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要   旨 
本研究は、小学生 4 年生次から 6 年生次までの 3 年間という長期にわたって、約 150 名の児童を対

象に、担任教師と連携しながら、学級単位での集団社会的スキル訓練（以下、SST）を年度あたり 5
～6 回、継続的に実践した縦断的研究である。3 年間の学級単位での SST の実践と並行し、子どもの

「社会的スキル」と「自尊感情」の変化を評価し、子どもの SST のふり返りや担任教師からインタビ

ューをもとに考察を行った。本実践を通して、社会的スキルと自尊感情・学校適応感の関係、前青年

期という発達段階の子ども達への SST の意義、大学と学校現場の連携することの効果について、言及

した。 
 
 
１．緒言 
本研究は、小学校において、学級単位での集

団 SST を担任教師と連携しながら、3 年間とい

う長期にわたって継続して行った縦断的研究で

ある。3 年間実施した学級単位での集団 SST と

並行して、子ども達の「社会的スキル」と「自

尊感情」の変化を評価し、子ども達の SST のふ

り返りや担任教師のインタビューから得られた

子ども達の学校生活における変化、さらに、連

携して本実践を行った担任教師自身の気づきに

ついても取り上げながら、学級単位での集団

SST の意義や効果について考察を行った。 
 
２．方 法 
1）対象及び実施期間 

A市内B小学校のX年度に小学4年生であっ

た約 150 名の児童および各担任教師を対象とし

て、X 年 6 月から X＋3 年 3 月の約 3 年間に渡

って実践を行った。対象者への依頼手続きに関

しては、A 市教育委員会を通して、協力が可能

な学校に依頼した。研究の流れを図 1 に示す。 
 

2）SST 実施の概要 
SST の実施は、SST の訓練を受けた教育・臨

床心理専攻の大学院生および教育・臨床心理学

科の学生スタッフが担当した。各学級に学生 3
人が 1 組となり、総合的な学習の時間などを活

用して学級単位での集団 SST を 1 回につき 45
分間実施した。SST の実施に当たっては、担任

教師と年度初めに、1 年間の SST の進め方につ

いて打ち合わせを行い、年度終わりには、合同

でふり返りを行うなど連携して取り組んだ。ま

た、毎回の SST には、担任教師も同席していた

だき、時には、ロールプレイに参加してもらう

こともあったが、SST 実施の方法や内容につい

て担任教師から適宜コメントをいただき、実践

の改善を図った。 



   

 SST の流れは①「ターゲットスキルの説明」

②「モデリングの提示」③「ロールプレイを用

いた練習」④「みんなでよかった点を発表する」

⑤「どうすればもっと良くなるかみんなで考え

て発表する」⑥「改善点を取り入れて、もう一

度ロールプレイを用いて練習する」⑦「みんな

からよかったところを発表してもらう」⑧「練

習したことを実際に学校や家庭で試みる」であ

る。SST 実施後、練習した内容を児童が日常生

活で実行したかどうかをモニタリング出来るよ

うに、「宿題」という形でプリントを配布し、1
～2 週間程度で回収した。回収した宿題に対し

ては、実施者が全てにコメントを記述し、次回

の SST の時間に返却した。 
 
3）年度ごとの実施回数とターゲットスキル 
X 年度（6 回）：①「さわやかな挨拶、あたたか

い言葉かけ」 ②「友達を誘う」 ③「困って

いる人に声をかける」 
X+1 年度（5 回）：①「自分の気持ち、考えをは

っきり伝える」 ②「上手な頼み方」 ③「上

手な断り方」 

X+2 年度（5 回）：①「上手なあやまり方」 ②

「イライラのコントロール」 ③「わからない

時に上手にたずねる」 
 
4）評価 
(1) 質問紙調査：「小学生版社会的スキル尺度

（嶋田ら、1996）」「自尊感情測定尺度（東京都

教職員研修センター、2012）」の 2 つの質問紙を

介入前と各学年度末に児童に対し実施した。ま

た、統制群（SST を実施しない）として同小学

校の異学年の 6 年生児童に対し、同様の質問紙

を実施した。社会的スキル尺度は「向社会的ス

キル」「引っ込み思案行動」「攻撃行動」、自尊感

情尺度は「自己評価・自己受容」「関係の中での

自己」「自己主張・自己決定」のそれぞれ 3 つの

因子で構成されている。 
(2) 半構造化面接：毎年学年末に、「SST の授

業について」「１年をふり返って学級にみられた

変化」「練習課題について」「担任自身の気づき

について」の項目で、担任教師それぞれに対し

て 20 分程度のインタビューを行った。 
 

介入前(x年6月） 介入後(x+3年3月)

(n=140) (n=145)

社会的スキル尺度 向社会的スキル 3.26 3.48 5.86 ***
引っ込み思案行動 1.72 1.34 7.56 ***
攻撃行動 1.29 1.25 1.24 n.s.

