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１　はじめに
　東日本大震災により，福島県では津波や原子力発電
所の事故による甚大な被害を受け，避難指示区域の家
庭や学校は避難を余儀なくされた。引っ越しや親の転
職，県内外へ避難することで何度も転校を経験した子
どもも多く，子どもを取り巻く環境は大きく変化した。
時間の経過とともに落ち着きを取り戻す子どももいれ
ば，情緒面や行動面でうまく適応できない子どもも出
てきた。それらのハイリスクな子どもとその家族への
メンタルヘルス支援を目的として，2014年に福島大学
子どものメンタルヘルス支援事業推進室（以下，当室）
が開設された。当室では，「学校支援」を１つの柱と
して掲げ，福島県全域の学校（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心
の教育プログラム「こころの授業」（以下，こころの
授業）を実施している。こころの授業とは，東日本大
震災後に辻井ら浜松医科大学が中心となり，福島県全
域の学校を対象に実施した心理教育プログラムの総称
であり，2014年度の開設時より当室が引き継ぎ，福島
県教育委員会の委託を受け発展させながら行ってい
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。
　実施に当たっては，教育委員会を通して各学校から
申し込みを受け，その後当室と学校の担当教員で打ち
合わせを行い，子どもの年齢やクラスの状況に応じた
プログラム内容を選定する。授業終了時に受講した生
徒へアンケートを実施し，終了後に担当教員とアン
ケートの振り返りや気になる生徒への関わり方等につ
いて情報共有の機会を設定している。実施している主
な授業内容は次の通りである。

　１）Unit1：自己肯定感を高める
　Unit1の目的は，自分ができていることを見直し自
己肯定感を高めること，自身で取り組める気持ちの切
り替え方を知ることの２つである。授業では，まず自
分の「いいところ」を見つけるワークを行う。ここで
は，自身の性格としての長所ではなく，普段の生活を
続け，社会適応するために行っている適応行動に注目
する（辻井，2016）。適応行動には，体調管理の行動
やコミュニケーション，学校のスケジュールに参加す
る等が挙げられ，人と比べる必要がなく特別なもので
なくてよいこと，普段から問題が生じないように予防
的な行動がとれていることが大切であることを理解
し，自身について肯定的なイメージが持てるような気
づきを促す。中学生では，自身の「いいところ」を積
極的に表出するのをためらう傾向があることから，１
日のスケジュールを行動で書き出し，その中から適応
行動を見つけるワークを行っている。
　次に，「大切な気持ちを見つける」ワークを行う。
好き，楽しいなどの肯定的な気持ちにつながる「もの」
や「出来事」をできるだけたくさん書きだす作業を通
して，ポジティブな気持ちにつながることを考えるこ
と，実践することが気分転換になることを体験的に理
解する。書き出したものの数や内容をテレビのチャン
ネルに例え，チャンネルの種類を増やすこと，その時
の状況に応じて選択（切り替え）できる大切さを伝えて
いる。同時に，自身が得意とするストレス対処法に気づ
くこと，対処法の幅を広げることにもつながっている。

　２）Unit2：感情のコントロールとアサーション
　Unit2では，アサーションをテーマに，自分と他者
の違いや自身の抱いている感情に気づき，自他を大切
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にした考え方や表現方法を身に付けることを目標とし
ている。授業では，怒りや不満を感じやすいコミュニ
ケーション場面の例をいくつか提示し，それぞれの場
面で感じる怒り・不満の強さに点数をつけることから
始める。それぞれの場面での点数について生徒に挙手
してもらうことで，同じ場面でも人によって点数の違
いがあること，気持ちの強さや感じ方は違って当然で
あることを確認する。このワークを通して，人と同じ
でなくてはいけないという思い込みを捨て，それぞれ
の気持ちや考えを尊重できるようになることがねらい
の一つである。また，感情を得点化することで，自分
の状態を客観的に捉えることができ，点数が低ければ
自身で対処できるが，点数が高いものは周りに助けを
求めることを優先するなど，参考指標としても有効で
ある。
　次に，互いを理解し合うためのコミュニケーション
について，自己表現の３つのタイプとして，①攻撃的・
一方的，②非主張的，③アサーティブを挙げ，それぞ
れの特徴を紹介する。相手へのアサーティブな表現方
法を自分なりの言葉で考え，ロールプレイで実際に伝
えることで，日常場面で使えるスキルとして身に付け
ていくことを目標とする。
　授業の終わりに，強い怒りを感じているときは，相
手に伝える前にまず自身で怒りを小さく収められると
よいことを伝え，そのための感情のコントロール法や
リラクセーション法（呼吸法，筋弛緩法）を紹介して
いる。

