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１１１１．．．．いまどきのいまどきのいまどきのいまどきの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの心心心心：：：：子子子子どものどものどものどもの感感感感じじじじ方方方方やややや考考考考ええええ方方方方がががが変化変化変化変化していますしていますしていますしています 

１１１１））））集団集団集団集団でいるのにでいるのにでいるのにでいるのに、、、、１１１１人遊人遊人遊人遊びがびがびがびが増増増増えているのはなぜえているのはなぜえているのはなぜえているのはなぜ？？？？ 

 映像で伝えることが増えた環境の中で、子どもたちは、自分の気持ちや考えをことばで

上手に伝える力が未発達なようです。いっしょに作業はできても関係を維持するには意見

を調整したり、相手にゆずったりするためのスキルが必要です。また、他者への興味があ

ると関係を楽しめるのですが、人に合わせるのは面倒でストレスになるのかもしれません。  

 

２２２２））））けんかにならずにけんかにならずにけんかにならずにけんかにならずに「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」になるのはなぜになるのはなぜになるのはなぜになるのはなぜ？？？？ 

    けんかは「対等な関係」での意見の違いから起きますが、いじめは、「一方通行」です。

また、けんかでは、自分の言動や行動に責任を持ちますが、いじめは、集団や「匿名性」

を隠れ蓑にして攻撃するので自分の責任をのがれやすい状態です。仲間意識が育っていな

い場合には、自分がやられることを恐れていじめを止めることも躊躇してしまいます。 

 

２２２２．．．．キレキレキレキレるってどういうことるってどういうことるってどういうことるってどういうこと？？？？ 

キレるとは、自分自分自分自分のののの自然自然自然自然なななな感情感情感情感情のののの流流流流れがれがれがれがキレキレキレキレてしまうことてしまうことてしまうことてしまうこととととと（カッとなったり、感じな

いように感情をストップさせたり）人間関係人間関係人間関係人間関係をををを切切切切ることることることることを意味しています。毎日を騒音や

情報過多の社会で過ごしている子どもたちは、ストレスが高いようです。ゆったりとひと

つのことに打ち込む時間のゆとりや、自分で試行錯誤しながら考えていく経験が少ないた

めに、カッとなったり、すぐにあきらめたり正解を求めたりするため、衝動性が高くなり

やすく、自分で考えて、行動予測をしたり因果関係をみつける力が未発達なのです。 

 
１）    行動行動行動行動がががが生生生生じるまでのじるまでのじるまでのじるまでの脳脳脳脳のののの中中中中ののののメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム     

 

 

 
                                                                                                 
むかつくむかつくむかつくむかつく出来事出来事出来事出来事        （（（（生理的欲求生理的欲求生理的欲求生理的欲求））））不快不快不快不快をなくしたいをなくしたいをなくしたいをなくしたい                         

                            （（（（承承承承認欲求認欲求認欲求認欲求））））自分自分自分自分のののの価値価値価値価値をををを認認認認めてほしいめてほしいめてほしいめてほしい             

    （（（（社会的欲求社会的欲求社会的欲求社会的欲求））））正当正当正当正当にににに解決解決解決解決したいしたいしたいしたい 
 
 
 
 
××××    暴力暴力暴力暴力（（（（反社会的行動反社会的行動反社会的行動反社会的行動）））） 

××××    ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり（（（（非社会的行動非社会的行動非社会的行動非社会的行動）））） 

 

 

 
○ 対立解消対立解消対立解消対立解消のののの話話話話しししし合合合合いいいい            キレキレキレキレそうになったらそうになったらそうになったらそうになったら                        どんなどんなどんなどんな行動行動行動行動をををを？？？？誰誰誰誰にににに、、、、いついついついつ、、、、 

（（（（向社会的行動向社会的行動向社会的行動向社会的行動））））                深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸                                    どんなどんなどんなどんな表情表情表情表情でででで？？？？どんなことばでどんなことばでどんなことばでどんなことばで？？？？ 

 

