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青年の家における不登校少年への青年サポート
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【要旨】

　「国立能登青年の家」で行われた事業「サポート・トレーニング～チャレンジ！能登一周～」

についての実践報告である。

　この事業は８月の「事前説明会」，「チャレンジ！能登一周」，事後（12月）の「クリスマス・ミー

ティング」の３つからなるものであるが，ここでは，「チャレンジ！能登一周」にしぼり，マウ

ンテンバイクで８日間の長期宿泊体験をしながら能登半島を一周する間に，青年が不登校を含む

少年たちとどう関わっていったのかを具体的に報告する。

　この事業は教職などをめざす青年を対象とし，青年８名と不登校生徒４名を含む少年10名が

挑戦した。２つのグループに分かれた参加者は，青年のあたたかなサポートと少年のがんばりの

中，全員が能登半島一周を完走した。

　期間中やチャレンジ後，青年たちは自分自身を素直に見つめこれから先を考える意欲的な姿を

見せた。また，少年たちもそれぞれに主体性をもち好ましい人間関係を構築するなどすばらしい

成長を見せた。

【キーワード】

　不登校，青年対象，長期宿泊体験，マウンテンバイク，チャレンジ！能登一周

Ⅰ　はじめに

不登校・ひきこもりの児童生徒が増加し続け

る現状にあって，これに対応する取り組みの改

善を図ることは急務であり，国の重要施策の一

つである。青年に，不登校・ひきこもりの児童

生徒への指導体験の場を提供し，問題解決に必

要な資質の育成・向上を図ることは「青年の家」

の重要な使命の一つであると考える。

また，長期宿泊体験活動が不登校・ひきこも

りの児童生徒に対して有効な手段の一つである

ことは，これまでの実践研究から指摘さ

れ (1)(2)，様々な機関で不登校・ひきこもりの本

人対象に企画実施されている (3)。しかし，不登

校・ひきこもりの少年が一人前の人間として成

長していくためには，その周りに携わる大人の
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存在が大切であるにも関わらず，「かかわる側」

