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【要旨】

奈良県T市教育委員会青少年センターの適応指導教室（かたらい教室）では，Ｈ14年

度秋より，心理的援助（臨床心理士による心理学の学問的成果を利用した支援）と教

育的援助（元教員による経験則および教育学の学問的成果を利用した支援）の融合を

試みてきた。より子どものニーズにあった組織づくりや指導方法の開発に取り組んだ。

新しい視点としては，事例の状態・時期に応じた多様な対応方法を得たことにより，

カバー率及び学校復帰率の上昇が見られたことがあげられる。また，不登校問題だけ

の活動に限定せず，学校不適応問題への解決の支援を目標にし，そのように対象問題

を広げていったことが，不登校の未然防止につながったことがあげられる。さらに，

支援対象も児童生徒とその家族のみならず，学校の担任とその学校自体へと広げてい

ったことにより，学校との連携のあり方もより具体的になり，結果として相乗的に効

果が得られた。今回，我々は教育的支援と心理的支援の役割を最初から意識して分け，

かつ並行して実践したので，指導員も心理相談員も役割については，それぞれの作業

課題ははっきりしており混乱はなかった。心理相談員は彼らの内的世界を理解し，本

人らしさを大切にし自己治癒力の回復を目指す。一方指導員は登校や受験など現実的

な課題や現実適応のための支援を中心に関わる。また学校は指導主事からの依頼に応

じて，不登校児童生徒が再登校する時，学校の中に居場所を用意し，進路指導など丁

寧に関わった。一つの事例に学校を含めて多様な支援をしていったことが本人の学校

復帰や志望校合格につながったと考えられる。また，地域ネットワークの中核的機能

を担うことにより，文部科学省が提案する「教育支援センター」的な役割を目指した

活動を報告し，今後の適応指導教室のあり方を検討する。

【キーワード】

適応指導教室，心理的支援と教育的支援の融合，不登校，教育支援センター，学校

不適応
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Ⅰ　はじめに

文部科学省は，増え続ける不登校児童生徒

の学校復帰を支援するために「学校以外の場

所や学校の余裕教室などにおいて，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，集団活動，教科活動などを行うところ」