キレキレキレキレやすいやすいやすいやすい子子子子へのへのへのへの理解理解理解理解とととと対応対応対応対応 

早稲田大学 本田 恵子

意思意思意思意思 
欲求欲求欲求欲求のののの認知認知認知認知 

プログラミングプログラミングプログラミングプログラミング 

行動を組み立てる 

伝達伝達伝達伝達 
運動指令を身体
部分につたえる 

行動行動行動行動のののの実践実践実践実践 

感覚感覚感覚感覚刺激刺激刺激刺激 

を受ける 

ワンパターンの 

考え方・行動 

運動企画運動企画運動企画運動企画 
刺激の処理方法をい

ろいろな視点で考え

る（向社会的判断） 

相手相手相手相手をををを傷傷傷傷つけずにつけずにつけずにつけずに    自分自分自分自分

のののの気持気持気持気持ちもちもちもちも問題問題問題問題もすっきもすっきもすっきもすっき

りするりするりするりするにはにはにはにはどうしたらいどうしたらいどうしたらいどうしたらい

いかいかいかいか？？？？ 
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３３３３．．．．アンガーアンガーアンガーアンガーマネージメントマネージメントマネージメントマネージメントとはとはとはとは？？？？ 

     

１１１１））））    アンガーアンガーアンガーアンガーのののの理解理解理解理解 

アンガーは、さまざまな感情が入り混じって混沌とした状態。 

単なる怒りではありません。 

アンガーによって、生理的反応、認知的反応、が生じます。 

 

２２２２））））    アンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントのののの目的目的目的目的 

生理的反応を緩和する：ストレスマネージメント 

ゆがんだ状況判断を修正する：考え方の修正、視野を広げる 

自分の欲求を適切に伝える方法を学ぶ：ソーシャルスキル教育 

 

３３３３））））アンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントのののの対象対象対象対象 

        ・暴力・暴言が続く子ども （いじめ、家庭内暴力、校内暴力等）  

  ・自傷行為をしがちな子ども（身体を傷つける、危険な行為をする等）  

  ・身体化をしがちな子ども（不登校、言葉で表現しにくい子等） 

 

 

４４４４））））アンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントのののの一連一連一連一連のののの流流流流れれれれ 

    １０１０１０１０～～～～１５１５１５１５回回回回    毎週毎週毎週毎週１１１１回程度実施回程度実施回程度実施回程度実施しますしますしますします。。。。 

（傾聴・明確化）  （明確化・直面化面接）   （傾聴・統合面接） 

第一課程第一課程第一課程第一課程                        第二課程第二課程第二課程第二課程                                第三課程第三課程第三課程第三課程 
 

 

 

 

 

     

        

              

   第五課程第五課程第五課程第五課程                                    第四課程第四課程第四課程第四課程 
 

 

 

 

 

 

 

（トレーニング）     （コーチング） 

 

詳細の進め方は「キレやすい子へのアンガーマネージメント～段階を追ったワークと事例

集～」ほんの森出版 を参照してください。 

気気気気づきづきづきづき 
（応急処置の
方法を学ぶ、気
持ちへのネー
ミング、行動パ
ターンの理解）

知的理解知的理解知的理解知的理解 
（このままだと、どう
なるのか？なぜ、こう
いう行動になるのかを
振り返って分析） 

感情的感情的感情的感情的なななな理解理解理解理解 
（ありのままの自
分を受容し、自分の
よいところを使っ
て、行動緩和） 

新新新新しいしいしいしい行動行動行動行動パタパタパタパタ

ーンーンーンーンのののの学習学習学習学習 
（アンガーを正当
に表現するための
キレにくい考え方
や問題解決方法を
学ぶ） 

新新新新しいしいしいしい行動行動行動行動パターパターパターパター

ンンンンのののの練習練習練習練習 
（日常のストレス
マネージメント 
ソーシャルスキルの
実践） 
 

新新新新しいしいしいしい行動行動行動行動・・・・

考考考考ええええ方方方方・・・・感感感感じじじじ

方方方方のののの定着定着定着定着 
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４４４４．．．． キレキレキレキレているているているている場面場面場面場面でのでのでのでの対応対応対応対応 

１１１１））））子子子子どもがつまづいているどもがつまづいているどもがつまづいているどもがつまづいている場面場面場面場面でやってはいけないでやってはいけないでやってはいけないでやってはいけない対応対応対応対応    （ＮＧ（ＮＧ（ＮＧ（ＮＧ集集集集）））） 