を対象とした実践についての報告はあまり目に

しない。

そこで，「国立能登青年の家」では不登校と

いう現代的課題をとりあげ，「かかわる側」の

青年に目を向けた「サポート・トレーニング～

チャレンジ！能登一周～」と題したマウンテン

バイクを使った能登半島一周に挑戦する事業を

展開した。今回の事業は「国立能登青年の家」

でこれまでに少年のみを対象として行われた

「チャレンジ！能登一周」のノウハウを生かし

た発展的な取り組みである。

不登校の少年を見ていると，長期化に伴い家

に引きこもったり昼夜逆転の生活になったりす

ることが少なくない。これらの状況は時間を自

由に使うことができることから生じる生活リズ

ムの崩れと，人と関わることが少なくなること

から生じる対人関係づくりの不足が主な要因と

考えられる (4)。本事業は新しい仲間との出会い

からスタートし，８日間の宿泊を伴う生活を繰

り返す中で，自分の限界に挑戦し，様々な場面

でよりよい人間関係を構築させていかなければ

ならない。また，前述のような不登校少年の日

常生活に比べ過酷な体験になっていくことは必

至となるものである。それだけに，この事業に

参加しそのプロセスを成し遂げることができた

少年は，これから大人へと成長していくための

大変貴重な財産を手に入れることになると考え

たのである。

その一方，「サポート」という任務を担いな

がら参加した青年にとって，その劇的な場面に

立ち会うことは，まさに「生きる力」を目の当

たりにすることになる。その中で培った少年と

のかかわり方や事業全体の運営の仕方は，将来

責任ある大人として社会を支えていく青年に

とって，大変価値のあることだといえよう。

Ⅱ　事業の概要

次に，この事業の概要について，目的，活動

内容，参加者などを中心に述べる。

先にも述べたが，本事業の主たる目的は２つ

ある。第一に，不登校・ひきこもりの課題解決

に向けた長期宿泊体験事業の企画や指導の在り

方について青年とともに考えることにある。青

年が少年をサポートしながらマウンテンバイク

で能登半島を一周（約300㎞）する中で，不登

校・ひきこもりという現代的課題の解決の糸口

を探っていく。

第二に，対象は青年ではあるが，それと同時

に少年の目的も潜在する。すなわち，８日間の

集団宿泊体験で，自分の体力の限界に挑戦し，

同じ目標に向かってあゆむ仲間とよりよい人間

関係を築き，自己をじっくりと見つめながらこ

れから大人になっていくための力をつけていく

ことである。

実施日と主な活動内容については，次に掲げ

た表の通りである。

平成16年８月22日（日）～８月29日（日）

の８日間を実施期間と設定し，途中いくつかの

活動を入れながら，以下のような走行プログラ

ムを用意した。

活動中は青年と少年がペアになり，一人ひと

りのサポートになるようにした。

輪島大祭，千枚田，シュノーケリング，いか

だの活動は能登の自然と歴史・文化に触れなが

らお互いにふれあうことを大切にした。

夜は，青年と少年がいっしょに行うグルー

プ・ミーティングと青年だけによるサポート・

ミーティングの２種類を確保した。自分や仲間

を見つめる時間を大切にするとともに，青年と

少年が１対１の関係だけでなく，多対多または

多対１というような，青年みんなで一人ひとり

の少年を見つめてもらいたいという考えからで

ある。
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参加者については，青年へは大学への直接広

報を行うとともにホームページによる紹介をし

た。少年へは不登校・ひきこもりの児童生徒に

絞った広報を行うために，直接適応指導教室へ

訪問し趣旨を説明しながら該当少年への参加の

呼びかけをお願いした。不登校の参加少年の応

募が４名にとどまったので，その後，事前計画

の通り近隣小学校や県内マスコミを通じ一般向

けの広報を行った。その結果，表１のような参

加者を得た。

少年について，不登校生徒と一般参加者の混

合になったので，事前に全少年の保護者に直接

説明し承諾を得た。

この段階で少年は不登校･ひきこもりだけで

はなくなったが，このことは予想の範疇で，

様々な少年が集まることから生じる世界や人間

関係がより一層効果的な結果を生むであろうと

考えていた。もちろんスタッフはこのことにつ

いて周知徹底し，一人ひとりの様子を丁寧に観

察し支援することを確認した。

スタッフについては，講師４名（青年サポー

ト２名，マウンテンバイク１名，シュノーケリ

ング１名），看護員１名，青年の家職員７名，

施設ボランティア２名の構成とした。

指導については，「サポートのサポート」と

「安全・健康管理の徹底」を中心に次のように

考えた。

「サポートのサポート」

スタッフは少年をサポートする役の青年をサ

ポートするという立場にあるので，一歩下がっ

た位置で見守ることを基本的なスタンスとし

た。主体性を大切にし課題解決能力を養うた

め，参加者自身の判断，責任で行動することを

前提とした。が，安全面を第一に考え，危険を

感じた時にはスタッフが先頭に立って指導する

ことも必要とした。

また，青年を通しての少年への指導は，行き

渡るまでの時間的なずれや十分に伝わらないこ

とが予想されたので，確実に伝わるように配慮

した。

「安全・健康管理の徹底」

１　交通安全　　マウンテンバイク走行に注

意を払い，事故回避に最善を

尽くした。特にトンネルなど

月 日 午前の活動 午後の活動 夜の活動 宿泊先

8/22（日） サポート講習 ,開会式 出発式 ,MTB走行 (35㎞） ミーティング 小学校体育館

8/23（月） ＭＴＢ走行 (30㎞ ) ＭＴＢ走行 (25㎞ )，自炊 輪島大祭見学 公民館

8/24（火） 千枚田でボランティア ＭＴＢ走行 (40㎞ ) ミーティング 国民宿舎

8/25（水） シュノーケリング体験 ＭＴＢ走行 (45㎞ ) ミーティング 少年自然の家

8/26（木） ＭＴＢ走行 (35㎞ ) ＭＴＢ走行 (40㎞ ) ミーティング 国民宿舎

8/27（金） いかだ渡海 (1.5㎞ ) いかだ渡海 (1.5㎞ ) ミーティング 民宿

8/28（土） ＭＴＢ走行 (30㎞ ) MTB走行 (15㎞ ),到着式 パーティー 能登青年の家

8/29（日） ふりかえりとわかちあい 閉会式

表1　参加者の分類
（　）内は不登校生徒

青年 少年
計

大学 専門 教員 小計 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 小計

男子 ２ １ １ ４ １ １ 2(1) 3(3) 7(4) 11

女子 ３ １ ４ ２ １ ３ ７

計 ５ ２ １ ８ １ ３ １ 2(1) 3(3) 10(4) 18
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の危険箇所は入念な調査，指

