
指導スタッフからみた適応指導教室に通う児童生徒の半年間の変化

谷 井 淳 一１ 沢 崎 達 夫２

The Change in Pupils Attending the Adaptation Assistance Class

in a Half Year Observed by Guidance Staff

TANII Junichi SAWAZAKI Tatsuo

【要旨】

１学期末に適応指導教室に通う児童生徒の半年後の変化を３学期末に調査した。第１次調査

（１学期）では２，２１４人分，第２次調査（３学期）では１，８９９人分のデータを得た。

!１ 半年間の教室活動の結果，「みんなと相談しながら学習ができる」，「多くの通室児童生徒と

会話できる」，「学習について指導員に質問したり相談できる」，「自由時間に友だちと遊ぶこと

ができる」，「自分の考えをみんなに伝えることができる」，「一人で読書や学習などの活動がで

きる」などの活動状況の諸側面に関してかなりの向上が見られた。

!２ 適応指導教室にしか通っていなかった１，２６６人のうち，３学期末までに授業復帰を開始した

ものは１０％，保健室等登校も含めると２９％の生徒が学校復帰を開始した。

!３ 適応指導教室に在籍しながら学校復帰の努力をしていた６３３人のうち，３学期末までに２５％

の児童生徒が適応指導教室を巣立って学校に通っている。しかし，一方で，１９％の児童生徒は

適応指導教室にしか通っていない状態に後退している。

!４ 中学３年生の在籍者のうち，３月上旬では５７％が高校進学先を確定していた。進学先未定が

２７％であるため，最終的な高校進学者の数はこの数字よりかなり増えると考えられる。
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Ⅰ 問題と目的

適応指導教室とは，文部科学省初等中等教育

局児童生徒課（２００１）（１）によると「不登校児童生

徒に対する指導を行うために教育委員会が，教

育センター等学校以外の場所や学校内の余裕教

室等において，学校生活への復帰を支援するた

め，児童生徒の在籍校と連携をとりつつ，個別

カウンセリング，集団での指導，教科指導等を

組織的，計画的に行う組織として設置したも

の」であり，「教育相談室のように単に相談を行

うだけの施設は含まない」とされる。

昭和４５年，横浜市青少年センター内に，横浜

市立富士見中学校情緒障害児学級（２）が開設，固
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定制（在籍を移動する必要のある方式）の特殊

学級として発足する。学校外にできた不登校支

援のための施設として最初のものである。この

学級は，昭和５８年に固定制から通級制の学級と

なり，「相談指導学級」と呼ばれるようになる。

その後，各地で同様の試みがなされるが，昭和

６３年，名古屋市は，特殊学級としてではなく，

現在の適応指導教室に近い形の「治療教育相談

センター」（３）を開設する。この頃から類似の施

設が全国各地に設置されるようになったが，平

成２年度に，文部省が適応指導教室実践研究委

託として施策的にも支援するようになり，その

後適応指導教室を設置する自治体が増え，平成

１１年度末には９００近くの教室が存在することに

なっている。なお，従来よく使われた登校拒否

という用語に対して，近年，不登校という用語

が多く使われるようになっているため，本論文

では他の文献を引用する場合も，「不登校」に

統一して使用することにする。

大阪府の「教育相談研究」プロジェクトチー

ム（１９９５）（４）によると，従来，不登校児童生徒に

は，来談者中心療法を中心とするカウンセリン

グが有効であるとされ，多くの相談機関の援助

方法の主流となっていたが，社会の変化などの

影響で，援助の内容の幅を広げる必要があった

という。すなわち，適応指導教室では，教科学

習のほか，軽スポーツ・レクリエーションなど

の身体的活動，本人の興味関心を大切にした創

作的活動を取り入れるなどの，様々な工夫がさ

れている。宇治市教育委員会適応指導教室

（１９９６）（５）では，教室の活動の基本的な考え方と

して，自分自身を表現して自信を回復させるた

めの援助，人間関係のとりかたを学ぶための援

助，学校復帰のための学習の援助，学校に対す

るよいイメージを育てることの４つを挙げてい

る。具体的な活動としては，興味関心に基づい

た小集団活動として，クッキング，美術，工

芸，手芸，音楽，スポーツ等をあげ，仲間との

自主活動として，農園・奉仕活動，パソコン，

ファミコン，作文・劇などの表現活動，教科学

習をあげている。宇治市などいくつかの適応指

導教室では，１日の活動の前半を子どもの選択

に応じた自主的な活動の時間（個別学習を含む）

と位置付け，後半をグループ活動の時間とし，

それぞれの活動に参加するかどうかの判断も児

童生徒の状況に合わせた対応をとっている。

太田・夏野・佐藤・濱名（１９９４）（６）は，適応指

導教室の課題として，行政に対しては指導施策

の確立と施設の充実・備品の拡充を，学校に対

しては適応指導教室に対する正しい理解の推進

と協調した取組の要望を挙げている。沢崎・谷

井（２００１）（７）は，３４７の適応指導教室に対する調

査で，必要性があるがない（または不十分な）

設備として，軽スポーツ室（３９％），調理室

（２９％），面接室（２９％），グラウンド（２８％），プ

レイルーム（２６％），パソコン室（２６％），美術・

工芸・陶芸室（２２％）等の設置希望が多いこと

を明らかにしている。多様な活動を保証するた

めにはこれら設備の充実が必要と考えられる。

今田・夏野・佐藤・浜名・辻河（１９９７）（８）は，

適応指導教室に対する学校教師の認知に関して

Ｔ市にて調査を行い，Ｔ市は不登校児童生徒数

が多いため，約半数の教師がよく知っていると

答えているものの，全体的には十分認知される

には至っていないとしている。また，適応指導

教室で行われている活動についても，学校教師

が考えている「相談活動」や「家庭訪問」など

は，適応指導教室ではあまり行われていないな

ど，両者の認識にズレがあることを指摘してい

る。

学校復帰の状況に関しては，総務庁行政監察

局（１９９９）（９）によると，適応指導教室４１か所に対

して行った調査の結果，全通室者に占める原籍

校への再登校者の割合は，平成８年度平均で

１７．９％となっている。ただし，この調査では，

学校復帰状況の詳細は明らかにされていない。
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下山・須々木（１９９９）（１０）によると，Ｘ適応指導教

室の１９８９年度から１９９７年度に在籍した９３名の状

況は，学校復帰が１５．１％，定期的に別室登校が

６．５％，不定期に別室登校（さまざまな事例の

合計）が４０．９％であった。また，今田ら（１９９７）

では，１９９１年から１９９５年に在籍した児童生徒２５

名のうち約半数が学校復帰を果たしたことを報

告している。このように学校復帰を含む教室活

動の効果に関する報告は，いくつか見られる

が，学校復帰状況の基準がそれぞれ違い一概に

比較ができない。従って，太田ら（１９９５）が指摘

するように，学校関係者等に適応指導教室の活

動に対する理解を推進するためには，ある一定

の基準に基づく全国調査を行い，適応指導教室

在籍者の行動等の変化や学校復帰状況，さらに

中学３年生については進路状況等を明らかにす

ることが必要であると考えられる。適応指導教

室における教育的諸活動は，学校外の施設で行

われていること，集団活動や体験活動を取り入

れた指導を行っていることなど，青少年に対す

る教育課程を除く教育活動としての青少年教育

と重なる部分も多い。こうした適応指導教室の

活動の効果を明らかにすることは今後の青少年

教育の方向を考える上でも重要な知見を与える

ものと考えられる。

Ⅱ 方 法

１ 調査期日および調査対象

第１次調査（１学期末調査）は，２０００年５月末

に調査票を郵送にて一斉に配布し，教室の実情

に応じて，６月下旬～７月上旬の適当な日に調

査を実施，郵送にて返送するよう依頼した。調

査対象は，文部省初等中等局中学校課の平成１１

年度版の名簿に基づき，全国８４７の適応指導教

室を対象とする悉皆調査とし，１学期末時点で

適応指導教室に在籍する児童生徒一人一人の状

況を，指導に直接携わる職員が回答するよう依

頼した。２０００年７月末現在で，３４７の教室（回

収率４１％）から，有効回答数２，２１４人分の回答が

あった。

第２次調査は（３学期調査）は，２００１年２月初

旬に，１学期末調査に回答のあった３４７の教室

に対し調査票を返送し，１学期調査の裏面に両

面印刷されている３学期調査の各項目について

回答するよう依頼した。２００１年３月初旬を中心

に返送があり，３月末現在で，３００の教室（回収

率８６％）から，有効回答数１，８９９人分の回答が

あった。

２ 調査内容

!１ 第１次調査 在籍児童生徒の性・学年，適

応指導教室に通い始めた時期，以前の通室経

験および通室状況，現在の活動状況，適応指

導教室以外の機関への通室状況，不登校のタ

イプ分け（文部科学省の態様区分等）。

!２ 第２次調査 ３学期現在通室しているかど

うか，通室しなくなった児童生徒の状況，通

室の安定度，３学期現在の活動状況，３学期

現在の適応指導教室以外の機関への通室状

況，進路状況（中学３年生のみ）。

なお，第１次調査において，教室の運営状況

や活動内容を問う調査を同時に実施したが，こ

の結果の一部は，沢崎ら（２００１）によってすでに

発表されている。また，本論文では分析の対象

としないが，同時に個々の在籍児童生徒の状況

を児童生徒の自己評定で問う調査も実施してお

り，これについては目白大学人間社会学部紀要

第２号にて，沢崎・谷井（２００２）（１１）が報告してい

る。

Ⅲ 結 果

１ 在籍児童生徒の男女別・学年別内訳

１学期末調査に回答のあった２，２１４人の児童

生徒の性別・学年別の内訳を表１に示す。中学

３年生が９８９人（４５％）で最も多く，次に中学２

年生が６２２人（２８％）で多い。中学生全体では
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１，７９８人（８１％）である。男女別では女子が１，１５３