★ 自分自分自分自分のののの感情感情感情感情でででで相手相手相手相手をををを非難非難非難非難するするするする 

「なんで そうなるの？」 「はずかしい」「せっかく作ってあげたのに」 

   

    ★★★★ものごとをものごとをものごとをものごとを否定的否定的否定的否定的にににに関連付関連付関連付関連付けるけるけるける 
    「前もそうだったじゃない」「そんな風に考えるからだめなんだ」 

「こんなんじゃ、この先誰も遊んでくれないよ」 

    （どうせやってもダメなら やらない という気持ちになります） 

 

★ 本当本当本当本当のののの気持気持気持気持ちとちとちとちと反対反対反対反対のことをのことをのことをのことを言言言言うううう 

    「勝手にしろ」「もう、知らない」「野球なんかやめてしまえ」 

「どうせ、俺たちの言うこときかないんだろ」 

  

 （相手は自分を手本にするので、相手も本音を言わなくなります） 

 

２２２２）））） キレキレキレキレているているているている場面場面場面場面ででででのののの指導者指導者指導者指導者としてのとしてのとしてのとしての望望望望ましいましいましいましい対応対応対応対応 

対応対応対応対応１１１１：（：（：（：（予防予防予防予防））））刺激刺激刺激刺激をををを排除排除排除排除するするするする 

引きがねを理解しておき、こちらが引き金にならないようにしてください。 

タイムアウトをとる、 興奮の元になるものを見えないようにする等 

★ ＮＧ集をしないように要注意 

 

        対応対応対応対応２２２２：（：（：（：（安全配慮安全配慮安全配慮安全配慮））））危険危険危険危険なななな物物物物やややや周囲周囲周囲周囲のののの人人人人をよけるをよけるをよけるをよける 
 やじうまを移動する、 ハサミ・ガラス等危険なものはどける 

★指導者の過失（物理的、心理的）にならないようにします 

★暴れるのを抑えるために指導者が暴力をふるわないようにしましょう。 

 

        対応対応対応対応３３３３：：：：（（（（気持気持気持気持ちはちはちはちは受容受容受容受容））））言言言言いいいい分分分分をををを聴聴聴聴きききき、、、、何何何何をしたいかををしたいかををしたいかををしたいかを正確正確正確正確にににに理解理解理解理解するするするする 

 

        １１１１））））気持気持気持気持ちにちにちにちにネーミングネーミングネーミングネーミングをするをするをするをする 

        「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど。。。。君君君君のののの気持気持気持気持ちはちはちはちは、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。」「。」「。」「。」「それはそれはそれはそれは、、、、悔悔悔悔しいですねしいですねしいですねしいですね」」」」などなどなどなど 

     

２２２２)     何何何何をしたいのかををしたいのかををしたいのかををしたいのかを明確明確明確明確にしますにしますにしますにします。。。。 

        「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、相手相手相手相手にににに注意注意注意注意をしてもらえばいいのですかをしてもらえばいいのですかをしてもらえばいいのですかをしてもらえばいいのですか。。。。それともそれともそれともそれとも、、、、相手相手相手相手がががが二度二度二度二度とととと 

            あなたをからかわないようにしたいのですかあなたをからかわないようにしたいのですかあなたをからかわないようにしたいのですかあなたをからかわないようにしたいのですか」」」」 

    ☆☆☆☆    感情感情感情感情とととと、、、、行動行動行動行動をををを分分分分けてあげてくださいけてあげてくださいけてあげてくださいけてあげてください。。。。     

            恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい    →→→→    恥恥恥恥ずかしさをずかしさをずかしさをずかしさを克服克服克服克服したいしたいしたいしたい    （（（（そのためのそのためのそのためのそのための適切適切適切適切なななな方法方法方法方法をををを考考考考えるえるえるえる）））） 

 

        対応対応対応対応４４４４：：：：（（（（限界限界限界限界のののの設定設定設定設定））））正正正正しくしくしくしく表現表現表現表現するするするする方法方法方法方法をををを提示提示提示提示しますしますしますします 

