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仲裁的思考を育むことを目的とした授業が
対人交渉方略・援助的介入に与える効果

松山　康成＊ 1　池島　徳大＊ 2

Effects of Arbitration Thinking Classes on Interpersonal Negotiation Strategies and Supportive 
Interventions in Elementary School

Yasunari MATSUYAMA and Tokuhiro IKEJIMA

いじめの要因となる対立関係を修復していくこと，そして対立関係を生みにくい子どものつながりを形成して
いくことは，いじめ予防の上で重要である。本研究では，小学 5 年生 1 学級（38 名）を対象に，友人同士や
集団の中で起こる他者のいじめ及び対立場面に対して，仲裁的に介入しようという気持ち（仲裁的思考）を育
むことにより，いじめや暴力問題などの大きな対立問題への発展を防ぐことを目的として，社会的スキル・トレー
ニング（SST），サークル・タイム，ピア・メディエーショントレーニング（PMTP）を用いて授業を行った。仲
裁的思考への影響を検討するために，対人交渉方略尺度（山岸 ,1998），援助的介入質問紙（越智 ,1987）を
用いて検討した。その結果，介入群は統制群と比較して，他者変化志向の向上と権威志向の低下，また傍観
者の影響を受けずに援助的介入行動をとる傾向が認められ，本研究が友人同士や集団の中で起こる他者のい
じめ及び対立場面に対する仲裁的思考を育む手立ての一つとして示唆された。

It is important on bullying prevention to form a good children's relationships and to Repair of children's conflict 
problems. In this study, we have classes in elementary school fifth grade 1 class (38 people).This study used social 
skills training(SST), circle time, and peer mediation training programs(PMTP). As a result, the intervention group 
compared with the control group, it was the increase in other-directed mind, and decrease in authority mind. and it 
was not affected by the onlooker. This study, suggested a way to use the arbitration thinking in bullying situations 
and conflict situations.

問題と目的

森田（1990）は，傍観者の増加は被害者の増加と
強く相関し，いじめを深刻化させることを指摘してい
る。また森田（2010）は，子ども自身がいじめ問題
に対して，自分たちの問題として解決できるよう働き
かけていくことが，いじめ予防の上で重要だとも指摘
している。ところで，文部科学省（2006）は「児童生
徒の問題行動等生徒指導上の諸問題」に関する報告
書の中で，小・中学校，高校の児童生徒のいじめに
おいて，要因として最も多いのがからかいや冗談であ
ると報告している。葉山・櫻井（2008）は，からかい
や冗談を，「ある個人が他者におかしさを感じさせる
ことを意図して表出する言葉」と定義している。我が
国の学校現場では，からかいや冗談は比較的親しい
友人間に見られることが多い。遠藤（2007）は，か
らかいや冗談が言語やコミュニケーションにおいて，
親密感情や愛情，笑いや微笑みの交換機能があると

指摘している。しかし，からかいや冗談は生徒指導
場面において，ネガティブに捉えられ，他者に向けら
れた問題行動ないし攻撃行動として位置づけられるこ
とが多い。このように，からかいや冗談は実際の指
導場面では問題行動視されるが，関係促進の役割を
持つ向社会的な側面もあるため，指導の際は両者の
言い分や感情，状況を把握しながら多面的な判断を
しつつ介入しなければならない。

学校目標や学級目標には「けんかはいけない」，「み
んな仲良くしよう」というような標語がしばしば掲げ
られる。また，「他者と仲良く向き合うことこそが人と
してのよい生き方である」というような価値観を学校
教育から推し進めているようなところもある。社会的
にも，裁判などをネガティブに捉え，どちらかといえ
ばそのような対立場面は避けるべきだ，という風潮が
存在する。池島（2007） はこのような現状を，「問題
解決を生産的で建設的なものが生じる機会ととらえる

（Kleidler, 1990）」という視点に欠けており，より子ど
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もが有益かつ心地よく過ごせる環境を作っていくため
には，学校教育において積極的に，いじめ及び対立
問題事象に対して，子ども自身が問題解決の担い手
になれるように指導していく必要性を指摘している。

からかいや冗談といった関わりが，友人との関わり
においていじめ及び対立問題に発展してしまう要因と
して，子どもの対人関係能力の低下が考えられる（佐藤・
立元 ,1999）。そこで近年，対人関係能力を支援する
社会的スキル・トレーニング（Social Skills Training
　以下，SSTとする）が積極的に取り組まれている 

