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（伊藤秀樹）

1. 問題設定

　本論文の目的は、近年生徒指導の技法として注目を集め始めている“ほめる・

認める”生徒指導の陥穽の一端を、「多様な子ども」という視点に基づいて明

らかにすることにある。具体的には、“ほめる・認める”生徒指導の代表的な

実践パッケージの 1 つである PBS（Positive Behavior Support）が「多様な子

ども」にどのように対応するものであるのかについて検討し、その留意点を提

示していく。

　はじめに、生徒指導の定義について説明しておきたい。生徒指導と聞くと、

多くの人は頭髪・服装指導などをはじめとした、問題行動(1)に対する指導を思

い浮かべるであろう。しかし、国立教育政策研究所による定義を借りるなら、

生徒指導とは、「社会の中で自分らしく生きることができる大人へと児童生徒

が育つように、その成長・発達を促したり支えたりする意図でなされる働きか

けの総称」（国立教育政策研究所 2012, p.2）である。そのため生徒指導には、

問題行動に対する指導だけでなく、子どもたちが「社会の中で自分らしく生き

る」大人になることを目指したあらゆる教師の働きかけが含まれる。

　そうしたなかで、生徒指導を行ううえでは、一人ひとりの子どもが多様な事

情や背景をもつことを理解したうえで指導にあたることが重要だとされてき

た。たとえば、文部科学省の『生徒指導提要』では、生徒指導の基盤となるの
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は子どもたち一人ひとりについての児童生徒理解の深化であり、一人ひとり異