  「「「「それをそれをそれをそれを    かなえるためにはかなえるためにはかなえるためにはかなえるためには    こういうこういうこういうこういう手続手続手続手続きがきがきがきが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります」」」」 

                「「「「今今今今のやりのやりのやりのやり方方方方ではではではでは、、、、申申申申しししし出出出出をかなえることはできませんをかなえることはできませんをかなえることはできませんをかなえることはできません。。。。このようにしましょうこのようにしましょうこのようにしましょうこのようにしましょう」」」」 

                「「「「こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、話話話話にににに応応応応じていますじていますじていますじています。。。。ルールルールルールルールにににに乗乗乗乗ってってってって話話話話をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください」」」」 

☆ やりやりやりやり方方方方はははは、、、、相手相手相手相手ののののペースペースペースペースにににに合合合合わせますわせますわせますわせます。。。。どんなにどんなにどんなにどんなに優優優優れたれたれたれた解決方法解決方法解決方法解決方法もももも、、、、本人本人本人本人がががが使使使使えなえなえなえな

いものではいものではいものではいものでは意味意味意味意味がないためですがないためですがないためですがないためです。。。。 
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５５５５．．．．アンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントのののの各課程各課程各課程各課程でででで学学学学ぶぶぶぶスキルスキルスキルスキル 

  
第一課程第一課程第一課程第一課程：：：：刺激刺激刺激刺激とととと反応反応反応反応をををを理解理解理解理解しししし、、、、反応反応反応反応をををを緩和緩和緩和緩和するためのするためのするためのするためのスキルスキルスキルスキルをををを学学学学びますびますびますびます。。。。  

１１１１））））刺激刺激刺激刺激のののの排除排除排除排除     

 （子どもの力を育てる）目をつぶる、 イヤホン（音の刺激の排除）、 タイムアウト 

 （周囲の支援）不快な刺激になるやり方を 緩和する 

（声のトーン、話し方、威圧的な姿勢、教材などを工夫する） 

 

２２２２））））興奮興奮興奮興奮をををを収収収収めるためのめるためのめるためのめるためのテクニックテクニックテクニックテクニック 
 深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸：深呼吸には、血圧を下げたり、酸素を脳や身体に送る働きがあります。 

 顔顔顔顔をををを洗洗洗洗うううう、、、、首筋首筋首筋首筋をををを冷冷冷冷やすやすやすやす：興奮して熱がこもっているからだを冷ますことで、すーっと

熱が引く感覚を味わうと 落ち着きやすくなります。 

 風風風風にあたってにあたってにあたってにあたって、、、、頭頭頭頭やややや身体身体身体身体のののの熱熱熱熱をををを冷冷冷冷ますますますます 

 水水水水をををを飲飲飲飲むむむむ：のどのあたりにつまっている感覚が引きます。 

 落落落落ちちちち着着着着くくくく部屋部屋部屋部屋にいくにいくにいくにいく：小さい部屋や暗い部屋など自分がほっとできるところに行きます。 

 ぬいぐるみやおぬいぐるみやおぬいぐるみやおぬいぐるみやお気気気気にににに入入入入りのものをりのものをりのものをりのものを抱抱抱抱きしめるきしめるきしめるきしめる：ぎゅっと力をこめることで、行き場のな

いエネルギーが外にでます。同時に暖かいやわらかい刺激で安堵することもできます。 

 

３３３３））））身体身体身体身体のののの緊張緊張緊張緊張をほぐすをほぐすをほぐすをほぐすためのためのためのためのテクニックテクニックテクニックテクニック     

 こぶしを握ってぱっと話す、 手指をゆっくり開いて、閉じてをしてみる 

 暖かいタオルで 目や首を暖める、 首を回す、手足を軽く動かしてみるなど  

 

４４４４））））プラスプラスプラスプラスのののの感覚刺激感覚刺激感覚刺激感覚刺激でででで、、、、気分転換気分転換気分転換気分転換をするをするをするをする方方方方法法法法 

     好きな絵や写真を見る、好きな音楽やリラックスできる音を聴く 、気に入った感触

のもの（タオル、ぬいぐるみ、ボールなど）を触る、落ち着く香りをかぐ 

暖かいお茶を飲む、水を飲む、散歩にいく、運動をしてみる 

 