人（５２％）で男子よりやや多い。適応指導教室在

籍者のうち高校生はやや特殊な事例であり，中

学生以下と分けて分析することも考えたが，今

回はとくに分けずに全体で分析することにし

た。

２ 児童生徒の１学期末時点での実態

!１ 不登校のタイプ

文部科学省の分類（不登校の態様区分）に従っ

て，指導職員が在籍児童生徒を分類したものを

表２に示す。小学生では，「!４不安など情緒的

混乱の型」が１３５人（３６％）で最も多く，次いで

「!６複合型」が１０６人（２８％），「!１学校に起因す

る型」が７１人（１９％），「!３無気力型」が２３人（６．１

％）である。中学生では，「!６複合型」が５５９人

（３２％）で最も多く，次いで「!４不安など情緒的

混乱の型」が５１３人（２９％），「!１学校生活に起因

する型」が３９５人（２３％），「!３無気力型」が１４０

人（８．０％）である。高校生のデータは少ないが

この限りでは，「!４不安など情緒的混乱の型」

が１３人（５４％）と圧倒的に多い。

これを文部科学省初等中等教育局児童生徒課

（２００１）の平成１１年度の調査（表３）と比較すると

（文部科学省の調査は平成９年度から「不登校

の態様区分」から「不登校状態が継続している

理由」と質問の仕方が変化しているが内容その

ものはほぼ同じである），文部科学省の調査で

は，無気力型が小学生１９％，中学生２２％と本調

査に比べて３倍程度多い。また，学校生活に起

因する型は，小学校が５．４％，中学校が７．７％と

本調査に比べて３分の１程度である。遊び・非

行型については文部科学省調査では約１１％であ

るのに対し，本調査ではほとんどゼロに近い。

表２ 校種別にみた不登校のタイプ（本研究における調査）
（上段：人数，下段：％）

!１ 学校生

活に起因

する型

!２ 遊び・

非行型

!３ 無気力

型

!４ 不安な

ど情緒的

混乱の型

!５ 意図的

な拒否の

型

!６ 複合型 !７ その他

合 計

小学校
７１

（１８．８）

３

（０．８）

２３

（６．１）

１３５

（３５．８）

１５

（４．０）

１０６

（２８．１）

２４

（６．４）

３７７

（１００．０）

中学校
３９５

（２２．５）

１４

（０．８）

１４０

（８．０）

５１３

（２９．３）

５９

（３．４）

５５９

（３１．９）

７３

（４．２）

１，７５３

（１００．０）

高 校
５

（２０．８）

０

（０．０）

２

（８．３）

１３

（５４．２）

０

（０．０）

４

（１６．７）

０

（０．０）

２４

（１００．０）

合 計
４７１

（２１．９）

１７

（０．８）

１６５

（７．７）

６６１

（３０．７）

７４

（３．４）

６６９

（３１．１）

９７

（４．５）

２，１５４

（１００．０）

表１ 児童生徒の男女別，学年の内訳
（上段：人数，下段：％）

小 １ 小 ２ 小 ３ 小 ４ 小 ５ 小 ６ 中 １ 中 ２ 中 ３ 高 校 小 計 無回答 合 計

男 子
１ ５ １１ ２３ ５１ ８３ ９６ ２９５ ４７７ １２ １０５４ ３ １，０５７

（０．１）（０．５）（１．０）（２．２）（４．８）（７．９）（９．１）（２８．０）（４５．３）（１．１）（１００．０）

女 子
０ ８ ２０ ３４ ６７ ８２ ９１ ３２７ ５１２ １２ １１５３ ４ １，１５７

（０．０）（０．７）（１．７）（２．９）（５．８）（７．１）（７．９）（２８．４）（４４．４）（１．０）（１００．０）

合 計
１ １３ ３１ ５７ １１８ １６５ １８７ ６２２ ９８９ ２４ ２２０７ ７ ２，２１４

（０．０）（０．６）（１．４）（２．６）（５．３）（７．５）（８．５）（２８．２）（４４．８）（１．１）（１００．０）
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文部科学省の調査は，教育センター等の客観的

な判定（診断）を参考にして学校が判断したもの

であるのに対し，本調査では適応指導教室の指

導職員が判断したものという違いも考慮する必

要があるが，適応指導教室に通う児童生徒は不

登校児全体に比べて，「不安など情緒的混乱の

型」については大きな違いはないものの，「無

気力型」「遊び・非行型」は少なく，「学校に起

因する型」は多いと言える。

学校に起因する型の場合，不登校の回復過程

において，活動のレベルは回復してきたが学校

に行くにはまだ早いという時期が存在するので

はないだろうか。その場合に学校と家庭の中間

的な存在としての適応指導教室が他のタイプの

不登校児以上に重要な意味をもっているのでは

ないか，と思われる。また，文部科学省の調査

では学校の職員が回答しているため，学校生活

に起因するという選択肢を選ぶことに躊躇する

ことがあり，この型の割合が現実よりも少なく

算定されていることもあり得る。また，適応指

導教室職員の場合，教室では比較的元気に活動

できるのに学校へは行けないという現実を目の

前にして「学校に起因している」という印象を

受けやすいのかもしれない。おそらくはこれら

の要因が重なっているのであろう。

無気力型が少ないという点については，ま

ず，無気力型の場合は適応指導教室に通うとい

う回復過程をとりにくいということが考えられ

る。また，適応指導教室に通うという行動その

ものが，無気力さを補う印象を与えるため，無

気力型に分類されにくいということが考えられ

る。あるいは，不登校の分類は固定的なもので

はないため，無気力さがある程度克服された段

階で適応指導教室に通うようになっているの

で，無気力型とは分類されていないということ

も考えられる。

また，遊び・非行型についても本調査の不登

校児には少ない。入室の対象を不安など情緒的

混乱の型を中心とする教室が多く，宇治市（１２）や

戸田市（１３）のように，遊び・非行型の不登校児は

除くと明確に規定している教室も少なくない。

このタイプの不登校児が入ると他の児童生徒と

うまく関係が取れず，指導がむつかしいという

現実もある。しかし，一方で，遊び・非行型お

よび情緒的混乱型（神経症タイプ）と明確に区別

しにくいタイプが増加しているという状況もあ

る。従って，一見，遊び・非行型に分類されや

すいタイプの不登校児についても専門に受け入

れる適応指導教室の設置も考慮されてよいであ

ろう。

!２ 入室してから現在までの在籍期間

通い始めてから何か月が経過したかを表４に

示す。７月初旬の調査のため，３か月以内の児

童生徒は今年度になって通い始めた児童生徒で

ある。今年度から通い始めた児童生徒は８０２人

（３８％），二年度目（４か月以上１５か月未満）の

表３ 校種別にみた不登校のタイプ（文部省平成１１年度調査）
（上段：人数，下段：％）

!１ 学校生

活に起因

する型

!２ 遊び・

非行型

!３ 無気力

型

!４ 不安な

ど情緒的

混乱の型

!５ 意図的

な拒否の

型

!６ 複合型 !７ その他

合 計

小学校
１，４００

（５．４）

２４５

（０．９）

４，９０９

（１９．０）

８，４１８

（３２．５）

９２６

（３．６）

７，７２８

（２９．８）

２，２７８

（８．８）

２５，９０４

（１００．０）

中学校
７，８８１

（７．７）

１４，０８９

（１３．７）

２２，３４５

（２１．８）

２５，２４２

（２４．６）

４，９４５

（４．８）

２３，５９１

（２３．０）

４，４３４

（４．３）

１０２，５２７

（１００．０）

合 計
９，２８１

（７．２）

１４，３３４

（１１．２）

２７，２５４

（２１．２）

３３，６６０

（２６．２）

５，８７１

（４．６）

３１，３１９

（２４．４）

６，７１２

（５．２）

１２８，４３１

（１００．０）
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ものが８５５人（４１％），三年度目以上（１５ヶ月以