と定義した「適応指導教室」の整備を推進し

ている。適応指導教室についての報告は，適

応指導教室の実態調査研究（大田ら，1994：

大鐘，2005）（１）（２）や併設されている教育相

談室での心理面接報告（喜田，2000：喜田，

2001）（３）（４），適応指導教室卒後のフォロー

アップの報告（本間ら，1 9 9 7：中川ら，

1997）（５）（６）がある。それらの中で適応指導

教室が抱える問題点が多数指摘されている。

特に臨床心理士の配置がわずか4.2％であり，

心理面接や心理アセスメントなどの心理的支

援の立ち後れを指摘している。そして個別カ

ウンセリング，心理職の配置，アセスメント

への対応が課題としてあげられている（大鐘，

2005）（２）。また適応指導教室と学校との連携

は97.4％実施されているとなっているが問題

は依然として残っており，連携のあり方に再

検討を要するという指摘もある（今田ら，

1997）（７）。

奈良県T市教育委員会青少年センターの適

応指導教室（かたらい教室）では，Ｈ14年度

秋より，心理的援助（臨床心理士による心理

学の学問的成果を利用した支援）と教育的援

助（元教員による経験則および教育学の学問

的成果を利用した支援）の融合を試みてきた。

より子どものニーズにあった組織づくりや指

導方法の開発に取り組んだ。

新しい視点としては，事例の状態・時期に

応じた多様な対応方法を得たことにより，カ

バー率及び学校復帰率の上昇が見られたこと

があげられる。また，不登校問題だけの活動

に限定せず，学校不適応問題への解決の支援

を目標にし，そのように対象問題を広げてい

ったことが，不登校の未然防止につながった

ことがあげられる。さらに，支援対象も児童

生徒とその家族のみならず，学校の担任とそ

の学校自体へと広げていったことにより，学

校との連携のあり方もより具体的になり，結

果として相乗的に効果が得られた。下山（８）

（2003）は，コラボレーションについて，「異

なる専門性を持つ人々や機関が，目標とリソ

ースを共有し，それぞれの立場からの意見を

出し合って，継続的に対話を積み重ねながら，

計画を立てて研究や臨床実験などのプロジェ

クトを実行していき，その成果が双方の活動

にとっても利益をもたらすような共同作業を

指す」とし，「専門性の異なる人々が関係を

作り，お互いに変化していくプロセスが含ま

れるということが，コラボレーションという

概念の最大の特徴である」と述べている。今

回我々が目指した心理的支援と教育的支援の

融合は，適応指導教室の心理相談員と指導員，

それに学校の教員というそれぞれの専門的立

場のコラボレーションと言えるのではないだ

ろうか。

また，児童生徒がどのような状態にあり，

どのような支援を必要としているのかを正し

く見極め，様々な支援を実施することや，地

域ネットワークの中核的機能を担うことによ

り，新たな課題点も見えてきた。本論文にお

いて，文部科学省が提案する「教育支援セン

ター」的な役割を目指した活動を報告し，今

後の適応指導教室のあり方を検討する。

Ⅱ　T市の概要

１　地域の特徴

T市は，奈良県の西北部に位置し，南北方

向に高田川の清流が流れる。古くから難波と

明日香を結ぶ交通の要衝である。地場産業と

して，繊維や靴下，履き物などの工業が発達

し，パンティーストッキングの生産は日本１

である。大阪都心まで，約30分でアクセス可

能な至便さから住宅都市の側面もある。
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1）人口 74,032人

2）世帯数 27,986

3）面積 16.48平方キロメートル

4）人口密度 4,498人/ ｋｍ２

5）学校数 幼稚園　市立８園

園児数　　 672名

小学校　市立８校

児童数 4,910名

中学校　市立３校

生徒数 2,258名

高　校　市立１校

生徒数 588名

（平成18年６月１日現在）

２　T市の不登校状況（平成16年度）

1）不登校児童生徒数

小学校 28人　中学校 84人　合計 112人

2）出現率

小学校 0.57％ 中学校 3.71％ 合計 1.56％

特徴として，神経症的な不登校児童生徒は

全国平均並にいるが，保護者自体が社会生活

に適応できないものがいて，その影響で不登

校になっている児童生徒の数が多い。

また，T市は，大阪の通勤圏内にあり，人

口の移動の激しい地域である。年度途中の転

入・転出は他の地域と比べて多い。家庭的に

多くの問題を抱えて，転入しくる家庭の場合

は，不登校傾向の児童生徒の割合が比較的高

いと思われる。

さらに，全国的な非行の第３のピークが，

昭和58年である。その時に中学生であったも

のが保護者の主流を占めるようになってき

た。学校や教師に対しての意識が，当時のま

まの保護者も多く，「学校は必ずいかなくて

はいけない大切なもの」という意識が低い。

その親の意識を反映した不登校児童生徒も増

加しつつある。

Ⅲ　かたらい教室の概要

T市教育委員会は平成６年４月１日に適応

指導教室を設置した。当初，心理面接中心で

運営していたが，平成14年度から学習支援を

目的とする集団活動の部が併設され，同時に

ひきこもりや非行傾向の児童生徒に対する訪

問指導も導入された。

１　組織

( 8 3 1)

表１　組織図
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２　スタッフと役割

スタッフについては，以下の表２のとおり

で常勤１名，他は非常勤で構成されており，

心理相談員については，３名で週２回の勤務

である。それぞれの役割は，表３に示されて

いる。

３　事例の流れ（表４参照）

４　対象児童生徒数（平成17年度３月末現在）

小学生38人（内不登校11人）

中学生41人（内不登校34人）

計79人（内不登校45人）

Ⅳ　活動報告

学校や保護者からの相談はまず臨床心理士

でもある指導主事のところに集約される。そ

表２　タッフ（平成17年度3月末）

表３　役割

表４　事例の流れ
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こで集団活動か心理面接か，または訪問指導

