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Ⅰ　問題設定：入所する児童の多様化にと

　もなう施設機能の変容

1. 多様な児童を受け入れる施設

（1）入所する様々な児童

　児童自立支援施設が危機である。それは平

成 10 年（1998）4 月施行の児童福祉法の改

定によって，教護院が児童自立支援施設と名

称が変わっただけでなく，その児童自立支援

施設が少年院と児童養護施設との狭間におか

れ，入所対象児童の多様化に起因するという。

　児童自立支援施設への送致のほとんどは，

保護者等の同意による児童相談所からの入所

である。全国児童自立支援施設運営実態調査

によれば，少年院送致の可能性のあったいわ

ゆる「非行少年」とも言える，保護者等の同

意を求めない家庭裁判所からの送致は，昭和

53 年度は 12.4％であったのに対し，平成 15
年度には 28.7％まで上昇している。

　ここでいう「非行少年」とは，少年法第三

条を足がかりに定義すると，「非行事実」を
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犯した少年の程度や年齢により，①「犯罪少

年」②「触法少年」③「虞犯少年」と一般的

には分けられるもので，さらに警視庁では，

喫煙・飲酒・深夜徘徊・不良交友などを行っ

た少年を④「不良行為少年」とし，①②③と

④をあわせて，「非行少年等」としている。

　このような実情に加えて，児童福祉法の改

定によって，改定前はその入所対象者は「不

良行為及びなす虞のある児童」と限定的であ

ったものから，改定後の文言上にもあるよう

に「不良行為をなし，又はなすおそれのある

児童及び家庭環境その他の環境上の理由によ

り生活指導等を要する児童」と新たに定義さ

れているのだ。

　それは，こうして入所する児童のなかに

は，軽度発達障碍などの疑いがあるといわれ

る「サスペクト」の割合の上昇にも関わると

いえよう。また，最近では虐待被害経験の児

童も看過できず，例えば平成 12 年（2000）の

国立武蔵野学院の調査によれば，入所児童の

虐待経験率は 59.7％であるという。

（2）中卒児の増加にともなう教育保障の転換

　中卒児の処遇の必要性も高まっている。中

卒児とは，義務教育修了後の児童のことで，

名称は施設によって「年長児」「高齢児」な

どが使用されるが，就職前提の「実科生」，

高校通学する「高校生」「通学生」と様々に

よばれている。その中卒児の全体の入所者の

割合は，全国教護院運営実態調査によると，

昭和 52 年度の 5.6％から昭和 63 年の 8.4％
へと増加，平成 14 年度の児童養護施設入所

児童等調査では，13.3％まで上昇している。

　このような中卒児の増加をうけて，平成元

年（1989）に，厚生省児童家庭局長は「教護

院入所児童の高等学校進学の取り扱いについ

て」（児発２６５の７）を通知している。そ

れには，教護院における入所児童の社会的自

立を促進するために，平成元年（1989）から，

高校進学に要する費用（特別育成費）は支弁

の対象とされ，併せて年長児童の処遇体制の

整備が図られることとなったとあり，それま

での教護院の教育が「義務教育に準ずる教育」

であったことから，教育保障についての大き

な転換が見受けられるのである。

2. 生活指導実践の変容

（1）措置受諾機関としての対応

　サスペクトや被虐待児，中卒児といった入

所者の多様化は，処遇が細分化され複雑にな

っただけでなく，処遇以前の課題を持つ児童

をも想定しなくてはならず，今や児童自立支

援施設は多様な困難を抱える子どもの最後の

受け入れ先としてその役割を担っている。

　それは児童自立支援施設の持つ，措置受諾

機関という性質にもあらわれている。「教護

院」時代の昭和 50 年代（1970 年代）に入

所率が激減したという，いわゆる「定員開差」

問題が浮上してきてからは，特に施設の機能

についてさまざまな検討がなされてきた。

　閉鎖的にならざるを得ない施設の性質と，

少年院の前段階という入所者のステレオタイ

プな理解は，施設内での厳しい処遇という誤

解を生みやすい。また昨今では犯罪被害者に

よる入所者の更生過程の情報開示を求める向

きもある。現在の児童自立支援施設は，こう

した疑念・誤解を解くことや，情報開示の要

請に応えなくてはならず，処遇の透明性と検

証性といったアカウンタビリティを，強く求

められているのだ。

（2）「小舎夫婦制」から「交替制」へ

　入所児童の実際の処遇の場としての生活寮

における，担当の福祉職の指導・勤務形態の

あり様も問われている。児童自立支援施設の

運営形態は，伝統的なものとして，明治 32

年（1900）に留岡幸助が「家庭学校」を創設

時に始めた「小舎夫婦制」だが，複数名の職

員が引継ぎながら運営する「交替制」への議

論が浮上している。
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　「小舎夫婦制」とは，当時の家族形態の多