上）の児童生徒が４２５人（２０％）で，適応指導教室

に通い始めてから現在までの平均は１０．２か月で

ある。学年別に平均値を比較すると，小１から

小６にかけては在籍期間が漸増している。しか

し，中１でいったん減少し，中３でまた小６と

同程度になっている。このことは，小学校の不

登校児のうち中学入学をきっかけに適応指導教

室を卒業する場合も多くあることを示すと考え

られる。また，一方で，中学校になって新たに

適応指導教室に通いだす不登校児も多いことを

示すと思われる。

!３ 適応指導教室以外で通っている場所（機関）

適応指導教室以外の通っている場所（機関）

では，「少しあてはまる」以上の児童生徒を合

計すると，６０１人（２８％）が頻度に違いはあるが

カウンセリングに通っている。また，５４７人

（２５％）が学校の保健室に，３４２人（１６％）が学校

の授業に頻度に違いはあるが出席している（表

５）。

このように，適応指導教室に在籍する児童生

徒のうち，すでに学校復帰に向けての行動が始

まっているものも多い。従って，授業または保

健室等の別室にも通いだしている段階を「学校

復帰途上」の段階として，適応指導教室にしか

通っていない段階と区別して検討することにす

る。

表５で「少しあてはまる」から「かなりあて

はまる」の合計を「通っている」とし，授業と

保健室への通室状況を通っているか否かの二分

法とし，４つのレベルに分類したものが表６で

ある（ただし，３学期調査にも回答したものに

表５ １学期末現在，適応指導教室以外で通っている場所（機関）
カッコ内：％

有効回答数

（人）

かなり

あてはまる

わりと

あてはまる

少し

あてはまる

あてはまら

ない

!１ 教育センター等でのカウンセリ

ング等を定期的に受けている

２，１６８

（１００．０）

５８

（２．７）

１１８

（５．４）

４２５

（１９．６）

１，５６７

（７２．３）

!２ 学校の保健室等に通っている
２，１５２

（１００．０）

４１

（１．９）

７６

（３．５）

４３０

（２０．０）

１，６０５

（７４．６）

!３ 学校の授業に出席している
２，１４８

（１００．０）

３３

（１．５）

２４

（１．１）

２８５

（１３．３）

１，８０６

（８４．１）

表４ 入室してから１学期末までの期間

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高校 無回答 人数 （％）

今年度から（３ヶ月以内） １ １０ １５ ２４ ４１ ５４ １０６ ２５９ ２８６ ６ ８０２（３８．５）

二年度目（～１年３ヶ月） ３ ７ ２１ ４３ ５９ ４７ ２７３ ３９５ ７ ８５５（４１．０）

三年度目（～２年３ヶ月） ５ ７ ２０ ２６ １６ ３０ １９２ ４ ３００（１４．４）

四年度目（～３年３ヶ月） ３ ３ ７ ７ ２７ ２６ ６ ７９（ ３．８）

五年度目以上（３年４ヶ月以上） ２ ６ ５ ５ ２９ １ ４８（ ２．２）

小 計 １ １３ ２７ ５５ １０９ １５２ １８１ ５９４ ９２８ ２４ ２，０８４（１００．０）

無 回 答 ４ ２ ９ １３ ６ ２８ ６１ ０ ７ １３０

合 計 １ １３ ３１ ５７ １１８ １６５ １８７ ６２２ ９８９ ２４ ７ ２，２１４

平均月（単位；ヶ月） ２ ３．６ ７．７ ８．９１０．７１１．５ ８．３ ７．９１１．９１７．８ １０．２
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ついての数字を示した）。「"Ａ授業にも通ってい

る」ものが１５５人（８．２％），「"Ｂ授業及び保健室

にも通っている」ものが１４１人（７．４％），「"Ｃ保

健室にも通っている」ものが３３７人（１８％），「"Ｄ

適応指導教室にしか通っていない」ものが１，２６６

人（６７％）である。すなわち，１学期調査で，学

校復帰途上の段階にある子どもたちが３３％であ

り，残りの６７％は学校との接触を持たず適応指

導教室にしか通っていない段階の子どもたちで

ある。

３ １学期から３学期にかけての児童生徒の変

化

!１ １学期末における在籍者の活動状況

児童生徒一人一人，１１項目の内容につい

て，１学期末での活動状況の評定（４件法）を

求め，１学期調査・３学期調査のすべてに完全

回答した有効回答１，５３５人について度数分布を

示した。また，「かなりあてはまる」を３点，

「わりとあてはまる」を２点，「少しあてはま

る」を１点，「あてはまらない」を０点と得点

表７ １学期末時点での児童生徒の活動状況
（上段：人数，下段：％）（３点満点）Ｎ＝１，５３５

かなり

あてはまる

わりと

あてはまる

少し

あてはまる

あてはまら

ない
平均値（ＳＤ）

!１ 一人で読書や学習などの活動ができる ４８７

（３１．７）

４５５

（２９．６）

３８３

（２５．０）

２１０

（１３．７）
１．７９（１．０４）

!２ 学習について指導員（主事等）に質問した

り相談したりできる

２５７

（１６．７）

４００

（２６．１）

４７０

（３０．６）

４０８

（２６．６）
１．３３（１．０４）

!３ みんなと相談しながら学習ができる ８６

（５．６）

２７４

（１７．９）

４９０

（３１．９）

６８５

（４４．６）
０．８４（０．９１）

!４ 一人で（又は指導員と）スポーツ活動に取

り組める

３９８

（２５．９）

４１１

（２６．８）

４２１

（２７．４）

３０５

（１９．９）
１．５９（１．０８）

!５ 集団でのスポーツ活動に参加できる ４３２

（２８．１）

４３４

（２８．３）

３７８

（２４．６）

２９１

（１９．０）
１．６６（１．０８）

!６ 創作活動に意欲的に取り組める ２４１

（１５．７）

４４４

（２８．９）

５３８

（３５．０）

３１２

（２０．３）
１．４０（０．９８）

!７ 自由時間に友だちと遊ぶことがある ４５５

（２９．６）

４８２

（３１．４）

４０１

（２６．１）

１９７

（１２．８）
１．７８（１．０１）

!８ 特定の通室児童生徒と会話ができる ５７０

（３７．１）

４４９

（２９．３）

３２６

（２１．２）

１９０

（１２．４）
１．９１（１．０４）

!９ 多くの通室児童生徒と会話ができる ３１６

（２０．６）

３６７

（２３．９）

４２６

（２７．８）

４２６

（２７．８）
１．３７（１．１０）

!１０ 教室外の体験活動に積極的に参加できる ３７３

（２４．３）

４２１

（２７．４）

４１２

（２６．８）

３２９

（２１．４）
１．５５（１．０８）

!１１ 自分の考えをみんなに伝えることができる １７７

（１１．５）

３９０

（２５．４）

５７９

（３７．７）

３８９

（２５．３）
１．２３（０．９６）

表６ １学期末現在の授業や保健室等への通室状況

人数 （％）

"Ａ 授業にも通っている １５５（ ８．２）

"Ｂ 授業及び保健室にも通っている １４１（ ７．４）

"Ｃ 保健室にも通っている ３３７（１７．７）

"Ｄ 適応指導教室しか通っていない １，２６６（６６．７）

合 計 １，８９９（１００．０）
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化し，表７にその平均値と標準偏差を算出し示

