


ま　え　が　き

近年、新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震、中国・九州北部豪雨などの自然災害や、

子どもが犯罪に巻き込まれる事件・事故などが発生している。子どもが、災害等に遭

遇して強い恐怖や衝撃を受けた場合、その後の成長や発達に大きな障害となることが

あるため、子どもの心のケアが重要な課題となっている。

子どもの心のケアについて、緊急時においても適切に対応できるようにするために

は、学校において危機管理の一環として位置付けるとともに、日ごろから、養護教諭

をはじめとする教職員、スクールカウンセラー及び地域の関係機関等が連携できる体

制を整備することが必要である。

このような状況の中、中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安

心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」を踏まえ、

学校保健法の一部改正が行われ、平成 21 年 4 月 1 日に施行された学校保健安全法にお

いて、新たに、健康観察や保健指導が位置付けられるとともに、必要に応じて医療機

関等その他の関係機関との連携を図ることが位置付けられたところである。また、新

たに事故等により児童生徒に危害が生じた場合に、その児童生徒及び事故等により心

理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒やその他の関係者の心身

の健康を回復させるため、必要な支援を行うことも盛り込まれたところである。

本書は、これらの近年の状況を踏まえ、平成 15 年度に作成した教員用参考資料「非

常災害時における子どもの心のケアのために（改訂版）」の改訂を行ったものであり、

災害や事件・事故発生時における子どもの心のケア、子どもの心のケアの体制づくり、

危機発生時における健康観察の進め方に加え、新潟県中越沖地震の被災地域の学校を

対象に行った調査の結果を踏まえた自然災害時における心のケアの進め方を提示する

とともに、子どもの心のケアに関する対応方法等について、参考事例を通して理解が

深められるように構成した。

各学校におかれては、子どもの発達段階、地域やそれぞれの学校の実情、特性に応

じて効果的な心のケアを行うため、本書を十分に活用されることを期待している。

最後に、本書作成に当たり、多大な御協力をいただいた協力者の皆様方に対し、心

から感謝の意を表する。

平成２２年 7 月

　　　　　　　　　　　文部科学省　スポーツ・青少年局長　　布　村　幸　彦
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