導を行った。

２　暑さ対策　　熱中症，日焼け予防を行

い，発症時の適切な処置を準

備した。

３　海洋安全　　シュノーケリング，いかだ

の指導者・救助員との連絡を

密にし，安全管理を徹底させ

た。

４　飲　　食　　エネルギー源となる食事の

バランスに気を付け，食事の

様子を観察し指導した。ま

た，走行中の積極的な水分摂

取，栄養補給に心がけた。

５　心の健康　　長期間自分の可能性に挑戦

する中で，精神的な健康管理

は重要である。看護員を中心

に一人ひとりの心に寄り添っ

た支援を大切にした。

Ⅲ　事業の具体的な内容

「事前説明会」

平成16年８月８日（日）に行われた「事前

説明会」は，８月終わりの「チャレンジ！能登

一周」に向けての概要説明とともに，青年と少

年の顔合わせでもあった。また，８月終わりに

あるチャレンジに向け，自分の生活を見つめ心

と体の準備をすることもねらいの一つであっ

た。この時期から準備を始めることが，８日間

だけではなく長期に渡った一人ひとりのチャレ

ンジなのである。

内容は，日程と準備物の説明の後，少年はマ

ウンテンバイクの講習会，青年と少年の保護者

は話し合いであった。話し合いの中で，保護者

は少年の日頃の様子やこの事業に期待すること

を話し，青年はこの事業に対する意気込みを

語った。

この中で特記すべきことが２点ある。１つ

は，この時参加していた高校生についてであ

る。彼は中学からの不登校で，少年参加者とし

て申し込んでいたが，自分の経験を生かしてサ

ポートする青年参加者側として参加する意志を

会場に来て固めた。保護者にも，その意志を

はっきりと伝え，会場の注目を集めた。しか

し，３日後，辞退の連絡が入った。彼には，こ

こまでやろうという気持ちになったことへの賞

賛の言葉をかけ，これからも連絡を取り合うこ

とを約束してキャンセルを了承した。現在（12

月）もメールでのやりとりが続いている。

もう１つは，保護者からの言葉である。どの

保護者も少年たちの今の姿と親としての思いを

不登校・一般の区別なくありのまま話した。そ

の中で，ある父親が「実は私も不登校でした。」

という自己開示を始めた。会場は息をするのも

拒まれるほど静まり返ったが，その後も何とか

したいという親の気持ちが切々と語られた。こ

のことが青年の意気込みをさらに高めたに違い

ない。

「マウンテンバイクによる能登一周

８月22日（日）～８月29日（日）７泊８日」

＜１日目＞８月22日（日）

暑くも寒くもない，絶好の曇り空での出発。

A，Bそれぞれのグループに分かれ，全所員が
見送る中，所長とのハイタッチで元気よくス

タートした一行だが，直後から設定コースから

外れたり戻ったりの迷走状態になった。宿泊地

手前でも，目標の小学校になかなか着けず，日

没後，暗くなる直前にようやく到着することが

できた。特に Bグループは，宿泊地を間近に
して違うルートに入り込み，同行スタッフの判

断で引き返しを指示されるという苦渋を味わっ

た。

○グループ・ミーティング

大きなミスコースがなかった Aグループは，
安全な走行の仕方が中心であった。この日，走
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行中の腕や声の合図によるコミュニケーション