か，適切な支援方法をアセスメントする。指

導主事は依頼のあった学校に出向いて情報を

収集し，担任へのコンサルテーションや保護

者にはインテーク面接を実施し，事例を振り

分けている。学校との連携については指導主

事がコーディネーターとして関わっている。

以下に教育的支援と心理的支援及び学校との

連携，さらに教育支援センターを目指した活

動について述べる。

１　教育的支援（集団適応指導）

（1）通常活動　

通常活動については，表５のとおりである。

特に力を入れている活動について示す。

1）朗読会

水曜日の午後１時間を朗読の時間に当てて

いる。心の栄養分となる文章を全員で朗読す

るのである。最初は本当に小さい声でしか読

めなかった児童生徒が，徐々にではあるが声

が出るようになってくる。また，毎週心に残

る文学的作品を読むことは，情操面の発達に

大きな影響を与えるものと考えている。

2）美術の時間

水曜日と木曜日の午後１時間は美術の時間

である。かたらい教室のスタッフには，美術

の教員はいない。指導者は市内中学校の美術

科の教員である。学校との連携に重きを置い

て運営しているが，その連携の一環として，

出前授業を行っていただいている。これによ

り，かたらい教室の児童生徒は専門的な美術

教育を受ける機会が保障される。一般的に，

不登校の児童生徒は美術に興味を持ってい

る。それは，内的な世界を表現できるからと

思われる。「かたらい教室」平成15･16年度の

卒業生19名の内，３名が美術科に進学したこ

とからも言える。

3）スタッフミーティング

毎日13時前から約15分，指導主事，指導員，

心理相談員によるミーティングを実施してい

る。指導主事以外は，全員が非常勤であるた

め，変化する子どもの様子や気をつけなけれ

ばいけない点を共通理解し，確認するために

行っている。かたらい教室に在籍する児童生

徒は，背景となる家庭に大きな問題を抱えて

いることも少なくない。また，児童生徒自身

の変化するスピードもかなり速い。さらに，

登校途上の場合は，学校との連携が最も大切

である。したがって，スタッフ全員が，子ど

もの状態様子，また，指導方法についてきち

10:00

12:15

13:30

14:30

16:00

表５　集団適応指導通常活動
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んと把握することが，必要不可欠であると考

える。

（2）体験的活動

体験的活動については，表６のとおりであ

る。特徴的な活動について示す。

1）卒業生を囲む会

卒業生を囲む会は，年２回実施している。

夏に行う目的は，卒業生が元気に高校生活を

送っているかどうかを確かめることにある。

平成15･16年度の卒業生は19名いたが，２名

が単位制高校に進路変更した。残り17名は，

不登校生であったことが信じられないくらい

元気に高校に通っている。このことから，中

学３年生の時期に進路を決定することは，子

どもたちの将来にとって大切なことであると

実感する。

冬に行う囲む会は，かたらい教室中学３年

生に対して，進路の不安を解消することに目

的がある。また，高校進学へのモチベーショ

ンあげることもある。先輩が語る一言一言は，

スタッフの言葉とはまた違った身近で現実味

があると思われる。先輩からの刺激を受ける

ことで，自信を持ち，進学への勇気がわいて

くると思われる。

（3）訪問指導

非行傾向及びひきこもり傾向の児童生徒に

対して実施している。非行傾向の支援方法で

あるが，生活場面での集団処遇を中心にしつ

つ，個別的には生活場面のあらゆる機会を利

用して適宜その場での生活場面面接を行うと

いう方法をとっている。多くの場合，来室意

欲がない児童生徒である。そのため，対象児

童生徒が安全感，信頼感，安心感を得ること

が出来る新たな人間関係を体験することを第

１の目標に掲げている。基盤となる安心感や

信頼感獲得のために，大人といても穏やかで

安心でき，心地よい身体感覚に包まれること

が最も重要である。したがって，一人のキー

パーソンとなる指導員が訪問指導をすること

からスタートしている。ひきこもり傾向の児

童生徒に対しても，上記非行傾向と同じ考え

で，キーパーソンとなる指導員による訪問指

導を行っている。

２　心理的支援（個別面接）

病院臨床では，患者が相談対象であること

は明白であるが，教育臨床では当事者の児童

生徒が自ら面接にやってくることは少ない。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

表６　体験的活動
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そのような時はまず来談意欲の高い保護者に

