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【要旨】

本論文では，小中学校時代に不登校を経験した生徒に対するフォローアップを目的として行っ

ている野外体験活動の実践を報告し，不登校経験者に対するフォローアップ活動の意義と課題に

ついて検討した。

不登校を経験した生徒たちは，進学などを機に不登校が解消されても，日常生活での不安や悩

みを抱えており，彼らを継続的にフォローアップしていくことの必要性を論じた。
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Ⅰ はじめに

近年，自然体験を通して，不登校児童生徒の

適応を支援しようとする試みが数多く行われる

ようになった。平成９年に国立オリンピック記

念青少年総合センターが，全国の教育委員会，

青少年教育施設等を対象に「登校拒否（不登校）

児童生徒を対象とした自然体験活動等に関する

事業」について行った調査では，１５９機関で１７０

事業が実施されていた。それらの活動の多く

で，「表情が明るくなった」，「落ち着きがでて

きた」といった情緒的な変化や「いろいろな人

と話ができるようになった」，「友達と遊びを楽

しむようになった」という対人関係の変化，さ

らには適応指導教室や学校への登校状況が改善

された等の変化も数多く報告されており，これ

らの活動が不登校児童生徒の社会適応への支援

として効果があることが示されている（１）。

このような不登校児童生徒を対象とした自然

体験活動の多くが，小中学生を対象としたもの

である。高校生年齢の不登校生徒に対しては，

このような援助は，ほとんど行われていない。

これには次のような理由が考えられる。第１に

教育委員会における小中学校と高等学校を管轄

する部署が異なっていることである。小中学校

の不登校児童生徒には適応指導教室などのサ

ポート体制が整備されつつあるが，多くの場

合，高校生は対象外である。それと同様に，多

くの不登校児童生徒に対する支援活動は市区町

村の教育委員会が母体となって主催されてお
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り，高校生は対象外となっているものと考えら