が生まれた。このテーマは Aグループが毎回
必ず触れた内容で，安全走行を通した意思疎通

につながった。

最後に大きなミスコースをした Bグループ
は，明日は間違えないようにしたいという反省

が中心であった。そのことについて，青年から

は，みんなで相談することが提案されていた。

Ｂグループはこの1日目の経験がグループ全員

で相談するという姿勢をつくり最後までみんな

で考えることの大切さを貫くことになった。

○サポート・ミーティング

これは，青年だけで行ったもので，青年同士

が話し合う場として大切にした時間である。一

人で問題を抱え込むことのないようにしたいと

いう配慮もあった。１日目は一人ひとりが参加

動機を確認しあった。その中で，まだどう支援

していけばいいのか分からないという悩みが多

くを占めた。

＜２日目＞８月23日（月）

朝からの雨に，雨具を着てのスタートとなっ

た。この日は長距離走行でもあったので，各グ

ループにはサポートカーが伴走し，安全確保に

最大の注意を払った。途中の，土砂降りの時に

は青年の判断から道路沿いの倉庫を借りて避難

したり，予定以外の所でも休憩場所を設けて体

調確認をしたりとまさに雨との戦いであった。

この雨で，全員がとても疲れてしまったが，青

年の「こんなにひどい雨の中ではきっと自転車

に乗ることはない。一生の中で貴重な経験をし

た。」という言葉に少年もスタッフも明るい表

情になった。このプログラムでは当初，夜の活

動に輪島大祭見学が予定されていたが，激しい

雨のため中止になった。

○グループ・ミーティング

Bグループは他の人の良かったことを紙に書
いて発表するという方法で話し合いが進んだ。

お互いの良さを話している内に下を向いていた

少年たちの顔がだんだん上がってくるのがわ

かった。青年から少年に向けて良かった点が多

く話され，少年たちはとても嬉しそうであっ

た。

○サポート・ミーティング

雨で予定が変更になったので，次の日の室内

活動について話し合った。いろいろと意見が出

たが，事業の趣旨から，仲間づくりのためのレ

クリエーションを行うことにした。その計画に

青年だけで夜遅くまで打ち合わせが続いた。

＜３日目＞８月24日（火）

「こんなに準備をしたのだから，室内で活動

したい。」という青年の願いが叶って，午前中

写真１「マウンテンバイク走行」

写真２「雨の中の走行」
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予定されていた「千枚田での除草ボランティア」

は雨のために中止になり，代わりに青年が準備

した仲間づくりのレクリエーションを行うこと

になった。このことがかえって，全員でふれあ

う機会を増やし，ペアやグループ中心であった

関係がいろいろな仲間に広がっていった。

午後はコース一番の難所の峠への挑戦。参加

者には事前に相当厳しいことが伝えられるとと

もに自分自身への挑戦であるというスタッフの

意識付けもあって，全参加者が頂上にたどり着

くことができた。こういう厳しい場面になる

と，青年少年を問わず，お互いに声を掛け合い

励まし合って挑む姿が自然に現れてくる。頂上

での参加者の満足げな顔とはしゃいだ様子は今

も忘れられない。

○グループ・ミーティング

坂を登り切った感激を話す感想が多かった。

この日はどちらのグループも元気があり話し合

いでもそのことに触れた内容が多かった。Ｂグ

ループは少年が地図に書き込みをしたことにつ

いての賞賛が盛り上がり，これからも生かして

いこうということになった。

不登校少年を見ていると，日を追うごとに話

す言葉の数が増えてきた。単語から文へそし

て，文章へとみるみる増えていくと同時に積極

性も出てきた。

○サポート・ミーティング

特に，４人の不登校生徒について焦点を絞っ

て話し合った。各担当の生徒の様子とそれに青

年がどう関わっているのかという報告であっ

た。４人の青年は，３日間強制することなく少

年の言葉を待ち，飾ることなく自分の姿を見せ

てかかわるという姿勢で臨んでいた。また，少

年の細かな行動や心の様子を探ろうと一生懸命

に観察しているようであった。

＜４日目＞８月25日（水）

シュノーケリング体験。晴れたが気温がやや

低かったために短時間の活動になった。この活

動を楽しみにしていた参加者が何人もいて，き

れいな能登の海を満喫していた。

午後の移動は45㎞の長距離走行。運転が上

手になってきた一方，疲れが出て看板にぶつか

る少年がいて，安全確保に一層の配慮が必要に

なった。また，交通ルールを守ることに疎かに

なってきたので，スタッフから全体に直接安全

指導をした。

○グループ・ミーティング

この日は後半に，少年たちに保護者からの手

紙を配布した。これは，事前に保護者にお願い

したものである。家族と離れて挑戦する少年た

写真３「仲間づくりレクリエーション」

写真４「シュノーケリング」
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ちに，改めて家族の存在を考えるきっかけにし

