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13. 講演会開催報告 

 

長崎大学教育学部准教授  高橋 甲介 

 

① 概要 

すべての児童生徒や学校環境のユニバーサルデザインに関する研修として、本年度は、す

べての児童生徒の学びをポジティブに促す「関わり方」の理論的背景である「応用行動分析

学」に関する地域公開型研修会を、平成 27 年 1 月 14 日（水）の午後 4 時～6 時に、附属

の学校園および長崎市内の小中学校の教員を対象に案内を配布し開催した。講師として、畿

央大学教育学部准教授である大久保賢一氏に講演を依頼し、「すべての子どもたちの成長を

支える『かかわりの原理』－特別支援教育から発信す

る「ほめること」と「スモールステップ」の重要性－」

というタイトルで講演していただいた。応用行動分

析学の基本理論、スモールステップによる指導の理

論的背景および具体的な方法、罰的な対応の危険性、

問題行動への基本的な対応方法について、発達障害

のある子ども達に対する大久保氏のこれまでの個別

支援や、学校場面での支援における具体的な例を交

えながら、わかりやすく講演を行っていただいた。 

② 講演要旨 

 本報告の 80ページ以降に、講演会当日の配布資料を掲載する。 

③ 講演参加者の詳細およびアンケート結果 

 平日夕方の開催であったが、当日は計 32名の参加があった。参加者の詳細については表

1に示す。参加者全員に、講演会についてアンケート用紙を配布し、記入についての協力を

依頼した。アンケート用紙は、講演内容に関する 5 段階の評価（非常に良かった・良かっ

た・普通・あまり良くなかった・良くなかった）と講演内容に関する感想や意見に関する自

由記述欄から構成されていた。アンケートの結果の詳細については表 2 に示す。アンケー

トを提出していただけた 27 名のうち、25 名（92.6%）が、

「非常に良かった」または「良かった」と評価し、多数の参

加者において高い評価を得ることができた。自由記述欄にお

いても概ね好意的な記述がみられた（詳細は表 2を参照）。意

見としては、さらに進んだ内容や、現場でこれらの理論を持

続的に用いるための条件や、共通理解を得て実践する為に必

要な条件について知りたい等の希望がみられた。また、周知

の方法における改善や現場の教員が参加しやすい時間での開

催に関する要望があった。 

参加者 （名）

附属小学校 15

附属中学校 1
附属特別支援学校 3
療育支援センター 2
小学校 2
大学院生 3
学部生 3
その他 3

合計 32

表１ 参加者の詳細 

【写真】 講演会の様子 
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表２ 講演会アンケート結果 

職業 性別 年齢 評価

1 小学校教員 女性 50代 非常に良かった

2 中学校教員 女性 50代 良かった

3
スクールカウンセラー・
支援員

女性 30代 非常に良かった

4 小学校教員 男性 30代 良かった

5 小学校教員 男性 30代 良かった

6 小学校教員 男性 20代 普通

7 小学校教員 男性 20代 非常に良かった

8 小学校教員 男性 30代 非常に良かった

9 小学校教員 男性 30代 非常に良かった

10 小学校教員 男性 30代 良かった

11 小学校教員 男性 30代 良かった

12 小学校教員 非常に良かった

13 小学校教員 男性 30代 非常に良かった

14 小学校教員 男性 30代 非常に良かった

15 小学校教員 男性 30代 非常に良かった

16 小学校教員 男性 30代 非常に良かった

17 小学校教員 女性 40代 非常に良かった

18 小学校教員 女性 ３０代 非常に良かった

19 中学校教員 男性 40代 非常に良かった

20 中学校教員 40代 非常に良かった

「ほめる」「スモールステップ」は、今や子どもとのかかわりで大切な方法であることは、理解していたのですが、それら
の原理をもとに行動を見直すことで、1人1人の子どもの心にせまることができると感じました。
遠方から来られて、短時間での講演は大変惜しいですが、また機会をつくっていただけるのなら、次回はより具体的
なかかわりについて教示していただきたいです。本当に聴くことができてよかったです。ありがとうございました。

具体的事例と理論をつなげて話してくださったことでとてもわかりやすかったです。
実践をしながら、理解を深めていきたいと考えています。ありがとうございました。

スモールステップの意義や価値を認識することができた。
また、「おきかえる」ことの重要性と「×」の消去バーストなど実際に教師として対応できるスキルをもっておかなけれ
ばならないと痛感した。
ひとつだけ疑問に思ったが、これだけの理論をこなす意志とやる気が果たして、どれだけ持続できるか。できれば、抜
きどころ、かかわる場面欠かせない教師自身のコントロール術も聞きたいと思う。ありがとうございました。