（例えば藤枝・相川，2001; 後藤・佐藤・高山 ,2001）。
SST は子どもの社会的スキルを高めることを目的とし，
人間関係上のトラブルによって引き起こされる問題の
改善と軽減を図るものである（相川 ,2000; 後藤・佐藤・
佐藤 ,2000） 。SST は，学級全体で取り組むことにより，
共通の社会的スキルを学習するため，子どもがお互い
の行動の変化に気づきやすくなり，相互のフィードバッ
クも可能になるという利点がある（藤枝・相川 ,2001）。
よって，仲間を好意的に認知するようになり，学級の
改善策として期待される（後藤・佐藤・佐藤 ,2000）。
小林・白井（2009）は中学生を対象に SST を実践し，
関係志向性の改善がみられたことから，いじめ予防
の可能性を示唆している。

また，松山・池島（2014）は，トラブルや対人葛
藤が起きた場合の対立解消スキルを子どもに対してト
レーニングする，「ピア・メディエーショントレーニング
プログラム（Peer Mediation Training Programs　
以下，PMTPとする）」の開発を行っている。ピア・メディ
エーションは，いじめ及び対立問題への予防に効果が
あることが示されており（Cohen,1995），学校教育現
場において利点の多いプログラムである。

しかし，Olweus（2007）はいじめ及び対立問題の
主な特徴が，学級における人間関係の力関係のバラ
ンスの崩壊に要因があると指摘しており，いじめ及び
対立問題への予防策，または介入策としてピア・メディ
エーションを学級で取り組む，またメディエーションを
深刻ないじめ場面において活用するということは，そ
ぐわないという立場を示している。小林（2013）も学
級において，子どもたちが他者の対立に介入できる安
心感を持つことができるように，教師が環境を整備す
ることが，ピア・メディエーションを導入する上で条件
だと指摘している。　

Cremin（2010）はそれらの指摘に対して，ピア・メディ
エーションを学級へ導入する上で重要な安心感の形成

と子どもの良質な関わりを学級内で育むワークとして，
サークル・タイムの導入を薦めている。サークル・タイ
ムとはイギリスのナショナルカリキュラムに取り入れら
れているもので，学級の子どもたちが輪になって，お
互いの顔を見合わせながら話し合ったり，ゲーム性の
高いアクティビティを行ったりする教育活動である。主
に，子どもの情動性と社会性を高める取り組みとして
注目されている活動である。Teresa （2006）は，サー
クル・タイムの利点として「共感性を高める」，「感情の
コントロールを学ぶ」，「ソーシャル・スキルを高める」
を挙げている。

そこで本研究では，友人同士や集団の中で起こる
他者のいじめ及び対立場面に対して，仲裁的に介入し
ようという気持ち（以下，仲裁的思考）を育むことに
より，いじめや暴力問題などの大きな対立問題への発
展を防ぐことを目的として，子どもの社会的スキルを高
め，関係志向性を向上させる SSTと，安心感と子ど
もの関わりを育む，サークル・タイム，加えてトラブル
や対人葛藤が起きた場合の対立解消スキルの習得を
目指す PMTP，の 3 つを用いて授業を行う。

授業による仲裁的思考への効果の検討には，子ど
もが他者のいじめ及び対立場面において，仲裁的に
介入しようという気持ちを持ったかどうかを測るため
に，仮想の対立場面が提示されている対人交渉方略
尺度（山岸 ,1998），そして，仮想のいじめ場面が提
示されている援助的介入質問紙（越智 ,1987）を用い
た。本研究は積極的に対立問題に介入することを子ど
もに推奨するものではなく，「この授業を受けた者同
士が，互いに仲裁的に介入しようという気持ちを持つ
ことにより，大きな対立問題への発展を防ぐ。」という
スタンスを取った。それは他者のいじめ及び対立場面
での仲裁・介入行動がいじめられやすさとつながりか
ねないこと（久保田 ,2004）と，仲裁者の心理的負担
が大きい （竹川 ,1993）からである。よって本研究で
は「仲裁行動」ではなく「仲裁的思考」という文言を
採用した。また，授業の際には，対象者にていねい
にその意図を説明し，限界設定を行うこととする。

また本研究では以下の仮説を立て効果の検討を行
うこととする。

研究仮説

仮説 1：授業前より授業後の方が，介入群は他者変化
志向が強くなる。
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仮説 2：授業前より授業後の方が，介入群は自己変化
志向が強くなる。

