらなかったりする状況が見られることがある。

文部科学省の「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム（中間まとめ）」（平成１７

年９月）では、中学校・高等学校における生徒による一連の重大事件の発生状況から、当

面の対応策の一つとして「学校内で複数の教職員等の視点で子どもの状況を見守り、子ど

もの変化を見逃さず、広く子どもの現状を理解することができるよう、学校全体で一体と

なって生徒指導に当たるとともに、きめ細かな教育相談を実施すること」とし、組織的対

応の重要性を訴えている。

これらの充実には、管理職のリーダーシップや生徒指導主事のコーディネーターとして

の機能が十分に発揮されることはもちろん、教科指導の場面以外に、ホームルーム活動な

どの特別活動を通じて、生徒と接触する機会が多いホームルーム担任の役割も重要である。

また、ホームルーム担任は、生徒の個性、学校内における人間関係、家庭の事情などを把

握する機会にも恵まれており、具体的・継続的に生徒を理解し、指導を行うことができる

立場にあると同時に、生徒や保護者との信頼関係づくりに多大な影響を及ぼすことから、

その役割と資質・力量の向上の重要性が再認識される必要がある。また、生徒理解を一層

深めるためにも、中学校との連携を図ることが重要である。

生徒指導の目標を具体化する際には、各学校の教育目標と生徒指導との関連性を共通理

解した上で、共通実践するための全体構想を明らかにすることが重要である。その内容と

しては、学校の規模、教師の構成、生徒・地域の実態など、それぞれの学校の実情によっ

て異なるが、基本的には「教師の基本的な態度 」、「目標及び重点項目 」、「組織及び運

営上の配慮事項 」、「家庭や関係機関等との連携方針」などが考えられる。
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また、全体構想の明確化の大前提として、生徒個々人の特性（学習面、心理・社会面、

進路面、健康面など）や生徒集団の特性（学年段階、集団性・結束力・活動力等、学習・

生活面など）について、客観的資料やデータを基にした教職員の共通理解を図ることが重

要である。このことによって、目標の設定、評価・点検の方法、目的や場面に応じた指導

方法や役割分担などの検討においても、共通理解が一層図られやすくなる。

法令等に関する指導と規範意識の向上

個人の尊重や自由の意味をはき違え、ルールやマナーに対しての自覚に欠け、また、行

為の重大性の認識やその後の結末に対する推測も欠けている高校生は少なくない。そのた

め、個人の自由と責任や権利と義務の意義についての自覚を一層深める指導とともに、規

範意識の向上が重要な課題となっている。しかし、青年期にある高校生にとっては、どの

ように親切かつ適切な教職員や保護者の教示や助言であっても、干渉、支配、圧力などと

受け取られやすく、生徒自身の真の反省や自覚に至らないこともある。

学校においては、日ごろから「社会で許されない行為は、学校でも許されない 。」とい

った毅然とした指導方針を示し、喫煙は「未成年者喫煙防止法」に違反し、万引きは刑法

では「窃盗罪」に当たることなど、生徒の問題行動と関係法規との関係を明確にし、生徒

に対して「社会の一員」としての責任と義務を指導していくことが重要である。同時に保

護者へも啓発することが必要である。また、生徒たちにとって身近な校則について、生徒

会活動などの特別活動をはじめとするあらゆる教育活動において考えさせたり、討議させ

たりするなど自律性を高める工夫も不可欠である。

懲戒処分の適切な運用

高等学校の生徒指導が義務教育と大きく異なる点は 、「退学 」「停学」といった法的効

果を伴う懲戒処分が校長に認められていることである。もちろん、法令上懲戒の制度があ

るからといって安易な判断で行われるべきではない。懲戒処分は、校内の規定等に基づき、

懲戒によって生徒を問題行動から立ち直らせることができるという見通しと当該生徒への

日常からの指導の積み重ねなどから、校長が総合的に判断して行うものである。すなわち、

懲戒処分は、生徒の社会的自己指導力を育成するための手段の一つとして、教育的見地に

基づいて行われなければならない。

特に、停学については、校内の規定等を整え停学の基準を明確にするとともに、生徒や
しん し

保護者等にも事前に周知を図るなどして適切に取り入れ、生徒に真摯な反省と自覚を促す

ものとするべきである。

ただし、退学については、生徒の意に反して在学関係を終了させ、その身分を奪うもので

あり、いわば最後の手段であることを十分に認識し、より慎重に対応することが必要である。

また、自宅謹慎などの指導についても、教育的見地からより適切な指導が行われるよう、

指導の基準や内容をできるだけ明確にすることが求められる。

なお、教育委員会は、懲戒処分についての基準や処分に至るまでの指導が適切に行われ

ているかなどについて把握し、懲戒処分が不適切に運用されることのないよう指導助言す

ることも大切である。

第３章 各学校段階における生徒指導体制の在り方
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