講演していただいた内容の3つの柱「ほめること」「スモールステップ」「罰的な対応」についてでしたが、改めて大切で
あるということを確認できてよかったです。
最後の質問でもありましたが、特に「スモールステップ」の組み立て方やＡＢＣ分析の考え方について、もっと多くの事
例をもとにお話を聞かせていただきたかったです。本日はありがとうございました。

実際に先生が体験されたことや、実践したことから得た成果や課題を交えながら話をしていただき、ＡＢＣ分析やバイ
パスモデルなど、明日からの子どもとの関わりに生かすことができるものを学ぶことができ、大変勉強になりました。あ
りがとうございました。

ポイントが明確で大変わかりやすいお話でした。
特に、「ほめること」「叱ること」の留意点がわかり、明日からの学級経営に生かしていきたいと思います。
「アメとアメなし」「バイパス手術」という言葉が印象的でした。ありがとうございました。

とてもわかりやすいお話で、時間がたつのが早く感じました。
ハトやイルカの例はほんとうに分かりやすかったです。
私には小１の娘がいるのですが、毎日叱ってばかりです。まさに3つ目の話に反省の連続でした。本人の視点で損得
をいっしょに考えてみようと思います。

先生の経験を元に具体的に事例を挙げながらお話をしていただきたので、大変わかりやすかったです。話を聞いてい
て、「そうだな」と納得することが多くありました。「子どもたちのことをしっかり見て、きちんとほめるということ」、「ステッ
プを小さくするということ」をまずは取り組んでいきたいと思いました。
支援を必要としている子どもとしっかりと向き合い、子どもの選択する道をきちんと作りたいと思いました。ありがとうご
ざいました。

日頃、実践してうまくいった事がなぜかという事が、今日の講演でわかった。私たちがやっていること、教わった手
法、指導法には、ちゃんと理論があり、それを学ぶことでよりよい支援の方法を生み出すことができるとわかった。
納得できる、明日から実践につながる講演であった。

大変分かりやすいお話でした。
特に、「ほめて育てる」か「叱って育てるか」は友人との教員と話題にしていましたので、本日いただいたお話を伝えた
いと思います。ありがとうございました。

具体例や動画、プレゼン資料等があったので、非常に分かりやすかった。
子どものかかわり方を再度、見つめ直すことができた。特に、スモールステップについては、その個に応じたステップ
があると思うので、個別支援が大切だと思った。貴重なお話をありがとうございました。

行動の選択肢を与えるという発想がためになりました。
単純に適切な行動を教えるというのではなく、効果的な方を考えるという余地を残すことで、自立への基礎が増えると
感じました。

3つの柱をもとに、具体的なかかわりを中心としてお話してくださりとてもよかったです。特に、スモールステップの大切
さが、ハトやイルカの例でよくわかりました。ムチを使わず、アメとアメなしで子どもとかかわっていきたいと思います。
本当に今日はありがとうございました。

感想・意見

「行動のＡＢＣ」について、わかりやすく説明していただいたのでとてもよかった。職場での共通理解をするために、
（例えば、あまやかしではないか等が出てこないためには）どのような方法をとられたかも話しが聞けたらよかったで
す。

応用行動分析について、本当にとってもわかりやすいお話でした。生徒指導の先生方も一緒にお話を聞きたいと思い
ました。

日頃行っていることでも、新しい視点で自分をみつめなおす機会を得ました。

問題行動に対する対応の基本がとても勉強になりました。

しからずに具体的に教えることの重要さが分りました。ありがとうございました。

子どもが自分自身で考え、よりよい行動をとることができるようにするために、具体的にどのような手立てをとればよ
いかがよく分かりました。
大人の理論を子どもに押し付けて、従わせるのではなく、子ども自身が納得して、よりよい行動を選択できるように、
今日の講演会で学んだことを生かして、明日からの指導に当たっていきたいと思います。今日はありがとうございまし
た。