定期的な面接をした方が効果的である。また

学校の中で問題が顕在化しているが，本当の

問題は何であるか見極めることも大切になっ

てくる。

（1）開設日及び担当者（表７参照）

１回50分，予約制で原則として継続面接で

ある。なお，木・金担当の安川は指導主事で

あるため，他の業務の都合上，緊急性がある

場合のみ，個別面接を行っている。

（2）内容

１）対象

市内の幼・小・中学生及びその保護者並び

に市内小中学校の教員を対象とする。

２）方法

園児・児童・生徒に対しては，プレイセラ

ピー及びカウンセリングを行っている。保護

者へは，親ガイダンス及び親カウンセリング

を行っている。教員には，コンサルテーショ

ンを行っている。時間は，教員が出やすいよ

うに，16時から１時間を当てている。また，

水曜日を母子並行面接の日としている。小学

校低学年の母子分離不安の事例には効果的で

あると考える。

（3）面接の手続き

心理相談員は非常勤で勤務時間が限られて

おり，学校との連絡時間などの時間がほとん

どとれない。そこで担任や相談のある保護者

が相談を申し込んできた時には，指導主事が

窓口となりタイミング良く面接の時間を設定

している。その結果，心理相談員は少ない限

られた勤務時間を心理的支援（コンサルテー

ション，ガイダンス，カウンセリング）に専

念できる。

（4）小学生（保護者を含）への心理的支援　

我々は，小学校で潜在的にあった問題が中

学校になって不登校という形で顕在化すると

考えている。したがって，小学校における不

登校以外の問題は不登校の原因になりうる問

題である。これを中学校で不登校になってか

らかかわるのではなく，小学校の間に学校の

中での問題として，不登校の未然防止のため

に取り組む姿勢が大切である。小学校の時点

では原因が特定しやすく，早い時期の介入で

あるので短期間に解決できる。中学校になっ

てから不登校問題に関わることも大切である

が，小学校での学校不適応問題に関わること

は不登校の未然防止につながると思われる。

不登校問題についてであるが，小学校の不登

校は場所を用意して待つという方法では効果

は期待できない。小学校の時期は親との関係

が密接である。離れることが苦痛な分離不安

の場合，児童だけが参加する集団適応ではな

く，母子で学校の部分登校をまず試みてもら

っている。放課後の短い時間や給食時間の登

校など，学校で本人や保護者とよく話し合っ

てもらって，学校に居場所を用意してもらう。

それと同時に保護者への心理面接を実施して

いる。子どもであればあるほど，親の相談，

環境調整が同時進行で必要であると考える。

（5）中学生（保護者を含）への心理的支援

小学校の時は子どもを連れてくるのは簡単

であるが，中学校になり不登校が長期化する

とひきこもり傾向が強くなり，生徒を連れて

くることはとても大変なことが多い。担任が

家庭訪問で会えないことも多く，そのときは

10:00

17:00

表７　個別面接開設日及び担当者
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保護者の面接を中心に実施している。不登校

