Ｑ ５：児童生 徒理解のた めの事例研 究会はどの ように進め たらよいか 。
Ａ：

校内に おける事 例研究 会とは 、具体 的な事 例をも とに、参 加者が 自分の 知識や体
験に 基づい て、問 題の原 因や背 景の分 析、実際 的な解 決の検 討を行 うとと もに、参
加者 同士が 協議を 深めて 、問題 解決の 方策を見 い出そ うとす るもの である 。また、
事例 研究会 は事例 提出者 にとっ て有意 義なだけ でなく 、参加 者にと っても 、児童生
徒理 解を推 進した り、問 題への 一般的 理解を深 めたり 、情報 処理能 力や意 思決定力
等を向上 させるなど のプラス面 がある。
ま た、問 題への 共通理 解を深 め、教 師間の人 間関係 を培う 効果も 期待さ れ、全校
指導体制 の確立にも 役立つ。
◇事 例研究会の 進め方（例 ）
１ 事例研究の 目的の確認 ・助言者の 紹介
２ 事例の説明
事例提供者 が資料をも とに事例の 概要を説明 する。
資料に盛 り込む内容
①主題と 提出年月日 ②問題の 概要 ③家 庭環境（家 族、養育態 度等）
④生育歴 （疾患、エ ピソード等 ）
⑤指 導経過
⑥その他 参考事項（ 出欠状況、 成績、観察 記録等）
３ 発表内容に ついての質 疑応答
４ 事例の理解 （時系列で 区切ること ができる場 合は分ける ）
５ 今後の対応 の検討（具 体的で実現 可能な対応 策・改善策 ）
６ 事例提供者 の感想
７ 助言者の指 導・助言（ 外部から招 聘する場合 もある）
◇事 例研究会の 留意点
・事例 提供者 が明日か らの実 践に自 信がも てるよ うにす ることが 何より も大切 である。
・ 共通理解の 深化、緊急 課題への対 応など、目 的を明確に する。
・ 参加者が主 体的に参加 できるよう に、資料、 運営などを 工夫する。
・ 事例を一般 化すること なく、事例 に即して検 討する。
・「 誰 が ど の よ う に か か わ っ て い く か 」「 こ れ か ら 何 が で き る か 」 に 視 点 を お い て 事 例
研究を行う 。
・資料の 保管・ 取扱い につい て、当 該事例 のプライ バシー の保持 に十分 な注意 をするよ
う参加者全 員に確認す る 。（守秘 義務の確認 ）
・出席 者が主 体的に参 加でき るよう にグル ープ討 議やカ ードワー クを取 り入れ るなど進
め方を工夫 する。
◇ 事例研究 には以 下のよ うな方 法があ るが、 目的や時 間、メ ンバー などを 考慮し て、各学
校 の実態に応 じたやり方 を工夫する 必要がある 。
① 経過事例法
・ 事例 をい く つか に区 切り 、そ の時 点で 対応 策を 協議 する 。 事例 の提 示は
② 短縮事例法
③ 問題指摘法
④ 行動事例法
⑤ インシデント・プロセス法

一つ の区 切 りご とに 行う ため 、協 議し た対 応策 と実 際の 対 応と の違 いを
その場で確認できる。
・問 題の 原因探 索よ りも 、「今 でき ること 」「 誰がど うか かわる か」 を短時
間で 協議 す る。 カー ドワ ーク やグ ルー プ協 議を 効果 的に 使 う点 に特 徴が
ある。
・ 学校 の対 応 を一 つ一 つ分 けて 提示 し、 各対 応の 是非 を判 断 して いく 方法
であ る。 対 立す る意 見が 予想 され る場 合に は、 ディ ベー ト を活 用す るな
ど進め方を工夫するとより効果が上がる。
・「 行動すること 」を通して 、より直截的に事例に迫ろうとする方法である 。
事例 の中 か ら適 当な 部分 を取 り上 げ、 そこ での 対応 をロ ー ルプ レイ ング
で行い、後に対応の是非等を協議する。
・ 短い 出来 事 （イ ンシ デン ト） を提 示し 、参 加者 が問 題の 考 察に 必要 な情
報を 収集 す るこ とか ら始 める 。情 報収 集・ 分析 や意 志決 定 の力 量を 高め
ることに主たるねらいがある。