てほしいという思いと，後半に向けての意欲づ

けにしようという思いからの発想である。初

め，少年たちは恥ずかしそうに隠していたが，

読み終えるとペアの青年に見せる姿も見られ，

ほのぼのとした時間が過ぎた。この後，少年は

家族に返事のはがきを書き投函した。

＜５日目＞８月26日（木）

午前中の平坦な海岸沿いから午後は山越えの

やや急な坂道の長距離走行の１日であった。参

加者の様子から休憩点を増設し，疲労のたまる

後半に無理のないようにした。参加者は疲れが

たまってきたはずであるが反対に元気は出てき

ていた。

○グループ・ミーティング

これまでの青年から少年に対する言葉がけ

が，少年同士の会話に変化してきた。青年がさ

らにほめることで，少年はより積極的に話すよ

うになってきた。

少年たちの言葉は確実に自信がついてきてい

る。一人の言葉を穏やかな表情で待つ周囲の態

度もとても優しいものがある。

○サポート・ミーティング

次の日の「いかだ渡海」について，３艇のい

かだへのグループ分けが行われた。青年の提案

でこれまでのグループやペアを意識的に崩して

の編成となった。この方がいろいろな少年を見

ることができるということと，少年もいろいろ

な青年とふれあった方がいいのではないかとい

う考えからであった。

○スタッフ・ミーティング

毎日の最後にスタッフによる，行程や参加者

の様子についての話し合いがもたれた。この日

は，スタッフが青年や少年にどう支援していけ

ばいいのかということが話題になった。青年を

対象として実施に至った今年度に新たに浮き上

がってきた課題である。臨機応変，試行錯誤で

取り組んだ今回の事業であったが，これからの

課題としてスタッフのあり方を明確に研究して

いく必要があると感じた。

＜６日目＞８月27日（金）

自分たちの手でタイヤチューブ，板，ロープ

を使って組み立てたいかだを自力で漕いで海を

渡った。午前中は組み立て後，約1.5㎞漕いで
無人島に渡った。島で昼食をとり，午後も1.5
㎞漕いで目的の宿泊地にたどり着く予定だった

が，予想以上の強い横風と潮流になかなか進ま

ず，結局，救助艇に牽引されての渡海となった。

○グループ・ミーティング

いかだで新しいメンバーとふれあったことの

良さがどちらのグループでも話されていた。こ

のことは，青年たちのねらい通りであり，より

一層元のグループのことが見えたようであっ

た。自力で海を渡りきれなかったことはとても

写真５「青年のミーティング」 写真６「いかだ渡海」
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残念がっていたが，いかだを漕いだことも船に