になると保護者に学校の情報が行かなくな

り，孤立感を持ち不安になるので，学校とつ

なぐ試みも大切であると考える。また，保護

者への面接を通して，親としての傷つきを癒

し，親としての自信を取り戻してもらうよう

支援をしている。保護者が親として自信を持

ち，親の役割をとれるようになると，家庭で

の環境が改善され，子どもの精神が安定する。

保護者への面接だけで短期間に生徒の状況が

改善された事例もあった。

３　学校との連携

学校の力を最大限に生かすことを考えてい

る。かたらい教室生の些細な変化や，学校へ

の要望等があると，電話ではなく，指導主事

が必ず学校に足を運んでいる。フェイスtoフ

ェイスの連携を常に心がけており，以下の取

り組みを行っている。結果，担任教師や教育

相談担当者が，気軽にかたらい教室を訪れや

すい状態になり，児童生徒の学校復帰への意

欲が高まっている。

（1）報告書のやりとり

毎月末に，担当者と担任の間で，出席状況

と活動の様子を文書で連絡し合っている。

（2）中学入学時の事前連絡会

卒業生がスムーズに中学生活を送れるよう

に，細部にわたり支援の方法を報告，確認し

ている。

（3）教育相談担当者連絡会議

学期に１度，小中学校の教育相談担当者と

の会議を行っている。

（4）出前授業

かたらい教室のスタッフは，元教員かこれ

から教員を目指すもので構成されている。教

科としては，理科と英語と美術を担当するも

のがいない。美術に関しては，先述した。

理科と英語は，試験前に在籍校の教員が来

室し，試験範囲の内容を教えている。これは，

学力補充という意味合いもあるが，在籍校の

先生が来るということで，学校と子どもの距

離が格段に縮まるという効果もある。

（5）給食の運搬

T市内の学校昼食は，中学校は弁当である

が，小学校は給食である。そのため，小学部

に在籍する児童に対して，在籍校の教員が毎

日給食を運んでくれている。在籍児童の中に

は，ネグレクト傾向の児童もいるため，栄養

摂取という点からも大変ありがたい取り組み

である。

（6）クラスメートの来室

在籍児童生徒が心身共に成長し，学校に帰

れる状態になってくると，在籍クラスの児童

生徒数名が担任と一緒に来室し，スポーツや

創作活動をともにする。これは，学校復帰の

大きなきっかけとなる。かたらい教室生にと

っては学校復帰に対する不安解消となってい

る。

４　その他（教育支援センターを目指して）

学校不適応の児童生徒に対して，かたらい

教室に在籍する子ども以外にも幅広く，間接

的に関わることを目的として，以下の取り組

みを行っている。

（1）養護教諭との連絡会

月に１度実施している。各養護教諭から，

在籍校の児童生徒の様子を報告してもらう。

それに対して，心理相談員から，関わり方や

支援の方法を伝えている。

（2）スクールカウンセラーとの連携

T市には，３中学校があり，それぞれにス

クールカウンセラーが派遣されている。かた

らい教室の児童生徒や保護者とリンクするこ

とも多く，指導主事が連絡調整している。

平成18年度からは，緊急支援にも対応すべ

く，指導主事が中心となって，３中学校のス

クールカウンセラーとかたらい教室の心理相

談員による研修会を夏休みに開く予定である。

（3）他機関との連携

かたらい教室の対象児童は，不登校だけで
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なく，非行傾向やネグレクト傾向，さらには，

