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Abstract 

This paper is an advanced proposal on class management in the lower grade classes at colleges of technology. Class 

News is an uncommon subject in colleges of technology. But it is a very useful educational tool for homeroom 

teachers in the lower grade classes. 1 think a homer∞m teacher must maintain good comunic油onwi白血e託叫entsm 

order to釦 ppo此 theirschool activities. A method of using Weekly Class News is an effective means of class management 

and communication between a homer∞m teacher and the students or between students 
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~ 1 はじめに

大学，短大と並ぶ高等教育機関である高等専門学校で

は，他の高等教育機関とは異なり，高等学校同様の学級

担任制度を採用している。これは，高専本科5年間のう

ち 5分の 3の期間に当たる 3年生までが高校生と同じ

学齢の学生であることによるのであろう。大学において

さえ，チューター制度が導入され始めている昨今，高専

における学級担任の役割はますます重要になってくるは

ずである。

私は，担任の仕事とは，学生の学校生活を支援するこ

とだと考えている。担任による支援とは，学生が学ぶこ

とのできる環境を整えることであり，将来学生が社会人

として巣立つていくために，必要な知識と常識とを学ば

せることにほかならない。

ところで，全国の中学校卒業者の高校進学率が97パー

セント以上となっている現在，普通高校に進学せずに高

専に入学してくる学生は，ますます希有な存在となって

いるのであるが，本校に入学してきた学生たちの話を聞

いてみると，意外と普通高校を選ぶのと変わらない感覚

で高専入学を選択した学生が多いことがわかる。だが，

現実は普通高校が 3年間とし、う短期間であり，入学後に

進路決定をすることが可能であるのに対し，高専は5年

間という長期間で，しかも入学時にすでに所属する専門

の学科が決まっており，将来の進路選択もその時点であ

る程度決まってしまう。しかも，そのほとんどは工業系

である。普通高校に進学する感覚で高等専門学校という

特殊な環境に身を置いたがゆえに，彼らの多くが共通の

問題を抱えることになる。

高専が抱える問題として， 5年間という長期間が中だ

るみによる学習意欲の低下を招く，自分の適性や能力，

関心が専門学科，あるいは工学そのものに向いていない

という挫折感を持つ学生が多く存在する，単位を取るた

めだけの付け焼き刃的な勉強方法に慣れてしまい基礎学

力が身に付かない，などが挙げられよう。

これら，学習意欲の低下，自標の喪失，基礎学力のな

さは，高専学生特有の語学力(とくに英語)やコミュニ

ケーション能力の低さに加え，留年生や退学者を多く生

み出す大きな要因となっているようであるが，最近では，

留年生や退学者が増加する原因一つに，人間関係の希薄

化を指摘する声もある。注1)

このような現状を少しでも改善するためには，高専の

学生が充実した学校生活を送ることのできるような環境

作りが必要である。その第一歩として，学生の身近にい

る担任が，明確な指導方針に基づく支援を積極的に行う

ことが求められる。

私は担任を務めた2年間，欠かさず週刊の学級通信を

発行したが，この学級通信の準備と発行，配布という一

連の作業が，結果的に担任としての有効な学生支援へと

繋がったと考えている。この経験から，高校のような担

任指導体制の整っていない高専担任(とくに低学年)に

とって，学級通信発行を中心としたHR活動は、学生支
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援の手段としてかなり有効なのではないかと考えるに歪

った。

本稿では，私が平成15年度から16年度にかけて担任を

した，環境都市工学科2，3年生における実践報告を通

して，高専低学年における週刊学級通信発行を軸とした

担任指導の有効性ち指摘したい。

~ 2.高専低学年担任の課題

2-1.実践的接術者養成という理想と現実

「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有

する創造的な人材を育成する」のが高等専門学校の役割

であり，わが呉高専においても世界に通用する実践

カのある開発型技術者の育成Jを教育目標に掲げている。

だが，その一方で高専に入学してくる学生の全員が「実

践的な技術者Jになろうとして入ってくるわけではない

という現実がある。

私が環境都市工学科2年生の担任として最初に行った

偶人面談でアンケートをとったところ，最初から技術者

になろうという目的を持って入ってきたという学生は43

名中 7名しかいなかった。その他の学生は「技術者にな

るj という具体的な白的を持たずに受験・入学したので

あるが，その理由は，

①「親や親戚，兄姉が高専出身だからj (9名)， 

②「親、知り合い、塾の先生などに勧められたからJ

(15名)

