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１．はじめに
　日本の心理教育は1980年代後半に，医療場面で患者
家族が患者への対処技能を高めるための家族療法とし
て導入された（後藤，2001）ことが始まりである。
1997年の神戸児童殺傷事件をきっかけに，教育分野で
「心の教育」の重要性が問われ（鈴木ら，2008），自己
理解や他者理解の促進，予防的な取り組みなどを目的
とした心理教育が注目されるようになった。現在は，
エンカウンター・グループ，アサーション・トレーニ
ング，ソーシャル・スキルス・トレーニング，認知行
動療法など様々な心理学的知見を活用したプログラム
が行われている。
　東日本大震災で福島県は地震や津波での甚大な被害
に加え，原発事故により避難を余儀なくされた人々や
放射能不安を抱く人々などがたくさんおり，生活環境
が大きく変化した。大人も子どもも先の見通しが持て
ず，精神的な安定を得にくい状況に置かれた。そんな
中，浜松医科大学が中心となり，福島県内の学校（小
学校，中学校，高等学校，特別支援学校等）に通う子
どもたちを対象に，予防的支援として心理教育プログ
ラム「こころの授業」を行った。平成26年度より福島
県教育委員会から委託を受けて福島大学子どものメン
タルヘルス支援事業推進室（以下，当室）が引き継ぎ，
プログラム内容を発展させながら福島県全域で実施し
ている。
　このプログラムは子どもたちの「心の回復力・生活
の中の対処能力を向上させ，安定を図る」ことを目的
としている。震災や原発事故による直接的な影響（避
難や家族形態の変化によるストレス，放射能不安等）
からの回復はもちろん重要であるが，プログラムの中
では直接的に震災の話題を扱うことはしていない。学

級集団を対象に実施しているため，トラウマ体験を抱
えている子にとっては侵襲的なおそれがあることや，
震災の影響に限定すると体験等の違いによって他人事
のように捉えられてしまうためである。山本ら（2015）
は，岩手で東日本大震災後に行われている「心のサポー
ト授業」が４年を経過した段階ではトラウマケアだけ
でなく，ストレスマネジメントに関する心理教育の面
も期待されるようになったと述べているように，震災
から時間の経過した中では，震災による影響の強弱に
関わらず，多くの子どもたちにとって有益なプログラ
ムであることが重要となる。そのため，トラウマティッ
クな体験に焦点を当てるのではなく，誰しも経験する
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Unit1

【ねらい】
自分ができていることを見直し自己肯定感
を高める，自身で取り組める気持ちの切り
替え方を知ること

【実施内容と対象の分類】
①１－２年生　②３－６年生

Unit2

【ねらい】
自他の違いや自身の抱く感情に気づき，自
他を大切にした考え方や表現方法を身に付
ける（感情コントロールとアサーション）

【実施内容と対象の分類】
①２年生　②３－４年生　③５－６年生

Unit3

【ねらい】
「考え」に注目し，考えの幅を広げることに
より，ストレス軽減につながる方法を知る

【実施内容と対象の分類】
①５－６年生

表１　「こころの授業」の各Unitの概要
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傷つきや落ち込みなどから立ち直る力であるレジリエ
ンスを高め，日常的な問題への対処能力に働きかける
ための，予防的なプログラムとなることを目標として
作成している（Unit1～3を作成。概要は表１を参照）。
　実施に当たっては，教育委員会を通じて各学校から
依頼を受けた後に，当室スタッフと学校の担当者で打
ち合わせを行う。学校のニーズやクラスの状況に合わ
せて授業内容を決定し，当室スタッフが訪問して授業
を行う。授業終了後には，実施した参加者アンケート
の振り返りや気になる子どもへの関わり方などについ
て担任等と共有の時間を設けている。
　本論文では「こころの授業」のUnit1を受講した小
学生の参加者アンケートを通して，授業がどのように
体験，理解されているのかを確認し，効果と課題につ
いて検討したい。
・Unit1の詳細について
　実施形式としては，教室で１時間単位（45分間）の
授業時間に，専用ワークシートを使用して行う。筆記
量を減らしたり，具体的に書きやすくしたりするため
に，小学校１～２年生用，３～６年生用の２つを作成
しているが，扱うポイントは同様である。
　授業では最初に，ねらいの一つである，自己肯定感
を高めるために，自分のいいところ探しを行う。その
際に，いいところは「人と比べる必要がない」ことや
「生活の中で当たり前にできている」ことであること
を説明していいところのハードルを下げ，普段自分が
行えている具体的なことに目を向ける機会を設ける。
これは発達障害の保護者支援の手法の一つであるペア
レント・プログラムで「いいところ」や「努力してい
るところ」探しを行う際に，適応的な行動に注目する
点（辻井，2016）と同様の方法と言えるだろう。
　次に，気持ちの切り替え方について取り組む。つま
らないTVを見た時にはチャンネルを切り替えている
ように，心の中でも落ち込みや不安などが続くときに
はチャンネルを切り替えられるために，好きなことや
楽しいことなど，自分がポジティブな気持ちになれる
チャンネルを見つけていく。また，見つけたチャンネ
ルを周囲と共有することでチャンネル数を増やす取り
組みを行う。
　授業の最後には，呼吸法などのリラックス法を全員
で一緒に実施して終了している。