保護者が精神的疾患を持つものもいる。

したがって，警察署，保健センター，子ど

も家庭相談センター，市保護課，地域支援セ

ンターとの連携を指導主事が常にとってい

る。

（4）教員の養成

先述したとおり，かたらい教室の指導員は，

元教師とこれから教員を目指す若者で構成さ

れている。子どもに真剣に関われる教員を養

成することも大切であると考える。３年前よ

り，指導主事が青少年センターにおいて，毎

週日曜日（10時～18時），指導員を対象に教

員採用試験対策教室を開いている。指導員は

元教員から，日頃の活動で，実際の子どもへ

の関わりを学び，日曜日には試験対策として

採用試験の学習をしている。今までに，５名

の指導員が教員採用試験に合格し，県内の小

中学校において，かたらい教室で得た経験を

糧に勤務している。

Ⅴ　結果

平成14年度秋より，教育的支援を導入し，

心理的支援との融合を試みた。また，学校と

の連携を強化した。平成16･17年度を中心に

結果を検討する。

１　在籍児童生徒数の増加（表８参照）

多様な対応法を持ったことにより，入室待

ちの児童生徒がいなくなった。平成13年度ま

では，T市内不登校生の１割程度しかカバー

できていなかった。しかし，平成15年度は

29.7％，平成16年度は36.0％をカバーするこ

とができた。なお，平成17年度はまだ全体の

統計結果が出ていないが，さらにカバー率は

上がると予測される。

２　復帰率（表９参照）

学校復帰率については明確に定義されたも

のは少ない。またどの段階に達した場合に学

校復帰と見なすかも明確ではない。我々は，

学校復帰途上については，その登校の状態を

中学校であれば定期テストなどの継続的な登

校が可能になった状態，小学校であれば毎日

放課後に母子で登校する状態，また不定期な

14 23 8 31

15 33 15 48

16 47 25 72

17 45 32 79

表８　在籍児童生徒数

14 23 10 43

15 33 24 73

16 47 32 68

17 45 37 82

表９　復帰率

14 0 0 2 0 0 1 3

15 3 6 1 1 0 0 11

16 3 5 0 0 0 0 8

17 5 3 0 0 0 0 8

表10 高校進学率



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第７号，2007年108

登校状態であるが修学旅行や体験学習，運動

会などの単発的な行事参加ができるまでを含

めて学校復帰途上とし，１年を通しての状況

から判断した。

３　高校進学率の上昇（表10参照）

教育的支援を導入したことや学校との連携

強化により，高校進学率が格段に上昇した。

進学先も全日制の公立や私立高校が主なもの

となった。

４　多様な対応方法（表11参照）

一つの事例に対して状況に応じた対応をし

ている。多くの場合，個別の心理面接から実

施している。本人への心理面接のみならず保

護者への心理面接も同時に行っている。本人

が来室できるようになったら，集団適応指導

も少しずつ紹介をする。最初は午後のフリー

タイムからで，可能なら午前中の学習時間へ

の参加も勧めている。数回参加したが集団活

動に適応できないケースもある。その場合は

心理相談からやり直し，心理相談員との２者

関係を基盤として，外のつながりを再構築し

ていった。

５　相談内容の多様性（表12参照）

平成14年度から対象を不登校だけでなく，

学校不適応とした。これは，教育支援センタ

ーとしての機能を目指したことと，小学校段

階での早期発見，治療に力を入れたことによ

るものである。中学校で不登校が主訴で来室

する生徒の場合，その原因は不明なものが多

い。そのため，不登校の状態が長期化する傾

向にある。小学校の場合，平成16･17年度に

来室した生徒の主訴は以下のとおりである

が，これらに適切な支援をした場合は早期に

改善が見られる。また，これらを放置した場

合は中学入学後に不登校になると考えられ

る。

Ⅵ　考察

１　心理的支援と教育的支援の融合について

心理的支援である心理面接は原則として，

週３日実施しているが，教育的支援の集団活

動とほぼ同じ時間帯，同じ建物の同じフロア

ーであり並行して機能している。面接だけに

来ている児童生徒や保護者も，適応指導教室

に通ってきている他の児童生徒の集団活動を

目にする機会がある。また心理相談員も自分

の担当する児童生徒の様子をフリータイムの

時や，学習している時に見ることができる。

それらは互いに影響し合って良い効果を与え

16 38 11 2 13 5 3

17 45 20 3 9 1 1

表11 多様な対応方法

表12 不登校以外の主訴
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ていると思われる。

今回，我々は教育的支援と心理的支援の役

割を最初から意識して分け，かつ並行して実

践したので，指導員も心理相談員も役割につ

いては，それぞれの作業課題ははっきりして

おり混乱はなかった。心理相談員は彼らの内

的世界を理解し，本人らしさを大切にし自己

治癒力の回復を目指す。一方指導員は登校や

受験など現実的な課題や現実適応のための支

援を中心に関わる。また学校は指導主事から

の依頼に応じて，不登校児童生徒が再登校す

る時，学校の中に居場所を用意し，進路指導

など丁寧に関わった。一つの事例に学校を含

めて多様な支援をしていったことが本人の学

校復帰や志望校合格につながったと考えられ

る。

今回，我々が目指した心理的支援と教育的

支援の融合は，適応指導教室の心理相談員と

指導員，それに学校の教員というそれぞれの

専門的立場のコラボレーションといえるので

はないだろうか。

２　学校との連携も含めた融合の効果について

不登校の児童生徒やその家庭に関わり始め

ると，不登校の状況に変化が現れる。その不

登校の状況に合わせて支援の方法を変えてい

くことが必要になる。その段階に応じた方法

と誰が関わると効果的かを表にした。（表13）

不登校児童生徒が再登校する時，学校が児

童生徒の回復状況を理解することは必要であ

り，担任の協力なしでは学校復帰は実現でき

ない。児童生徒への教育的支援は適応指導教

室の集団活動だけでなく，再登校をしようと

している児童生徒にとって，学校の教育的支

援は必要不可欠であると考える。

３　中学校卒業後の支援と開設の時期について

適応指導教室に通ってきている児童生徒

は，中学校を卒業した時点で，適応指導教室

も卒業しないといけない。しかし，文部科学

省（９）（2003）も適応指導教室整備指針（試案）

の中で，対象者を義務教育の間だけでなく

「必要に応じて，中学校を卒業した者も進路

等に関して，主として教育相談等による支援

を行うことが望ましい」と述べている。中学

校を卒業した後の方こそ，環境が大きく変わ

るので何らかの方法で支援を続けることは大

切である。

在籍している後輩の児童生徒にとって，先

輩の高校合格とその後の高校生活の様子を聞

くことはとても良い経験になるだろう。また，

その様な機会があるということが高校生活の

表13 教育的支援と心理的支援の時期
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励みとなる。よって，卒業後のサポートは卒