③「就職が良いと聞いたからj (5名)

④「人に勧められて高校と併願で受験したが，高校よ

り先に合格したからJ(4名)

⑤「大学受験がないからJ(2名)

⑥「国立で親に負担を掛けなくてすむからj (1名)

というものであった。しかも， 43名の中には入学選抜の

段階で希望の学科に入ることの叶わなかった学生も少な

からずいた。

彼らに対して「君たちは実践的な技術者になるために

高専に入ってきたのだから，真面白に勉強しなさいJと

いうお説教をしても，それほどの効果は期待できまい。

もちろん高専が技術者養成機関であり，企業からも技術

職の求人が来る以上，最終的には学生の多くが技術者の

道を選ぶことにはなるであろう。だが，勉学に向かうそ

チベーションを保つことができずに低学年を過ごしてし

まうと，高専で学ぶ意義を見いだせないまま退学してし

まったり，たとえ 5年生まで進級できたとしても，本人

にとっては不本意な進路選択に迫られたりする結果とな

ってしまうであろう。したがって，低学年の担任は，彼

らを普通の高校生と向じように捉え，彼らが早く将来の

目標を見つけ，充実した学生生活を送ることを第一に考

えて指導に当たるべきではないかと考えるのである。

2-2.高専低学年の担任がなすべきこと

高等学校の生徒と同じ学齢の低学年の学生にとって，

担任は学校と学生とをつなぐ窓口であり，本来ならば最

も頼りとなるはずの教員なのである。注2) もちろん学

生が満足のいく学生生活を送ることができるかどうか

は，最終的には学生自身の問題であるが，身近にいる大

人として，将来の生き方についてのアドバイスをしたり，

一人ひとりが安心して学べる環境作りをしたりすること

はできるはずである。さらに付け加えるならば，社会的

にも精神的にも大人になりきれていない 3年生までは，

後期中等教育機関が行っている教育，すなわち集居生活

を通して，社会人になるための最低限のモラルやマナー

を意識させ，それらが身についていない者には身につけ

させるとしづ教育も必要となる。以上のことから，ホー

ムルームにおける担任指導の内容は以下の3点が柱とな

ってくるであろう。

1.高専学生の進路情報や，さまざまな仕事の情報

を提供することで，つねに将来を考える機会を与

え続けること。

2. 学生の居場所としてのクラスの雰囲気づくりに

努めること，とくに学生同士がお互いを理解し合

える機会を作ること。

3. 社会人として，学生に最低限のモラルや集団生

活でのマナーを教えること。

これらを実接する機会が，ロングホームルーム(以下

LHR)であり，球技大会や学園祭，遠足などの学校行

事でなのであるが，とりわけ週 1コマ定期的に行われる

LHRが中心となるであろう。ただし，具体的に何をし

たらよいのかということで頭を悩ませる担任が多いよう

である。

2-3.ロングホームルームの内容

実際，この 1コマ50分の時間をもてあましてしまい，

早々にLHRを終了させて，学生を帰宅させてしまう担

任もいるようである。

たしかに毎週のように「今週のLHRは何をしょうかj

と考えることは，担当教科の授業準備以上に時間と労力

がいる作業であり，ときには苦痛ですらある。核となる

決まった教材がないうえに，そのテーマも「進路を考え

るJr男女交際について」などのように漠然としている

ため 1時間の中でそれらをどのように具体化するかと

いうことをすべて自分で考えなければならないからであ

る。しかも，多くの高専教員の場合，担任業務を校務の

ローテーションの都合で不幸にして当たってしまった仕

事のーっと考えることはあっても，自分の専門教科のー

っと考えることはまずない。つまり自分は00の専
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門家だが，担任は専門ではなし、Jという意識である。