第二課程第二課程第二課程第二課程：：：：行動行動行動行動をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす考考考考ええええ方方方方をををを理解理解理解理解しししし、、、、客観的客観的客観的客観的なななな視点視点視点視点をををを学学学学びますびますびますびます 

 

ステップステップステップステップ１１１１：：：：誤誤誤誤ったったったった・・・・ゆがんだゆがんだゆがんだゆがんだ状況状況状況状況のののの見方見方見方見方をさせているをさせているをさせているをさせている「「「「考考考考ええええ方方方方」」」」をををを理解理解理解理解するするするする 

 

    １１１１））））白黒思考白黒思考白黒思考白黒思考    （（（（好好好好きかきかきかきか嫌嫌嫌嫌いいいいかかかか、、、、敵敵敵敵かかかか味方味方味方味方かかかか、、、、やるかやらないかなどやるかやらないかなどやるかやらないかなどやるかやらないかなど）））） 

    ２２２２））））完完完完ぺきぺきぺきぺき主義主義主義主義（（（（ちょっとでもだめになったらちょっとでもだめになったらちょっとでもだめになったらちょっとでもだめになったら、、、、すべてだめだとすべてだめだとすべてだめだとすべてだめだと思思思思うううう）））） 

    ３３３３）～）～）～）～べきべきべきべき・・・・～～～～ねばならねばならねばならねばならぬぬぬぬ思考思考思考思考 
                （～べき：親なんだから、黙って立って子どものことを分かってて当たり前！） 

     （～ねばならぬ： 中学生なんだから、自立させねばならない） 

    ４４４４））））過大思考過大思考過大思考過大思考・・・・過小思考過小思考過小思考過小思考（（（（過大過大過大過大：：：：おおげさにとらえすぎるおおげさにとらえすぎるおおげさにとらえすぎるおおげさにとらえすぎる、、、、過小過小過小過小：：：：たいしたことないたいしたことないたいしたことないたいしたことない）））） 

    ５５５５））））過度過度過度過度なななな一般化一般化一般化一般化（（（（ひとりにひとりにひとりにひとりに悪口言悪口言悪口言悪口言われたらわれたらわれたらわれたら、、、、みんながみんながみんながみんなが言言言言っているとっているとっているとっていると拡大拡大拡大拡大するするするする）））） 

    ６６６６））））トンネルトンネルトンネルトンネル思考思考思考思考（（（（視野視野視野視野がががが狭狭狭狭くくくく、、、、考考考考ええええ方方方方もももも限限限限られているられているられているられている。。。。全体全体全体全体がががが見見見見えにくいえにくいえにくいえにくい）））） 

７７７７））））他罰思考他罰思考他罰思考他罰思考（（（（悪悪悪悪いのはいのはいのはいのは、、、、事故事故事故事故がががが起起起起こったことこったことこったことこったこと、、、、相手相手相手相手、、、、責任責任責任責任もももも相手相手相手相手になすりつけてになすりつけてになすりつけてになすりつけて 

自分自分自分自分はははは悪悪悪悪くないくないくないくない。。。。自分自分自分自分ではではではでは解決解決解決解決できないとできないとできないとできないと思思思思っているっているっているっている）））） 

    ８８８８））））被害思考被害思考被害思考被害思考（（（（自分自分自分自分はははは報報報報われないわれないわれないわれない、、、、ついてないついてないついてないついてない、、、、何何何何をやってもだめだとをやってもだめだとをやってもだめだとをやってもだめだと思思思思いいいい込込込込むむむむ）））） 

    ９９９９））））とらわれとらわれとらわれとらわれ    （（（（できごとやできごとやできごとやできごとや言言言言われたことをわれたことをわれたことをわれたことを自分自分自分自分でででで繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして再現再現再現再現してしまうしてしまうしてしまうしてしまう））））     



 5

ステップステップステップステップ２２２２：：：：キレキレキレキレやすいやすいやすいやすい考考考考ええええ方方方方、、、、見方見方見方見方をををを変容変容変容変容をするをするをするをする 

 落ち着いてきたら、ゆっくりとものごとのとらえ方を変えるために子どもの話をじっ

くり聞きます。（本人に必要な場面を設定して、キレにくい考え方に返る練習をします） 

 