れる。第２には，高校生の不登校という現象自

体が不明瞭なためである。高校で不登校になる

と，多くの場合，単位の修得，出席日数等の関

係で，留年せざるを得ない。留年して再び学校

生活に戻る者もいるが，多くは中途退学という

選択をする。高校が義務教育でないため，退学

すると不登校という問題行動はなくなってしま

うのである。最近は，中学時代に不登校だった

生徒を積極的に受け入れる高校や時間枠・科目

選択の自由な単位制高校，定時制・通信制高校

と連携して平日の昼間に学習指導等を行うサ

ポート校など，中学校時代に不登校であった生

徒を受け入れるシステムが現れてきてはいる

が，それらを有効に活用できる生徒は一部であ

り，不登校だった生徒の多くが行き場所がない

というのが現状である。

筆者も不登校児童生徒を対象に野外体験活動

を行ってきた。参加者のほとんどが中学卒業

後，高校や専門学校に進学をしている。彼らは

進学を機に，再び学校生活に適応しようと試み

るが，その過程は不登校に至った原因が解消さ

れていなかったり，不登校であったがために生

じた対人経験の乏しさ，学業の遅れ，劣等感等

の様々な理由により決して容易ではない。高校

に進学しても再び不登校傾向に陥ったり，中退

してしまう子どもも少なからず存在する。高校

に進学し，不登校（学校に行かない）という状

態は解消されても，新しい環境に過剰に適応し

ようとして無理をしてしまったり，いつまた不

登校になるかもしれない不安を抱えながら生活

をしているのである。このような子どもたち

に，継続的なフォローアップの必要性を痛感し

ている。

保坂が長期欠席者の中学卒業後の進路を調査

した結果，９７年度には高校進学者が５０％を超

え，専修学校への進学も含めると７０％以上の生

徒が進学をしている（２）。少子化による生徒数の

減少や不登校生徒に対する入試制度の整備によ

り，不登校をしていた生徒が，より進学しやす

くなってきてはいるが，何らかの問題を抱えた

まま進学する子どもたちに対する支援的関わり

は，先に述べたように十分とは言い難い。学校

教育領域だけではなく，社会教育領域や地域的

活動においても，中学時代に不登校をしていた

生徒や不登校傾向を示す高校生に対する適応支

援的な関わりが，より一層必要とされるであろ

う。

本論文では，中学校時代に不登校を経験し，

筆者らが参画する不登校児を対象としたキャン

プに参加していた高校生たちを対象として，そ

のフォローアップを目的とする自然体験活動の

実践報告を行い，不登校を経験した生徒のフォ

ローアップ活動の意義や問題点等について考察

する。

Ⅱ 活動の概要

１ 経緯と活動の主旨

本論文で報告する活動は，千葉県教育委員会

生涯学習部社会教育課が主催する不登校児童生

徒を対象とした野外体験活動「ハートtoハー

ト・リフレッシュセミナー」（以下，「ハートto

ハート」と記す）の卒業生をフォローアップす

る目的で設立された「ハートtoハートOB会」

が実施しているものである。

社会教育課主催の「ハートtoハート」は，平

成３年から事業が開始され，不登校状態にある

小中学生を対象として，「スタッフ（大学生・

大学院生等）との心の交流をもとにした，学校

では得られない経験の中での自主性の回復」を

目指して，年３回程度の野外体験活動を行って

いる。それぞれのセミナーは，学校生活や対人

関係に不適応を起こし，集団生活への自信や関

心を失っている不登校児童生徒のペースや興味

関心に合わせてプログラムが構成されており，

他の参加者や「お兄さん・お姉さん」的な学生
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スタッフとの交流を深めながら自然体験活動，