発達障害の可能性のある子どもはもちろん、通常学級にいる子どもたちにも効果的な支援、指導のあり方を具体的に
紹介していただき大変勉強になった。
ただ、現場では、「何を（どこを）どのように褒めるとよいのか？」が大切で、そのコツをつかむには、子どもとの信頼関
係、家庭、学級集団との関係性が良好でなければ難しいこともあるので、そうした中身もさらに詳しく知りたいとかんじ
ました。本日はありがとうございました。
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表２ 講演会アンケート結果（続き） 

 

※空欄は記入なし． 

 

④ まとめ 

 幼児～中学生という幅広い年齢層の子ども達の教員を対象とした講演会であったが，そ

のような年齢層や文脈の違いをこえて概ね高い評価を得ることができ，本講演会の目的

（すべての子ども達にとってポジティブな学びを促す為の「関わり方」の原理を知るこ

と）は概ね達成できたと考えられる。2時間という短い時間で，ポイントをわかりやすく

説明していただいた大久保賢一氏に深く感謝を申し上げたい。今後の課題としては，この

ような講演会（研修会）をいかに継続して開催し内容を深めるという段階まで到達する

か，アンケートにもあったように，現場の教員が参加しやすい時間での開催，周知方法の

改善などが考えられた。 

職業 性別 年齢 評価

21 中学校教員 男性 30代 非常に良かった

22 保育士（療育関係） 女性 30代 非常に良かった

23 女性 50代

24 特別支援学校 男性 30代 良かった

25 女性 ３０代 良かった

26 特別支援学校 女性 20代 非常に良かった

27 特別支援学校 女性 40代 非常に良かった

感想・意見

具体例をあげてのお話だったので、とても分かりやすく、勉強になった。さらに、深い内容も機会があれば聞きたい。
（記録のつけ方、評価の仕方など）
30～40年前の主に罰を与えるという指導、現場で目にすることがある。もしかすると、自分も知らず知らずにあるいは
良かれと思ってやっていることもある。
現場の教師が参加しやすい時間で講演してほしい。

事例がたくさん紹介されてありがたかった。

日頃、私たちが感じている「困り感」が軽くなりました。
「ＡＢＣ分析」を学年部会等で取り入れることで、よりよい支援ができると感じました。今すぐ使える方法を学べた。（子
どもも教師にもメリットが大きくなる。
実践を交えながら分りやすいお話で、「子どもを変える」「子どもの理解につながる」と感じました。本当にありがとうご
ざいました。
是非、次回も開催してください！期待しています。

今日の講演内容は、大変分かりやすく興味深いものでした。日頃、幼児期の保護者さんとの親子療育を行っています
ので親子の関わりを想像しながら聴かせて頂きました。特に、小学校、幼稚園等での事例は、興味深くきかせて頂き
ました。
療育の中での、ほめる機会は常につくっているつもりですが、相手の子どもに合っているのか、考えさせられました。
なかなか記録をとることができていないので（問題行動の）その点について、取りくみたいと感じました。
昨日の療育でのことです。お勉強でむずかしいことにぶつかったお子さんにＰＥＣＳのてつだってを提示したところ、奇
声が止まりました。最後の事例の“ようへいくん”のバイパスモデルと同じだなと感じました。
適切な道すじを提供できるような支援ができるよう明日からもがんばりたいと思います。
また、「先生たちは何でほめるの？」と言われる保護者さんへしっかり説明できるよう、今日のお話を参考にさせて頂
きたいと思います。ありがとうございました。
もっと多くの方に告知して、たくさんの方にきいて欲しい内容でした。私の職場、全員にきいてほしいものでした。

具体的なケースを例示してお話をしてくださったので、日頃接している子どもたちの様子を思い浮かべながらきくこと
ができました。
ＡＢＣの考え方の中で、環境設定が大切なことを学ぶことができました。日頃の指導に生かして生きたいと思いまし
た。ありがとうございました。

インクルーシブな社会を目指していく上で、普通学校における現在のニーズはどこにあるか、知りたいと思い参加させ
ていただきました。教育現場で起こりやすい問題を応用行動分析学の視点から分かりやすく、実践でも行えるお話で
した。私たちも分かっているつもりでも、つい忘れてしまいがちなこともあり、振り返る機会ともなりました。

内容がとても分かりやすかったです。
今、関わっている子どもの行動、自分の対応を思い返し、振り返りながらきかせていただきました。
行動に込められたメッセージを受け止め、好ましい行動につなげるポイントがよくわかりました。ありがとうございまし
た。