１１１１））））量量量量をををを当当当当てはめてみるてはめてみるてはめてみるてはめてみる 

「なんでだめなの！お父さんはいっつもだめだめっていう～！」 

→「今日は、1回目です。やりたいなら、どうしたらいいかをいっしょに考えましょう」 

 

２２２２））））人人人人のせいにのせいにのせいにのせいにしているしているしているしている子子子子どもどもどもどもをををを、、、、自分自分自分自分のののの行動行動行動行動にににに注目注目注目注目させるさせるさせるさせる 

「あの先生は、ぼくのいやなことばっかりやらせようとする！もう、学校いかない」 

→ 何がいやなのかをまず、冷静に聞きます。その後自分の行動に注目させます。

「なるほどね。授業の話しが長くて何をしたらいいかわからなくなるんだね。 

      わからないって 先生に話してみたの？」  「言ったって無駄だよ」 

     「じゃあ、どうやったら 伝わるかを いっしょに考えよう」 

 

 ３３３３））））別別別別のののの可能性可能性可能性可能性をををを考考考考ええええてみるてみるてみるてみる 
                兄弟兄弟兄弟兄弟げんかでげんかでげんかでげんかで妹妹妹妹をたたいたをたたいたをたたいたをたたいた兄兄兄兄をををを父父父父がしかりつけたときがしかりつけたときがしかりつけたときがしかりつけたとき 

   「お父さんは、妹の味方ばっかりする。ぼくのことなんか嫌いなんだ！」 

   → お父さんに、怒られた悲しさや悔しさをまず受け止めます。 

「お父さんに怒られて、悲しかった？じゃあ、お父さんにそのことをわかっても

らうために、お父さんがあなたの何に怒ったのかを考えてみよう。お父さんは 

なんていっていたかを もう一度思い出してみようか？」 

    嫌いだからおこっていたんじゃなくて、けんかして二人が怪我するのが 

   いやだったからかもしれない。 別の見方をしてみる 

 

 ４４４４））））相手相手相手相手のののの立場立場立場立場やややや事情事情事情事情をををを考考考考えてみるえてみるえてみるえてみる 

   「太郎と次郎がぼくの悪口をクラス中に言いふらしている。あいつらが消えれば

いいんだ」 

→まず、悔しい気もちや、いわれてもぐっとこらえていることを受け止めます。  

   「太郎くんや次郎くんはどんな子？いろいろな話題を持ってる子かな？」 

    他者理解をすることで、ひょっとすると彼らは友だちとの話題がなくて人の悪

口を言っているのかもしれない。それが受けると思っているのかもしれない。 

    実は、ネタが少なくてかわいそうな人たちかもしれない。など を考える。 

 

    ５５５５））））トンネルトンネルトンネルトンネル思考思考思考思考のののの壁壁壁壁のののの外側外側外側外側をををを想像想像想像想像してみるしてみるしてみるしてみる 

  「誰も仲間に入れてくれないんだ」「どうせ、就職なんてできないよ」 

  → もし、仲間ができたら（仕事するとしたら）どんな風にすごしたい？ 

  

６６６６））））思思思思いいいい切切切切ってってってって    極論極論極論極論をををを考考考考えてみるえてみるえてみるえてみる 

  とことんその考え方をつきつめたらどうなるか、実践する場面をシミュレーショ

ンしてみる。 

  例：「あの子は、 また今日も 家であばれるにちがいない」 

    → 「そうか、どうせやりたいなら、思いっきり毎日やらせてやったら 

    どうなるだろうか？ ひょっとしたら 飽きるかもしれないな」など 
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第三課程第三課程第三課程第三課程：：：：自分自分自分自分らしさのらしさのらしさのらしさの理解理解理解理解（（（（自己受容自己受容自己受容自己受容）））） 

                １１１１））））自分自分自分自分がががが大切大切大切大切にしているものをにしているものをにしているものをにしているものを理解理解理解理解するするするする 

                ２２２２））））自分自分自分自分のののの価値観価値観価値観価値観をををを作作作作ってきたってきたってきたってきた、、、、家族関家族関家族関家族関係係係係をををを振振振振りりりり返返返返るるるる 