した。

平均値でみた場合，最も活動レベルの高い項

目は，「!８特定の通室児童生徒と会話ができる」

で１．９１点，これを「かなりあてはまる」，「わり

とあてはまる」，「少しあてはまる」の合計でみ

ると，８８％の児童生徒が「あてはまる」として

いる。コミュニケーション関係の他の項目では

「!９多くの通室児童生徒と会話ができる」は

１．３７点と下がり，「!１１自分の考えをみんなに伝

えることができる」は１．２３点でさらに低くなる。

学習面の項目では「!１一人で読書や学習など

の活動ができる」は１．７９点で比較的高いが，「!２

学習について指導員に質問したり相談したりで

きる」は１．３３点とやや低くなり，「!３みんなと

相談しながら学習ができる」は０．８４点と低い。

この項目は１１項目中最も低い項目で，度数分布

でみても，「あてはまらない」が４５％でとび抜

けて多い。教室によっては，在籍者が数人以下

の場合もあり，さらにその構成が異学年からな

ることも多いことが予想される。従って，相談

できる「みんな」がそもそもいない教室も多い

ことを反映していると考えられる。

スポーツ活動の項目では，「!４一人で（又は指

導員と）スポーツ活動に取り組める」が１．５９点，

「!５集団でのスポーツ活動に参加できる」が

１．６５点とむしろ集団スポーツの値がやや高い。

これは意外な結果だったが，集団の意味するも

のが適応指導教室内の特定の集団のため，集団

活動の参加状況が高かったのかもしれない。

!２ 半年間の活動状況の変化

１，５３５人について，１学期調査から３学期調

査にかけての変化を項目ごとに平均値で比較

し，対応のあるt検定（平均値の差の検定）を

行った（表８）。

最も向上したのは「!３みんなと相談しながら

学習できる」（０．３２点増）で，つづいて，「!９多く

の通室児童生徒と会話できる」（０．２９点増），「!２

学習について指導員に質問したり相談したりで

きる」（０．２８点増），「!７自由時間に友だちと遊ぶ

表８ スタッフから見た半年間の児童生徒の変化
（３点満点）

１学期調査（１，５３５人）３学期調査（１，５３５人）平均値の

増加分
t値

平均値（標準偏差）平均値（標準偏差）

!１ 一人で読書や学習などの活動ができる １．７９ （１．０４） ２．０４ （０．９７） ０．２５ １０．６２＊＊＊

!２ 学習について指導員（主事等）に質問したり相

談したりできる
１．３３ （１．０４） １．６１ （１．０７） ０．２８ １１．４１＊＊＊

!３ みんなと相談しながら学習ができる ０．８４ （０．９１） １．１７ （１．０３） ０．３２ １３．６２＊＊＊

!４ 一人で（又は指導員と）スポーツ活動に取り組

める
１．５９ （１．０８） １．７１ （１．０７） ０．１２ ４．５９＊＊＊

!５ 集団でのスポーツ活動に参加できる １．６５ （１．０８） １．７９ （１．１０） ０．１３ ５．４５＊＊＊

!６ 創作活動に意欲的に取り組める １．４０ （０．９８） １．６０ （１．０２） ０．２０ ８．７９＊＊＊

!７ 自由時間に友だちと遊ぶことがある １．７８ （１．０１） ２．０５ （１．０１） ０．２７ １１．５０＊＊＊

!８ 特定の通室児童生徒と会話ができる １．９１ （１．０４） ２．１７ （１．００） ０．２６ １０．８１＊＊＊

!９ 多くの通室児童生徒と会話ができる １．３７ （１．１０） １．６７ （１．１１） ０．２９ １２．０９＊＊＊

!１０ 教室外の体験活動に積極的に参加できる １．５５ （１．０８） １．７４ （１．０９） ０．２０ ７．６３＊＊＊

!１１ 自分の考えをみんなに伝えることができる １．２３ （０．９６） １．４９ （０．９８） ０．２６ １１．８２＊＊＊

＊＊＊p＜．００１
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ことができる」（０．２７点増）「!８特定の通室児童

生徒と会話ができる」（０．２６点増），「!１１自分の考

えをみんなに伝えることができる」（０．２６点増）

「!１一人で読書や学習などの活動ができる」

（０．２５点増）の順に向上が大きかった。

「!４一人で（又は指導員と）スポーツ活動に

取り組める」，「!５集団でのスポーツ活動に参加

できる」などのスポーツ活動の項目については

検定結果は有意であったが，向上の度合いは小

さかった。

このように，コミュニケーションに関する項

目や学習に関する項目について，１，５３５人の平

均値で，半年間でおよそ０．３点程度の向上がそ

れぞれの項目で見られる。以下では，他の状況

との関連をも含めて詳しくみていく。

４ ３学期末における児童生徒の適応指導教室

通室の有無と来なくなった理由

!１ 通室の有無と来なくなった理由

３学期調査に回答した１，８９９人のうち，現在，

適応指導教室に通室している児童生徒は１，３９１

人（７３％），教室に来なくなった児童生徒は５０８

人（２７％）である。表９に示すように，教室に来

なくなった理由は，「!１ほぼ継続的に学校（授

業）に通えるようになった」が１６７人（来なくなっ

たうちの３４％）である。「!２継続的あるいは保健

室中心だが学校に通えるようになった」が１２４

人（同２５％）である。また，「!３高校（中学）受

験を目指して自宅で勉強している」が２０人（同

４．１％），「!４再び閉じこもりに近い状況である」

が１３３人（２７％），「!５適応指導教室とは別の支援

機関に通っている」が２２人（同４．５％）「!６アル

バイト等が中心の生活になっている」が２人（同

０．４％），となっている。アルバイトが中心の生

活の一人は中学３年生，もう一人は高校生であ

る。

!２ 来なくなった理由別の活動状況の変化

来なくなった理由別に１１項目の活動状況の変

化を比較した（表１０）。

「!１ほぼ継続的に学校（授業）に通えるよう

になった」児童生徒の場合，「!３みんなと相談

しながら学習できる」（０．６３点増），「!９多くの通

室児童生徒と会話ができる」（０．５２点増），「!１１自

分の考えをみんなに伝えることができる」（０．５２

点増），「!８特定の通室児童生徒と会話ができ

る」（０．５１点増）などの項目で大きな向上がみら

れている。すなわち，みんなと相談しながら学

習する，自分の考えをみんなに伝えるなどの活

動面の改善が図れた場合に学校復帰という成果

を達成しやすいことが明らかになった。

「!２断続的あるいは保健室中心だが学校に通

えるようになった」児童生徒の場合も１１項目す

べてで向上が見られるが，継続的に授業に復帰

した場合に比べると向上の度合いは小さい。そ

の中で，「!６創作活動に意欲的に取り組める」

（０．３４点増），「!１一人で読書や学習などの活動

ができる」（０．２４点増）などの項目の向上は比較

的大きい。一人での活動に対する自信はでてき

表９ 適応指導教室に来なくなった理由の内訳

来なくなった理由 人 数 （％）

!１ ほぼ継続的に学校（授業）に通

えるようになった
１６７ （３４．０）

!２ 断続的あるいは保健室中心だが

学校に通えるようになった
１２４ （２５．３）

!３ 高校（中学）受験を目指して自

宅で勉強している
２０ （ ４．１）

!４ 再び閉じこもりにちかい状況で

ある
１３３ （２７．１）

!５ 適応指導教室とは別の支援機関

に通っている
２２ （ ４．５）

!６ アルバイト等が中心の生活に

なっている
２ （ ０．４）

!７ 不明 ２３ （ ４．７）

小 計 ４９１ （１００．０）

無 回 答 １７

合 計 ５０８
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たが対人的な自信がもう一歩の状況と考えられ