くが複合大家族で，家庭的な生活環境を子ど

もに与えるという理想から，援助者である一

組の夫婦と複数の児童が，小舎で共に生活す

るという形態をとるものである。留岡は家庭

に恵まれずに非行化した児童に代替の家庭を

提供することが感化教育施設の重要な役割と

したのである。

　しかし，このような家族形態に沿った施

設の「小舎夫婦制」という運営形態は，高度

成長以後の家族が核家族へと変化したという

点において，社会一般の家族とは大きく乖離

しているともいわれてきた。また，施設運営

の視点からも，夫婦制という厳しい労働条件

を指摘する声もあがっている。こうした議論

は歴史的にも，「交替制」へと移行が始まっ

た昭和 40(1965) 年前後から続いているが，

現在にいたるまで，全国の運営上の「小舎夫

婦制」の廃止傾向は続いている。平成 18 年

（2006）に厚生労働省が発表した「児童自立

支援施設のあり方に関する研究会」によれば，

施設創立時は全体の 64.9％だった「小舎夫

婦制」は，平成 16 年度（2004）には 39.7％ま

で減少している。それにもかかわらず，「家

庭学校」型に代わる施設像はいまだはっきり

しない段階にあるという。

3. 生活寮内部の中卒児処遇の営みとは

　以上のように，現在の児童自立支援施設は，

①入所側である児童の多様化と，それにとも

なう②支援側である施設機能の検証と変容と

いう課題にさらされている。こうした課題に

取り組みながらも施設職員は，日々入所児童

へ支援を施しているのだ。それは寮の職員は

複数名であったとしても，処遇の合理性を担

保しつつ，さまざまな児童に応えられるよう

に工夫しなくてはならない。さらに処遇対象

者が中卒児であれば，彼らの目前にある社会

への参加を視野にいれることが必定になる。

　それでは今日，児童自立支援施設の特に生

活寮では，何を重視し何が営まれているのだ

ろうか。また，何が課題とされるのだろうか。

　そこで，ある施設の男子寮における中卒児

処遇の生活指導実践に筆者自身が参与観察す

ることで，いかようにして現場では処遇の生

活指導実践がなされているのか，あるいはこ

の組織のなかで，どのように「自立」概念が

共有され評価されていくかに注目した。

Ⅱ　調査対象，方法，実施期間：Ｘ施設男子

　Ｙ寮での中卒児処遇の参与観察

1. 施設の概要

　本研究での対象は，児童自立支援施設の

Ｘ施設である。全国に 58 ヶ所ある施設のな

かでも，比較的に規模が大きく，生活寮は約

10 ヶ寮あり，うち中卒児寮が男子・女子そ

れぞれ 1 寮ずつ設置されている。各寮の定

員は十数名ずつで，入所者数はＸ施設全体で

最大 150 名を超える。基本的に生活寮の職

員は，男女をおりまぜた各 5 名ずつであり，

入所児童と「枠のある生活」の中で，24 時

間の交替制勤務を実施している。

　また，Ｘ施設は全国に先駆けて中卒児支援

を行っており，中卒児のみの自立支援寮（中

卒児寮）を設置している。全国的に中卒児寮

は，10 ヶ所の施設に設置されている程度で

あり，それ以外の施設では小・中学生と同じ

既存の寮舎の中で処遇していることが多い。

　その独立した中卒児寮では，「進学」と「就

職」というそれぞれの進路選択に応じて施設

内で処遇が行われている。義務教育終了児童

である中卒児については，中学校とは別に施

設に高等部を設けてあり，さらに施設外の高

校などへの通学も継続中である。

　今回のフィールドは，そのＸ施設の男子中

卒児寮（Ｙ寮）である。Ｙ寮は 10 月時点以

降の中学三年生と中卒児が入所しており，十

数名の男子児童たちで構成されている。その

内訳は，①施設内に設置された中学校や高等
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部に通う児童，②一般の学校に通学する高校