仮説 3：授業前より授業後の方が，介入群は権威志
向が弱くなる。

仮説 4：授業前より授業後の方が，介入群はじゃんけ
ん志向が強くなる。

仮説 5：授業前より授業後の方が，介入群は協調志
向が強くなる。

仮説 6：授業前より授業後の方が，介入群は統制群と
比較して，傍観者ありのいじめ場面において
援助的介入志向が強い。

仮説 7：授業前より授業後の方が，介入群は統制群と
比較して，傍観者なしのいじめ場面において
援助的介入志向が強い。

仮説 8：統制群，介入群ともに，男子より女子の方が，
援助的介入志向が強い。

方　法

１．対象者
公立小学校 5 年生 1 学級 38 名（男子 20 名，女子

18 名）を対象とした。統制群として同じ学校，同学
年の別の学級 37 名（男子 19 名，女子 18 名）に調
査への回答を求めた。
２．手続き

X 年 5 月上旬から7 月下旬に全 14 回（1 回 45 分）
の授業を総合的な学習の時間に行った（Table1）。授
業は教員経験 5 年目の第 1 筆者が行った。第 1 筆者
は臨床心理士及びピア・サポート・コーディネーター
の第 2 筆者より，授業に際しての配慮やトレーニング

に必要な指導スキルを習得している。授業と調査を行
うに当たって，事前に学級児童及び保護者に対して
説明と同意の手続きを取った。加えて学校長の許可を
得た。
３．効果測定

他者のいじめ及び対立場面における行動方略を測
定するために，山岸（1998）の対人交渉方略尺度（3
場面に対して 5 要因 9 項目：他者変化志向 3 項目，
自己変化志向 3 項目，権威志向 1 項目，じゃんけん
志向 1 項目，協調志向 ,1 項目）について，4 件法（1:
すると思う，2: そうすることもある，3: あまりしない，4:
ぜったいにしない）による回答を求めた。

加えて，他者のいじめ及び対立場面における仲裁
的思考を測定するために，越智（1987）の援助的介
入質問紙（8 つの場面，傍観者の有無 , 各 4 場面）
について自由記述による回答を求めた。

対人交渉方略尺度調査は実施前の pre 調査を 5
月下旬に，実施後の post 調査を 7 月下旬に実施し
た。援助介入質問紙調査は実施後の 7 月下旬に行っ
た。調査の実施と検討は第 1 筆者が行った。

授業の実際

１．SSTのセッション
本セッションでは，この授業を実施する上で重要な

コミュニケーションスキルの習得を目指し，ターゲット
スキルを話し方，聞き方，頼み方，断り方の 4 つとした。
また第 4 時間目には池島・竹内（2014）の映像教材を
用いてアンガーマネジメントの授業を行った。4つのター
ゲットスキルの授業は Table2 の手順で授業を行った。

セッション テーマ 内容

#1 すてきな話し方を学ぼう

#2 すてきな聞き方を学ぼう

#3 すてきな頼み方・断り方を学ぼう

#4 怒りのしずめ方を交流しよう アンガーマネジメントを通して、怒りの仕組みとしずめ方を学ぶ

#5 サークル・タイムをしよう サークル・タイムのルールや実施する目的を説明する

#6 笑顔のキャッチボールをしよう 容易でゲーム性の高いワークを用い交流し、受容感を高める

#7 自分の好みを交流しよう テーマを設定し、他者との交流を通じて理解を進める

#8 1週間を振り返ろう 学級の課題を共有し、全員で問題解決を目指す

#9 友達との間には、
どのような問題があるだろう

友達との間にある問題について考え、本プログラムの目標を共有する

#10 クラスにはどんなもめごとがあるかな 学級で見たり、経験したことのあるもめごとをシートに記入する

#11 アルスの法則を学ぼう PMTPのルール、アルスの法則を習得する

#12 もめごとを解決してみよう アルスの法則を用いて、実際に仲裁を体験する

#13

#14
学級のもめごとを解決してみよう 学級で実際にあったもめごとを題材にして、ロールプレイを行う

Table1　授業の導入計画

プログラムに必要なコミュニケーションスキルを習得する

PMTP
(ピア・メディエーション

トレーニング)