２．方法
　１）対象
　対象は，2017年度に「こころの授業」のUnit1を受
講した福島県内の小学生のうち，参加者アンケートに
協力のあった計716名である。内訳は，学校数が６校，
29クラス。各学年の詳細は１年生２クラス52名，２年
生２クラス51名，３年生４クラス103名，４年生６ク
ラス139名，５年生６クラス134名，６年生９クラス

237名であった。

　２）参加者アンケートの構成と分析
　授業終了時に，参加した児童に授業ついての参加者
アンケートを実施した。構成は，Q1授業の内容がわ
かった（理解度），Q2授業が楽しかった（楽しさ），
Q3授業の内容を役立てたいと思った（有用性），の３
項目について，「とても当てはまる（5）」から「まった
く当てはまらない（1）」の5件法で回答を求めた。それ
に加え，「今日の授業の感想を自由に書いてください」
として自由記述で感想を求めた。Q1～Q3はそれぞれ
平均値を算出し，その差について統計解析ソフトJMP
を用いて統計にかけた。自由記述についてはUserLocal
テキストマイニングツールを用いて分析した。
　参加者アンケートは全て記名式で実施した。これは，
「こころの授業」を振り返る際に，どのような感想を
持ったのかを担任と共有し，その後の教育に生かすこ
とや，悩み事などの記入があった場合に支援につなげ
るためである。

３．結果
　１）参加者アンケートの３項目について
　３項目の平均値についての結果を表２に示す。全体
の結果からは，Q1（理解度）が4.81，Q2（楽しさ）
が4.81，Q3（有用性）が4.72と，全て４点台後半の値
を示した。この結果から，「こころの授業」は，理解度，
楽しさ，有用性ともに，小学校のどの学年においても
ある程度達成されていることが確認された。
　また，詳細を検討するため学年ごとの平均点の差に
ついて，それぞれの項目を一元配置分散分析にかけた
結果（表３），Q1とQ2で有意差が認められた。その２
項目について，tukeyのHSD検定にかけ，各学年の比
較を行った結果（表４，表５），Q1の「１年生－５年生」
の間でのみ，有意差が認められた。

　２）参加者アンケートの自由記述について
　自由記述については，記載のあった691名分をテキ
ストマイニングにかけた。名詞，動詞，形容詞の出現
回数を表６に，単語の共起回数を表７に示した。
　名詞で最も多く書かれた単語は，「リラックス」（147
回），続いて「心」（143回），「方法」（128回）であった。
　動詞で最も多く書かれた単語は「思う」（225回），続
いて「分かる」（212回），「見つける」（81回）であった。
　形容詞で最も多く書かれた単語は「いい／よい」（296
回），続いて「楽しい」（201回），「やすい」（54回）で
あった。
　共起される単語のペアとしては「リラックス」「方法」
が共起回数97回と最も多く，続いて「いい／よい」「見
つける」（87回），「やすい」「わかる」（54回），「いい
／よい」「分かる」（54回）となった。
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　 クラス数 人数 理解度 楽しさ 有用性
全体 29 719 4.81 （0.52） 4.81 （0.61） 4.72 （0.67）
１年 2 52 4.62 （0.75） 4.77 （0.85） 4.60 （0.80）
２年 2 51 4.86 （0.40） 4.88 （0.59） 4.73 （0.80）
３年 4 103 4.79 （0.59） 4.74 （0.70） 4.61 （0.79）
４年 6 139 4.85 （0.52） 4.91 （0.43） 4.81 （0.58）
５年 6 134 4.90 （0.35） 4.87 （0.45） 4.81 （0.52）
６年 9 237 4.78 （0.53） 4.73 （0.68） 4.70 （0.68）

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
１年 －0.29145 －0.04552 －0.08179 －0.00804 0.03733※ －0.05815
２年 －0.29430 －0.17812 －0.22947 －0.21174　 －0.15146
３年 －0.20709 －0.13070 －0.08563　 －0.17379
４年 －0.17826 －0.13332　 －0.09466
５年 －0.18156　 －0.04991
６年 －0.13652

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
１年 －0.34235 －0.23091 －0.26560 －0.13933 －0.18131 －0.22805
２年 －0.34569 －0.15441 －0.25447 －0.27800 －0.11707
３年 －0.24325 －0.05115 －0.09348 －0.19811
４年 －0.20940 －0.17081 －0.00279
５年 －0.21327 －0.04550
６年 －0.16036