集団生活を行うものである。不登校児童生徒に

とっては，参加者の全てが不登校児であるため

周囲の目を気にすることなく活動でき，そこで

日常生活や学校とは異なる対人関係が経験でき

る。また不登校をしていることによって経験す

ることが難しくなった集団生活や自然体験活動

に参加することで，対人関係や集団生活への自

信を取り戻すことに役立っている（３）。

この事業は不登校の小中学生が対象であり，

中学校を卒業すると「ハートtoハート」に参加

できなくなる。ところが中学を卒業し高校へ進

学した生徒たちから，「卒業後もハートtoハー

トに参加したい」という要望が多くなった。

「ハートtoハート」に参加して新たに作られた

対人関係やそこでの活動は，それぞれに参加者

にとって，これからも継続したいと思わせる，

意味のあるものだったのであろう。そこで筆者

らが中心となって，現在「ハートtoハート」に

参加している児童生徒，及び今までに参加して

いた卒業生，学生スタッフ経験者を対象に，

「ハートtoハート」で知り合った友だちやス

タッフと再会し，旧交を温めることを目的とし

て，平成９年より「ハートtoハート・再会の集

い」を実施することになった。

「再会の集い」は年１回（１～２泊），県内の

少年自然の家を利用して行われ，卒業生達が互

いの旧交を温めたり，近況報告をする機会と

なった。しかし「再会の集い」は，現在「ハー

トtoハート」に参加している小中学生も参加す

るので，学生スタッフは卒業生に十分な時間を

割くことができない。また学生スタッフの流動

性が高く，自分たちが「ハートtoハート」に参

加していた時の学生スタッフのほとんどが大学

を卒業し就職しているため，再会の集いには参

加しにくいという状況もあり，卒業生たちは物

足りなさを感じているようであった。彼らもま

た，気心の知れたスタッフと話したい，楽しい

時間を共有したいという気持ちが強いようであ

る。卒業生たちからは，もっとこのような機会

を増やして欲しいという要望が出てきた。

さらに，卒業生達の話を聞いていると，高校

に進学し，不登校状態が解消されたからといっ

て，新たな環境にうまく適応できる生徒ばかり

ではなかった。高校での対人関係に悩んでいた

り，学業についていけない等，新しい環境にう

まく適応できず，再び不登校になってしまった

生徒や，いつまた不登校になるかという不安を

抱えている生徒もいた。不登校という状態は脱

したが，まだ対人関係や集団生活に困難や不安

を感じている不安定な状態の子ども達に対し，

何らかのフォローアップが必要だと感じられ

た。

以上のような経緯から，学生スタッフOBの

有志と話し合いを行い，高校生以上の青年を対

象とした野外体験活動「ハートtoハート・OB

キャンプ」を実施することが決定した。同時に，

学生スタッフOBが中心となり，「ハートtoハー

ト」のフォローアップ活動として「デイキャン

プ」，「再会の集い」，「OBキャンプ」等の企画

運営を行う「ハートtoハートOB会」が設立さ

れた。各年度の終了時に，ハートtoハートに参

加している中学３年生及び同年に卒業する学生

スタッフに，OB会の活動の趣旨，活動内容等

を伝え，入会希望者を募っている。平成１３年度

は，子どもOB２８名，学生スタッフOB２０名が

OB会会員に登録されている。

２ 活動内容

OB会の活動は「デイキャンプ」，「再会の集

い」，「OBキャンプ」の３つの活動からなる。

それぞれの活動の詳細は別に述べたので（４），こ

こでは卒業生だけを対象とした「OBキャンプ」

について報告する。

OBキャンプは平成１１年に始まり，現在まで

に３回のキャンプを行った。
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!１第１回OBキャンプ

日 時：平成１１年８月３日～５日（２泊３日）

場 所：県立Ｋ青年の家

参加者：子ども１４名，学生スタッフOB７名，

現役学生スタッフ２名

プログラム：海水浴，キャンプファイヤー，

飯ごう炊さん等

平成１１年２～３月に，今までに「ハートto

ハート」に参加したことのある高校生以上の青

年，及び新たに中学を卒業する生徒にOB会設

立の趣旨と夏に高校生以上を対象としたキャン

プを企画していることを周知し，宿泊地の選定

やプログラムの企画立案等を行うスタッフを

募った。６名の希望者があり，それに学生ス

タッフOBが加わり，数回の話し合いを経て

キャンプが実施された。宿泊施設との連絡調

整，会計等については学生スタッフOBが中心

的に活動し，企画ごとの立案，実施には子ども

たちにも参画してもらった。全ての参加者が

「ハートtoハート」を経験しているので，互い

に顔見知りであり，また活動のペースなどもわ

かっているので，のんびりとした雰囲気のキャ

ンプであった。

!２第２回OBキャンプ

日 時：平成１２年８月３日～５日（２泊３日）

場 所：県立Ｋ青年の家

参加者：子ども１９名，学生スタッフOB９名，

現役スタッフ５名

プログラム：海水浴，キャンプファイヤー，

飯ごう炊さん等

平成１２年３月，昨年度同様，プログラムの企

画立案を行うスタッフを募集した。第１回OB

キャンプでスタッフとして企画立案に加わった

子ども達から，前回は自分たちが中心的に企画

立案をしなかったが，今回は自分たちも中心的

な役割を担い，徐々に自分たちでキャンプの企

画運営ができるようになりたいという意見が出