サークル・タイム

SST
(社会的スキル・
トレーニング)
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Table2　SST の手順
①スキルで重要な手順や配慮についての説明をする。
②説明で示した手順や配慮をクラスでできていると思

う子を推薦させ，具体的な行動を考える。
③教師または推薦された子がモデリングを行い，全

体でスキルを共有する。
④ペアを組み，スキルを活用したロールプレイを行う。
⑤スキルを活用したことによる気持ちの変化を振り返

る。
　
トレーニングを行ったターゲットスキルは，学級で

般化させるために，各ターゲットスキルで重要な点に
ついての記述したものを示したポスターを作成し，学
級に掲示することとした。
２．サークル・タイムのセッション

円になって話し合うサークル・タイムの導入におい
て，ルールの周知と共有は非常に重要である。また，
ただ話し合うのではなく，SST で習得したスキルを活
用しつつ，他者を尊重し仲間の意見や話を聞き合うと
いう，本セッションの目的を共有することも必要であっ
た。そこでセッションの始まりは 2 時間かけて，ルー
ルや授業の意図について，実際に行いつつ丁寧に説
明することとした。ルールは Teresa （2006）が定め
たものを用いた（Table3）。

Table3　サークル・タイムのルール
①他の人が話している時は，その人の話を聴く。
②思い浮かばないときには無理に発言しなくてもよく，

パスしてもいいこと。
③他の人に対して，こうするべきだと言わない。
④ 他の人をばかにしない。

サークル・タイムでは 2 つのテーマで話し合いを行っ
た。1 つ目のテーマ，「自分の好みを交流しよう」では，
一方向的な会話であったが，2 つ目のテーマ「1 週間
を振り返ろう」では，他者の話や意見に対して，感
想や質問をするというように，双方向的な会話になる
ように設定した。
３．PMTPのセッション

学級児童の生活に沿った授業となるよう，まず始
めに「学級で見たり聞いたり，体験したことのあるも
めごとはありますか」と発問し，カードに記入させた。
そのカードに書かれたもめごとを，第 13，14 時間目
の際のロールプレイの題材として用いることとした。

PMTP に用いるルールとして，Cole（1997） の
AL'S　Formula をもとに，日本の学級で用いること
ができるよう池島（2007）が改編した“アルスの法則

（Table4）”を用いた。

Table4　アルスの法則
①同意する（Agree）
　ルールに同意し，話し合いを始めること。
②聞く（Listen）
　双方が聞き合い，主張と言い分を知ること。
③解決する（Solve）
　主張と言い分から，解決策を探ること。

ロールプレイは，3 人組のグループで行った。まず，
授業者が提示したもめごと「机に置いてあったふでば
こを落とされて，何も言わずに行ってしまった（池島・
竹内（2014）の映像教材にビデオと逐語録が収録さ
れている）」場面をテーマにロールプレイを行った。グ
ループで当事者 A（落としてしまった児童役），当事
者 B（落とされてしまった児童役），メディエーター（も
めごとを見て，仲裁する児童役）を配役し，ロールプ
レイをすることとした。その際，状況の設定を共有す
るために仲裁に入る場面までの逐語録を提示するこ
ととした。ロールプレイ終了後，グループで配役を変
えてロールプレイを行い，全員が当事者 A,B，メディ
エーターを演じることとした。さらに実生活場面で活
用できることを目標に，第 10 時間目で記入したカード
をまとめたシートを配布し，そこからもめごとを選択し，
自分たちでシナリオを考えてロールプレイを行うことと
した。

このセッションの最後では，友人のもめごとやけん
かの場面において PMTP を用いて介入及び仲裁する
ことのメリットとデメリットについて子どもに考えさせ，
全員で共有を行った（Table5）。
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Table5　PMTP を用いて介入及び仲裁することの
　　　　メリットとデメリット
<メリット>
・PMTP の授業を受けた子同士のもめごとやけんか