　３）Unit3：考えの幅を広げる
　Unit3では，認知行動療法を基に，気持ちの切り替
え方として「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ことを目的
としている。授業では，コミュニケーション上の葛藤
が起きやすい身近な場面を例に挙げ，同じ状況でも人
によって様々な考え方があり，その考え方によって気
分が良い方にも悪い方にも変化することを理解する。
また，特にストレスを引き起こしやすい考え方のクセ
を知るために，チェックリストを使い自身の考え方の
傾向をグラフ化し，客観的に捉えるワークを行う。そ
の後のグループワークでは，事例をもとに自分が普段
思い浮かぶ考え以外に様々な視点から考えを出す練習
を行う。他者の意見を聞くことで，より幅広い考え方
を知る機会となる。また，複数の考えの中から気分が
楽になる考え方を選んでもらうことで，考えによる気
分の切り替えを体験する。
　考え方のクセは，普段であれば長所としても働くこ
とがあるが，特にストレスのかかる状況下では，クセ
により偏った考えが浮かびやすく，それにより調子が
悪くなるという悪循環が起こりやすいことを知り，考
えに幅を持たせることがストレス軽減につながること

を理解する。しかし，考えの切り替えにはある程度の
気持ちの余裕が必要となる。先に説明した気分転換の
方法やリラクセーション法等と併せて実施できるとよ
いことを伝えるようにしている。
　本研究では，こころの授業Unit1，Unit2，Unit3を
受講した中学生に対して実施したアンケートの結果を
分析し，それぞれの授業がどのように受け止め理解さ
れているのかを検討し，授業の効果や課題について検
討することを目的とする。

２　方法
　１）対象
　2017年度に「こころの授業」を受講した福島県全域
の中学生８校31クラス674名。Unit1受講は23クラス
468名（１年生11クラス171名，２年生３クラス82名，
３年生９クラス215名）。Unit ２受講は２年生６クラ
ス155名。Unit3受講は３年生２クラス51名。
　なお，今回Unit2受講の２年生は2016年度（１年時）
にUnit1を受講済み，Unit3受講の３年生は2015年度（１
年時）にUnit1，2016年度（２年時）にUnit2を受講済
みである。

　２）参加者アンケートの構成と分析
　受講した生徒へ記名式で次の項目についてアンケー
ト調査を行った。授業について，「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項目を「とても当てはまる」から「まったくあては
まらない」の５件法で回答を求めた。そして，「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。
　理解度・楽しさ・有用性については，「とても当て
はまる」を５点，「まったくあてはまらない」を１点
として，学年ごとにそれぞれの平均値を算出した。自
由記述については，記載のあった673名分をUserLocal
テキストマイニングツールを用いて分析を行った。分
析の際，同一単語の漢字と平仮名は合算し，出現の多
い表記で記載した。

３　結果
　１）授業の理解度・楽しさ・有用性について
　５件法で回答を求めた授業の理解度・楽しさ・有用
性について，Unitそれぞれについて，学年ごとの平均
を求めた。結果を表１，表２，表３に示す。