なる能力・適性、興味・関心、生育環境や進路希望などを多面的・総合的に理

解していくことが重要だと述べている（文部科学省 2010, p.2）。

　このことは、具体的な生徒指導の場面を思い浮かべれば自明のことであるだ

ろう。不登校を例に挙げると、そのきっかけや背景は、心理的な問題だけでな

く、いじめや友人関係の問題、虐待や貧困などの家庭背景、発達障害など、非

常に多様であるといえる（文部科学省 2010, p.188, 伊藤 2016 など）。そのため、

不登校の子どもへの指導では、個々の事情や背景をふまえたうえで対応策を考

えていくことが必要不可欠だと考えられてきた。

　しかし一方で、実際の生徒指導の中では、子どもたち一人ひとりの事情や背

景をふまえた対応という理念とは矛盾する実践も導入されてきた。2000 年代

後半に波及したゼロトレランスは、近年のそうした実践の代表例である。のち

に詳しく述べるが、ゼロトレランスの推進者たちは、ゼロトレランスの導入に

よって子どもたちに対する教師の指導基準が統一されることの意義を強調して

きた（藤平 2006, 嶋﨑 2009など）。しかし、こうした指導基準の統一に対しては、

子どもたちが問題行動に至る個々の事情や背景が無視されるとして、批判もな

されてきた（山本 2015, 畑山 2016 など）。

　そうしたなかで、近年ではゼロトレランスの代わりに、新たな生徒指導の諸

実践が注目されるようになった。それは、子どもたちの問題行動よりも、むし

ろその子どもたちのよいところ(2)に着目し、それらを“ほめる・認める”こと

で問題行動を減らしていこうとする生徒指導の実践である。2010 年代に入っ

てから、PBS や菊池省三による「ほめ言葉のシャワー」といった実践パッケー

ジなどが、研究者や現職教員から注目を集めるようになってきた。

　こうした“ほめる・認める”生徒指導は、ゼロトレランスのように子どもに

ストレスをかけて一律に統制するのではなく、子どものよいところを尊重しな

がら成長を支える実践として、多くの人に肯定的な印象を与えるだろう。筆者

も上記の理由から、ゼロトレランスより生徒指導実践として適切であることに

ついては同意する。しかし、そうした印象に隠れて見逃されてしまうかもしれ

ない留意点はないのだろうか。

　本論文ではその陥穽の一端を描き出すために、“ほめる・認める”生徒指導



63

“ほめる・認める”生徒指導の陥穽
―PBS（Positive Behavior Support）の留意点の検討―

（伊藤秀樹）

の代表的な実践パッケージの 1 つである PBS が「多様な子ども」にどのよう

に対応するものであるのかという点に着目する。なお本論文では、「多様な子

ども」を「日々のふるまいやその裏にある事情・背景などの面で多様性をもっ

た子どもたち」と定義する。

　ところで、PBS とはどのようなものだろうか。PBS の原語は“Positive 

Behavior Support”であり、「ポジティブな行動支援」あるいは「ポジティ

ブ生徒指導」と訳されることが多い。“Positive Behavioral Interventions and 

Supports”と表記され、PBIS の略語が使われることも多いが、本論文では

PBS に統一して表記する。

　学校での PBS の特徴を端的に述べるならば、教師が子どもたちの望ましい

行動にほめる・認めるなどのプラスのフィードバックを行い、望ましい行動を

とれていない場合は望ましい行動について改めて教えることで、望ましい行動

を増やし問題行動を減らしていこうとするアプローチである。PBS は個別支援

の際に用いられるだけでなく、学校内のすべての子どもを対象に取り組まれる

ことも多く、後者はスクールワイド PBS と呼ばれている。

　発祥国のアメリカでは 2015 年時点で 21,000 校以上が PBS を導入しており

（Horner and Sugai 2015）、その有効性についてエビデンスも多く示されてき

た。その流れを受けて、日本でも 2010 年代に入ってから PBS を紹介する書籍・

論文が数多く発行され、雑誌等で実践報告も取り上げられるようになった。

　現在日本で PBS を導入している学校や教員は、ごく一部に限られる。しかし、

今後は多くの教師から賛同が得られ、実施校が増えていくことも予想される。

というのも、PBS の理念はかねてから良識的な教育実践運動が蓄積してきた暗

黙の臨床知と親和性が高いためである。

　山本宏樹は、「短所や失敗を叱るより長所や成功を誉める」「威圧による服従

の代わりに献身によって協力を引き出す」といった教師のコミュニケーション

方法を、良識的な教育実践運動が蓄積してきた暗黙の臨床知として、「ホワイ

トペタゴジー」と命名した（山本 2017）。こうしたホワイトペタゴジーは教職

倫理にかなった教授法であり（山本 2017）、だからこそ教師たちから賛同が得

られ実践が蓄積されてきたものだと考えられる。そうした点をふまえると、ホ

ワイトペタゴジーに依拠しながらより確立した実践手法を求める教師たちに
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とっては、PBS は「渡りに船」の実践パッケージとして捉えられる可能性がある。

なぜなら、望ましい行動をほめる・認めることを指導の主軸に置く PBS は、「短

所や失敗を叱るより長所や成功を誉める」という点でホワイトペタゴジーと一

致しているためである。

　しかし、山本はホワイトペダゴジーには良い点だけでなく、同時に危険性や

限界があることも指摘している（山本 2017）。本論文でも同様の視点に立って、

PBS の留意点について検討していく。これまで、日本で PBS について取り上

げてきた書籍・論文・実践報告は、PBS を各学校に普及させることを目指し、

その理念や実践を肯定的に紹介する論稿がほとんどであった。しかし、PBS が

各学校に普及した後のことも念頭に置くならば、エビデンスや倫理的側面に基

づいてただ盲目的に賛同するのではなく、一歩距離をとってその順機能と逆機

能の両面を検討しておくべきではないだろうか。

　以下、2 節で PBS について概要を紹介した後、3 節では「多様な子ども」へ

の対応という視点をもとに、PBS の留意点を検討していく。その際、日本の教

育への影響力という点をふまえて、日本語で発行された書籍・論文・実践報告

等を軸にして検討を進めていく。

2. PBS とは何か

2.1. PBS の概要

　PBS の定義を改めて述べるならば、対象者の家庭や学校、職場、地域などの

生活場面において、成功や満足を高める適応的な行動を拡大し、問題となる行

動を最小化するように、周囲の人々を含む環境を再構築しようとするアプロー

チである（Carr et al. 2002, 平澤・小笠原 2010, p.157）。応用行動分析学という

心理学の一分野が理論的背景となっている。

　PBS は元来、発達障害がある子どもや大人の問題行動を解決するための個別

支援のアプローチであり、上記の定義にも見られるように、学校以外の場所で

も取り組まれてきた。しかし、やがて学校では発達障害がある子どもへの PBS

による個別支援だけでなく、すべての子どもの問題行動の予防に向けてスクー

ルワイド PBS が組織的に取り組まれるようになった（枝廣・松山 2015, p.36）。
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こうしたスクールワイド PBS は、1980 年代後半にアメリカで始まったとされ