                ３３３３））））これからもこれからもこれからもこれからも大切大切大切大切にするにするにするにする事事事事とととと、、、、変変変変えるえるえるえる必要必要必要必要ののののああああるるるる事事事事をををを整整整整理理理理するするするする 

 

第四課程第四課程第四課程第四課程：：：：場面別場面別場面別場面別のののの問題問題問題問題解解解解決決決決実実実実践践践践    （（（（ソソソソーーーーシャシャシャシャルスキルルスキルルスキルルスキルをををを修得修得修得修得するするするする）））） 

    場面場面場面場面ごとにごとにごとにごとに、、、、アンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントアンガーマネージメントののののチャチャチャチャートートートートをををを作作作作成成成成してゆきますしてゆきますしてゆきますしてゆきます。。。。 

 

                １１１１））））友友友友だちとのだちとのだちとのだちとのトラトラトラトラブブブブルルルルのののの解解解解決決決決方法方法方法方法のののの立立立立案案案案・・・・ロロロロールプレールプレールプレールプレイイイイ 

                ２２２２））））家族家族家族家族とのとのとのとのトラトラトラトラブブブブルルルルのののの解解解解決決決決方法方法方法方法のののの立立立立案案案案・・・・ロロロロールプレールプレールプレールプレイイイイ 

                ３３３３））））社会社会社会社会（（（（アルアルアルアルバイバイバイバイトトトト、、、、仕仕仕仕事事事事、、、、公共公共公共公共のののの場場場場等等等等））））でのでのでのでのトラトラトラトラブブブブルルルル解解解解決決決決 

 

第五課程第五課程第五課程第五課程：：：：自分自分自分自分ののののレスキレスキレスキレスキュュュューーーーノノノノートートートートのののの作作作作成成成成 

日常日常日常日常ののののストレスストレスストレスストレスのののの整整整整理理理理 

セセセセルルルルフフフフトークトークトークトーク集集集集、、、、 

行動集行動集行動集行動集をををを作作作作るるるる 

 

 

 

【【【【注注注注意意意意】】】】実実実実践践践践するするするする場場場場合合合合はははは、、、、十十十十分分分分にににに研修研修研修研修をををを受受受受けてからにしてくださいけてからにしてくださいけてからにしてくださいけてからにしてください。。。。 

 
 

ソソソソーーーーシャシャシャシャルスキルトレーニングルスキルトレーニングルスキルトレーニングルスキルトレーニング    についてのについてのについてのについての参参参参考考考考文献文献文献文献 
 
プロジェクトアドベンチャー編 「対立を力に」 みくに出版 

プロジェクトアドベンチャー編 「グループの力を生かす」みくに出版 

本田恵子（2002）キレやすい子の理解と対応 ほんの森出版 

本田恵子（2007）キレやすい子へのソーシャルスキル教育―教室でできるワーク集と事例
例 ほんの森出版 

本田恵子（2010）キレやすい子へのアンガーマネージメント～段階を追った個別指導のた
めのワークとタイプ別事例集～」ほんの森出版 

本田恵子、鈴村真理 （2004） 「SSTカード」仲間づくりが楽しくなる教材、 

表情ポスター、表情カード、表情シート クリエーションアカデミー 

なかよしチャレンジ（2006）ぎすぎすした友だち関係を楽しくする力を育てる 

   フレンドシップアドベンチャー（2006）自分らしい友だちづくりをする力を育てる 

   「このあとどうなるの？」小学生向けアンガーマネージメント 2択カード 

小倉悟 他著（2004）LD/ADHD児へのソーシャルスキルトレーニング 日本文化科学社 

トレバーコール（バーンズ亀山静子訳）：ピアサポート実践ハンドブック  
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（アンガーチャート：小学生の例） 

 



 8

 

話すのが難しいときは、絵に場面を描いてもらい、状況を整理します
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（（（（アンガーチャートアンガーチャートアンガーチャートアンガーチャート：：：：中学生中学生中学生中学生のののの例例例例）））） 

誤誤誤誤ったったったった行動行動行動行動とととと結果結果結果結果 

 

（（（（例例例例））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                適切適切適切適切なななな気持気持気持気持ちのちのちのちの 