だが 3年生までの低学年の場合はLHRが週 1時間

設けられている以上，やはりそれは中学校や高等学校の

それと同様に授業の一種と考えるべきであり，担任の指

導を実践する場として十分に活用する必要があろう。

そこで，担任の「捷業Jである LHRに具体的な形を

与える手段として私が提案したいのは， LHRに合わせ

た週刊学級通信の発行である。以下，私の学級通信発行

をめぐる 2年間の試行錯誤とその効果を報告する。

~ 3. 週刊学級通信

3-1. 1年自の内容

私は高専での担任を始めるに当たって，学級通信を週

1度発行することを担任たる自分自身へのノルマとして

課した。多少大袈裟に言うならば，私は週 1回の学級通

信発行を，担任業務の根幹に位置づけたのである。毎週

学級通信を発行するという行為は，担任と学生との聞を

コミュニケーションを促進し，学生一人ひとりの把握や

クラスの雰囲気作りにつながるものと考えたからであ

る。

たとえば，元大阪府立工業高等専門学校教授の吉田丈

夫氏は，

小中学校では「学級通信」が出されるのが普通だ。

高校でも出されている。しかし，高専では「高専生

は生徒ではなく学生Jであるからなのか，ほとんど

出されていない。出されたとしても月間か旬刊の「連

絡j を目的としたものでしかないようだ。しかし，

学級通信の真の目的は「連絡Jではない。それは「教

育的な道具J， しかも「威力の大きな道具」なので

ある。

と述べ， 日刊学級通信発行の実践による「教育的効果J

として1.担任の方針を徹底することができる， 2. 

学生の教育カを引き出すことができる， 3.親の教育力

を引き出すことができる 4.親のネットワークができ

る， 5.親子の会話が増える 6.行事等への積極的な

参加を促進する 7.黙読会や判ノートの取り組みに寄

与する 8.担任の学生理解に役立つ，の八つの項目を

報告されている。注 3) ちなみに，吉田氏は国語科の担

当教員でも一般科目の教員でもない。旧システム制御工

学科の教授である。注4)

私自身，以前に中学校の教諭をしていたときに，週刊

の学級通信を発行していたが，やはり，学級通信を発行

する真の目的は単なる連絡ではなく，生徒の啓発と保護

者との連携を目的とするものであり，続けることによっ

てそれなりの効果も認められた。司

そこで，高専の環境都市工学科第2学年においても週

刊の学級通信を発行したのだが 1年目は担任指導その

ものが試行錯誤の連続であった。 2年生からの担任とい

うこともあり，高専という「自由Jな環境に慣れた多く

の学生にとって，自宅学習を励行したり，朝のショート

ホームルーム(以下SHR)と朝読書を導入したり，毎

日掃除に付き合ったりという，どちらかというと干渉型

の私の担任指導は受け入れがたいものであったようであ

る。なかなか指導が徹底しない状況を反映して，学級通

信の内容も学生への苦言が中心となってしまった。ひど

いときには，全体の 7割ぐらいを「お説教Jに費やして

しまったこともある。そのため，それなりに読んではく

れたが，一方通行の感が否めなかった。とくに学級通信

を配布したLHRの後の清掃時に，教室の床にぐしゃぐ

しゃに丸められて投げ捨てられている学級通信を見るの

は，さすがに辛いものがあった。

3-2.学生による (3環の主張!)の連載

担任 1年目後半のある日，学級通信が学生にとって身

近なものとなっていないことを実感させられる出来事が

あった。クラスの学生に『学級通信』を「先生の出して

いる新聞みたいなものJと言われたのである。何気ない

ひとことではあったが，正直にいうとこれはかなりショ

ックだった。せっかく学級通信を発行しでも，担任が勝

手に出している発行物だと学生に認識されてしまえば，

効果も半減である。もちろん毎適欠かさず発行すること

に対しては，学生も評価はしてくれていたようである。

だが，学級通信が他でもない自分たちのクラスのための

通信であるという意識を持たせないと，担任からのメッ

セージも，お決まりのお説教としか見なされない。そこ

で，学級通信が学生のものであるという認識を持たせる

ために，担任2年目を迎えるにあたり，学級通信の名前

を変え，学級通信に学生を参加させることにした。

まず，学級通信の名前については，クラスの学生に親

しみやすいように， W 3環通信』に変えた。 r3環Jは「環

境都市工学科3年j のことで，呉高専では学生たちがそ

れぞれのクラスを呼ぶ際の呼称のうちの一つ(例:電気

工学科5年=5電，建築学科4年=4建など)である。

次に，学生を参加させる方法であるが，先述の吉田氏

は日刊の学級通信の作成に学生を参加させていた。この

方法は，たしかに学生を学級通信に参加させる方法とし

ては最も良い方法かもしれない。だが，この方法につい

ては，すべての高専担任に実現可能な方法とは言い難い。

少なくとも，私のクラスについては実現は難しそうであ

った。明らかな学生からの抵抗が予想されたのである。

そとで，学級通信に学生の日頃考えていることを発表す

る場として， < 3環の主張!)と題するコーナーを設け，

毎週 1名の学生にエッセイを書かせることにした。通信

作成への直接参加は難しくても，年 1回の原稿を書かせ
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るぐらいなら学生からもさほど抵抗はされないだろうと