生（全日制及び定時制），③特別支援学校に

通う児童，④就職を前提とした就職生の四つ

に分けられる。当中卒児寮職員は寮長をはじ

め，男性職員 3 名と女性職員 2 名の計 5 名で

ある。

2. 方法

　Ｙ寮における参与観察は，児童自立支援

施設（Ｘ施設）の協力を得て，2007 年 8 月

13 日から 2008 年 12 月 1 日現在まで 51 回

実施しており，現在も継続中である。この参

与観察は，「入所した児童を対象とした学習

ボランティア」としての活動を通して行って

きたものである。この学習ボランティアはＸ

施設としても初の試みであり，平成 19 年度

(2007) から始まった。

　高等部の児童の他に，高校や職場実習に

通っている児童がほとんどであるので，彼ら

が帰寮する 16 時から就寝の 21 時頃までを

中心に，通常は週一回，およそ 19 時から 21
時半頃まで生活寮を訪問し，学習ボランティ

アをしながら参与観察を続けている。

　なお，調査にあたって作成したガイドライ

ンに沿いながら，個人情報の取り扱いも含め

てデータの管理には十分注意した。具体的な

調査方法は，施設側から許諾を得た方法であ

る，①学習ボランティア活動を通しての参与

観察，②中卒児寮職員ら（正規 5 名・補助 1
名）への指導内容や生活指導の確認も含めた

インフォーマルな聞き取り，③参与観察を通

して得た背景知を用いた，中卒児寮職員ら 6
名へのインタビュー（各 25 分から 1 時間 15
分まで），④施設や寮内にある資料や処遇マ

ニュアルの閲覧などを通して，処遇現場に根

ざした分析を試みた。

Ⅲ　結果および考察

1. Ｘ施設の児童処遇プログラムの分析

（1）児童処遇プログラムの概要

　Ｘ施設全体としての，児童の処遇の内容に

関するシステムとしては，「Ｘ施設児童処遇

プログラム」というものが存在する。これは

平成 10 年（1998）の児童福祉法の改定にと

もなって，教護院から児童自立支援施設へと

変わったその数年後に，導入されたものであ

り，児童一人ひとりに見合った自立支援のあ

り方を検討し確認するとともに，その目的に

向かって複数名の職員が連携するための，Ｘ

施設独自のプログラムである（図１）。

　まず，児童それぞれには，「児童評価表」
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と「児童自立支援計画票」が作成される。こ