るが、2002 年の「No Child Left Behind 法」の施行を契機として、広く全米に

普及した（バーンズ 2013）。

　日本でも 2000 年代から PBS を援用した学校での介入研究が行われていた

が（平澤・藤原 2000 など）、2010 年代になるとアメリカの学校での PBS の解

説書が 2 冊翻訳されるとともに（Crone ほか訳書 , 2013, Stormont ほか訳書 , 

2016）、PBS の理念や実践についてまとめた書籍（石黒・三田地 2015, 栗原編 

2018）や教育雑誌の特集（『月刊学校教育相談』2017 年 1 月号）、論文等が数

多く発行された。これらの中にはスクールワイド PBS に関するものも多く含

まれている。こうした日本での普及の背景としては、応用行動分析学以外の分

野の心理学者や現職教員が PBS に注目するようになり、積極的に紹介を行っ

たということが挙げられる。

　スクールワイド PBS では、問題行動を示している一部の子どもだけを指導

のターゲットとするのではなく、まずはすべての子どもを対象としてユニバー

サルな支援を行う（一次予防）。その後、問題行動を示す子どもに対しては小

集団での指導（二次予防）や個別の指導（三次予防）が行われる（図 1）。

　PBS に基づく生徒指導の特徴を改めて述べると、ユニバーサルな支援におい

ても個別支援においてもその基本的な方針は共通している。石黒康夫らの説明

を援用すると、PBS では子どもたちの問題行動にのみ目を向けるのではなく、

その場面で望ましい行動に目を向け、そうした望ましい行動をとった際にほめ

る・認めるなどのプラスのフィードバックを与えていく。また、子どもたちが

※Stormontほか訳書（2016, p.21）の図表1.1を一部改変

一一次次予予防防　すべての子ども、教職員、全場面
向けの学校・学級規模のシステム

二二次次予予防防　　行動にリスクのある子ども向けの
具体化されたグループシステム

三三次次予予防防　　高い行動リスクのある子どものた
めの具体的、個別化システム55%%のの子子どどもも

1155%%のの子子どどもも

8800%%のの子子どどもも

図 1　スクールワイド PBS での多層支援システム
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その場面で望ましい行動をとれていなければ、望ましい行動を教え、その行動

が続くようにする（石黒・三田地 2015, pp.10-11）。こうした考え方は、子ども

たちに望ましい行動のやり方を教え、それが続くような働きかけ（ほめる・認

める）をすれば、望ましい行動が増えるという応用行動分析学の知見に基づい

ている（石黒・三田地 2015, p.11）。

　アメリカでは、スクールワイド PBS によって問題行動や停学、無断欠席な

どが減少したという効果がエビデンスに基づいて示されてきた。神山努のレ

ビューによれば、2010 年以降のアメリカでのスクールワイド PBS の効果研究

では、小学校・中学校・高等学校・オルタナティブスクールのいずれにおいて

も上記の効果を示す知見があり、また、100 校以上を対象とした大規模研究で

もそうした効果が示されているという（神山 2017, p.52）。

2.2. 理論的背景としての応用行動分析学

　ところで、なぜ PBS は子どもが問題行動をとったときに罰を与えるのでは

なく、問題行動をとらなかったときにほめる・認めるという方法によって問題

行動を減らそうとするのだろうか。ここで、PBS の理論的背景となる応用行動

分析学の考え方と知見を簡潔に紹介する。

　応用行動分析学では、問題行動がなぜ起きているかを考えるとき、その原因

を主に行動の前に起きた事象（先行事象）と、その後に起きた事象（後続事象）

に求める。重要なのは、行動の「後に」何が起きているのかという後続事象に

よって、行動が起こりやすくなったり起こりにくくなったりするという点に注

目していることである。

　庭山（2018）で紹介されている例を挙げると、算数のプリント学習をする場

面で子どもたちが立ち歩き行動をとるのは、算数のプリント学習をする場面で

（先行事象）、立ち歩くと（行動）、プリントをやらなくてすむ（後続事象）か

らかもしれない。この場合、プリントをやらなくてすむという後続事象によっ

て、立ち歩くという行動が繰り返すようになっていると考えられる。つまり、

後続事象によって行動が維持されているのである（図 2）。
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　応用行動分析学では、問題行動（行動）に罰を与える（後続事象）というセッ