自尊感情測定尺度 自己評価・自己受容 3.10 3.16 0.05 n.s.
関係の中での自己 3.24 3.38 3.52 ***
自己主張・自己決定 3.17 3.28 2.67 **

尺度名 因子名

**p<.01，***p <.001

t値

表1　介入前後の尺度得点の平均値の比較

非介入群 介入群

(n=145) (n=145)

社会的スキル尺度 向社会的スキル 3.15 3.48 9.76 ***
引っ込み思案行動 1.76 1.34 8.60 ***
攻撃行動 1.62 1.25 9.37 ***

自尊感情測定尺度 自己評価・自己受容 2.68 3.16 9.84 ***
関係の中での自己 2.97 3.38 10.80 ***
自己主張・自己決定 2.99 3.28 6.51 ***

尺度名 因子名 t値

**p<.01，***p <.001

表2　非介入群（異学年）と介入学年の尺度得点の平均値の比較



   

３．研究結果 
1）SST 実施による子どもたちの変化 
(1) 質問紙による SST 実施前後の変化 
「社会的スキル尺度」と「自尊感情測定尺度」

における全児童の因子ごとの平均値を算出し、

SST の介入前（小学 4 年生開始前）と介入後（小

学 6 年生終了時）の変化について対応のないｔ

検定を行った（表 1）。結果として、社会的スキ

ル尺度では、「向社会的スキル」の得点が上昇、

「引っ込み思案行動」の得点が低下し、この 2
つの因子に有意差が認められた。また、自尊感

情測定では「関係の中での自己」「自己主張・自

己決定」の得点が上昇し、有意差が認められた。

3 年間で、社会的スキルについては、円滑な人

間関係を営むために必要な行動を獲得し、外交

的になり、人間関係を阻害するような行動が減

少したと判断できる。また、自尊感情について

は、多様な人との関わり合いを通して、自分が

周りの人の役に立っていることや、周りの人の

存在の大切さに気づくことや、「人と違っていて

も自分が正しいと思うことを主張できる」「自分

のことは自分で決めたいと思うことができる」

ことが増加したことが伺える。 
(2) 介入学年と非介入学年との比較 
介入学年の結果とSSTを実施しなかったX+1

年度の 6 年生（異学年）の結果を比較するため

に「社会的スキル尺度」と「自尊感情測定尺度」

の平均値を算出し、異学年と介入学年の結果を

対応のないｔ検定で検証した（表 2）。結果とし

て、すべての構成尺度で有意差が認められた。 
 (3) 3 年間をふり返っての児童の感想 
小学 6 年生の学年 X+3 年の学年末に、3 年間

のSSTをふり返った感想を記載するためのアン

ケートを無記名で対象者全員に実施した。表 3
はその記述の一部である。SST の授業は、ロー

ルプレイなど子どもにとっては、不安や緊張を

伴うものであるが、子ども達の回答からは、SST
の授業に関心を持ち、楽しみながら参加してい

たことが伺えた。また、SST での学びを自身の

成長につなげ、生活に役立てようとする姿勢が

感じられた。 
 

2）担任教師からの評価（各年度末のインタビュ

ーから） 
本実践のふり返りとして、各年度末に担任教

師へのインタビューを行った。ロールプレイの

内容で「友達の誘いを断る場面設定で【他の子

と遊ぶ約束をしてたから遊べない】と断ること

は、児童に不安を生じさせるかもしれない」な

ど、練習課題の設定に対して問題点を指摘され

ることがあった。しかし、担任教師からの全体

的な評価として、「道徳の時間では、子ども達は

・ ペアの人と仲良くなれた
・ ペアを作るときなかなか誘われず、誘っても冷たく断られてこれで
は意味がないと思って2年間楽しくなかった。6年になって誘われ
るようになって楽しくなった。

・ さらに良くする点を考えてもう一度練習することで上手くなった

・ 断ったり、頼んだりができるようになった
・ 友達と楽しく話せるようになった
・ 自分から話しかけるようになった
・ 相手の状態、顔の表情を見て話すようになった

・ 生活に役立つことを学んだ（イライラのコントロールなど）
・ 相手が悪い気持ちにならないような声掛け
・ やさしい言葉かけ
・ 友だちとの付き合い方

表3　児童の感想
＜SST授業について＞

＜変化について＞

＜役に立ったこと＞



   