表現方法表現方法表現方法表現方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考考考考ええええ方方方方・・・・とらえとらえとらえとらえ方方方方

私私私私はははは，，，， 

 
「世の中 不公

平だ」 

「誰も、私のこと

なんかわかり

ゃしないんだ」

 
  と考えた 

できごとできごとできごとできごと 

 
保健室保健室保健室保健室からもからもからもからも追追追追

いいいい出出出出されされされされ、、、、せっかせっかせっかせっか

くくくく教室教室教室教室にににに向向向向かっかっかっかっ

ていたのにていたのにていたのにていたのに、、、、ろうろうろうろう

かでもかでもかでもかでも生活指導生活指導生活指導生活指導

のののの教師教師教師教師にににに髪型髪型髪型髪型のののの

ことでことでことでことで指導指導指導指導されされされされ

たたたた。。。。    

結果 

（（（（自分自分自分自分））））    

生活指導生活指導生活指導生活指導のののの教師教師教師教師のののの顔顔顔顔やややや声声声声

がががが思思思思いいいい浮浮浮浮かばなくなっかばなくなっかばなくなっかばなくなっ

たたたた。。。。    

がんばってがんばってがんばってがんばって、、、、授業授業授業授業にににに出出出出てててて

いたらいたらいたらいたら、、、、友友友友だちがだちがだちがだちが    

弁当弁当弁当弁当のときにさそってくのときにさそってくのときにさそってくのときにさそってく

れたれたれたれた。。。。    

    

（（（（家族家族家族家族））））    

普段普段普段普段とととと変変変変わらずにわらずにわらずにわらずに    

    接接接接してくれるしてくれるしてくれるしてくれる    

    

考え方・とらえ方 

私は， 
    

｢｢｢｢別別別別にににに生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導のののの教師教師教師教師のののの授業授業授業授業

をうけるわけじゃないをうけるわけじゃないをうけるわけじゃないをうけるわけじゃない｣｣｣｣    

「「「「午後午後午後午後はははは理科理科理科理科でででで、、、、面白面白面白面白いいいい実験実験実験実験

するっていってたからするっていってたからするっていってたからするっていってたから、、、、そっそっそっそっ

ちでちでちでちで楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう    」」」」    

とととと考考考考えたえたえたえた    

 

 

      

 

 

決

断

決

断

衝動性衝動性衝動性衝動性をををを引引引引きききき起起起起こしやすいこしやすいこしやすいこしやすい考考考考ええええ方方方方 

「被害的思考」「孤立」「他罰思考」「過大視」など

衝動性衝動性衝動性衝動性をををを引引引引きききき起起起起こしにくいこしにくいこしにくいこしにくい考考考考ええええ方方方方 

 別の視点から見てみる。 （自分のリソースを見る）

「不公平だ」→「別のことで 補えるかも」 

 感情感情感情感情 

悲悲悲悲しさしさしさしさ

とととと怒怒怒怒りりりり 

感情感情感情感情 

少し落ち着

いた 

結果 

（自分） 
生活指導生活指導生活指導生活指導のののの教師教師教師教師にはにはにはには、、、、    

何何何何もももも言言言言わずわずわずわず、、、、    

    

教室教室教室教室ののののドアドアドアドアをををを思思思思いいいい切切切切りりりり    

強強強強くくくく開開開開いていていていて、、、、壁壁壁壁にぶつけにぶつけにぶつけにぶつけ、、、、

そばにあったそばにあったそばにあったそばにあったゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱をけをけをけをけ

りつけてりつけてりつけてりつけて倒倒倒倒したしたしたした。。。。    

午後午後午後午後はははは個別指導個別指導個別指導個別指導になったになったになったになった。。。。

（（（（教師教師教師教師））））    

    どうしようもないとどうしようもないとどうしようもないとどうしようもないと    

    レッテルレッテルレッテルレッテルをををを貼貼貼貼られたられたられたられた。。。。    

        

（（（（家族家族家族家族））））    

    生活指導生活指導生活指導生活指導のののの報告報告報告報告がががが行行行行きききき、、、、

家家家家でもでもでもでも怒怒怒怒られられられられ、、、、    

    食事食事食事食事がぬかれたがぬかれたがぬかれたがぬかれた    