トの効果が、一時的なものにとどまり状況に依存しやすいことや、望ましくな

い副作用を生むことを明らかにしてきた。たとえば体罰については、体罰によっ

てやめさせることができた問題行動がのちに再び生じたり、体罰を与える人が

いないところでは問題行動が生じたりすることや、体罰によって不安や恐怖、

怒りなどの情動反応が高まったり、他の場面で攻撃行動に出たりするという望

ましくない副作用が指摘されている（日本行動分析学会 2014, p.4）。

　一方で、応用行動分析学やそれに基づくPBSの研究では、望ましい行動（行動）

にプラスのフィードバックを与える（後続事象）というセットによって問題行

動が減少することが、エビデンスに基づいて示されてきた。その裏には、望ま

しい行動がよい結果を得る効果的な手段になれば、もはや望ましくない行動を

する必要はなくなる（平澤 2015, p.122）というロジックがある。そうしたエ

ビデンスとロジックをもとに、PBS では子どもが問題行動をとらなかったこと

をほめる・認めることで問題行動を減らそうと試みる。

　なお、PBS が注目するのは行動と後続事象の関係だけではない。問題行動が

いつ起こるのかの予測につながる先行事象や、セッティング事象（行動の直前

に起こっているわけではないが、行動の生起に影響する個人の環境や日常的な

日課など）についても着目し、それらを変化させることで問題行動の予防を試

みることもある（Crone ほか訳書 2013, p.32）。

3. PBS における「多様な子ども」への対応

3.1. 指導基準の統一

　本節では PBS が「多様な子ども」にどのように対応するものであるのかに

ついて検討するが、まず注目しておきたいのは、スクールワイド PBS を紹介

繰り返すようになる！

算数のプリント学
習をする場面

立ち歩く
プリントをやらなく

てすむ ※庭山（2018, pp.22-23）の例
をもとに作成先先行行事事象象 行行動動 後後続続事事象象

図 2　「教師が注意する」という行動が維持される原理
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する書籍が、教師の指導基準を統一することの必要性について言及しているこ

とである。

　たとえば M. ストーモントらは、スクールワイド PBS の一次予防の鍵となる

特徴として、「子どもが期待通りにそれを用いたり修得したりしたら、一貫し

て承認する」「問題行動に対しては、一貫した矯正的な指導を組織的に行う」

（Stormont ほか訳書 2016, p.20）という 2 点を挙げ、教師の指導が一貫したも

のであることの重要性を強調している。同様に、石黒康夫らも、スクールワイ

ド PBS に基づく生徒指導の特徴を述べる中で、「何をもって望ましい行動とす

るのか」という基準を統一することの必要性について言及している（石黒・三

田地 2015, p.12）。また石黒らは、指導のダブル・スタンダード化(3)は子どもや

保護者の学校への不公平感・不信感を招くことになるので、「どのような行動

に対して」「どのように指導（対応）するのか」という点を全職員で首尾一貫

させておく必要があると主張している（石黒・三田地 2015, p.13）。

　こうした教師の指導基準の統一は、先行する生徒指導実践であるゼロトレラ

ンスへの批判言説の中では、子どもたちが問題行動に至る個々の事情や背景、

ニーズなどへの対応を困難にするものだという批判がなされてきた。ここで、

ゼロトレランスにおける指導基準の統一の強調とそれに対する批判について、

少し詳しく述べておきたい。

　ゼロトレランスとは、発祥国であるアメリカの定義を借りるなら、「あらか

じめ決められた罰、ほとんどの場合重くかつ懲罰的な性格を持つ罰を、行動の

重大性、情状酌量の余地、または行為の文脈に関わらず適用することを求め

る思想または政策」（American Psychological Association Zero Tolerance Task 

Force 2008, p.852）のことである。この定義からは、事前に定められた罰を統

一して課すことがゼロトレランスの本旨の 1つだと考えることができる。

　ゼロトレランスが日本の学校関係者に広く知られるようになったのは 2000

年代後半のことだが、ゼロトレランスの推進者たちは、教師たちの指導基準を

統一し、それに従って子どもたちに一律に対応することの意義を強調してきた。

たとえば藤平敦は、ゼロトレランスによって教職員の指導の足並みが揃えば、

各教師による指導の差異が少なくなり、教室の秩序維持につながると述べてい

る（藤平 2006, p.49）。また嶋﨑政男は、教師が子ども一人ひとりに対して指
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導の内容を変えることは子どもたちの不信感を招くため、ゼロトレランスの正