れらは何度も作成され，児童の把握と職員の

すり合わせに使用される。

　「児童評価表」（後述）とは，日々の児童の

生活を観点別に評価しているものである。そ

してこの「児童評価表」に基づいて，「児童

自立支援計画票」が作成される。そこには，

児童の措置理由から指導方針などが記載さ

れ，退所に向けての児童の課題に応じた処遇

計画が書かれる。そして児童一人ひとりにつ

いて，この「児童評価表」と「児童自立支援

計画票」をめぐって，定期的に①「一斉寮会議」

（各寮で原則毎月）と，②「援助方針会議」（施

設全体で年三回）で再評価・再検討がなされ

るのである。特に「計画票」は，学校や児童

相談所などの関係機関にも伝えられ，連携が

図られている。

　ちなみに，施設と学校との連携では，両者

の情報交換とコンセンサス形成のために，さ

まざまな段階の細かなすり合せが行われてい

る。①月一回の「学校・寮連絡会」，②毎月

行われる「事業運営連絡会」，③年二，三回の

「学校運営協議会」である。

　なお上記以外に，児童について行われるも

のとしては，年 3 回の学期毎に児童の様子や

成績などについて意見交換する場である「拡

大学校・寮連絡会」と，児童の退所時に関係

機関と連携や検討が必要なケースに行われる

「ケース会議」がある。

（2）「自立支援評価基準表」の項目内容

　「児童評価表」は，「児童自立支援計画票」

の基となり児童の処遇の根幹にかかわるもの

である。評価内容は①「基本的生活（社会的

生活習慣）」，②「対人関係」，③「生活」，④「情

緒」，⑤「勤勉」の 5 つに大別でき，さらに

それぞれ精緻化され，全部で 20 項目に分か

れており，「自立支援評価基準表」には項目

すべてに 5 段階の評価基準を設けてある。

　これは平成 13 年（1992）に「児童処遇プ

ログラム検討プロジェクト」が立ち上がった

際に，施設職員や，特に生活指導の担い手で

ある生活寮職員が集まって作成された。

　以下，その内容を「自立支援評価基準表」

の項目別にカテゴリ別にあげていくと，①「基

本的生活（社会的生活習慣）」にあたる「身

辺整理等」・「物品管理」・「清潔衛生」・「服装」・

「挨拶等」・「食事マナー」・「偏食」，②「対人

関係」に分類される「集団行動」・「個人行動」・

「職員」・「保護者」，③「生活」の「正直」・「ル

ール」・「責任感」，④「情緒」の「感情」・「自

主性」・「向上心」，そして⑤「勤勉」カテゴ

リの「運動」・「作業」・「学習」である。

（3）「自立支援達成目標」

　先の評価の基準となる「自立支援評価基準

表」と対になるものに，「自立支援達成目標」

がある。これは入所から退所までの「前期」・

「中期－Ⅰ」・「中期－Ⅱ」・「中期－Ⅲ」・「後期」

の 5 段階の局面に応じて，先の 20 項目のそ

れぞれの具体的な目標が明記されている。

　その段階別の目標内容の大意をまとめたも

のが，図２の「入所から退所までの自立支援

達成目標」である。その内容を眺めてみると，

「自覚」と「行動の変容」との二次元で整理

できる。児童たちは，まず生活寮に入所した

ところで，常識的なあり方や基本的な対人態

度を学ぶところから始まる。彼ら自身の問題

行動が，習慣のレベルを越えて身体化すらさ

れている自分の言動の振る舞いを，寮職員の

指導を受容することで，気づかされていくの

である。それは主に入所して三ヶ月の「前期」

に行われ目指される。

　しかし，その指導によって，自分の振る舞

いを自覚したとしても，それを行動に移すこ

とは非常に困難である。それは自分の意志と

はかかわらず，問題ある振る舞いは，習慣化・

身体化されているものが多いからである。そ

こで「中期」では，その自覚による自らの行

動の変容を試みているかが，課題とされるの
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である。

　そうして自覚があった上に行動が変わって

いき，新たな習慣として身につけることが目

標とされる段階になる。それが退所の 3 ヶ

月前からの「後期」の目標設定となるのだ。
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2. Ｙ寮（中卒児寮）の生活指導の実際と考察：