る。

「!３高校（中学）受験を目指して自宅で勉強

している」児童生徒は，「!３みんなと相談しな

がら学習できる」（０．３６点増），「!２学習について

指導員（主事等）に質問したり相談できたりす

る」（０．２９点増），「!８特定の通室児童生徒と会話

ができる」（０．２９点増）などでは向上が比較的大

きいが，スポーツ面，体験活動面の向上はあま

りない。すなわち，学習面や対人関係の自信を

回復しても，スポーツや集団活動にはなじめい

場合に自宅での学習という選択をしていると考

えられる。

「!４再び閉じこもりに近い状況である」や「!５

適応指導教室とは別の支援機関に通っている」

児童生徒には向上が少ないまたは低下している

項目が多い。

５ １学期末時点での授業および保健室等への

通室状況別の３学期の復帰状況等

表６に１学期末時点での授業および保健室へ

の通室状況別の人数を示したが，この４つの状

況別に，３学期時点での学校復帰状況等を示し

た（表１１，表１２）。

"Ａ～"Ｃは１学期末において適応指導教室に通

いながら学校とも接触を持っている児童生徒

表１０ 来なくなった理由別・児童生徒の半年間の変化

!１ ほぼ継続的に

学校（授業）に

通えるように

なった

!２ 断続的あるい

は保健室中心だ

が学校に通える

ようになった

!３ 高校（中学）

受験を目指して

自宅で勉強して

いる

!４ 再び閉じこも

りにちかい状況

である

!５ 適応指導教室

とは別の支援機

関に通っている

人数平均値（ＳＤ）人数平均値（ＳＤ）人数平均値（ＳＤ）人数平均値（ＳＤ）人数平均値（ＳＤ）

!１ 一人で読書や学習など

の活動ができる
８５ ０．２０（１．０１）８０ ０．２４（０．７３）１４ ０．００（０．６８）８２ －０．１７（０．８４）１０ ０．００（１．０５）

!２ 学習について指導員

（主事等）に質問したり

相談したりできる

８６ ０．３３（０．９５）７９ ０．１８（０．７１）１４ ０．２９（１．２０）８１ －０．０９（０．８２）１０ －０．２０（０．９２）

!３ みんなと相談しながら

学習ができる
８６ ０．６３（０．８４）８０ ０．２３（０．９１）１４ ０．３６（１．０１）８０ －０．１４（０．６９）１０ －０．２０（０．７９）

!４ 一人で（又は指導員と）

スポーツ活動に取り組め

る

８５ ０．１８（１．０７）７９ ０．２０（１．１７）１４ ０．０７（１．２１）８０ －０．３３（０．８５）１０ ０．００（０．６７）

!５ 集団でのスポーツ活動

に参加できる
８５ ０．２５（０．９４）７９ ０．０８（０．６６）１４ －０．０７（１．００）８０ －０．４３（０．８２）１０ －０．４０（０．９７）

!６ 創作活動に意欲的に取

り組める
８５ ０．４５（０．９１）８０ ０．３４（０．８１）１４ －０．２１（０．８０）８１ －０．２４（０．７８）１０ ０．３０（１．１６）

!７ 自由時間に友だちと遊

ぶことがある
８５ ０．４５（０．８２）７９ ０．２０（０．８７）１４ ０．２１（１．０５）８１ －０．２０（０．７０）１０ －０．１０（０．７４）

!８ 特定の通室児童生徒と

会話ができる
８６ ０．５１（０．９１）７９ ０．１３（０．８２）１４ ０．２９（１．３８）８０ －０．２１（０．９０）１０ －０．１０（０．８８）

!９ 多くの通室児童生徒と

会話ができる
８４ ０．５２（０．９１）７９ ０．２５（０．８８）１４ ０．２１（０．８９）８０ －０．２１（０．６９）１０ ０．００（０．６７）

!１０ 教室外の体験活動に積

極的に参加できる
８３ ０．４２（０．８９）７８ ０．２４（０．９６）１４ －０．２９（０．７３）７９ －０．４７（０．７７）１０ －０．２０（０．６３）

!１１ 自分の考えをみんなに

伝えることができる
８５ ０．５２（０．７５）７９ ０．２３（０．６４）１４ ０．０７（０．６２）８０ －０．２４（０．６８）１０ －０．１０（０．７４）

（注）「（６）アルバイト等が中心の生活になっている」の該当者はすべて無回答であった。
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表１１ １学期に適応指導教室に通いながら学校復帰途上であった児童生徒の３学期時点での状況