【よい子の像】をイメージして正解を発言しよ

うとするが、SST の授業では一人ひとりが自分

の意見を言っている」「毎回、良いところやさら

によくするところを言っていたので、お互いの

良さに気づくきっかけになった」など、日ごろ

の授業とSSTの授業の違いを実感していること

が述べられた。また「よく喋る子が喋らない子

に声をかけたり、誘うのがうまくなった」「帰り

の会で友達の良かったところを見つけるのがう

まくなって、ほめる方もほめられる方も笑顔に

なっていた」など、SST の授業を通して児童個

人が変化し、学級によい影響を与えていること

が伺えた。 
また、子ども達の変化だけでなく、担任教師

の自身の児童への関りについても「問題が起き

た時どうすると考えさせて今までは『こんな方

法もあるんじゃない』と助言していたが、実際

に行動レベルで練習するというのは大事だと思

った」「自分自身が、やさしく指導していないこ

とに気づいた。やさしく言ってもすぐに効果は

あらわれないだろうと思っていた」「自分が、い

つも高いものを子ども達に要求していることに

気づいた」など SST の授業を通して、教師とし

ての指導をふり返られる発言もあった。 
 
４．考 察 
1）SST の効果としての社会的スキル、自尊感情、

学校適応の向上 
 本研究は、3 年間という長期にわたり、継続

的な SST を実施し、その効果を検証した実践で

ある。既述の通り、多くの先行研究で子どもの

社会的スキルの獲得が、自尊感情を高め、社会

的適応を高めるということが明らかになってい

る。本研究も同様に、これらを支持する結果と

なった。石川ら（2007）は、社会的スキルの獲

得が子どもの社会的適応状態を予測するために、

知覚されたソーシャルサポートを媒介変数とし

たモデルを示しているが、本研究における子ど

も達の感想や教師からインタビューからは、

SST での学びを通して、学級において子ども達

の仲間関係が良好になり、お互いに助け合う（ソ

ーシャルサポート）ような学級集団を形成する

一助になったのではないだろうか。また、その

ような学級集団で生活する中で、個々の子ども

達の自尊感情も向上したと考えられる。 
 
2）前青年期という発達段階における SST の意

義 
 本研究では、小学 4 年生から 6 年生にかけて

3 年間という長期にわたって継続的に SST を実

施した。このような前青年期の子ども達は、「ギ

ャング・グループ」や「チャム・グループ」に

特徴づけられるように、親から心理的な距離を

とりはじめ、同性同年齢などの仲間関係の中で、

同じ不安や悩みを共有する発達段階である。 
東京都教職員研修センター（2011）が、小学

校 5・6 年生から中高校生約 9、000 名を対象に

子ども達の自尊感情の実態について行った調査

では、自尊感情は、小学校 5・6 年生から中学校

1・2 年生にかけて低下し、中学校 3 年生から高

校 1 年生で若干盛り返すが、また、高校 2・3
年生で低下する傾向であることが明らかになっ

た。この背景には、小学校高学年からの自尊感

情の低下は、自分を客観視できるようになり、

他人と比べるような自己意識が変化するという

発達段階的特性が存在すると考えられる。また、

社会的スキルに関しても、石川ら（2007）の小

学校 4 年生から中学校 1 年生約 638 名を対象と

した調査では、学年が高いほど、社会的スキル

の得点は低く、特に小学校高学年では社会的ス

キルの得点が著しく減少するということがわか

った。この要因として、年齢を経ることによっ

て、自己に対する社会的スキルの評定が厳しく

なることや必要とされるスキルの水準も高くな

ることが指摘されている。同様に、ソーシャル

サポートについても、水野・石隈（2004）は、

一般に、学年が進行するにつれて低下すること

を指摘している。本研究においても、SST を通

して、子どもの社会的スキルや自尊感情は、全

体的に向上するという結果が得られたが、3 年



   