業生や残っている児童生徒の双方によい影響

を期待できると思われる。

適応指導教室の開設については，学校が休

みの間は閉じているところが多い。我々は，

徐々に上昇してきたエネルギーをとぎれない

ようにするため，また，やっと見つけた居場

所を確保するため，通年をとおして開設して

いる。特に高校入試前の冬休みと新しい学年

が始まる前の春休みは，特に登校の可能性が

高く，連続性と継続性を保つためにも開設す

ることが望ましいと考える。

４　家族機能面からの集団適応指導について

集団適応指導は，学習面の保障とともに小

集団による対人関係の再構築という側面も大

切である。かたらい教室では学習の場面は小

学校と中学校（学年別）を分けて行っている

が，フリータイムやスポーツ活動・創作活動

は全員合同で行っている。

平成17年度，フリータイムの時間，児童生

徒の間では，野球が流行した。小学生４年生

から中学３年生までの男女が，一緒に野球を

するのである。今は見ることがなくなった異

年齢集団での遊びである。見ていると，小学

生や女の子でも楽しめるようにルールを決め

てやっていた。ここで，自分より年上との対

人関係のあり方，幼い者や自分より力の弱い

者への心遣い等，いろんなことを学ぶと考え

られる。

また，思春期の子どもは，今までであった

もの，人を再統合し，自我を築いていく。し

たがって，大人のモデルが必要である。集団

適応指導教室の指導員は，60代が二人，40代

が一人，30代が一人，20代が四人と，年齢構

成的には，家族のようになっている。また，

スタッフも，お互いを認め合い，子どものた

めに目標を一つにして，取り組んでいる。し

たがって，子どもたちは，自分のモデルを求

めることも家族的な雰囲気の中で容易にでき

るのではないかと考えられる。

５　教育支援センターを目指して

平成14年度秋から行った改革によって，ウ

エイティングの児童生徒がいなくなり，市内

全不登校児童生徒の三割以上をカバーできる

ようになった。また，復帰率は八割を超え，

高校進学も全員が可能となった。さらに，対

象を学校不適応に拡大したことにより，小学

校時代の早期発見，治療に寄与することがで

きた。養護教諭との連絡会により，かたらい

教室には来ない児童生徒への支援も間接的に

できるようになったと思う。今後さらなる充

実を図るために，スクールカウンセラーとと

もに緊急支援に耐えうる組織作りに励んでい

こうと考えている。また，支援を必要とする

児童生徒に対して，効果的な心のこもった指

導をできうる教員を養成することも大切な取

り組みであると思う。

６　課題

心理的支援と教育的支援の融合を試み４年

経過したが，予期せぬ問題や課題も出てきた。

通室する生徒や保護者の中に「かたらい教室

は隠れてくるところではない，誇れるところ」

という意識が出てきた。そのために，第２の

学校化しつつある。あくまで学校の補助機関

であると我々は考えているし，適応指導教室

はそうあるべきである。今後この傾向の打開

のために再度，学校との連携を中心に考えて

いかなければならない。

また，支援センターとしての機能も果たす

べく肥大化していったが，人員の補充はない。

したがって，指導員や心理相談員の業務が多

忙となった。本来の適応指導教室事業や相談

業務に支障を来さないように注意する必要が

ある。

最後に，関係機関との密接な連携を常に心

がけながら，新たな課題解決のためにも，こ

れからもスタッフ一同心を一つに励んでいき
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たい。

文献
a 大田智子・夏野良司・佐藤修策・濱名昭子：学校不

適応問題に対する適応指導教室の全国実態調査，生徒

指導研究，第５号,1994年，pp.85-96

s 大鐘啓伸：適応指導教室に関する実態調査，心理臨

床学研究，22（6），2005年，

d 喜田裕子：公立学校の教育相談室における心理面接

の１事例－「治療構造論的観点」から，心理臨床学研

究，17（6），2000年，pp.594-605

f 喜田裕子：適応指導教室を併用した定期的心理面接

の意義－「心理発達促進の観点」から，カウンセリン

グ研究，34（2），2001年，pp.214-224

g 本間友巳・中川美保子：不登校児童生徒の予後とそ

の規定要因－適応指導教室通室生のフォローアップ，

カウンセリング研究，30（2），1997年，pp.142-150

h 中川厚子・森井ひろみ・鶴田桜子：適応指導教室の

機能に関する研究－中学校卒業生のフォローアップ，

カウンセリング研究，30（3），1997年，pp.59-69

j 今田浩・夏野良司・佐藤修策・濱名昭子・辻河昌

登：現在の適応指導教室の課題に関する一考察－学校

との連携を中心にして，生徒指導研究，8,1997年，

pp.41-50

k 下山晴彦：コラボレーション，下山晴彦編，よくわ

かる臨床心理学，ミネルブア書房，2003年，

l 文部科学省：今後の不登校への対応のあり方につい

て，不登校問題に関する調査，研究協力者会議，2003

年　　　　　　