１学期の状況 ３ 学 期 の 状 況 人 数 （％）

"Ａ
授業にも

通ってい

た

通
室
し
て
い
な
い

!１ ほぼ継続的に学校（授業）に通えるようになった ３８ （２４．５）

!２ 断続的あるいは保健室中心だが学校に通えるようになった １１ （ ７．１）

!３ 高校（中学）受験を目指して自宅で勉強している ０ （ ０．０）

!４ 再び閉じこもりにちかい状況である ７ （ ４．５）

!５ 適応指導教室とは別の支援機関に通っている ２ （ １．３）

!６ 不明，その他 ２ （ １．３）

通
室
し
て
い
る

!１ 授業に通っている ３８ （２４．５）

!２ 授業及び保健室に通っている ９ （ ５．８）

!３ 保健室に通っている １６ （１０．３）

!４ 適応指導教室以外には行っていない ３２ （２０．６）

小 計 １５５ （１００．０）

"Ｂ
授業及び

保健室に

も通って

いた

通
室
し
て
い
な
い

!１ ほぼ継続的に学校（授業）に通えるようになった ２１ （１４．９）

!２ 断続的あるいは保健室中心だが学校に通えるようになった １６ （１１．３）

!３ 高校（中学）受験を目指して自宅で勉強している １ （ ０．７）

!４ 再び閉じこもりにちかい状況である ８ （ ５．７）

!５ 適応指導教室とは別の支援機関に通っている １ （ ０．７）

!６ 不明，その他 ３ （ ２．１）

通
室
し
て
い
る

!１ 授業に通っている １３ （ ９．２）

!２ 授業及び保健室に通っている ２８ （１９．９）

!３ 保健室に通っている。 ２９ （２０．６）

!４ 適応指導教室以外には行っていない ２１ （１４．９）

小 計 １４１ （１００．０）

"Ｃ
保健室に

も通って

いた

通
室
し
て
い
な
い

!１ ほぼ継続的に学校（授業）に通えるようになった ３３ （ ９．８）

!２ 断続的あるいは保健室中心だが学校に通えるようになった ３７ （１１．０）

!３ 高校（中学）受験を目指して自宅で勉強している ５ （ １．５）

!４ 再び閉じこもりにちかい状況である １３ （ ３．９）

!５ 適応指導教室とは別の支援機関に通っている ５ （ １．５）

!６ 不明，その他 ４ （ １．２）

通
室
し
て
い
る

!１ 授業に通っている ７ （ ２．１）

!２ 授業及び保健室に通っている ２８ （ ８．３）

!３ 保健室に通っている １３６ （４０．４）

!４ 適応指導教室以外には行っていない ６９ （２０．５）

小 計 ３３７ （１００．０）

合
計
―
学
校
復
帰
途
上
段
階
全
体

通
室
し
て
い
な
い

!１ ほぼ継続的に学校（授業）に通えるようになった ９２ （１４．５）

!２ 断続的あるいは保健室中心だが学校に通えるようになった ６４ （１０．１）

!３ 高校（中学）受験を目指して自宅で勉強している ６ （ ０．９）

!４ 再び閉じこもりにちかい状況である ２８ （ ４．４）

!５ 適応指導教室とは別の支援機関に通っている ８ （ １．３）

!６ 不明，その他 ９ （ １．４）

通
室
し
て
い
る

!１ 授業に通っている ５８ （ ９．２）

!２ 授業及び保健室に通っている ６５ （１０．３）

!３ 保健室に通っている。 １８１ （２８．６）

!４ 適応指導教室以外には行っていない １２２ （１９．３）

小 計 ６３３ （１００．０）

谷井・沢崎：指導スタッフからみた適応指導教室に通う児童生徒の半年間の変化 ２１



（学校復帰途上の段階）であり，"Ｄは学校とは全

く接触がなく適応指導教室のみに通う児童生徒

である。以下で，学校への復帰状況を検討する

が，本研究では，"Ｄの段階の児童生徒が保健室

または授業への復帰行動を開始した場合に，

「学校復帰開始」とし，学校復帰途上の段階の

児童生徒が適応指導教室を巣立って保健室ある

いは授業に通うようになることを，「完全」学

校復帰として区別する。「完全」学校復帰には

保健室登校も含むため完全に括弧をつけて示し

ている。

１学期末時点で「"Ａ授業にも通っていた場合」

は，３学期末に適応指導教室の支援を離れて

「!１ほぼ継続的に授業に通うようになった」児

童生徒が２５％（保健室登校も含めた「完全」学

校復帰は３２％）である。また，「"Ｂ授業にも保

健室にも通っていた場合」は授業復帰が１５％

（「完全」学校復帰が２６％），「"Ｃ保健室にも通っ

ていた場合」は授業復帰が１０％（「完全」学校

復帰が２１％）である。"Ａ"Ｂ"Ｃの順に復帰率が高

いがこれは，この順に回復傾向が高い段階であ

ることを意味するのであろう。

従って，１学期末に学校復帰途上だった児童

生徒全体（"Ａから"Ｃの学校復帰途上段階の合計）

では，６３３人中９２人（１５％）が適応指導教室を巣

立って授業に復帰，保健室等登校も含めると

１５６人で，「完全」学校復帰率は２５％である。

１学期に「"Ｄ適応指導教室にしか通っていな

い場合」は適応指導教室を巣立って授業復帰し

たものは５．９％，保健室等登校を含めると１１％

であり，やはり"Ａから"Ｃに比べると低い。「"Ｄ

適応指導教室にしか通っていなかった」場合に

ついては，適応指導教室を巣立った場合と適応

指導教室に通いながら学校とも接触を始めた段

階の合計で考えると，３学期末までの半年間

で，授業への復帰が１２７人（１０％），保健室等登

校も含めると３６７人で，学校復帰開始率は２９％

である。

しかし，他方で，学校復帰途上の段階から後

退した児童生徒も多い。「"Ａ授業にも通ってい

た場合」で，「!４閉じこもりに近い状況である」

に後退したものが７人（４．５％），「!４適応指導教

室にしか通っていない」ものが３２人（２１％）であ

る。また，「"Ｂ授業にも保健室にも通っていた」

場合は，閉じこもりが５．７％，適応指導教室の

みに通室が１５％，「"Ｃ保健室にも通っていた」

場合は，閉じこもりが３．９％，適応指導教室の

みに通室が２０％である。

学校復帰途上段階全体では，閉じこもりが２８

人（４．４％），適応指導教室のみに通室に後退し

ている児童生徒が１２２人（１９％）存在する。この

ように，一旦学校復帰途上の段階に達してもそ

表１２ １学期には適応指導教室にしか通っていなかった児童生徒の３学期時点での状況

１学期の状況 ３ 学 期 の 状 況 人 数 （％）

適
応
指
導
教
室
以
外
に
は
通
っ
て
い
な
い

通
室
し
て
い
な
い

!１ ほぼ継続的に学校（授業）に通えるようになった ７５ （ ５．９）

!２ 断続的あるいは保健室中心だが学校に通えるようになった ６０ （ ４．７）

!３ 高校（中学）受験を目指して自宅で勉強している １４ （ １．１）

!４ 再び閉じこもりにちかい状況である １０５ （ ８．３）

!５ 適応指導教室とは別の支援機関に通っている １４ （ １．１）

!６ 不明，その他 ３３ （ ２．６）

通
室
し
て
い
る

!１ 授業に通うようになった（授業群） ５２ （ ４．１）

!２ 授業及び保健室に通うようになった（両方群） ３２ （ ２．５）

!３ 保健室に通うようになった（保健室群） １４８ （１１．７）

!４ 適応指導教室以外には通っていない（非登校群） ７３３ （５７．９）

小 計 １，２６６ （１００．０）

２２ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第２号，２００２年



の後の経過は平坦ではないことがわかる。

６ １学期時点では適応指導教室にしか通って

いなかった児童生徒の学校復帰状況の４群別

の活動状況変化

１学期末の状況にも差があることから，１学

期末には適応指導教室にしか通っていなかった

児童生徒を抜き出してその変化の様子を詳しく

見ていくことにする。１学期は適応指導教室に

通うのみだった児童生徒のうち，３学期末に，

適応指導教室に在籍している児童生徒が９６５人

いる。このうち「!１授業には通うになった（以

下では「授業群」と呼ぶ）」が５２人，「!２授業お

よび保健室に通うようになった（以下では「両

方群」と呼ぶ）」が３２人，「!３保健室には通うよ

うになった（以下では「保健室群」と呼ぶ）」が

１４８人，「!４適応指導教室しか通っていない（以

下では「非登校群」と呼ぶ）」が７３３人である。

表１３ 学校復帰状況の４群別・半年間の活動状況変化

!１ 授業にも通うよ

うになった

（授業群）

!２ 授業及び保健室

に通うようになっ

た

（両方群）

!３ 保健室にも通う

ようになった

（保健室群）

!４ 適応指導教室以

外には通っていな

い

（非登校群）

人数 平均値（ＳＤ）人数 平均値（ＳＤ）人数 平均値（ＳＤ）人数 平均値（ＳＤ）

!１ 一人で読書や学習など

の活動ができる
５０ ０．４０（０．８８） ３２ ０．０６（１．０１）１４４ ０．５１（０．９９）７０７ ０．２５（０．９３）

!２ 学習について指導員

（主事等）に質問したり相

談したりできる

５１ ０．５７（０．８８） ３２ ０．５０（１．０５）１４５ ０．５０（１．０９）７１６ ０．３１（０．９６）

!３ みんなと相談しながら

学習ができる
５１ ０．６１（０．９８） ３２ ０．４４（１．０５）１４５ ０．５５（０．９６）７０４ ０．２９（０．９２）

!４ 一人で（又は指導員と）

スポーツ活動に取り組め

る

５０ ０．２２（１．００） ３２ ０．１６（０．７７）１４４ ０．１５（１．０５）７０３ ０．１６（１．０５）

!５ 集団でのスポーツ活動

に参加できる
５０ ０．２０（１．２３） ３１ ０．４５（０．９３）１４５ ０．２６（０．９６）７０３ ０．２０（１．０１）

!６ 創作活動に意欲的に取

り組める
５０ ０．３２（１．１０） ３１ ０．２３（０．８０）１４３ ０．３７（０．８９）６９５ ０．２１（０．９１）

!７ 自由時間に友だちと遊

ぶことがある
５１ ０．５５（０．８３） ３２ ０．４４（０．６７）１４５ ０．４１（１．００）７０５ ０．２８（０．９５）

!８ 特定の通室児童生徒と

会話ができる
５１ ０．４７（１．０３） ３２ ０．３８（１．２４）１４４ ０．４１（０．９３）７０３ ０．２９（０．９５）

!９ 多くの通室児童生徒と

会話ができる
５１ ０．４５（０．９２） ３１ ０．５８（０．８５）１４３ ０．３６（０．９８）７０４ ０．３１（０．９８）

!１０ 教室外の体験活動に積

極的に参加できる
５０ ０．３８（０．９０） ３０ ０．６３（０．９６）１４３ ０．３４（１．０６）７００ ０．２０（１．０６）

!１１ 自分の考えをみんなに

伝えることができる
４９ ０．４９（０．７７） ３１ ０．５８（０．７２）１４２ ０．３６（０．９１）６９７ ０．２５（０．８５）

合 計 ４．６６ ４．４５ ４．２２ ２．７５

（注）１学期には，適応指導教室しか行っていなかった児童生徒の３学期の状況による場合分けである。

谷井・沢崎：指導スタッフからみた適応指導教室に通う児童生徒の半年間の変化 ２３