考えたからである。

3-3.学級通信の構成をパターン化する

名前を W3環通信』と変え， (3環の主張!)の連載

を始めるのと同時4こ，さらに工夫をしたのは，紙面の構

成をある程度ノfターン化することであった。つまり，

① (3環の主張!)-②クラスのニュース・担任か

らのメッセージ→③事務的連絡『④ 1遁聞の行事予

定→⑤〈雑感) (担任が日ごろ感じていることなど)

という 5項目からなるパターンを作ったのである。

(→資料1)

(資料1)r3環通信A8号 (2004年5~19 日)

:平成16年慮 3環通信州 (2004匁 51119日)叩i
1 今週の (3環の主張!> 

今週の (3環由主張け第 5ll!1目iまA君です.

今少しハマっていること
A 

'!"少しハマっている由は「空手Jで.小学般のと曹に 3-4隼("らいやっていた./J¥6のときか
らは.バスケット音崎晶たけれど.高専に入ってパスケをや的てからは.することがなくなってL
まった.そ二でまた「空手』を噛めようと思った.

初酌由ころは.以前やっていたとき四ように動けるか心配だったけれど.今では「空手j がとて
も楽しい.

r空手J I~は「組手」と「型J とが晶るが、 r型J 回線曹司ときに、草れかけていたものを少L
ずつ思い出しながら‘一つの「型Jができたときがとてもうれしかった.

今ではほとんど由ことを忘れてしまったが.もっとうま〈な切たいと思う.

2.個人面談を開始しました
今週由月曜日 (17自)から.個人面敏幸開始しました.目的{孟担怪としてヲラスの 1人ひと

り由枝混在把慢し、今後由君たちへ町サポートに役立てたいということです.具体的には、 4
月に書いてもらった自己点績シートに基づ曹.現在由学曹の梅干や樗阜のこと.圏っているこ
となどについて簡単に話奇聞かせてもらっています.昼休みか飯11後1:1-2sというベース
で符いますが‘放震後I主主目置や僧官、ヲラブ指導で使えないことが多い自で‘全圃が鍵わるま
でには直体みまで倉治るかもしれま甘，<.，.だいたい 1人10分穂度です由で、気楽に畢て下さい.
もちろん、秘密 I~守ります. (とくに他人に冨ってほ1..<ないときは.そう富って下さい).
畢寝室慣に婚望時間帯留壷量が晶りますので.重だ但入Lていない人は書いて下さい.

3 授業時間帯が6月1日から変わります!

時 間 現在の時間帯 変更後の時間帯

1 8 40- 9・30 8:35- 9:25 
2 9 35-10:25 9:30-10:20 
3 10:30-11・20 10:30-1120 
4 11 25-12 15 1125-12:15 
5 1 3・00-13 50 1300-13:50 
6 13 55-14・45 13:55-14:45 
7 14:50-15‘40 14:50-1540 
8 15:45-16・35 直一号ょ~三1宣」立亘ー

4 行事・予定
05月20日(木} 歯牙横It(10:20-)保健室にて
05月21日{金) 特別1IIi11(3. 4時眼目]

場 所 駕 1体育館
講 師山 口大 学理 学部 物理学車産助教授轟沢健太民
漬趨 「竃茸で見た宇宙由聾」

(111漬向容-111舗の.沢先生より-)
電君臨天文掌というあまり忽じみの忽いと軍われる学問について舗介します.夜空t.Jヒげると

量.'.えます.ζれは量が幽している先を自が受け怠って r夜空j としでみているわけです.も

し、電演を.じる ζ とができる目があったら.夜空ほどのように且えるでしょうか.

5 雑感一一聖書技大会終わるーー
理桟大金.お量れさまでした 3鎗畢はちょっと残意でしたが、選手白人達l主本当にー所懸命

プレー・していました.また、応掻もー所懸命でした.最後まで‘あれだけ事〈白人が残って応
復していたのは、初めてかもしれません.それが何よりも良かったと思います.