には，お互いに介入及び仲裁方法や手順を理解して
いるため，有効である。

・もめごとやけんかの仲裁をしてあげることで，その
当事者両者が仲直りできると同時に，仲裁者も仲良
くなれる。

・下級生のもめごとやけんかを仲裁してあげることで，
高学年としていいモデルになれる。

< デメリット>
・PMTP の授業を受けていない子同士のもめごとや

けんかには，お互いに介入及び仲裁方法や手順を理
解していないため，有効ではない。

・上級生のもめごとやけんかの仲裁は難しい。
・暴力をしている場面に仲裁することは難しい。
・平等な話し合いができなかった場合，どちらかの味

方となってしまう。
　
また，授業者より，PMTP の限界について注意と

説明を行った（Table6）。

Table6　PMTP の限界設定
①暴力をしている場合は話し合いではなく，すぐに先

生や大人の人を呼ぶこと。
②「話し合いに入っていい」と聞いて，返答がない場

合は，すぐに先生や大人の人を呼ぶこと。
③怒りやいらだちで話し合えない場合は，話し合いを

やめて，すぐに先生や大人の人を呼ぶこと。
④ PMTP の授業を受けていない子には，話し合いは

難しいこと。

結　果

１．対人交渉方略
尺度で示されている 3 つの対立場面において，授

業による行動方略の変化の検討を行い，尺度で示さ
れている 5 つの志向のそれぞれを，群（介入群，統制
群）×時期（pre,post）を要因とする 2 要因分散分析
を行った（Table7）。多重比較には Tukey 法を用いた。
その結果，他者変化志向では，交互作用には有意な
変化は見られなかった（F(3.94) = 0.03, n.s.）。多重
比較の結果，群の主効果が有意傾向な差が見られた

（F(3.94) = 4.06, p<.05）。自己変化志向では，時期
の主効果及び時期と群の交互作用は有意でなかった

（F(3.94) = 0.03, n.s.; F(3.94) = 0.86, n.s.）。権威志向

 

群 時期

pre post pre post F値 F値 F値
M 2.41 2.33 2.26 2.10 4.06 ** 1.57 n.s. 0.03 n.s.
SD (0.61) (0.45) (0.44) (0.42) 介入群>統制群
M 2.84 2.88 2.78 2.75 0.52 n.s. 0.03 n.s. 0.86 n.s.
SD (0.50) (0.53) (0.56) (0.52)
M 3.15 3.00 2.29 3.22 3.81 ** 5.69 *** 11.05 ***

SD (0.78) (0.77) (1.13) (0.68) 介入群>統制群 pre<post
M 2.54 2.65 2.83 2.61 0.52 n.s. 0.07 n.s. 0.84 n.s.
SD (1.04) (1.01) (0.88) (0.83)
M 2.48 2.42 2.62 2.51 0.63 n.s. 0.39 n.s. 0.84 n.s.
SD (0.71) (0.88) (0.69) (0.65)

Table7  対人交渉方略尺度結果
統制群 介入群

(n =28) (n =35)
主効果

交互作用

** p <.05，***p <.01

協調志向

じゃんけん志向

権威志向

自己変化志向

他者変化志向

介入群 統制群 介入群 統制群

傍観者あり 89% 52% 男　　　女 男　　　女

傍観者なし 89% 75% 傍観者あり 75%　　95%  60%     31%
傍観者なし 75%　　95%  75%     75%

援助介入行動

Table8 援助的介入質問紙結果 Table9 援助的介入質問紙結果の性差の検討

援助介入行動
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では，時期と群の交互作用が有意であった（F(3.94) 
= 11.05, p<.01）。じゃんけん志向では時期の主効果
及び時期と群の交互作用は有意でなかった（F(3.94) 
= 0.07, n.s.; F(3.94) = 0.84, n.s.）。協調志向において
も，時期の主効果及び時期と群の交互作用は有意で
なかった（F(3.94) = 0.39, n.s.; F(3.94)=0.84, n.s.）。
２．援助的介入

質問紙にて示された 8 つの場面への回答において，
介入群と統制群での援助的介入傾向の見られた割合
を，傍観者の有無に分けて整理しχ 2 検定を用いて
検定した（Table8）。その結果，統制群において有
意傾向な差が認められた（χ 2= 3.841, df=1, p<.05）。
さらに Table9 では，Table8 の結果を性差に分けて
クロス集計し，χ2 検定を用いて行った。その結果，
統制群の女子に有意な人数の偏りが認められた

（χ 2= 3.841, df=1, p<.01）。

考　察

本 研究では，5 年 生 1 学級（38 名） に対して，
SST，サークル・タイム，PMTP を活用して仲裁的思
考を育むことを目的とした授業を行った。仲裁的思考
は，対人交渉方略尺度と援助的介入質問紙を用いて
測定した。