　効果的に児童評価表を用いる中卒児処遇

　このような児童処遇プログラムに基づい

て，自立達成目標に向けて児童らは退所をし

ていくのであるが，それはいかようにして営

まれているのだろうか。

　ここで図３を見ていただきたい。平成 18
年度の退所児童の措置解除理由である。大別

すると①生活形態と②進路形態とで整理でき

る。①の生活形態では，図３では括弧で示さ

れているが，「家庭（復帰）」・「養護（施設）」・「そ

の他」・「自活」・「他施設」の順の割合である。

そして，いずれも②の進路形態別でみても，

そのトップは全日制・定時制を問わなければ

「高校進学」なのである。

　この統計からも明らかなように，高校進学

という中卒児への関わりが注目されよう。そ

して，これは施設における教育保障が担保さ

れた例であるとも考えられる。では，寮内の

どのような営みによって，高校進学が可能に

なり維持されているのだろうか。

　中卒児寮の独自の注目すべき処遇方法とし

て，Ｙ寮では「Ｘ施設児童処遇プログラム」

をもとに，独自の「児童評価表」（表 1）を作

成し用いる生活指導が行われていた。その特

徴は，①複数の施設職員らの細かなすり合わ

せによる客観性を確保した評価方法，②多様

な入所児童や状態に応じて承認を保障した段

階的な評価システム，そして，③自立支援の

道具としての「児童評価表」である。

　それでは次に，施設内でのさまざまな統計

や施設職員へのインタビュー，実際の参与観

察などのデータを提示しながら考察する。

（1）交替制職員の豊富な質的データと細か

　なすり合わせによる評価数値

　筆者の学習ボランティア訪問時に，次のよ

うな場面に何度も立ち会うことがあった。そ

れは，職員が待機する公務室にて，児童に対

して職員同士がどのような方針でどのように

関わるかといった，児童一人ひとりの何気な

い細かな状態への働きかけと，その合意形成

をする場面である。例えば，その様子は次の

ようであった。

【観察記録メモ】より

　学習時間が終わった寮の公務室にて。児

童らは自由時間なので，ホールでテレビを

見ている。その様子は公務室の窓から見え

るようになっており，二人の先生がさまざ

まな仕事をこなしながら話をしている。A
先生「あれ，××（児童の名前），あんな

に貧乏ゆすりなんかして」，B 先生「××，

さっきの学校の件で，いらいらしているみ

たいで」，A 先生「それはどんなことで」，

B 先生「…（事情を説明する）ってことら

しいです」，A 先生「そっか，そりゃちょ

っとお話しなきゃだな」。

　公務室とは，施設職員が普段待機している

場所で，書類作成などの仕事を行う場である。

基本的には児童は，許諾を得ないと立ち入り

禁止である。この公務室は生活寮の中心に位

置し，そこには大きな窓が設置しているため，

部屋からは児童らが生活する様子をいつでも

見ることができる。ここには，言葉では言い

表せない次元からも，また，施設職員の前で

は見せないインフォーマルな児童の様子をも

把握していることがわかる。

　さて，先に話題にあがった児童はこの直後，

公務室にて A 職員とその「学校の件」につ

いて会話を交わす機会を設けられることとな

る。こうして職員らは，児童たちの生活丸ご

とを把握するようにしているだけでなく，あ

る出来事や言動などからもすぐに児童とも応

対をし，常にすり合わせを行っていく。では，

こうした細かな出来事をどのように共有して

いるのだろうか。

　Ｙ寮では５名の施設職員が交替で勤務して

いるため，児童の情報や様子を職員全体で把

握することを目的とした，さまざまな書類を

毎日作成している。宿直当番の職員は，児童
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の様子や処遇を綴った「日誌」と，児童の予

定や事務連絡などを記載した「引継ぎ簿」を

記入することになっているのだ。さらに児童

一人ひとりに，「育成の記録」という書類も

作成している。児童自らが記述するものとし

ては，「学校用日記」と「生活記録」がある。

職員はこれらの一つ一つに目を通しコメント

をつけて返却するのである。

　上記の書類は，職員はいつでも閲覧可能に

なっており，毎日，職員が交替する際に行わ

れる引継ぎ時においても用いられる。こうし

た日々，児童と生活まるごと共にしてつけら

れる，豊富で記述的な質的データによって，

児童全体の把握と職員同士のコンセンサスが

なされているのである。そしてこのすり合わ

せを基にして，Ｙ寮では月に一度，児童一人

ひとりについて，その処遇の目安として，「自

立支援評価基準表」の 20 項目それぞれに，

数値をつけるのである。

　こうして，５人が出した数値の代表値を

「児童評価表」（表１）に記入していく。この

方法の利点は，複数名の職員の見立てから数

値化されるので，総合的な評価の妥当性・信

頼性を担保でき，寮内において正当性のある

評価がなされることである。豊富な質的デー

タと日々のすり合わせもあり，５名の職員の

評価が大幅にずれることはほとんどないとい

う。これは，いったん数値化するという点に

おいて，実際の夫婦で運営する小舎夫婦制が

陥りやすい評価の不透明性や，児童に対して

の不文律的かつ曖昧な指導方法を回避し，言

語化などの客観性を担保した方法なのだ。

　同時に，こうした家庭モデルではない交替

制による生活指導は，実際に入所してくる児

童の保護者の状況の経年変化にも，対応した

方法なのである。実際，Ⅹ施設内の資料によ

れば，入所児童の保護者の状況のトップは，

昭和 60 年度は入所者男女ともに「両親」と

もにそろっているケースだったが，その数は

徐々に減少し，平成 19 年度では男女ともに

「ひとり親」である場合と入れ替わっている。

こうした退所後の児童の状況を鑑みたとき，
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夫婦そろって関わるという家庭モデルの代替