された。彼らと学生スタッフOBが話し合いを

して，できるだけ彼らが中心的に企画運営を進

め，学生スタッフOBがそれを援助する方針で

今年度の活動を開始した。彼らが考えたプログ

ラム自体は，今まで参加してきた「ハートto

ハート」とほぼ同様の内容であるが，キャンプ

ファイヤーでは，卒業生と学生スタッフOBが

ギターセッションを披露するなど，若者らしい

企画もあった。なにより子どもたち自身が中心

となって企画し，実施するという点では大きな

変化があったと言える。しかしながら，子ども

たちの企画運営に対する経験不足や学生スタッ

フOBと子ども達との連絡調整の不備などによ

り，円滑に進行できない部分もあり反省点は多

い。

!３第３回OBキャンプ

日 時：平成１３年８月１０日～８月１２日（２泊

３日）

場 所：県立Ｋ青年の家

図１ 平成１３年「ハートtoハート・OBキャンプ」プログラム

８月１０日 ８月１１日 ８月１２日

９：００ 集合

１３：００ 青年の家着

１３：３０ 出会いの集い

～フリータイム

海岸への散歩等

１７：００ 夕食

１８：００ 体育館レク

２２：００ 就寝

１０：００ 海水浴

（雨のため，室内レク）

１２：００ 昼食

１３：００ 海水浴

１６：００ フリータイム

１７：００ 夕食

１８：００ キャンプファイヤー

～ゲーム・ギターセッション

２２：００ 就寝

９：００ 野外炊さん

１２：３０ 昼食

１３：３０ 別れの集い

１４：００ 青年の家出発

解散
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参加者：子ども１３名，学生スタッフOB９名，

現役スタッフ６名

プログラム：図１参照。

例年通りに，子どもたちが中心となって，プ

ログラムの企画・運営を行った。３年目という

こともあり，子どもたちについては，どのよう

にプログラム企画し実施すればよいか，スタッ

フOBについては，どの程度子どもたちに手を

貸すかということがわかってきたようで，非常

にスムーズに活動ができた。ただし，新しく

OB会に入会したメンバーの参加が少なかった

ことが課題となった。

Ⅲ OBキャンプの評価と課題

以上，３年間の活動を概観してきた。何故，

彼らはこの活動に参加するのであろうか。子ど

も達にとって，この活動がどのような意義を持

つのかを考えてみる。

しかしその前に，その前提として，これらの

活動が中学校までの「ハートtoハート」での対

人関係に支えられていることを確認しておくべ

きであろう。参加者の全てが，小中学生時代に

「ハートtoハート」に参加しているため，多く

の参加者が顔見知りであり，誰がどのような性

格であるか，どのような行動をするか等につい

て，おおよそわかっている。また，プログラム

の内容も，これまで参加していたセミナーを参

考にしているため，無理にたくさんの内容を盛

り込むことなく，子どもたち自身もキャンプの

雰囲気や各プログラムへの参加のしかたなどに

ついて知っているため，余裕をもって活動でき

ている。まったく新しい対人関係や活動への参

加は，不安や緊張を感じる子どもも多いであろ

うが，このような継続的な関係の上に成り立つ

活動では，そのような心配は少ない。

また，全員がかつて不登校を経験し，この

「ハートtoハート」の出身者であるという，あ

る種の共通性も集団活動を支えているように思

われる。「不登校であった」という集団の等質

性が，この集団活動を支える一つの基礎となっ

ているように感じられる。

この集団は，日常的にはほとんど顔を合わせ

ることのない集団である。「ハートtoハート」

で知り合って，年に２～３回のOB会活動で会

う程度の関係である。非常に時間をかけて，

ゆっくりとした対人関係が形成されていく。初

めは，決して濃密な対人関係ではないが，集団

生活に不安を抱いている彼らにとっては，やや

対人関係の距離がありながらも，集団としてま

とまっているという感じから，徐々にお互いを

知り，その関係を深めていくというペースが

合っているのかもしれない。

このような児童期から思春期・青年期に至る

継続的かつ無理をしないでいられる集団活動

は，不登校という経験をした青年達に対して以

下のような機能を提供すると考えられる。

１ モデルとなる／自分を見つめ直す

現在，OBキャンプに参加している卒業生達

は，中学校を卒業したばかりの１５歳からすでに

高校を卒業し，進学したり，就職やアルバイト

をしている２１歳までの範囲がある。このような

ある程度の年齢幅をもった思春期・青年期の集

団活動の良さが，この活動の中に現れている。

「ハートtoハート」に参加している子どもの中

でも，中学校高学年の生徒達はスタッフが準備

した様々な企画に参加して楽しむというより

は，友だちや学生スタッフとアイドルやファッ

ション，恋愛などの話をしたりすることが楽し

いようである。「ハートtoハート」では学生ス

タッフが「お兄さん・お姉さん」的な役割を果

たしていたが，OBキャンプでは学生スタッフ

より年齢の近い先輩・後輩と接する機会とな

る。しかも全員が不登校であった経験を持って

いるため，高校生活の過ごし方，将来への不安

や希望など，先輩達の実体験を見たり聞いたり
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する機会にもなっている。子ども達にとって