引っ張られたこともいい経験になったようだ。

○サポート・ミーティング

お互いのグループから少年へのかかわりにつ

いての質問が出され，いかに少年を生かすの

か，安全確保するのかということについての話

し合いがもたれた。ここまで，Ａグループは安

全のため青年が先頭を走ることが多かったが，

Ｂグループは少年の主体性に任せていた。また

ミーティングでは，Ａグループは少年が司会を

し，Ｂグループは青年が司会をしていた。

ここまでの経験で青年たちはいかに少年たち

に活躍の場を与えるかに知恵をしぼっていた。

道に迷ったときどんな風に相談させるのか，青

年からはどんなアドバイスを出すのかというこ

とを熱心に話し合うようになってきた。

＜７日目＞８月28日（土）

最後の走行である。青年は少年の判断を大切

にし，全員が相談しながら進んでいけるよう

に，いっしょに地図をのぞき込んだり，離れて

いる少年を誘ったり，褒めたりしながら，グ

ループ内の青年全員が役割分担で少年全員を見

守るようになった。

午後２時，所長のハイタッチの出迎えで青年

の家に全員が無事ゴール。全員が全行程完走と

いった見事な走破ぶりであった。

夜には，お互いの健闘をたたえ合いながら

パーティーとレクリエーションで大いに盛り上

がった。

○グループ・ミーティング

これまでのがんばりをお互いに認め合い褒め

合う姿と感謝する姿がいたるところで見られ

た。青年からは，これまで見てきた少年へ言葉

が掛けられ，どの子も嬉しそうな表情を見せて

いた。

＜８日目＞８月29日（日）

まとめは，グループでおしゃべりをしながら

の活動を取り入れた。７日間に各自がファイル

に集めてきたいろいろな資料を使い，Ａ３用紙

に貼り付け書き込んだ。このまとめを人数分コ

ピーし全員に配布した。閉会式では，青年から

は少年に達成証が手渡され，少年からは青年に

感謝の手紙が手渡された。この２つのことは特

に少年に対して有効で，表現を苦手とする少年

たちも素直に自分の気持ちを表すことができた

ようだ。

全てが終了し玄関で別れるときは，青年から

保護者にこれまでの様子が丁寧に伝えられ，別

れを惜しむ姿がいつまでも続いた。

○サポート・ミーティング

作業の後半で青年は講師を交えての最後の

ミーティングに入った。ここでは，特に４人の

不登校の少年に絞った話し合いがもたれ，それ

ぞれの少年の様子や青年のかかわりについて紹

介され感想を述べた後，講師のコメントをいた

だいた。以下は４人についての話し合いの要点

である

Ａ少年：自分に自信がなく，自分のペースが

周囲と合わない様子である。しかし，一方で彼

には優しさがあふれている。今回は彼の行いが

認められることで，日を追うごとに落ち着きを

見せてきたのであろう。

Ｂ少年：物事を強制されたとき，自分の気持

ちを調整して「やらない」ということに落ち着

写真７「全員完走」
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いている。これは「話さない」ことで安定した