としての施設経験よりも，複数名の職員が言

語化を通して指導するという関わりは，現在

的な退所後の生活を想定しており，より児童

にとって適した生活指導と言えよう。

（2）入所から退所に向かって段階的にあが

　る評価システム

　このようにして記入される「児童評価表」

は，この「自立支援評価基準表」にある 20
項目の評定平均が 3.5 以上の児童を，責任あ

る主体と認めるというひとつの基準となる。

言わば，児童たちにとって，評定平均が 3.5
以上になることは，ある程度認められること

であり，「枠のある生活」の「枠」が徐々に

広がることなのである。

　しかし入所する児童は，前述したように①

高等部児童，②一般中高校生，③特別支援学

校生，④就職生とさまざまである。非行性が

強く，いわゆる躾の対象になるものもいれば，

軽度発達障碍を持ったものもいる。単純に「で

きる・できない」の評価でつけてしまうと，

すぐに 3.5 以上になる場合や，なかなかあが

らない場合があることは当然ともいえよう。

　こうした多様な入所者を，一律に評価する

ことは難しい。そこでＹ寮では，学園全体の

方針でもある一般寮でも用いられている「児

童処遇プログラム」の５段階評定を，中卒児

寮に見合うように工夫している。具体的には，

その評価の最高値３から始めて，徐々にあげ

ていく方法を採用しているのである。

　そして，入所しての二ヶ月間は，児童の様

子をみる期間として，数値ではなく「○」や

「△」などの記号で評価をしていく段階を設

けている。これは言わば，数値すらつかない

時期なのである。では児童たちにとって，こ

の時期とは，どのような経験なのだろうか。

ある男児児童は，入所時のことを振り返って，

このように語っている。

【会話記録メモ】より

児童：ここ来たとき全然イメージ違うから。

オープンで。カンベ（鑑別所）から来たから，

ここイコール，カンベみたいに思ってて。

筆者：こっちの方がいい？

児童：全然，こっちの方がいいっす。向こ

うは本当に一人っきりって感じですもん。

（…）あそこはぶっちゃけ意味ないすよね。

こういうところの方がキますね。

筆者：どのへんが，グッとくるのですか？

児童：時間的にとか長くいると（…），ふ

としたときにチョー家帰りたくなったりと

か，懐かしくなるんすよ，そうなるとめっ

ちゃ，キますね。（…）でもこういうとこ

ろに来るまで，こんな人たちに会ったこと

なかったから，ホント良かった。

　彼は家庭裁判所送致で入所したのだが，こ

こでは少年鑑別所の経験と比較をして，児童

自立支援施設での入所直後の経験を語ってい

る。鑑別所は一人きりで，辛かったと語る一

方で，その経験は「意味ない」とも言い，施

設のほうが「キます」と述べている。その「キ

ます」という言葉を「児童自立支援施設は意

義ある体験」と解釈した筆者が，「どのへん

が，グッとくるのですか？」とぼかすように

聞き返すと，児童は，施設での生活は「利く」

と改めて教えてくれるのである。

　つまり，閉じられていて短期間である鑑別

所とは違って，オープンで長期間生活するこ

こでの生活は，かえって自分に任されている

分だけ，「意味がある」体験で「利く」とい

うのである。同時に，この児童にとってここ

での経験は，今まで味わったことのないよう

な生活であり，そこに戸惑いもあることを伝

えているのである。

　この点において，児童らにとってこの時期

で最も最優先とされているのは，評価をつけ

られることよりも，この施設の生活自体に慣

れていくことと分かる。また，「こんな人た

ちと会ったことなかったから，ホント良かっ



36 国立青少年教育振興機構研究紀要，第９号，2009 年

た」と彼が語るように，評価よりも人として

の出会いや信頼関係こそがこの時期重要であ

り，ここには，無条件の「受容」だけにとど

まらない，責任ある個人の営みの結果として

の「承認」の形成が見て取れるのである。

　こうして寮生活の三ヶ月目からは，施設職

員は，最高値３での評価を数値でつけていき，

評定平均の３が安定してきたら，次の段階へ

すすむといった方法を駆使している。そうし

て児童の様子や外部条件によって，その評価

方法の期間や段階を変えていくのである。

　こうした承認を保障し，あえて評価をしな

い時期を設定することは，児童にとってどの

ような変化を及ぼすのだろうか。以下のもの

は，家庭裁判所送致で入所したばかりの，あ

る同一の男子児童の変化について，記録した

ものである。

【観察記録メモ】より

学習時間。（施設に）入ってきたばかりの

男の子。体格もがっしりしており腕っ節が

強そうである。挨拶しても返事はなく，眉

毛を抜いているせいか，表情も読み取れな

いだけでなく硬い。資格試験に向けて勉強

をしているようだが，テキストを開いても

手につかない様子である。「どうですか」

と話しかけても，こちらを覗うような眼差

しで，「はあ」と生返事を繰り返している。

　この児童は，高等部で薦められた資格試験

のテキストを広げ，学ぶこと自体に興味もな