もちろんこれは基本ノ号ターンであって，場合によって

は，学生からとったアンケート結果を載せたり，定期試

験の時間割を入れたりというように，柔軟に対応する。

ちなみに，① (3環の主張!)は学生からの原稿，また，

③事務的連絡については，多少は手を加えるものの，極

端な場合は学生課から担任に送られてきたEメールをコ

ピーして貼り付けるだけの場合もある。④行事予定も行

事予定表からピックアップして載せるだけである。つま

り，学級通信に載せる記事の半分ぐらいは，担任が考え

なくてもよいのである。さらに， (3環の主張!)が短

いときは，最後の⑤(雑感〉の量で調整するが，ネタが

ない場合は最近のニュースを取り上げて，担任の感想を

書くという必殺技を使った。もちろん，これは単なる字

数合わせではなく，学生に対してできるだけ時事に関心

を持ってもらおうという意図もあった。

このように一つのパターンが決まっていると，あれこ

れと考える時間が短縮でき，学級通信作成の時間は驚く

ほど短くなる。担任 1年自は 1枚の学級通信を発行す

るのに少なくとも 3時間から 4時間以上はかけていたの

だが，この方法ならば，せいぜい 1'""2時間もあれば，

A4サイズの学級通信は出来上がる。普段の授業準備で

もこのぐらいの時間はかけているので，学級通信作成を

週 1回の LHRという授業の準備と考えれば，ほとんど

負担にはならなくなった。

4. 学級通信発行による効果

4-1. 2年間の誌行錯誤の結果

さて 2年間の試行錯誤の結果，学級通信を軸とした

LHR指導は確実に効果を見せ始めた。とくに 2年目に

学級通信の構成を変えてからは，学生自身の成長も加わ

り，クラスの雰囲気が良くなってきたことが実感できる

ようになった。以下，その効果を挙げる。

4-2.学生の現実を知ろうとするようになる

まずは担任自身への効果である。

学級通信は学生指導のための道具として，担任から学

生へのメッセージを伝える役目も持っている。だが，そ

の内容が学生の意識とあまりにも黍離していては読んで

もらえず，単なる独りよがりの一方通行になってしまう。

それでは費用対効果の面でも効率が悪いばかりか，担任

自身の仕事への意欲を殺いでしまう結果となろう。学生

にとって必要なことを効果的に伝えるためには，つねに

自分のクラスの学生が何を感じ，学校に何を期待してい

る(あるいは期待していなし、)のかを把握することが必

要となってくる。そこで，個人懇談やアンケートなどを

行うことになる。本来ならば，担任である以上はこれら

の実施は当然しなければならないことなのであろうが，

現実はそうではない。つまり，本末転倒かもしれないが，

学級通信を作成しようとすることによって，クラスの学

生の現実を把握する機会を生み出すことができるのであ

る。

私の場合は，学級通信のネタを考えるためにアンケー

トとそれに基づいた個人懇談を実施したのだが，その結

果「クラスの人間関係が希薄で楽しくないj r男女の仲

が悪いj r高専は面白くない。普通高校に行けばよかっ
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たJr将来の目標がない」などの学生の具体的な悩みや