間の間には、一時的に社会的スキルを構成する

「攻撃行動」の得点が上昇したり、自尊感情を

構成する「自己評価・自己受容」の得点が低下

する時期があった。 
以上のことを踏まえると、子どもの社会的ス

キルや自尊感情は、本来、日常の家庭生活や学

校生活の中で自然に獲得されるものではあるが、

現代の前青年期の発達段階にある子どもたちは、

それを低下させてしまう現状にある。特に、「中

1 ギャップ」に象徴されるような不登校やいじ

めの急増する時期の前段階である前青年期に、

本研究のような学級単位での集団SSTを経験し、

子ども達が、社会的スキルや自尊感情を獲得し、

ソーシャルサポートを支援することは、その後

の子どもの社会的適応を促す意味でも、大きな

意義があると考えられる。 
 
3）大学と学校現場の連携 
(1) 学生スタッフの役割 
本研究において、SST の実施は、SST の訓練

を受けた教育・臨床心理専攻の大学院生および

教育・臨床心理学科の学生スタッフが、各学級

に学生 3 人 1 組となって行った。SST で使用す

る張り紙などの道具は、学生スタッフが自身で 
作成し、子ども達が練習する前に、モデルを

示すロールプレイも行った。また、SST 授業後

の宿題プリントは、回収後、学生スタッフ自身

がコメントを添えて、子ども 1 人 1 人に返却し

た。子ども達の 3 年間をふり返っての感想には

「お手本を見せてもらったので自分もこういう

口調でやってみようと思った」など学生スタッ

フに対する親近感を感じさせるコメントが多く

あった。このことから、子ども達にとって、学

生スタッフの存在は、仲間でもない、かと言っ

て親や教師でもないという「斜め（ナナメ）の

関係」（笠原、1977）として機能し、安心して、

SST の授業に取り組むことができるようになる

ための要因の１つになったのではないだろうか。 
(2) 担任教師の自身のふり返り 
 これまでの学級単位で行った集団SSTの研究

では、担任教師は、子どもの社会的スキルの変

化を評価する形で参加したものが多く、本研究

のように長期にわたって連携して行ったものは

ない。毎回の SST には、担任教師も同席してい

ただき、時には、ロールプレイにも参加してい

ただいた。 
年度末の担任教師へのインタビューからは、

SST の授業と並行して、子ども達と日常の学校

生活を共にする中で、子どもの言動が変化し、

それが学級に影響を与えていることを担任教師

が実感していたことが伺える。また、SST に直

接的に参加しているのは子ども達であるが、同

じ教室にいて、子ども達の SST を観察するとい

う間接的な参加である担任教師にとっても、日

頃の児童への関わり方や指導のあり方について、

ふり返る機会となったのではないだろうか。 

図2　SSTの練習の風景



   

 
５．今後の事業成果の活用・展開 

SST プログラムワークショップの開催を県下

の小学校教員を対象に実施する予定にしていた

が、新型コロナ感染拡大の影響から未実施とな

っている。今後、本実践で得られた知見を教師

やスクールカウンセラーを対象にしたワークシ

ョップ等で、学校現場に伝えていく必要がある。 
 
６．結 論 
本実践は、3 年間という長期にわたり大学と

学校現場が連携して、子ども達に SST を行い、

一定の効果が見られた。しかし、学校現場の多

忙さがあったとはいえ、正確な効果を検証する

には、異学年の統制群（SST 非介入群）との比

較だけでは不十分であった。それは、子どもの

社会的スキルや自尊感情も、学級や学年のムー

ドや仲間関係に大きく影響を受けるものだから

である。本研究の課題として、SST の効果の検

証については、さらなる改善を図る必要がある。 
今後、さらに大学の地域貢献や大学と学校現

場の連携が盛んになり、本研究のようなども達

の発達を援助する取り組みが促進されることが

望まれる。本実践のような取り組みが、不登校

やいじめ等などの学校不適応の防止につながり、

社会や未来への積極的な展望を子ども達に保証

するための支援の向上につながるのではないか

と考える。 
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７．研究発表 
論  文 
 
学会報告 

 皿田洋子：「生きる力」が育つ学校文化を創る

取り組み-Social skills training-．SST 普及協会 

第 23 回学術集会 in 札幌．2018 年 11 月 3 日 
 皿田洋子・本德勇気：教育現場での SST-幼児

教育～小・中学校-．SST 普及協会第 25 回 SST
全国経験交流ワークショップ in 徳島．2019 年 7
月 13 日 
 本德勇気：公立小学校における SST の実践報

告-教員インタビュー調査から-．SST 普及協会

第 24 回学術集会群馬大会．2019 年 12 月 8 日 
皿田洋子：小学校における SST の取り組み-3

年間の縦断的研究から見えてくるもの-．SST 全

国経験交流ワークショップ in 仙台．2021 年 7
月 10 日 
松永邦裕・皿田洋子・本德勇気・芦谷将徳：

小学校における集団 SST の実践研究．日本学校

教育相談学会第 33 回総会・研究大会（兵庫大会）．

2021 年 8 月 1 日 
 
８．研修・講演・実技指導等 
 2019 年 10 月 12 日（土）に小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の教員またはスクー

ルカウンセラーを対象に「授業で使える体験型

ワークショップセミナー」を開催した。 
 
９．知的財産権の出願・登録状況 
 知的財産権の出願及び登録はない。 
 