いような様子で，その時は明らかに怠けてい

た。また，この観察当日，歌をうたってはし

ゃいでいる他の児童を，「うるせえんだよ」

と怒鳴り飛ばす場面もあった。その後，入所

後間もないことから，虚勢を張っていた彼は，

寮の約束事を守らなかったことにより，個別

での指導を受けることとなった。

　しかし，その後，彼の様子に変容がみられ

るのである。その契機となったものに，前述

の資格試験の合格があげられるだろう。施設

職員が言うには，「漢字の読み書きもできな

い」状態の彼が，「高校卒業程度」の試験に

合格するのである。彼は学習ボランティア時

に，次のようにその時の経験を語った。これ

は前掲の観察記録メモから，二ヶ月後の記録

である。

【会話記録メモ】より

筆者：××さんを，何がそこまで駆り立て

たんですか。

児童：その時に地域のスポーツ大会があ

って，その試験当日に，それを優先してま

で試験を受けに行ったんですよ。それが 2
週間ぐらい前からわかっていて，受からな

きゃ，みんな出られなかったのが意味ない

ので。

筆者：そういうプレッシャーもあり，追い

込んだわけですね。

児童：結構悪さっていうか評価も悪かった

ので，ここで挽回しなきゃって思って。

筆者：（…）でも，顔つき変わりましたも

んね。

児童：受かったから，自信がついたのかも

しれないです。

　彼が「必死」になった理由として，「（寮の）

みんな」のまなざしが気になると語っている。

ここには，十分な人間関係が形成されている

ことの証であり，「承認」への希求がうかが

える。そうでなければ，周りは関係ないとし

て投げ出すことも可能であったはずである。

　これは，寮全体に通低する「承認」という

システムが彼を支えたともいえよう。この文

脈において，数値はつかないにせよ，個別指

導という失敗も大きかったと語るあたりも，

ここでの「指導」や「評価」とは「承認」と

いう空間を支える道具として使われているこ

とが分かるのだ。

　そうして施設職員は，「児童評価表」には，

「○」や「△」の段階を経て，次は数値化す

るかたちで，徐々に細かく数評価をつけてい

く。これは入所児童の状態によって，調整さ

れる。この方法であれば，少なくとも入所し
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てからの数ヶ月は，どんな児童であっても，

「枠のある生活」での処遇をうけることとな

り，多様な入所児童であっても処遇の個人差

も出にくく，公平な生活指導になるのである。

　こうした中卒児寮独自の，児童の状態に沿

うような承認における段階式の評価方法は，

どのような効果があるだろうか。中卒児寮独

自のこの方法を採用したのは，平成 14 年度

からであるが，それ以前と現在までの「目標

達成率」を比較してみよう。

　図４は，施設の年報と事業概要から「目

標達成率」を割り出して，それぞれの年度に

おける児童の在所期間とその達成率を作図し

たものである。ここでいう「目標達成率」と

は児童の在籍状況とそれぞれの入所期間ごと

の，児童人数分の目標達成者数の割合である。

　左図は昭和 58 年度から平成 4 年度まで，

右の図は平成 14 年度から 19 年度までのも

のである。一見してもわかるように，右の

目標達成率のほうが，入所期間に比例するか

たちで目標達成率が上昇していることがわか

る。また，全体的に在所期間の長期化も読み

取れる。

　もちろん，「目標達成」とは何を指すのか

は，時代の変遷によってゆらぎはあるといえ

よう。しかし，興味深いのは，左図をみても

気づくように，「４年未満」という入所期間

だとしても目標達成できずに退所する児童が

多かったことである。つまり，かつては単純

に施設内経験が長いだけでは，目標達成がで

きなかったのである。これは何を意味するの

か。

　次に現在の退所（措置解除）のもっとも高

い理由である，高校進学という現象に注目し

ながら，こうした方法による Y 寮の中卒児

の生活指導の実際と，その結果から考察した

い。

（3）「児童評価表」を道具的に用いた生活

　指導

　こうして作成された「児童評価表」は，月

に一回児童に提示されることとなる。ここで

興味深いこととしては，この「児童評価表」

を生活指導に活かしながら，道具的に使って

いることであろう。寮長の言葉であらわせば，

この「児童評価表」を「せっかく作っている

のだから，（寮生たちの）やる気がでるよう

に使ってみよう」ということなのである。

　以下は，この「児童評価表」を取りまとめ

て，実際に児童たちに提示することが多いと

いうその男性職員へのインタビューである。

【施設職員インタビューメモ】より

職員Ａ：彼らにとって，これを見るたびに

「認められているな」という感覚が強くなる。

だって下がらないのだから。（…）学校の

成績は下がることもあるけれども，ここの
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成績自体は少しずつだけど上がっていく。