状態を得られるからである。ここからはなかな

か抜け出せないのだが，自信がつくと抜け出せ

るようになる。今回の経験が自信につながると

いい。

Ｃ少年：青年の接し方として話しやすいレベ

ルでかかわることはいいことである。友達のよ

うに接することができるのは青年の今だけであ

り，旬のものである。

Ｄ少年：いじめられると劣等感の解消からさ

らに劣る子をねらうことがある。様子を観察し

ていると，本人は自分の話を聞いてほしいので

はないか。青年にはじっくりと聞く姿勢も大切

である。

Ⅳ　ここまでのまとめと課題

この事業の締めくくりは，１２月の「クリス

マス･ミーティング」の再会であるが，ここで

は８月の「チャレンジ！能登一周」の終了時点

までのことをまとめる。事業の最終的なまとめ

については今後さらに取り組んでいく予定であ

る。

まず，本事業の主体である青年がどのように

考えてきたのかを紹介する。

１つ目に参加動機であるが，「将来指導者に

なるための資質を学びたい」「不登校の子とか

かわりをもちたい」「子どもの成長をそばで見

たい」「子どもとよりよいかかわり方を学びた

い」という本事業の趣旨に沿った動機をもつ反

面，「自分を見つめ直すため」「サイクリング，

いかだが楽しそう」「何か大きなことに挑戦し

たい」と自分自身のために参加するという動機

ももち合わせていた。このことについては，私

たちは少年へのかかわり方だけでなく，青年自

身の変化として以下のように期待していた。

１　アイデンティティ（自己形成，自己同一

性，将来設計）の変化

２　社会認識の変化（社会の見方がどう変わ

るか。職業意識）

３　自分の体を知る（ボディイメージ，がん

ばる力，体力）

４　対人関係の変化（対人関係の作り方，コ

ミュニケーションのとり方）

こちらのねらいと同じような動機をもち参加

した青年たちだったが，実施後の感想を見ると

「今すぐに変えることはできないが，いつかは

楽に心を開ける人間になりたい」「まだ，自分

と見つめ合う事はできないが，これからの課題

としたい」「自分が少し大きくなったような気

がする」などから，青年はそれぞれが少なから

ずこれらについての達成感をもっていたようで

ある。

２つ目に，この事業で少年にどんな力がつい

たと思うかたずねたところ，最も多かったのは

「対人関係能力」。ついで「自主性・自立性」で

あった。この８日間一緒に生活して，少しずつ

多くの人とのかかわりをもつようになり自分た

ちで問題を解決していこうとする少年たちを，

あたたかく見守る青年の姿が随所に見られた。

３つ目に，サポートについてたずねたとこ

ろ，事前には「見守る」，「自主性」，「支える」，

「安全に」，「聞き手」，「引き出す役」というよう

な後ろで支援するといった言わば消極的な言葉

が多かったのに対し，事後には「子どもを信じ

る，よいところをほめ，認めてあげることがで

きた」，「身近にいるように心がけ少しずつ外に

出て行けるようにした」，「失敗した後や叱られ

た後のフォロー」，「ペアからグループ，全体へ

と広げる」，「いいところを教えてあげた」とい

うような少年の主体性を生かしながらも積極的

なかかわりをもったようであった。そんな中で

多くの青年は「いつも通りの自分のままかかわ

ること」を大切にしていたようで，普段の自分

をさらけ出すことで正面から少年とかかわって

いたことが明らかになった。

４つ目に，参加後の感想では，「知識だけで
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なく体でいろんなことを学んだ」と日頃学んで

いることに加え実際に体験することで得られた

喜びを表現した一方で，「体力的にも精神的に

も大変だった」と自分の体力・精神力の限界に

触れる貴重な体験であったという感想がいくつ

かあった。サポートについては「サポートの難

しさを感じた。子どもにとってどういう存在で

あったのかはわからないが，少しでも印象に

残っていたら嬉しい」と満足はしていないもの

の，少年との出会いの喜びを素直に表現した。

さらに「子ども，青年のサポート，スタッフの

仕事，自分自身など非常に多くのことを考えさ

せられた。答えが出ていないこともたくさんあ

るが，これから先じっくりと考えていきたい」

と将来につながる課題をもち帰った青年も少な

くなかった。青年の言葉を借りれば「きっとこ

の経験が生かされる日がある」に違いない。

次に，少年と保護者について触れておきた

い。保護者からの手紙を紹介する。

夏に水害のあった所から参加した少年の保護

者からである。この他にも，何人もの保護者か

ら感謝の声をいただいている。青年の期間中の

サポートによる少年の成長が保護者にも自信を

生み出させ，親の成長を促しているのがよくわ

かる。これらの声は，12月のクリスマス・ミー

ティングや手紙で青年へ伝え，ともに喜び合っ

た。

次に，不登校少年についてであるが，ある青

年からの連絡で，不登校の少年が夏休み後学校

に行ってテストを受け宿題を出し，能登一周の

ことを話したことがわかった。私たちにとって

何よりも嬉しいことである。しかし，このこと

だけが全てではないことはスタッフ全員で事前

に確認している。それは，たとえすぐに効果と

して現れなくても，この事業に参加したことは

青年にとっても不登校を含む少年たちにとって

も必ず将来何らかの役に立つにちがいないとい

う信念である。この信念に基づいて私たちス

タッフは息の長いずっと先を見つめた事業に取

り組んできたのである。

最後に次回に向けての課題をあげる。これま

で述べてきたように，今回の事業は，一昨年ま

での少年だけとは違い，青年と少年の混合によ

るものであり，青年が主体であった。それだけ

に，青年の支援についての課題があらわになっ

た。

以前から携わってきたスタッフにとって，少

年の劇的な成長ぶりはある程度予想されたが，

青年については予想が難しかった。それだけ

に，青年への評価は少年との比較になってしま

い，スタッフの統一された観点からの評価がで

きなかったことや青年に十分な支援ができな

かったことは，スタッフの最大の反省点であ

る。このことについては来年度に向けて青年へ

の指導も合わせて確立しなければならない重要

な課題であり，スタッフ側がこういった点を

はっきりさせることで，青年の少年に対するサ

先日のチャレンジ能登一周では，大変お世話

になりまして有難うございました。口数が少

ない子ですが，辛かったとは言わず，海にも

ぐれたこと，完走の喜びなど楽しい話を聞か

せてくれ，来年もまた行きたい！と申してお

ります。

日焼けのせいもあるでしょうが，顔がしまり，

自信に満ちているようにもみえました。７月

の終わりには，水害の被害で少々落ち込んで

いましたが，気持ちを切り替え元気に進んで

いこうという思いから，このチャレンジは親

子にとってもひとつのチャレンジ！とお電話

させていただいたのです。

この子には，いろんな面で子育てに対する反

省がありますが，本人なりにがんばった８日

間を心から認めてやることができましたし，

マイナスと思っていたことも本人の良さでは

ないかと思えました。今後も楽しみながら子

どもたちと向かい合いまた自分自身も成長し

たいと思います。
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ポートもしやすくなっていくであろうと考え