表１　Unit1の受講者アンケートの平均（標準偏差）

学年 人数 理解度 楽しさ 有用性
１年 171 4.83（0.41） 4.65（0.61） 4.81（0.46）
２年 82 4.90（0.30） 4.83（0.38） 4.83（0.38）
３年 215 4.87（0.36） 4.73（0.52） 4.80（0.46）
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　２）自由記述について
　テキストマイニングにより，名詞と動詞の出現頻度
をまとめた。 Unit1の結果を表４，Unit2の結果を表５，
Unit3の結果を表６に示す。
　名詞の出現頻度を見ると，Unit1では「ストレス」
（224回），「リラックス」（134回），「方法」（91回）が
上位となった。他にUnit1のみに多く見られるものと
して，「行動」（45回），「適応」（31回），「チャンネル」
（28回）があげられる。Unit2では，「相手」（54回），「気
持ち」（48回），「授業」（28回）が上位となった。他に
Unit2のみに多く見られるものとして，「アサーティブ」
（21回），「伝え方」（13回），「言い方」（10回）があげ
られる。Unit3では，「クセ」（22回），「ストレス」（18
回），「考え方」（12回），「考え」（11回）が上位となっ
ている。
　動詞の出現頻度を見ると，各Unit共に「思う」，「わ
かる」，「できる」が上位となった。Unit2のみに多く
見られるものとして，「伝える」（29回），「言う」（19回），
「話す」（11回）があげられる。
　さらに，出現頻度が高い単語を含む自由記述の感想
を一部抜粋しまとめたものを表７に示す。

４　考察
　１）アンケート結果から
　理解度・楽しさ・有用性に関するそれぞれの平均値
は，Unit1，Unit2，Unit3の全てにおいて，４点台後
半の高い数値を示す結果となった。記名式による回答
のため，全体的に高評価となった可能性はあるものの，
受講生徒が授業に対して一定の効果を感じていること
が確認された。一方で，少数ではあるが低い評価をつ
ける生徒もいた。実際の授業の際には，該当生徒の置
かれている状況や意見を受け止めながら，その後の担
当教員との情報共有時に確認できるように工夫してい
る。

表２　Unit2の受講者アンケートの平均（標準偏差）

学年 人数 理解度 楽しさ 有用性
２年 155 4.81（0.41） 4.74（0.57） 4.74（0.57）

表３　Unit3の受講者アンケートの平均（標準偏差）

学年 人数 理解度 楽しさ 有用性
２年 51 4.92（0.34） 4.84（0.42） 4.82（0.48）

表４　Unit1の名詞・動詞出現頻度
（上位10位，n=467）

 名詞 出現頻度 動詞 出現頻度
ストレス 224 思う 211
リラックス 134 わかる 179
方法 91 いく 117
授業 90 できる 102
生活 60 役立てる 46
行動 45 たまる 43
深呼吸 32 知る 35
気持ち 31 感じる 30
適応 31 教える 30

チャンネル 28 生かす 28

表５　Unit2の名詞・動詞出現頻度
（上位10位，n=155）

 名詞 出現頻度 動詞 出現頻度
相手 54 わかる 81
気持ち 48 思う 73
授業 28 考える 30

アサーティブ 21 伝える 29
リラックス 18 いく 27
方法 18 言う 19
伝え方 13 役立てる 17
生活 11 話す 11
ストレス 10 知る 11
言い方 10 ちがう 9

表６　Unit3の名詞・動詞出現頻度
（上位10位，n=51）

 名詞 出現頻度 動詞 出現頻度
クセ 22 わかる 22
ストレス 18 思う 17
考え方 12 できる 9
考え 11 知れる 9

リラックス 5 知る 5
勉強 4 考える 5
大切 4 たまる 5
解消 3 持つ 3
気持ち 3 違う 3
方法 3 使う 3
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表７　高頻出語を含む自由記述の感想（一部抜粋）