名　詞 出現回数 動　詞 出現回数 形容詞 出現回数
リラックス 147 思う 225 いい／よい 296
心 143 分かる 212 楽しい 201
方法 128 見つける 81 やすい 54
授業 116 できる 70 すごい 49
気持ち 76 役立てる 63 おもしろい 34
ストレス 55 教える 61 うれしい 26
べんきょう 50 いく 50 ほしい 9
大切 48 もらう 34 多い 8
先生 36 考える 33 くわしい 7
生活 34 しれる 32 難しい 9

表６　各品詞の出現回数（上位10位） （N=691名）

※同一単語の漢字と平仮名は合算し，出現の多い表記で記載

表２　参加者アンケート３項目の平均（SD）

（実施学校数＝6校）

平方和 自由度 平均平方 F値 P値
理解度 群　間 3.51 5 0.70 2.594 0.0245※

郡　内 192.04 710 0.27
全　体 195.55 715

楽しさ 群　間 4.43 5 0.89 2.374 0.0377※

郡　内 264.97 710 0.37
全　体 269.40 715

有用性 群　間 4.33 5 0.87 1.926 0.0879　

郡　内 319.36 710 0.45
全　体 323.69 715

表３　Q1－Q3の一元配置分散分析結果

表４　Q1の学年ごとの比較（HSD閾値行列）

表５　Q2の学年ごとの比較（HSD閾値行列）
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４．考察
　１）参加者アンケートの３項目結果から
　記名式のアンケートであるため，点数が高くなるこ
とは考慮しなければならないが，それでも全てが４点
台の後半を示していることから，「心の授業」のUnit1
は，理解度，楽しさ，有用性ともに，小学校のどの学
年においてもある程度達成されていることが確認され
た。
　各学年の平均値を比べると，楽しさ，有用性につい
ては，有意差は見られなかったが，理解度については，
１年生と５年生の比較でのみ，有意差が見られる結果
となった。
　これは，子どもの発達的側面が関係していると考え
られる。Unit1では「人と比べず」にいいところに目
を向けることを促すが，１年生の頃は主観的役割取得
（渡辺,2016）の段階であり，自他の視点を区別はでき
ても，それを関連付け，他者と自己を比較して考える
ことはまだ難しいことが挙げられる。そのため，いい
ところ探しに対しても，授業に楽しく参加はできるが，
実感をともなった理解が困難であると考えられる。１
年生向けの「こころの授業」の内容については今後の
検討が必要である。
　学年が上がると共に，次第に他者の視点から自分の
思考や行動を見ることが可能となる。そのため授業で
扱う，他者と比較せずに当たり前と言われる行動に注
目するという視点の獲得が，高学年ほど実感をとも
なった理解につながりやすいと考えられ，結果からは
５年生が最も理解しやすい内容となっていることが分

かった。「こころの授業」は中学生・高校生に対して
も実施しているが，以前は小学生と同様のワークシー
トを使用していた。しかし，思春期の時期にある子ど
もたちにとっては，いいところ探しを前面に出した
ワークに対して非常に抵抗感が強く，ワークシートへ
の記入ができない様子が見られたため，中学生以上か
らはワークシートを大きく変更し，「いいところ」を
直接的に書き出すことはせずに授業を進めていく改善
を行った。６年生の理解度がやや低めの値になってい
る点は，上記のような思春期への移行の時期というこ
とも要因の一つと考えられるが，この点については他
学年の参加者アンケート数がまだ少ないという問題点
もあるため，対象数を集めた上で再度検討が必要であ
る。

　２）自由記述から
　自由記述で出現した名詞に注目すると，「こころの
授業」は，「心」（143回）や「気持ち」（116回）につ
いて考える「授業」（116回）として体験されているこ
とが確認された。また，「リラックス」（147回）や「ス
トレス」（55回）など，自分の心の状態についても意
識を向ける機会となっている。
　動詞では，「思う」（225回），「分かる」（212回）は
一般的にも出現しやすい単語であるが，それ以外にも
「見つける」（81回），「できる」（70回），「役立てる」（63
回）なども多く出現することから，新しい気づきや役
立つ方法の獲得につながっていると考えられる。
　形容詞からは「楽しい」（201回）や「おもしろい」（34
回）が上位に出現し，Q2（楽しさ）で示されたよう
に授業自体が楽しいものとして体験されていること
が，この点からも確認された。
　単語の共起回数に目を向けると，「リラックス」「方
法」（97回）が最も多かった。気持ちの切り替え方や
呼吸法などを実施することにより，リラックスするた
めの方法を学ぶ機会につながっていると考えられる。
「いい／よい」と「見つける」（87回）「分かる」（54回）
からは，授業で伝えているいいところ（人と比べず，
生活の中で当たり前にできているところ）を見つけた
り，分かったりできていることがうかがえる。また，「わ
かる」「やすい」（54回），「いい／よい」・「方法」（43回）
を「見つける」（87回）授業としても捉えられている。
　心理教育で身につけたいスキルを考える際に，石隈
（2016）が，WHOの掲げるライフスキル10領域を５
セットにまとめたもの（「1.意思決定・問題解決スキ
ル」，「2.創造的志向・批判的志向」，「3.効果的コミュ
ニケーション・対人関係スキル」，「4.自己意識・共感
性」，「5.情動への対処・ストレスへの対処」）が一つ
の目標となる。自由記述の出現単語の結果からは，「こ
ころの授業」を実施することで，自分の「心」や「気
持ち」の状態に目を向けて考えることや新しい気づき