不満を把握することができた。そして，これはその後の

担任指導の方向性を決定づけることになった。

4-3.学生向士の意志の疎通を促すことができる

学生生活における学生の悩みや不満を把握したら，担

任として彼らにどのような情報を提供し，何を語るべき

かが見えてくる。まずは，アンケート結果を匿名で学級

通信に載せるだけでもよい。これは担任が文章を考える

必要もなく，しかも紙面がそれなりに埋まるため，一見

手抜きのように見えるが，学生にとっては有効な情報と

なる。なぜならば，学生同士の人間関係が希薄なクラス

ほど，他のクラスメートが普段何を考えているのかを知

らないからである。

たとえば，将来のことを考えさせるためにビデオ教材

を見せたあと，簡単な感想を警かせ，その結果やコメン

トを載せる。球技大会や高専祭などの行事があった後に

アンケートを採り，その結果を載せるなどである。進路

に関するアンケートの結果を載せた学級通信を配布した

日などは，放課後の教室で進路について学生たちが話し

ている姿が見られた。また，担任2年目から始めた (3

療の主張!)も，学生同士の理解を深めるのに役立つた

ようである。 LHRの最初に学級通信を配布すると，一

斉に静かになり，全員が (3環の主張!)を読む。その

後，ところどころから感想が間こえてくる。また，やは

り放課後に，学生同士がその週の (3環の主張!)を話

題にしている場面に出くわすととがしばしばあった。も

ちろん書く機会は全員に平等に回ってくるためか，多少

のからかいはあったものの，相手を傷つけたり馬鹿にし

たりするような発言はほとんど見られなかった。学生に

とってみれば，お互いの知らない部分を知る良い機会と

なったようである。

4-4.進路について考える学生が増えた

前節にも挙げたが，学級通信を使って，進路について

考えさせたり，クラスメートがどのような進路を希望し

ているのかを知る機会を作ったりした。もちろん，進路

に関する啓発については，私だけが行ったわけではなく，

他の教員(とくに環境都市工学科の教員)の協力も大き

かったのだが，担任としてもかなり頻繁に啓発したこと

は確かである。その結果 3年生の後半からは，学生の

多くが進路について真剣に考えるようになり，研究室に

相談に来る学生も増えてきた。

4-5.学校行事の意義を伝えることができる

基本的なことではあるが，意外と担任が自分のクラス

の学生の受講する授業の種類や担当教員をあまり把握し

ていない場合がある。学級通信で時間割表や定期試験の

時間割を作成してやると，学生から感謝されるのはもち

ろんだが，担任自身にとっても学生の状況を把握しやす

くなるため，一石二鳥である。また，学生課からの伝達

事項については，本校では通常は週番対各クラスのメー

ルボックスから受け取り，教室に掲示するということに

なっている。だが，週番によってはメールボックスの確

認をサボる学生もおり，また，メールボックスから連絡

用の掲示物を持ってきても，教卓に置くだけで掲示しな

い学生も多い。実際に週番の学生に指示をして掲示をさ

せても，きれいに掲示することができず，かえって見づ

らい状態になることが多い。そのため，担任が休み時間

や放課後にそれらを貼り直したり，連絡を黒板に書き，

学生の注意を促すという方法をとっているクラスが多い

ようである。私は，週番に当たった学生にメールボック

スの確認と掲示物の掲示を怠らないように指導を続ける

傍ら，それらの連絡事項を学級通信に掲載してLHRで

確認をすることにした。これは一見過保護に見えるかも

しれないが，上記のような学生の実情を考えれば，この

方法もしかたのないことであった。だが，この方法はマ

イナス面ばかりではない。学級通信に掲載し. LHRで

アナウンスすることによって，単なる情報の垂れ流しで

はなく，その行事の意義を説明する必要に迫られるとと

になったからである。

4-6. L H Rの教材としての利用

学級通信を毎週発行しているという話をすると，決ま

って「大変ですね」などと感心される。だが，週 1時間

のLHRを授業のーっと考え，そのための教材にしてし

まえば，大変どころか，大変便利な代物なのである。私

自身 2年目になってようやくそのことに気づいた。

事実，学級通信を教材として，高校の現場で利用して

いる例が報告されている。北海道帯広農業高校教諭の加

藤孝志氏は，毎朝のショートホームルームをひとつの「授

業J.学級通信を「教材」と位置づけ，毎日学級通信を

発行している。注5)

とはいえ，加藤氏や前述の吉田氏のように，学級通信

を毎日発行するのは，授業準備や自身の研究に加え，年

々増える校務に忙しい多くの高専教員にとっては困難な

ことであろう。どの教員にもほんの少しの努力によって

実行可能となるものでなければ，有用な方法とは言い難

い。その点，週刊学級通信は高校・高専を問わず誰でも

作成可能なLHR用の教材なのである。第3章に述べた

ように，一定のパターンを決め，学生の原稿を加えれば，

A4サイズの学級通信はかなり簡単に作成できる。しか

も，毎週のLHRで何をしたらよいのかわからないと悩

んでいる高専低学年の学級担任にとって，学級通信は教

材プリント，あるいは発表レジュメとして利用できるも

のなのである。たとえば，アンケート結果を通信に載せ

5 
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たときは，それを分析したり，そこから浮かび上がって