　 感　　　　想

Unit1

 心のチャンネルがいっぱいあるとわかったので，ストレスには強いんだと感じた。また，ストレスを
感じたときに，有効に使おうと思った。（１年）

今まではストレスがたまったらすぐ八つ当たりなどをしてしまいがちでしたが，いまの調子を具体的
数値で表す，自分にとっての「楽しいこと，リラックスできること」で気持ちを切り替えられること
を初めて知りました。これからは何かあっても６秒たえて楽しいこと，リラックスできることを思い
出していこうと思います。また大会前には深呼吸をしていこうと思います。（１年）

わかりやすくて，「なるほどな」と共感できることが多かったです。ストレスがたまっているときは
“チャンネル”を替えることが大切なんだなと思いました。（２年）

人間関係で悩んだりすることがほぼ毎日で，最近は何をしてもストレスばっかり感じていたので，助
かりました。自分の内にあるストレスと上手に向きあっていくための方法が理解できたのはうれしい
ことです。今後，受験などもあり，ストレスや嫌に感じることが更に多くなると思うので，今回学ん
だことを生活の中にとりいれたいです。 （３年）

適応行動もいいところにつながるとわかって良かった。楽しいこと，リラックスできることを考え，
行動にうつしたいです。（３年）

Unit2

 アサーティブでいることの難しさ，自分と相手の価値観が違うのに，伝えるという大変さがわかりま
した。攻撃的にならないように気をつけます。

「相手と自分は違う」「アサーティブな考え方をする」というのをいつも頭の中に入れておけば，イラ
イラや不満も少しへるのかなと思いました。注意する時の言い方も気をつけたいです。

今日の授業では，３つの伝え方があることがわかりました。 つい，攻撃的になってしまうことが多い
ので，これからはアサーティブになります。

今回の授業で，改めて，自分の怒りや，気持ちを伝えることについて考えることができました。私は
前に，友達とのラインで，アサーティブな方法で話していてとても役に立ったことがありました。授
業をやって，こういうことなんだなあと知ることができました。

Unit3

自分の考え方のクセが自分が思っていたものとはちがかったのでびっくりしました。すぐにネガティ
ブな方に考えず，たくさんの考えを持つことが大切だとわかりました。

 自分のクセがよく周りから言われることだったので，そうなのかとおもいました。このクセをうまく
いかしてストレスをためないようにできたらいいなと思います。

リラックス法を復習したり，自分のクセを発見したりしてすごく楽しかったです。また，ポジティブ
思考になることの大切さを知ることができました。

 受験勉強などでストレスがたまったときに今日やった授業のストレス解消法を使いたいと思いまし
た。
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　２）自由記述から
　Unit1について，出現頻度の多い単語を見ると，「リ
ラックス」，「深呼吸」，「方法」などがあり，リラクセー
ション法や深呼吸など実践できるストレス対処法への
関心が高いことがうかがえた。また，「生活」，「行動」，
「適応」等の記述も多く，授業の中で普段の１日の行
動を詳細に書き出すことで，自身が日常生活で継続し
ている適応行動への気づきにつながったと考えられ
る。また，「チャンネル」からも分かるように，自分
にとって楽しいことをたくさん見つける体験が気分転
換（チャンネルの切り替え）につながることに関心を
持った生徒も多いことがうかがえた。表７の感想に
「心のチャンネルがいっぱいあるとわかったので，ス
トレスには強いんだと感じた」とあるように，チャン
ネルをたくさん見つけられたことが自己肯定感へとつ
ながっていることが確認された。
　Unit2について，出現頻度の多い単語には「相手」，
「気持ち」などがあり，Unit2の授業の目的でもある，
自他の違いへの気づきや他者理解について，多くの生
徒の関心・理解が得られたことがうかがえた。また，「ア
サーティブ」，「伝え方／言い方」など，相手へのコミュ
ニケーションの方法についての記述も多く見られた。
表７の感想にも「つい，攻撃的になってしまうことが
多いので，これからはアサーティブになります」とあ
るように，授業を通して普段の自分の伝え方のパター
ンを客観的に捉えることにつながっていると考えられ
る。一方で，「アサーティブでいることの難しさ，自
分と相手の価値観が違うのに，伝えるという大変さが
わかりました」との感想にもあるように，アサーティ
ブな表現の難しさについても述べられている。自己肯
定感が低いと，自他を大切にしたアサーティブな表現
をすることが難しくなる可能性がある。そのような場
合は，Unit1の内容を復習しながら，自己肯定感を高
める方法を伝えていくことも必要であろう。
　Unit3について，出現頻度が最も多かったのは「ク
セ」であった。これにより，生徒が授業を通して自分
の考え方の特徴を客観的に捉えられていることがうか
がえる。表７の感想からも「自分の考え方のクセが自
分が思っていたものとはちがかったのでびっくりしま
した」との記述や，「自分のクセがよく周りから言わ
れることだったので，そうなのかとおもいました」な
ど，自身の考えの特徴への気づきと共に，納得や驚き
の記述が見られた。また，「考え方／考え」について
感想を述べる生徒も多く見られており，「すぐにネガ
ティブな方に考えず，たくさんの考えを持つことが大
切だとわかりました」との記述もあることから，考え
の幅を広げることが気分転換に有効であることへの気
づきがうかがえた。
　