確な理解に基づく指導内容の同一化が必要だと述べている（嶋﨑 2009, pp. 93-

95）。

　しかし、こうした指導基準の統一に対しては数々の論者から問題点が指摘さ

れた。たとえば山本宏樹は、ゼロトレランスでは規定に則った処遇遂行（つま

り統一された指導基準による一律の処遇）などによって指導の手続的正当性を

調達しようとするが、それによって教師＝生徒間の人間関係を基軸とした教育

実践が不可能となり、個々の生徒のニーズに基づく対応が阻害されるという懸

念を示している（山本 2015, p.29）。

　また、現職の高校教員である畑山幸正は、自校のゼロトレランス型の生徒指

導の経験をもとに、ゼロトレランス型「教育」では多様な生徒たちへの対応は

できないと述べる。そして、自校の統一された指導基準に基づく問題行動への

処遇について、「個々の生徒の背後ある家庭的、文化的な貧困を問うことはなく、

問題行動を引き起こした複雑に絡み合う要因を顧みることはない。当然、生徒

の抱えているつらさ、悲しさへの共感もない」（畑山 2016, p.31）と論じている。

3.2. 二次予防・三次予防による「多様な子ども」への対応

　ゼロトレランスへの批判言説では、子どもたちが問題行動に至る個々の事情

や背景、ニーズなどを汲み取ることができないという問題点が指摘されてき

た。では、こうした問題点は、同様に指導基準の統一の必要性を主張している

PBS では解消されているのだろうか。結論を先に述べるなら、PBS による個

別支援ではもちろんのこと、スクールワイド PBS でも多層支援システムの二

次予防・三次予防の中では、機能的行動アセスメント（Functional Behavioral 

Assessment）によって個々の事情や背景などを汲み取りながら生徒指導が行

われている。

　ここで機能的行動アセスメントについて、D. A. クローンらの記述をもとに

説明しておきたい。機能的行動アセスメントは、問題行動の予測やその維持に

関わる事象について情報収集する方法であり、その後の行動支援計画のもとと

なるものである。具体的には、(1) 問題行動を観察・測定可能な表現で記述し、

(2) 問題行動の発生と維持に関連するセッティング事象・先行事象・後続事象
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を見つけ出すことを目指して行われる。個人差や環境要因を十分に考慮したう