きた問題点を話したり，場合によっては補助プリントを

追加して，それらをもとに学生に考えさせるという「授

業j 展開をしたこともあった。

このように，教材として毎週定期的に配布すると決め

てしまえば，意外と続くものであり，しかも，学級通信

を作成しながら「授業Jの展開が組み立てられるので，

一石二鳥なのである。

4-7.保護者からの協力を得ることができる

高専学生も 3年生までの低学年は高校生である。夏に

行われる保護者懇談を通して，この印象は確信に変わっ

た。担任になって最初の年の保護者懇談では，多くの保

護者から学級通信発行を感謝された。家庭で学校のこと

をほとんど話さない年頃の子どもを持つ保護者にとっ

て，学校の様子を知ることのできる学級通信は，大変貴

重だというのである。

学生同様，保護者にとっても，唯一の学校の窓口は担

任教員なのであるから，その期待に応えるのは担任の仕

事であり，必要不可欠なサービスである。しかも，学級

通信はクラスの様子や担任の思いを伝えられるだけでは

なく，担任が本気で学級運営に取り組んでいるというこ

とを保護者に伝えられるという点でも，有用な道具とい

えよう。担任の熱意が伝われば，ほとんどの保護者は協

力を惜しまなくなるからである。

たとえば，学生に欠席や遅刻をする際は必ず連絡を入

れるように指導したところ，欠席・遅刻学生の保護者か

ら連絡が入るようになり，無断欠席・遅刻がほとんどな

くなった。また，親からの情報も学生一人ひとりを把握

する上では欠かせないのだが Eメーノレや電話での相談

を受ける機会も増えるようになった。

このような保護者とのコミュニケーションは，学生指

導をする上で大いに役立つたのだが，その成果を象徴的

に示すのが，保護者からの要望で2年目に実現した2度

の学級懇談会である。開催の結果，教室では気づかない

クラス内での交友関係が見えたばかりか，保護者同士の

ネットワークも広がり，子供のことで悩みを抱えていた

保護者からは大変喜ばれるという結果となった。

4-8.学生が心を開いてくれる

何といっても最も大きかった効果は 2年目も中頃を

過ぎたころから，学生の多くが担任に対して心を開いて

くれるようになったことである。最初はなかなか自分の

思っていることを口にせず，おとなしい態度を取りなが

らも，指導に従わないという，非常にやりにくい雰囲気

のクラスであったが 2年自の後半は， LHRでの話も

真剣に受け止めてくれるようになった。 3年生での高専

祭の学科対抗映画にも出演させてくれた。しかも 3年

生最後のHRでは学生たちがメッセージ入りの色紙をプ

レゼントしてくれた。その中には「先生のクラスで良か

ったj とか九、つもクラスのためにーで生懸命な先生Jと

いう学生の言葉を多く見つけることができた。こちらの

熱意が学生に伝わったと言ってしまえばそれまでだが，

実はそれがそれほど簡単なことではないということも，

この2年間で学んだ。少なくとも，一つのことを続けた

ことが，学生からの信頼を得られることに繋がったもの

と考えている。

~ 5 おわりに

2年間の担任としての活動を振り返ると，大変なこと

が多かった。だが 2年間欠かさず週刊の学級通信を発

行し続けたことは，漠然としてつかみ所のないHR指導

にひとつの形を与えることになった。そして，学生同士

や担任と学生との聞にコミュニケーションを生み出し，

結果的にクラスの雰囲気づくりに役立った。つまり，逓

刊の学級通信発行という行為が，学生の充実した学校生

活の支援に，多少なりとも効果を上げたのである。もち

ろん完壁だったとは思わないが，高専低学年の担任指導

を効果的に行う有効な方法のひとつとして，週刊学級通

信はもっと注目されてもよいのではないだろうか。

注1)井上次夫氏は「ホームルームの活用について一一高専低

学年の場合一一J(W高専教育~第27号， 2004年3月)におい

て，以下のように指摘される。

高専は今，平成14年度より実施の中学校新学習指導

要領，完全学校五日制の下での教育を受けた中学生を

受け入れ始めた。制度の理念とは逆の多忙な学校生活

の中で集中力を欠くとされる彼らは，中学校以上に多

忙な高専生活の中で，学業とば別次元の問題，すなわ

ち人間関係の希薄化，自己疎外に起因する深刻な問題

を抱え込んでいくことが今後さらに増加するものと予

想される。

注2)家族社会心理学研究所主幹の太田仁氏は，高校生の相談

相手として一番多くの生徒に選択された先生は担任であ

るという認査結果を報告されている。 u担任にすくいを

求める生徒たちJ• W月刊jホームルーム~ 2005年5月号，学

事出版)

注3)r日干IJ学級通信を基軸にしたクラスづくり JCW高専教育』

第26号，2003年3月)

注4)平成17年度より大阪府立高専は 1学科6コース制となっ

ている。

注5)rあらためてSHRをしっかりやってみるJ(W月刊ホームル

ーム~ 2004年4月号，学事出版)