表７　単語の共起回数（上位15位） （N=691名）

単語１ 単語２ 共起回数
リラックス 方法 97
いい／よい 見つける 87
やすい わかる 54
いい／よい 分かる 54
いい／よい 思う 46
リラックス 思う 43
いい／よい 方法 43
思う 方法 39
分かる 心 39
心 授業 35
いい／よい リラックス 34
分かる 方法 33
思う 授業 31
教える 方法 26
ストレス 思う 25
授業 楽しい 25

※同一単語の漢字，平仮名は合算し，出現の多い表記で記載
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を得ること（「4.自己意識・共感性」），さらにストレ
スへの対処行動として「リラックス」「方法」を「見
つける」こと（「5.情動への対処・ストレスへの対処」）
に働きかけていると考えられる。

　３）自己肯定感に関して
　Unit1でねらいとしている，自己肯定感に対しては
どのような効果があるだろうか。類似の言葉として自
尊心や自己効力感などが挙げられるが，それらの定義
は田島ら（2013）が参考になる。ここで言う自己肯定
感とは「ありのままの自分を受け止め，自己の否定的
な側面も含めて，自分が自分であっても大丈夫という
感覚」（茂木ら，2010）を指している。自由記述からは，
自分の「いい」ところを「見つけ」られる，「分かる」
ようになることが示されており，人と比較することな
く，日常の中で当たり前にできている点をいいところ
として認められるようになれば，「ありのままの自分
を受け止める」という自己肯定感を高めることにつな
がる。一方で，いいところだけに目を向けることは「比
較的浅めの自己肯定感」（諸富，2011）への働きかけ
とも言え，それだけでは「否定的な側面も含めて受け
止められるだけの深い自己肯定感」を育むには十分と
は言えないだろう。しかしながら，「こころの授業」
のように短時間で学級全員を対象として実施するとい
う枠組みでは，いいところに目を向けることにポイン
トを定めるほうがどの子にも実施しやすく安全な方法
である。より深い部分への働きかけに対しては，
Unit1だけで完結させるのではなく，Unit2やUnit3の
実施につなげたり，新たなUnitを開発していくような
心理教育プログラムの計画が必要になると考えられ
る。

　４）効果の継続性について
　「こころの授業」は学校から依頼を受け，外部講師
として授業を実施するという形式である。授業直後に
はこれまで述べたような効果が得られたとしても，１
度だけの授業ではそれが長い期間続くことは難しく，
効果の継続性に課題があると考えられる。
　そのため，「こころの授業」を実施する際には，担
任にも授業を見てもらうようにお願いしている。それ
により，授業内容が担任にきちんと理解され，子ども
たちの学校生活の中で授業中に扱ったポイントを振り
返ることが可能となり，継続した効果が期待できるた
めである。
　上記のような工夫によって，どれだけ子どもたちの
記憶に定着できているかの検証は不十分であり，今後
の課題である。

５．おわりに
　「こころの授業」のUnit1を受講することにより，自

己理解の促進やストレス対処スキル（気持ちの切り替
えやリラックスの仕方）の獲得につながっていると考
えられた。また，自分のいいところが分かり目を向け
られるようになることから，自己肯定感を高めるため
の働きかけになっていると考えられた。
　課題として，１年生が理解しやすい内容への修正，
より深い自己肯定感への働きかけ，効果の継続性の検
証が必要である。今後も福島県内の子どもたちにとっ
て有用な心理教育プログラムとなるよう，改善と検証
を進めていきたい。

＜注＞
　「こころの授業」のワークシートについては，当室ホー
ムページ（URL：http://cmhc.net.fukushima-u.ac.jp/）か
らダウンロードして使用できる。

＜付記＞　本論文は，日本心理臨床学会第37回大会に
おいて発表した『小学生を対象とした「こころの授
業」の実践と課題』を基に加筆修正を加えたもので
ある。
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