この学校復帰状況の４群別に，活動状況の変化

を集計した（表１３）。

１１項目の向上点の合計でみると，授業群が

４．６６点，両方群が４．４５点，保健室群が４．２２点，

非登校群が２．７５点であった。とくに，「!３みん

なと相談しながら学習できる」，「!７自由時間に

友だちと遊ぶことがある」，「!９多くの通室児童

生徒と会話ができる」，「!１１自分の考えをみんな

に伝えることができる」などの項目で非登校群

は低かった。非登校群が，登校に踏み切るため

には，みんなと相談して学習できるや自由時間

を友だちと過ごせる，考えを伝えるなどの側面

でのさらなる向上が必要と考えられる。

授業群は，ほとんどの項目で大きな向上があ

り，とりわけ，「!３みんなと相談して学習でき

る」（０．６１点増），「!２学習について指導員に質問

したり相談したりできる」（０．５７点増），「!７自由

時間に友だちと遊ぶことがある」（０．５５点増）の

向上が大きかった。

両方群は，「!５集団でのスポーツ活動に参加

できる」（０．４５点増），「!９多くの通室児童生徒と

会話ができる」（０．５８点増），「!１０教室外の体験活

動に参加することができる」（０．６３点増）「!１１自

分の考えをみんなに伝えることができる」（０．５８

点増）など，集団活動等の向上が大きい一方で，

「!１一人で読書や学習などの活動ができる」，

「!６創作活動に意欲的に取り組める」などの向

上が小さい。両方群はコミュニケーションに自

信を得ているものの，自立性にやや乏しく，依

存対象が必要のため，保健室や適応指導教室と

の関係を持ちながら，授業復帰を試みている状

況と考えられる。

保健室群は，「!１一人で読書や学習などの活

動ができる」（０．５１点増），「!６創作活動に意欲的

に取り組める」（０．３７点増）などの向上が大きい

一方で，「!９多くの通室児童生徒と会話ができ

る」（０．３６点増），「!１０教室外の体験活動に参加す

ることができる」（０．３４点増）については向上の

度合いが小さい。両方群とは好対照で，一人で

の学習や活動については改善されているが，集

団活動や友だちとのコミュニケーション面での

向上が必要な段階にあると考えられる。

７ 中学３年生の進路状況

!１ 中学３年生の進路状況

中学３年生の進路状況について，回答のあっ

た８１５人のうち，３月上旬時点で，「!１高校進学

が決定した」が４６８人（５７％），「!２進学を希望し

ているが具体的な高校は決まっていない」が２２０

人（２７％），「!３高校以外の進学先が決定した」

が４７人（５．８％），「!４就職する方向での志望が固

まっている」が４３人（５．３％），「!５中学は卒業見

込みだが，そのあとは決まっていない」が３７人

（４．５％）であった。３月上旬の調査なので，具

体的な高校が決まっていない生徒が２７％である

が，４月以降になればこのうち多くのものの進

表１４ 中学３年生の進路状況

人 数 （％）

!１ 高校進学が決定した ４６８ （５７．４）

!２ 進学を希望しているが，具体的な高校は決まっていない ２２０ （２７．０）

!３ 高校以外の進学先が決定した ４７ （ ５．８）

!４ 就職する方向での志望が固まっている ４３ （ ５．３）

!５ 中学は卒業見込みだが，そのあとについては決まっていない ３７ （ ４．５）

合 計 ８１５ （１００．０）

２４ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第２号，２００２年



表１６ １学期には適応指導教室にしか通っていなかった児童生徒の学校復帰状況の４群別・進路状況

!１ 高校進

学が決定

した

!２ 進学を

希望して

いるが，

具体的な

高校は決

まってい

ない

!３ 高校以

外の進学

先が決定

した

!４ 就職す

る方向で

の志望が

固まって

いる

!５ 中学は

卒業見込

みだが，

そのあと

について

は決まっ

ていない

合 計

!１ 授業にも行くように

なった（授業群）

人数

（％）

３０

（６９．８）

１３

（３０．２）

０

（０．０）

０

（０．０）

０

（０．０）

４３

（１００．０）

!２ 授業及び保健室に行く

ようになった（両方群）

人数

（％）

３０

（６９．８）

８

（１８．６）

１

（２．３）

４

（９．３）

０

（０．０）

４３

（１００．０）

!３ 保健室にも行くように

なった（保健室群）

人数

（％）

９５

（５７．６）

５８

（３５．２）

５

（３．０）

５

（３．０）

２

（１．２）

１６５

（１００．０）

!４ 適応指導教室以外は

行っていない（非登校群）

人数

（％）

１９９

（５５．３）

９５

（２６．４）

２９

（８．１）

２３

（６．４）

１４

（３．９）

３６０

（１００．０）

合 計
人数

（％）
３５４ １７４ ３５ ３２ １６ ６１１

表１５ 適応指導教室を離れた児童生徒の来なくなった理由別・進路状況

!１ 高校進

学が決定

した

!２ 進学を

希望して

いるが，

具体的な

高校は決

まってい

ない

!３ 高校以

外の進学

先が決定

した

!４ 就職す

る方向で

の志望が

固まって

いる

!５ 中学は

卒業見込

みだが，

そのあと

について

は決まっ

ていない

合 計

!１ ほぼ継続的に学校（授

業）に通えるようになっ

た

人数

（％）

５０

（６９．４）

１６

（２２．２）

４

（５．６）

１

（１．４）

１

（１．４）

７２

（１００．０）

!２ 断続的あるいは保健室

中心だが学校に通えるよ

うになった

人数

（％）

４２

（６８．９）

１２

（１９．７）

３

（４．９）

３

（４．９）

１

（１．６）

６１

（１００．０）

!３ 高校（中学）受験を目

指して自宅で勉強してい

る

人数

（％）

１２

（７５．０）

４

（２５．０）

０

（０．０）

０

（０．０）

０

（０．０）

１６

（１００．０）

!４ 再び閉じこもりにちか

い状況である

人数

（％）

５

（１３．９）

８

（２２．２）

１

（２．８）

６

（１６．７）

１６

（４４．４）

３６

（１００．０）

!５ 適応指導教室とは別の

支援機関に通っている

人数

（％）

１

（１１．１）

３

（３３．３）

３

（３３．３）

０

（０．０）

２

（２２．２）

９

（１００．０）

!６ 不明，その他
人数

（％）

４

（４０．０）

３

（３０．０）

１

（１０．０）

１

（１０．０）

１

（１０．０）

１０

（１００．０）

合 計
人数

（％）

１１４

（５５．９）

４６

（２２．５）

１２

（５．９）

１１

（５．４）

２１

（１０．３）

２０４

（１００．０）

谷井・沢崎：指導スタッフからみた適応指導教室に通う児童生徒の半年間の変化 ２５



学先は決定すると考えられる。従って，実際に

高校に進学するものの数は，さらに多くなると

考えられる（表１４）。

!２ ３学期現在適応指導教室に通っていない生

徒の理由別進路状況

現在適応指導教室に通っていない中学３年生

について，その理由別に，進路状況を集計し

た。高校進学については，「!１ほぼ継続的に学

校（授業）に通えるようになった」７２人のうち５０

人（６９％）が進学先が決定している。「!２断続的

あるいは保健室中心だが学校に通えるように

なった」６１人のうち４２人（６９％）が，「!３高校受

験を目指して自宅で勉強している」１６人のうち

１２人（７５％）が進学先を決定している。一方，

「!４再び閉じこもりに近い状況である」場合や

「!５適応指導教室とは別の支援機関に通ってい

る」場合の進学率は十数％で低い（表１５）。

!３ １学期末に適応指導教室にしか通っていな

かった児童生徒の学校復帰状況別進路状況

１学期末に適応指導教室にしか通っていな

かった児童生徒で，３学期現在適応指導教室に

通っている生徒のうち授業および保健室への復

帰状況の４群別に中学３年生の進路状況を集計

した（表１６）。

授業群では４３人中３０人（７０％）が，両方群では

４３人中３０人（７０％），保健室群では１６５人中９５人

（５８％）が，非登校群では３６０人中１９９人（５５％）

が高校進学を決定している。高校以外の進学に

ついては，両方群で１人（２．３％），保健室群で

４人（２．６％），非登校群で２９人（８．４％）で，非登

校群に多い。就職の方向での志望が固まってい

るのは，両方群で４人（９．３％），保健室群で５人

（３．３％），非登校群で２２人（６．４％）で両方群に多

い。

Ⅳ 総 括

１ 調査結果の要約

!１ 在籍児童生徒は中学３年生が最も多く，中

学２年生が次に多い。

!２ 文部科学省統計による不登校児童生徒全体

と比べて，適応指導教室に通う児童生徒は，

無気力型，遊び・非行型が少なく，学校に起

因する型が多い。

!３ 適応指導教室に通い始めてから１学期末ま

での在籍期間の平均は約１０か月である。

!４ 半年間の教室活動の結果，「みんなと相談

しながら学習ができる」，「多くの通室児童生

徒と会話できる」，「学習について指導員に質

問したり相談できる」，「自由時間に友だちと

遊ぶことができる」，「自分の考えをみんなに

伝えることができる」，「一人で読書や学習な

どの活動ができる」などの活動状況の諸側面

に関してかなりの向上が見られている。

!５ １学期末に適応指導教室に通いながら学校

復帰途上だった児童生徒６３３人のうち，半年

後に適応指導教室を巣立って授業復帰したも

のが１５％，保健室等も含めると２５％の児童生

徒が適応指導教室を巣立って「完全」学校復

帰している。しかし，逆に，約２０％は適応指

導教室のみに通う状態に逆戻りしている。

!６ １学期末には適応指導教室にしか通ってい

なかった１，２６６人のうち，３学期に適応指導

教室に在籍しているものを含めて数えると，

授業復帰を開始したものの合計は１０％，保健

室等登校も含めると学校復帰開始率は２９％で

ある。

!７ 教室を巣立って学校復帰を果たした児童生

徒や学校復帰途上の段階に達した児童生徒

は，３学期時点でも適応指導教室しか通って

いない児童生徒に比べて，半年間で学習面や

集団活動，コミュニケーション等の側面でか

なりの向上が見られている。

!８ 中学３年生のうち，３月上旬の時点で５７％

が高校進学先を確定している。進学を希望し

ているが進学先未定が２７％いるため，最終的

な高校進学者はさらに増えると考えられる。
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!９ 自宅学習という選択をした生徒の高校進学