は，近い将来の自分を考えるにあたって，より

身近な先輩と感じられるだろう。そのような関

係の中で，大人としての自分をとらえなおした

り，大人としての社会への参加のしかたを模索

する場となっているのではないだろうか。

また，年齢が上の参加者にとっても，新しく

入って来た子ども達を見て，自分自身の成長や

変化に気づくことができるようである。中学卒

業直後，新しい環境に慣れようと頑張って努力

している様子を見て，「自分も初めは，あんな

ふうに無理して頑張ってたけど，だんだん疲れ

ちゃうんだよね。今のほうが楽」とその子と重

ね合わせて自分を振り返ったりできる。また，

対人関係がうまくとれず，周りに迷惑をかけて

いる子どもを見て「昔は自分もああだったなー。

みんなに迷惑かけてたんだろうなー」と笑いな

がら，話してくれたりする。このように年上の

子どもたちが年下の子どもに対するモデルとし

て機能するばかりでなく，年上の子どもたち

が，自分を振り返ったり，自分の変化をとらえ

るためにも，このような対人関係が役立ってい

る。

また平成１３年のキャンプでは，キャンプ卒業

生と同じ年齢の現役学生スタッフが数名参加し

た。彼らの感想には，「子どもOBとかスタッフ

OBとか関係なしに，同じ年の仲間同士という

感じで気軽に話せてよかった」というものが

あった。このようにもともとの立場は違うが，

ここでは同じ年代の仲間という集団にも，その

良さがあるのであろう。

２ 日常生活をサポートする

このOB会のような対人関係は，不登校をし

ていた子ども達の新たな環境への適応に対し

て，積極的なサポートの意味も持つ。子ども達

の話では「クラスに嫌な人がいる」，「学校が面

白くない」等，新たな学校生活や対人関係に対

する不満や不安が話されることも多い。子ども

達は，おしゃべりの中で，他の子どもの話を聞

きながら，他の人も自分と同じように感じてい

る，こんな風に考えるのは自分だけではないと

感じ，安心できるようである。不登校を経験し

た子ども達は自己評価が低く，いろいろな面で

自信を失っていることも多い。「また，不登校

になったらどうしよう」，「勉強についていけな

い」等の不登校という経験をしたがために感じ

てしまう不安や悩みも持っている。そのような

不安を共有し，また他の子ども達や先輩たちの

経験談やアドバイスを聞く機会にもなる。

日常生活での学校生活や対人関係に不安や悩

みを抱えている彼らにとって，同じ不安や悩み

を共有でき，「自分だけが特別ではない」，「皆

も頑張っているから，自分も頑張ろう」と安心

したり，励まされたりする場になっている。

キャンプも含めた年間３～４回のOB会活動は，

彼らが毎日の生活で疲れたときに，気心の知れ

た仲間たちとホッと一息入れることができ，

「また頑張ろう」とエネルギーを補給する機会

になっているのではないだろうか。

３ 自主性・主体性を回復する

１回目のOBキャンプでは，子ども達もプロ

グラムの一部にではあるが，企画運営に参加し

た。さらに２，３回目には，プログラム全体に

ついて責任を持って企画運営することになっ

た。子ども達の計画や当日の進行は，すべてう

まくいったわけではないが，子ども達自身が主

体的にキャンプの企画運営に関わりたいという

積極的な姿勢をみせたことも，この活動の意義

の一つであろう。毎年「ハートtoハート」に参

加する児童生徒を見ていると，自分の意見を述

べることや，人前で話すことなどが難しい子ど

もがいる。彼らはどちらかというと受動的で，

自分のしたいこと，したくないことをはっきり

主張できない。逆に，自分の主張ばかりが強す
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ぎて，まわりと協調して活動ができない子ども