えでアセスメントを行うところが、特徴の 1 つである（以上、Crone ほか訳書 

2013, p.xv）。つまり機能的行動アセスメントは、個人をとりまく環境（事情や

背景）を考慮して、それらが問題行動の要因になっているかを特定するための

アセスメントであるといえる。

　Crone ほか訳書（2013）に記載されている機能的行動アセスメントの例に基

づくと（表 1）、セッティング事象や先行事象、後続事象として、個々の家庭

生活やクラスでの友人関係、教師・教育補助員と子どもとの関係のあり方など

に詳細に着目していることがわかる。

　こうした機能的行動アセスメントは、個別支援の際にも行われるが（平

澤・藤原 2000 など）、多層支援システムの二次予防・三次予防の際にも行わ

れ（Crone ほか訳書 , 2013, 枝廣・松山 2016）、それらの情報をもとに支援策が

講じられる。PBS による個別支援においてもスクールワイド PBS においても、

継続的に問題行動を起こす子どもに関しては、機能的行動アセスメントによっ

て個々の事情や背景をふまえたうえで対応策が講じられている。

セッティング事象 先行事象 行動 後続事象

サ
ラ

朝、家やバスの中でうま
く過ごせない

クラスメイトとの大人数のグ
ループの場面でモノをクラス
メイトと一緒に使う必要のあ
る場面

１．告げ口、友だちを押
す、駄々をこねる、泣き叫
ぶ

教師が、どう振る舞えばいい
のかを言い聞かせる。家庭で
は母親が言い聞かせる。
欲しいものをクラスメイトか
ら得られる

1対1で付く教育補助員
がいない

休み時間の前のやる内容が指
定されていない授業時間に、
クラスメイトがトムに注意を
すること

１、課題を拒否する、叫ぶ、
本を叩きつける、他の児童
の邪魔をする

教師やクラスメイトからの注
目

学習面でうまくいかな
かった経験

教育補助員がいないときに難
しい課題が出される

２．課題を拒否する、本を叩
きつける

教師からの注目、課題をやら
ずに済む

特定のクラスメイトがい
る、
教師が活動の様子を見て
いない

集団で協力して行動することが
期待される時間。クラスメイ
トがロナルドに対して否定的ま
たは中立的な意見を言う

１．怒る。放っておいてくれ
とクラスメイトに言う。行
動がエスカレートすると、ク
ラスメイトを殴る。

他の生徒はあきらめて引き下
がる。校長室に連れて行かれ
ることが多い。

学習面でうまくいかな
かった経験

難しかったり、終えるのに時
間がかかる課題をやり終える
ように言われる

２．課題を拒否する。教師に
向かって怒鳴り、課題の文句
を言う

授業に参加せずに済む。教師
とロナルドが言い争う。校長
室に連れて行かれる。

ト
ム

ロ
ナ
ル
ド

表 1　機能的行動アセスメントの例（Crone ほか訳書（2013, pp.49-53）をもとに作成）
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3.3. 保護者の養育困難が生じる背景への支援の欠落

　しかし、機能的行動アセスメントによる個別の事情や背景への考慮のあり方

を細かく確認していくと、ある留意点が浮かび上がる。それは、保護者の養育

困難が生じる背景への支援という視点が欠落する可能性である。

　クローンらの記述をここでも確認しておきたい。クローンらは、機能的行動

アセスメントの際に問題行動のセッティング事象として作用しているような家

庭内の問題を知っておくことは重要だが、保護者への聞き取りの際には、学校

の範囲内の事柄や変容が可能な事柄に焦点を絞って聞き取りを行う必要がある

と述べている。具体例として両親が離婚した場合が挙げられているが、そこで

は、子どもは混乱するが学校側が離婚カウンセリングを行う必要はないし、両

親の離婚をその子どもの問題行動を正当化したり許容したりする理由に使って

はならないと主張している（Crone ほか訳書 2013, p.57）。

　また、上記の離婚の例については、学校内で実行可能であり、学校生活に悪

影響を及ぼすセッティング事象を減らすことができる介入法として、学校が始

まる前に毎日そばにいて援助してくれる大人のメンターを子どもに付き添わせ

るという方法を挙げている。このメンターは朝一番に子どもの出席を取り、朝

食を食べたか、教科書などをすべて持ってきているかなど、1 日を始める準備

ができているかを確認するとされている（Crone ほか訳書 2013, p.57）。

　こうしたクローンらの記述からは、学校の業務から保護者への支援を切り離

して考えている様子がうかがえる。学校側が離婚カウンセリングを行う必要は

ないという記述からは、離婚にまつわる保護者の混乱は支援の対象ではないと

考えていることがわかる。また、メンターに関する記述からは、保護者が養育

上の困難（時間通りに学校に行かせられない、朝食が食べさせられない、翌日

の教科書がそろっているか確認できない）に直面していたとしても、保護者の

養育困難が生じる背景への支援なしに、保護者と子どもの行動の改善のみが目

指されることが示唆される。上記の支援では、子どもたちの学校での問題行動

は解消されていくかもしれない。しかし、子どもたちが現在直面し、さらには

卒業後も直面し続ける家庭生活上の困難は残されたままである。

　PBS に関する他の書籍や論文、実践報告等についても、保護者に協力を求め

る様子についての記述はあるが、保護者の養育困難が生じる背景に対して支援
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を行う様子は記述されていない。保護者の養育困難の背景には、保護者自身の