る。

また，青年が不登校少年をサポートしていく

中で，専門的な知識を持った指導者の存在は大

きい。適格なアドバイスを得られることが青年

に自信をもたせ，そのことが少年の自信にもつ

ながっていくのではないかと感じた。こういっ

た視点で見直すことは，サポート青年のサポー

トをする「スタッフのあり方」の課題解決につ

ながるのではないだろうか。

この事業の主体は青年である。しかし，青年

の変化は劇的な成長を見せる少年の陰に隠れが

ちになってしまう。前述したように，この報告

は最後の部分が不足している。それは，青年の

12月以降の意見について触れていないことや

青年のサポートについてまとめていない点であ

る。事業の性格上，このところは大切な部分に

もなるので，さらに，青年について考察をすす

めていくことが必要であると考えている。
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表２　アンケート１

１　参加の動機

・単純におもしろそうだから。将来指導者になるための資質を学びたい。

・特に不登校のこと関わりをもちたかった。自分を見つめ直すため。

・子どもの成長をそばで見たい。サイクリング，いかだが楽しそう。

・何か大きなことに挑戦したい。子どもとよりよい関わり方を学びたかった。

・不登校・ひきこもりの少年とふれあい，団体生活の楽しさ重要性に気づき，ともに分かち合い，

自立のきっかけ作りに貢献したい。

・何かやりたかった。成長を見守りサポートすることはとても貴重になると考えた。

・能登一周という知らない世界に飛び込んでみたかった。

・カウンセリングの仕方を学ぶとてもいい機会であると考えた。

写真８「迷ったときはみんなで相談」
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表５　アンケート４

４　参加後の感想。

・　いろんなことを勉強した。知識だけでなく体でいろんなことを学びました。きっとこの経

験が生かされる日があると思います。

・　サポートの難しさを感じた。子どもにとってどういう存在であったのかはわからないが，

少しでも印象に残っていたら嬉しい。

・　先生になっても今の自分らしくやっていく。

・　子どものこと，青年としてサポートのこと，スタッフの仕事のこと，自分自身のことなど

非常に多くのことを考えさせられた。答えが出ていないこともたくさんあるが，これから

先じっくりと考えていきたい。

・　体力的にも精神的にも大変でしたがその分いろんなことを得られたと思います。

・　能登まで足を運んだ甲斐がありました。本当に来て良かったと思います。

表３　アンケート２（複数選択）

２　この事業で少年にどんな力がつくと思いますか。

チャレンジ前 チャレンジ後

自主性・自立性　３，自己実現　２

対人関係能力　５　，自然体験　１

その他　１

自主性・自立性　５，自己実現　３，

対人関係能力　７　，生活能力　１，

自己統制力　１　　，自然体験　４，

生活のリズム　１　　，その他　１

表４　アンケート３

３　どんなサポートをしようと思いますか。できましたか。

チャレンジ前 チャレンジ後

・ 子どもたち自身で解決してほしい。
・ 見守る姿勢と支える気持ち。
・ 安全に活動させる気遣い。
・ がんばる姿を見届けたい。
・ 相手から言葉を引き出せるようによい「聞
き手」となりたい。

・ 自ら発言し行動をしやすくなるようなあた
たかい雰囲気作り。

・ 子ども自身と向かい合って関わる。
・ にげないで，やればできること。
・ 自主的な判断に任せたい。引き出す役であ
りたい。

・ 安全はもちろんのこと自主性を生かすよう
な働きかけ。

・ 子どもを信じること。よいところをほめ，
認めてあげることができた。

・ 身近にいるように心がけ少しずつ外に出て
行けるように。

・ 話に耳を傾ける。見守る。
・ 失敗した後，叱られた後のフォロー。
・ いつも通りの自分で関わること。
・ ペアからグループ，全体へと広げる。
・ 子どものいいところを教えてあげた。
・ ほめるということがとても大切。