対人交渉方略尺度結果より，対話や説得といった
修復的かつ対話的な関わりによって他者の意向を変え
ようとする他者変化志向が，介入群は統制群と比べ
て有意傾向に向上しており，仮説 1 は支持された。そ
して，教師や大人といった権威ある立場に対して他者
の対立場面の解決を委ねようとする権威志向が，介
入群に有意な低下が見られ，仮説 3 は支持された。

しかし，対人交渉方略尺度結果では，自己変化，じゃ
んけん，協調の 3 つの志向では有意な変化が見られず，
仮説 2，4，5 は支持されなかった。特にじゃんけん
志向と協調志向は，授業の目的であった仲裁的思考
において重要な志向である。修復的な対話，解決に
おいては，当事者どちらかの妥協や協調，またはじゃ
んけんといった解決方略の活用が重要となるが今回
の結果では変化は見られなかった。それは SST，サー
クル・タイム，PMTP それらの相互の作用や効果を
検討せずに実施したことが理由として考えられる。こ
の問題については今後，研究を深めていきたい。

次に援助的介入質問紙調査結果より，傍観者あり
のいじめ場面において，介入群の子どもは仲裁者とし

て援助的に介入する割合が統制群と比較して有意傾
向に差があることが確認され，仮説 6 は支持された。
しかし傍観者なし場面における仮説 7，介入群におけ
る男女の差の仮説 8 は支持されなかった。また統制
群では，傍観者の有無の場面別の結果において，傍
観者なし場面のみにおいて介入的傾向が見られたが，
介入群の児童の結果からは傍観者の有無の影響はな
かったことも確認された。

これらの結果より，本研究が周囲の環境や他者関
係に影響せず，友人同士や集団の中で起こる他者の
いじめ及び対立場面に対して，仲裁的思考を育む可能
性が示唆された。この結果は，SSTとサークル・タイ
ムによる社会的スキルの習得とその学級全体への般
化が，学級の集団性意識を高め，友人同士や集団の
中で起こる他者のいじめ及び対立場面に対して介入し
ようという仲間意識に影響を及ぼしたことと，PMTP
によって対立解消スキルを習得したことが影響したと
推察している。

実際の子どもたちを見ると，授業後，友人との関
わりにおいて説明や説得をする姿がしばしば見られた。
その要因として，対話による修復をロールプレイを通
して経験することにより，話し合いという子どもには
やや抵抗を感じる方法に対して，トレーニングを通し
てスキルを習得し，抵抗感が減少していったのではな
いだろうかと推察している。実施前の子どもたちの生
活場面では，対立が生じると暴力を振るったり，のの
しったり，女子の場合は無視をし合うなど非対話的
対応が多く見られた。だが，授業を終えた子どもたち
の様子を見ると，積極的に相手に対して行動の理由
を聞いたり，気持ちを聞いたりするなど積極的に対話
しようとする姿勢が見られ，対話を通した交流を行お
うとする姿が多く見られた。

今後の課題

現在，学級・学校経営にまつわる様 な々プログラム
や方策が実践されているが（例えば高橋 ,2010; 大沼・
高橋 ,2007），具体的にいじめ及び対立問題が起きた
際に，その問題に肯定的に向き合うことを目標にした
実践は，我が国の研究では見られなかった。その理
由は，先に述べたように仲裁・介入行動がいじめられ
やすさとつながりかねないこと（久保田 ,2009），仲裁
者の心理的負担が大きいこと（竹川 ,1993），そして我
が国の対立問題に対するネガティブな風潮などが挙げ
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られる。
いじめ及び対立問題は，いかなる予防策を打っても

完全になくなるものではない。それは集団・個人への
未然防止的な取り組みを行っても，集団の変化や子ど
も個人の発達や関わる友人関係の変化によって，発
生要因となる人間関係の問題も変わっていくからであ
る。学校現場ではクラス替え，少人数授業，縦割り
活動，進学など集団はそのたびに変わっていく。集団
全体に対してのいじめ及び対立問題への対策をどれだ
け取り組んでも，それが子どもたち自身の中にスキル
や思考として残っていなければ，また問題は起こって
しまう可能性がある。本研究のような予防的な実践と
同時に，学級担任が主導となり学級の安心感を形成
し，それが学校全体で行われることが望まれる。今
後は今回用いた SST，サークル・タイム，PMTP の
相互の関連を検討し，さらに子どもが対立問題に修
復的に向き合える学級・学校環境の構築を目指してい
きたい。
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