貧困や孤立、精神疾患や知的障害などの問題が隠されているかもしれない。し

かし、それらの背景への福祉的支援に目配りしている記述もみられない。もち

ろん PBS による個別支援やスクールワイド PBS を導入している学校でも、そ

の裏側ではスクールソーシャルワーカーとの連携など、家庭への福祉的支援に

向けたさまざまな取り組みを行っているかもしれない。しかし、PBS 自体には

保護者の養育困難の背景に対して支援するという視点が組み込まれておらず、

PBS に依拠するだけではそうした視点が見落とされる危険性があるという点

は、留意しておく必要があるだろう。

3.4. マイノリティの立場にある子どもの求めるニーズとの衝突

　また、PBS が有するもう 1 つの留意点として、指導基準の統一にまつわる問

題を挙げておきたい。

　前述したように、PBS による個別支援やスクールワイド PBS では、最終的

には機能的行動アセスメントによって、個々の事情や背景は一定程度考慮され

る。しかし、その考慮はあくまで「問題行動を軽減するための考慮」である。

PBS を紹介する文献からは、個々の事情や背景によってある行動が問題行動か

否かの判定そのものが考慮される様子は記述されていない。そして、とくに指

導基準の統一をうたうスクールワイド PBS では、問題行動であるか否かの判

定を個々の事情や背景に応じて変更することはできない。なぜなら、各子ども

によって指導の基準が変わってしまい、指導のダブル・スタンダード化が起き

てしまうためである。

　その結果、障害やセクシュアリティ、家庭の文化的背景などの面でマイノリ

ティの立場にある子ども（やその家庭）が求める切実なニーズが、マジョリ

ティのルールに基づいて作られた学校の指導基準と衝突し続けることも予想さ

れる。その場合、マイノリティの立場にある子どものニーズに基づく行動は問

題行動と判定され続け、子ども・家庭と学校・教師との間でコンフリクトが起

こり続けることになる。

　そのコンフリクトが生じやすい例の 1つが、外国にルーツを持つ子どもたち

であるだろう。外国にルーツを持つ子どもたちにとって、日本の給食はグロテ
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スクなものに映るかもしれないし、学校で鉛筆を削るためのナイフを持ってい

たら怒られたり、運動会でジュースを持ってきてとがめられたりと、日本と諸

外国で学校の文化や常識が違うことも多い（ハヤシザキ 2010, p.204）。また、

母国ではピアスがお守りのような位置づけであったり、肌を露出する水着は宗

教上の理由で認められなかったりするなど、母国の文化や宗教上のルールと学

校の方針が食い違う場合もある（菅原 2016, p.130）。そうした場合に、外国に

ルーツを持つ子どものニーズの尊重ではなく指導基準の統一を優先すると、子

ども・家庭と学校・教師とのコンフリクトは解消されず、不登校や中途退学に

つながってしまうことも危惧される。

　実際には、各学校では指導基準の統一ということにそこまで拘泥せず、外国

にルーツを持つ子どもや障害がある子ども、セクシャル・マイノリティの子ど

もなどの切実なニーズに柔軟に対応しているかもしれない。しかし、スクール

ワイド PBS に付随する指導基準の統一という理念が徹底されればされるほど、

マイノリティの立場にある子どもたちの切実なニーズは尊重されず、学校から

の排除につながるかもしれないという点は留意しておくべきだろう。

4. 結語

　PBS の理念を「多様な子ども」という視点から掘り下げると、①保護者の養

育困難が生じる背景への支援という視点が欠落する危険性、②マイノリティの

立場にある子どもが求めるニーズが尊重されず学校からの排除につながる危険

性、という 2つの留意点が浮かび上がった。

　子どもたちをほめる・認めることを軸とした PBS は、教職倫理にかなった

生徒指導の実践パッケージとして、今後より多くの学校に導入されていく可能

性がある。それは、ゼロトレランスのような統制的な生徒指導が席巻するより

は望ましいことかもしれない。しかし PBS には、家庭への支援の方策や、マ

イノリティの子ども・家庭のニーズを尊重するための方策が実装されていない

という陥穽がある。各学校でPBSを実施する際には、アメリカでの実践パッケー

ジを忠実に再現するのではなく、PBS の理念を生かしながら PBS には実装さ

れていない支援方策を柔軟に組み合わせていく必要があるだろう。
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　もちろん、実際の各学校での実践ではすでにそうした柔軟な対応がなされて

いて、筆者がこれまでに記してきた懸念はただの杞憂であった、ということも

あるかもしれない。その場合、各学校が PBS の理念をどのように応用して生

徒指導に用いているのかについて検討することで、他の学校の実践に資するよ

うな具体的な知見を得ることができるだろう。各学校の実践についての検討は、

今後の課題として挙げておきたい。

付記

　本論文は、科学研究費補助金若手研究（B）16K21021「児童生徒の長所・資

源に着目した生徒指導モデルの構築」（研究代表者：伊藤秀樹）の研究成果の

一部である。

注

(1)  煩雑になるため「　」はつけていないが、このときの問題行動とは、「学校や教師から見た」問

題行動である。

(2)  注 (1) と同様、煩雑になるため「　」はつけていないが、このときのよいところとは、「学校や

教師から見た」よいところである。後に出てくる「望ましい行動」などについても同様である。

(3)  子どもが同じ行動をしていても各教師によって指導の方法や程度が違っていること、あるいは

同じ問題行動でもそれを起こした子どもによって指導の方法や程度が違っていることをさす（石

黒・三田地 2015, p.13）。
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