もいる。また，学校での様々な行事に参加した

経験が，ほとんどない子どももいる。そんな彼

らが，このキャンプでは自主的にスタッフに立

候補し，参加者同士で協力しながら，キャンプ

の企画運営をしている。集団で活動することの

苦手な彼らが，「自分たちもやればできる」と

自信をつけたり，友だちと協力してキャンプの

企画運営をしたという達成感を味わうことがで

きたのではないだろうか。

４ ただ楽しむ

OBキャンプは，明確な目的は設定されてお

らず，久しぶりにみんなと会って，ただ楽しむ

ためにある活動である。それ故，それぞれの

キャンプへの参加不参加はもとより，各プログ

ラムへの参加不参加についても個人の判断を尊

重している。このような選択のしかたは，子ど

も達が中学生まで参加していた「ハートtoハー

ト」から踏襲しているものである。参加不参加

を選択する自由があるからといって，子ども達

がそれぞれ勝手に企画に参加するのかといえ

ば，決してそうではなく，「参加不参加を選択

する自由があること」が重要なようである。例

えば，体育館レクでは，キャンプに参加してい

る全員が体育館に集合するが，どうしてもやり

たくない種目の時は，体育館の端に座って見て

いたり，グループの他の人に代わってもらった

りする自由がある。ある目的や課題を達成しよ

うという必要はなく，それぞれが自分のペース

で楽しめることが目標と言えば目標になってい

る。そのため，プログラムにフリータイムが多

くとってあり，フリーの時間に，友だちや学生

スタッフと散歩に出かけたり，部屋でおしゃべ

りをしたりと，それぞれが楽しいと思える活動

をしている。

学校教育と比較すると，その違いがより明白

になる。学校での生活は，時間ごとにやるべき

ことが決められており，自分のペースで活動す

ることが難しい。常に決められたペースで決め

られた活動をすることが求められる。それは常

に緊張していなくてはならないということでも

ある。学校教育あるいは社会教育で行われる野

外体験活動でも，何らかの目標があり，それに

向かって皆で一緒に活動するというものが主流

であろう。その中では，個人よりも集団が優先

される場合も少なくない。もちろんそのような

活動にはその活動なりの目的や良さがある。と

ころが，そのような一般的な活動と比較する

と，我々の活動には明確な目標がない。何とな

く皆で集まり，規則や約束ごとも必要最小限な

ものだけである。自由な時間は，それぞれがお

しゃべりをしたり，遊んだりしている，それで

いて緩やかではあるが集団としてまとまってい

るという「溜まり場」的な空間・雰囲気が，こ

の活動の最大の特徴であり，不登校という経験

をもった参加者たちはそれを求めて毎年参加し

ているのではないだろうか。

５ 今後の課題

今後の課題として，以下のような点があげら

れる。

!１新規参加者とこれまでのメンバーとの関係

これまで参加していたメンバーは，ほとんど

「ハートtoハート」時代に同じキャンプに参加

し，顔見知りの関係である。現在の活動は，そ

の関係を基礎として行われていることは先に述

べた。しかし今後新たに中学を卒業した生徒が

OBキャンプに参加するようになると，それま

でに一緒に活動をしたことのない子ども同士が

現れてくる。平成１３年度は，新規にOB会に

入ったメンバーのキャンプへの参加が非常に少

なかった。キャンプの時期がお盆と重なった等

の原因もあるかもしれないが，今まで顔を合わ

せたことのないOBたちと一緒に活動すること

に抵抗があったのかもしれない。「DAYキャン
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プ」や「再会の集い」などで，現役中学生と卒

業生とが顔合わせをする機会があるが，学生ス

タッフが彼らの橋渡し役をするなどして，この

ギャップを埋めていく工夫が必要であろう。

!２学生スタッフOBの確保

OB会の中心となって活動しているのは，既

に大学を卒業した学生スタッフOBである。し

かし，彼らも社会人となり，中心となって活動

することが難しくなる。子ども達が自分たちで

企画運営ができるようになるまで，まだしばら

く時間がかかりそうであり，それまでは学生ス

タッフOBの援助が不可欠である。現状では，

その年度に比較的余裕のあるスタッフOBが，

中心的な役割を担っているが，将来的にしっか

りとした体制作りをする必要があろう。

!３「ハートtoハート」出身者以外の参加希望者

３年間OB会の活動をしてきた中で，「ハート

toハート」出身者以外の参加希望者があった。

OBキャンプに参加している子どもから，自分

の友だちで中学時代に不登校をしていた生徒

や，高校で不登校になった生徒などを，この活

動に参加させたいという数件の申し出があっ

た。現状では，OB会の活動が発足したばかり

ということもあり，「ハートtoハート」出身者

以外の参加は認めていないが，我々の活動の主

旨や他の参加者を受け入れる許容度等と考えあ

わせて，そのような子どもたちにも居場所を提

供していくことを考える必要があるかもしれな

い。

Ⅳ 終わりに

以上，中学を卒業した不登校生徒へのフォ

ローアップ活動「ハートtoハートOBキャンプ」

について，実践報告とその意義について考察し

てきた。

不登校生徒たちは高校へ進学しても，不安を

感じている場合が多く，この活動は不安定な彼

らの拠り所，溜まり場として，またここでの活

動を通して成長する場として機能していること

がうかがえる。

この活動は，不登校を経験した彼らに対し，

学校，家庭といった日常生活とは異なる居場所

を提供している。また，そこは彼らにとって甘

えられる場所であり，対人関係や大人になるた

め社会的技術を学ぶ練習場所でもある。不登校

になると，周りの大人達は，つい甘えではない

かと考えたくなる。彼らも，自分自身に対する

自信を失ったり，罪悪感や将来に対する絶望感

を味わう。そんな彼らが成長するためには，

様々な試行錯誤をし，失敗したり，甘えたりす

ることが本当は必要なのではないだろうか。周

りの人々から頑張ることを強いられない，甘え

ることが認められる経験の中で，失敗しながら

も，自分という存在を確認していけるのではな

いか。そのような場所を彼らは必要としてお

り，その想いがこの活動の推進力となっている

ように思う。

さらに言えば，このような居場所を必要とし

ているのは，不登校生徒や高校中退者にばかり

当てはまることではないだろう。多くの思春

期・青年期の若者にとっても，このようなホッ

としたり，だらしなくしていられる場が必要な

のではないだろうか。今後の課題で述べたよう

に，「ハートtoハート」には参加していないが，

以前不登校だった高校生や現在不登校になって

いる高校生の参加についての問い合わせがあっ

た。高校生年齢の集団活動や適応支援的活動に

対するニーズは大きいものと推察される。この

ような活動が社会教育領域や地域活動の領域

で，もっと盛んに実施されることが期待されて

いると言えるであろう。

我々の活動は始まったばかりで，様々な問題

点や課題を抱えているが，参加者全員で，どの

ような活動にしたいかを話し合いながら，継続

していくことが当面の目標である。
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