　３）心理教育の継続とステップアップによる効果に
ついて

　今回のUnit2の受講者は１年時にUnit1を受講してお
り，２回目の受講であった。また，Unit3の受講者は，
１年時にUnit1，２年時にUnit2を受講しており，今回
が３回目の受講であった。そこで，今回の結果から，
心理教育の課題と，授業を継続して行うことの利点に
ついて考えたい。まず，心理教育の課題として，１度
のみの受講だけでは，知りえた内容やスキルを日常場
面で継続し，汎化させることが難しいことが挙げられ
る。そこで，Unit2やUnit3のはじめに，前回行った授
業の簡単な復習の時間を設けている。リラクセーショ
ン法やアサーションなど，特徴的なものに関してはそ
の場で思い出す生徒も多い。時間が経過してから復習
することでより理解が深まり，日常場面に活かしやす
くなると言えるだろう。また，授業を行う時期も重要
と考える。今回Unit3を受講したのは３年生であり，
表７の「受験勉強などでストレスがたまったときに今
日やった授業のストレス解消法を使いたいと思いまし
た」との感想にもあるように，ストレスを感じやすい
時期であることがうかがえる。生徒が授業内容を日常
場面に置き換えて実感しやすくなることが実践への意
欲となり，継続へつながるのではないだろうか。

　４）予防教育から個別支援への手立てへ
　授業開始前に，担当教員と気になる生徒についての
情報共有の機会を作り，授業担当スタッフは該当生徒
の授業での様子や発言等を特に注意して観察するよう
にしている。担当教員には授業に同席してもらい，授
業終了後に再度情報共有の機会を設けている。授業の
中で見えた生徒の特徴が，今後の対応へのヒントとな
ることも多く見られている。また，授業を通して自己
理解が進むことで，その後のアンケートに自身の状況
や悩みを記述する生徒もいる。こころの授業を通して，
相談することへの抵抗感が軽減されることも目的の一
つと言える。担任教諭やスクールカウンセラーへの相
談など，個別の支援につなげるきっかけとしても活用
が期待される。

　５）今後の課題
　先に述べたように，こころの授業での内容やスキル
を日常場面で活かせるよう継続していくことが重要と
考える。そのためには，学校内での実施や復習の機会
が得られることが望ましい。今回授業を実施した学校
の中には，当室スタッフの授業の様子を参観した教員
が，その後他の学年へ同様の授業を実施した取り組み
が報告されている。心の授業を教員やスクールカウン
セラー等が実施できるようにマニュアルを作成するこ
と，授業の効果研究を行い未実施の学校へ広く周知し
ていくことが課題と言えるだろう。
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＜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することが可能である。（2019.7.4現
在）

＜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『中学生を対象とした「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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