先確定率も高い。

２ 討 論

!１ 学校復帰率について

適応指導教室の設置目的の大きな柱の一つは

学校復帰である。しかし，沢崎ら（２００１）による

と，各教室が運営方針として重視しているの

は，第１に「自主性・自立性を育てる」，第２

に「自己の自信を回復させる」，第３に「対人

関係の能力を伸ばす」であり，「学校復帰に向

けた準備を整える」は８項目中第７位である。

このことは，適応指導教室の多くが学校復帰と

いう目標を最終的には掲げながらも，日々の教

育実践の中では，在籍児童生徒の成長を図るた

めの活動の場を与え，比較的長期的視野にたっ

た指導援助がなされていることの反映と考えら

れる。しかし，にも関わらず，学校復帰は適応

指導教室の活動の効果を考える上での有力な指

標であることには違いはない。ただし，学校復

帰という行動変化が適応指導教室における活動

の効果なのか，時間の経過による成長の結果な

のか，あるいはその他の要因によるものなのか

についても簡単には切り分けることが難しいと

考えられる。そこで，今回の研究では，復帰に

関する因果関係の検討は扱わず，事実の正確な

把握を目的として，１学期末の適応指導教室在

籍者の半年間の変化という比較的限定されたサ

ンプルを切り取り，その詳細な変化を明らかに

することを試みた。

しかし，どの段階に達した場合に学校復帰と

みなすかについては明確ではない。本文でも述

べたように，１学期末時点で適応指導教室に通

いながら学校とすでに接点を持っている学校復

帰途上段階の子どもは６３３人であったが，半年

後に適応指導教室を巣立って授業または保健室

等に通うようになったことを「完全」学校復帰

とみなすと２５％が「完全」学校復帰している。

１学期時点では適応指導教室のみに通っていた

１，２６６人については，適応指導教室を巣立って

いない場合も含めて学校に何らかの形で通うよ

うになったことを「学校復帰開始」とすると，

彼らの学校復帰開始率は２９％である。

文部科学省（２００１）の統計では，平成１１年度の

年間３０日以上の欠席者が小・中学校合わせて

１３０，２２７人で，そのうち約２５％のものは，同年

度中には登校するようになったという。この統

計によると彼らの「学校復帰率」は２５％という

ことであるが，本調査の対象と文部科学省統計

の対象とはやや異なる。また，同統計による

と，平成１１年度に適応指導教室で指導を受けた

児 童 生 徒 は１３，０８９人 で，そ の う ち９，８４２人

（７５．２％）が指導要録上出席扱いになっている。

７月に適応指導教室に在籍し，原籍校では出席

扱いになっている事例を考えると，当該年度に

３０日以上の欠席日数とはなりにくく，５月後半

から６月に入室した在籍者のごく一部が該当す

るだけである。勿論，適応指導教室への通室状

況が悪い場合には在籍者の中にも欠席が３０日以

上となる者もいるであろう。これらを総合して

考えると本調査が対象とした児童生徒のうち何

割かは文部科学省統計で３０日以上の欠席者の中

には入っていない可能性が高い（もちろん，前

年度の不登校統計には多くの者が数えられてい

るであろうが）。すなわち，適応指導教室在籍

者には文部科学省の当該年度の不登校統計には

表れていない不登校傾向をもつ児童生徒も多

く，これらの子どもたちの「学校復帰」に向け

てのプロセスの一部が本研究で明らかになった

と考えられる。

!２ 学校との連携について

学校復帰への道筋がスムーズに進むために

は，学校との連携が必要となってくる。適応指

導教室の活動についての理解を求めるととも

に，学校復帰途上の児童生徒の回復状況に関し

ての理解を学校関係者に求めることは重要であ
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る。下山・須々木（１９９９）によると，別室に定期

的に登校するようになると，すぐに教室で授業

を受けられるだろうと考える先生もいて，教室

へ来ることをたびたび促されることがあるとい

う。このような期待する声かけを負担に感じる

児童生徒は多い。今回の調査結果を見ても，１

学期末に適応指導教室に通いながら保健室等へ

の登校努力をしていた３３７人のうち，半年後に

教室を巣立って継続的にあるいは断続的に学校

に通えるようになったのは約２０％であるのに対

し，１学期の状況とさほど変化がない児童生徒

が約４０％，適応指導教室のみの状態に戻ってし

まったものが約２０％である（表１１）。保健室等の

登校の段階から授業復帰までの道のりは平坦で

はないことを学校関係者は理解する必要があろ

う。

!３ 中学３年生の高校進学先確定率について

１学期末に適応指導教室に在籍した中学３年

生についての３月上旬での高校進学先確定率は

全体では５７％である。その中で，何らかの形で

学校復帰した場合は，７割弱が進学先を確定し

ている。学校復帰でなく自宅学習によって高校

受験をした場合も，７５％が高校進学先を確定し

ている。調査は３月上旬に行ったが，４月中旬

まで待って調査をすればこの数字はさらに大き

くなると考えられる。しかし，４月を過ぎての

調査は担当者が人事異動で交替する可能性も高

く，また，調査経費の年度内執行という経費上

の問題もあってむつかしい。従って，今回は３

月上旬での調査としたが，全国レベルの調査で

高校進学者の正確な数字を掴むのは以上の理由

からなかなか困難である。１学期末時点では，

適応指導教室に通っていたが現在は，「再び閉

じこもりに近い状況である」児童生徒３６人の場

合は，５人（１３．９％）しか高校進学決定していな

いのと比べ，大きな差がある。すなわち，中学

３年生にとって，学校復帰にチャレンジしなが

ら，あるいは自分への自信や対人関係の自信を

獲得しながら適応指導教室に通い続けること

は，高校進学という目標（高校進学だけが目標

というわけではないが）の一つにつながってい

ることを意味する。

仮に高校進学を果たした場合，次に高校生活

にうまく適応していけるかが問題となるが，当

面，適応指導教室は不登校児童生徒の回復過程

の基地として機能し，中学３年生の在籍者のか

なりの数が高校生活という次のステップへ歩み

を進めている。また，高校進学後も，適応指導

教室が心のよりどころとして存在することもあ

る。高月・深山・井上・奥田（１９９６）（１４）は，中学

卒業と同時にＡ教室を巣立っていった数名の事

例をあげている。中学校時代は，登校できな

かったが，進学先では登校し，授業も受けてい

る者もいるが，時折，人間関係のトラブルが

あったり，疲れてくると，Ａ教室を訪れ，身の

回りでの出来事をスタッフに話したり，教室に

来ている子どもと遊んで帰っていくという。

不登校を経験した生徒にとって高校進学は大

きなターニングポイントとしての意味を持ち，

気持ちを切り替えて，再出発する大きなチャン

スである。しかし，今まで，学校に行けなかっ

た生徒が，急に完全な登校行動のリズムを取り

戻すのは，非常に困難なことである。おそらく

は登校できていても，かなりの緊張状態にある

と考えてよかろう。このような状況の中で疲れ

を感じた時に，心を休める場を持っているのは

非常に有利な条件と言える。実際，不登校関係

の行政施策の中で高校程軽視されている学校教

育機関はないであろう。最近になって，ようや

く高校にもスクールカウンセラーが派遣される

ようになってきてはいるが，小・中学校に比べ

て数は少ない。高校生対象の適応指導教室は皆

無に近く，心の教室相談員も中学校を中心に配

置されている。文部科学省の不登校の統計も小

学生と中学生の人数であり，高校生の不登校は

人数さえ明らかではない。高校ではむしろ不登
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校の後に生じる留年問題，中退問題として取り

上げられる場合が多い。つまり，留年や中退と

いったより深刻な状況に陥ってはじめて「問題」

として取り上げられるようになるのが現状であ

る。

!４ 半年間の行動変化について

適応指導教室に在籍する児童生徒の多くは，

適応指導教室に通いながら，保健室等を含む学

校復帰を試み始め，次第に適応指導教室を巣

立って，本格的に学校復帰するという経過をた

どることが多いと考えられる。

本格的に学校復帰を果たした児童生徒の場

合，「!３みんなと相談しながら学習できる」，

「!９多くの通室児童生徒と会話ができる」，「!１１

自分の考えをみんなに伝えることができる」，

「!８特定の通室児童生徒と会話ができる」，「!６

創作活動に意欲的に取り組むことができる」，

「!７自由時間に友だちと遊ぶことができる」な

どの項目で大きな向上がみられている。このこ

とは，学校復帰を達成したことにより，これら

の項目が表す内容の向上が促進されたと考える

こともできる。また，みんなと相談しながら学

習する，自分の考えをみんなに伝えるなどの活

動面の改善が図れた場合に学校復帰という成果

を達成しやすいという可能性もある。

不登校児童生徒の多くは，集団活動が不得意

で，自己を表現することを苦手とすることが多

い。そこで，教室における支援活動として，創

作活動などの自己表現が可能な活動や，調理体

験などの集団活動を通じて対人関係に関するス

キルアップが図れる活動などが重視されてい

る。学校復帰を考えた場合それに加えて，みん

なと相談しながら学習する力の育成，つまり対

人関係に関する自信を学習活動につなげていく

ことが大切である。沢崎ら（２００１）によると，

教育系職員（退職教職員を含む）は１施設あた

りの平均で，常勤で１．１７人，非常勤で１．７１人と

指導職員の中心である。心理系の職員が常勤で

０．０５人，非常勤で０．２８人と少ないのに比べて，

教育系のスタッフは充実していると考えられ

る。すなわち，学習面の指導を得意とする職員

には恵まれている。この教室スタッフに関し

て，堺市教育委員会教育センター適応指導教室

（１９９９）（１５）は，自己変革を求めている。教育系職

員は，学校での指導方法をそのまま行おうとし

ても通用しないことが多く，教師主導ではな

く，子どもの動きに合わせて受容的に少しずつ

展開し，対応していくことが必要とされるとす

る。また，心理系職員についても，個々の子ど

もたちの要求を常に受け入れていては教室が混

乱しかねない。受容の基本は抑えながらも，し

ばしば教育的指導の視点を入れた援助をしてい

く必要があることを指摘している。すなわち，

両者の専門性を尊重しあって，学びあい協力し

ながら指導援助する態勢が必要であろう。そう

いう意味からも，現在は少ない心理系スタッフ

の増員が望まれる。
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