先生・他のみんなにも認められているんだ

って思える。やっぱり人間っていうのは認

められないと力が出ない。周りからそうや

って，評価されれば頑張ってやろうという

気にもなる。すごく悪かったけれども，入

所当時から比べると，「こんなに頑張って

いるじゃないか」というように話しかける

ことができる。認められるということはや

る気が出るということで，それは大きい。

　ここには，児童たちに「児童評価表」を提

示したときに，彼らは「認められている」と

思うと語られている。そして，この方法であ

れば，どんな児童でもよほどの生活の乱れが

ない限り，徐々に評定平均の数値はあがって

いく。このことに児童は「認められた」とい

う承認意識が芽生え，職員との信頼関係も増

すというのである。つまり，この「児童評価

表」とは，手段として活用し評価をつけるこ

とによって，児童たちのやる気を維持させる

ことが目的なのである。

　この承認を保障する生活指導は，施設外

の学校へ通いながら生活する中卒児にとって

は，どのような意味を持つのだろうか。以下

は，一般寮からあがって中卒児寮で生活をし

ている，ある児童をめぐる施設職員のインタ

ビューである。

【施設職員インタビューメモ】より

職員Ｂ：例えば，××君はすごく頑張って

いて，部活もやって生活もしっかりやらな

くてはいけなくて（…）そういう状況の時

に，「かけあおうか」といったことがあっ

た。そうしたら本人が，「いや違うんですよ。

そのために僕は 3.5 とって，お小遣いも持

って登下校で使えるようになってここまで

来たのですから」と。（…）こういうふう

に評価を自分の中で決めて頑張ってくれる

子がいる。（…）一般寮の時は，いろいろ

と厳しいこともあったけれども，Ｙ寮に来

れば，評価も明確だしこんな楽なことはな

い，と言っている。

　この男子児童は，施設外の高校へ通いな

がらも，部活動も一生懸命取り組んでおり，

その生活はたいへんに忙しく厳しいものであ

る。しかし，その児童は，段階的に認められ

てきた経験があるからこそ，今があると語っ

ている。このまま「生活の枠組み」を緩めな

くていいと言うのである。同時に，一般寮で

の生活との違いをも述べており，Ｙ寮独自の

段階別に明示しながら評価をしていく指導は

明確だとも述べ，ここに施設での生活を続け

ながら，学校へ通うということの児童たちの

動機を支える生活指導の効果が現れている。

　この方法は，平成 14 年度に施設の学校教
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育実施の一環として採用されたのだが，その

平成 14 年度からの中学校卒業生の状況は，

図５のようになる。

　一見しても男女合わせて，「進学」の伸び

が顕著であることが分かる。特に，平成 16
年度から 19 年度のそれぞれ進学率の割合で

は，79％（平成16年度），81％（平成17年度），

86％（平成 18 年度），80.8％（平成 19 年度）

と推移しているのである。

　この進学率の上昇という現象とは何か。つ

まり，児童の施設外通学を支える生活指導が，

この施設にあることを示しており，ここでい

う進学率の上昇とは，児童たちの承認空間の

保障の結果といえるのである。この「児童評

価表」は，児童の退所とともに全て破棄して

いるというが，まさに児童のための道具的な

「児童評価表」なのである。

Ⅳ　まとめと課題

　これまでみてきたように，Ｘ施設における

Ｙ寮の中卒児処遇の生活指導実践は，①交替

制による見立ての客観性の確保，②多様な入

所児童に柔軟に応じた評価システム，③自立

支援の道具としての「児童評価表」という三

つの特徴があげられる独自の処遇プログラム

であった。それは，多様な児童や職員の交替

制という現状にも応じ，中卒児における新た

な教育保障である，退所児童の高校進学率の

増加と維持に効果的なプログラムであった。

　そして，中卒児の教育保障という以上に，

従来のような「枠のある生活」という閉鎖的

な空間としてだけの施設ではなく，通学など

も含め外部との関わりを持ちつつ，徐々に児

童たちの承認空間を形成させるという点にお

いて，新たな自立支援としての施設のあり方

を提示しているといえよう。

　この処遇方法は，参加型自立支援計画の可

能性を示唆するものともいえ，このⅩ施設の

退所後に準備されているグループホームの存

在や，通所事業の関わりなど，検討すべき課

題は山積みである。さらなる検証のため，今

後の調査の継続と児童自身へのフォーマルな

聞き取り調査なども，これから必要だと考え

ている。

【別記】

　最後になりますが，ご協力いただいたＸ施

設・Ｙ寮の諸先生がた，そしてＹ寮の子ども

たちに感謝いたします。本当にありがとうご

ざいました。
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