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Ⅲ 不登校の子どもへの支援　～民間団体の取り組み～
Ⅲ 不登校の子どもへの支援

１. 開善塾教育相談研究所の取り組み

２. 家庭訪問から合宿へ～花子ちゃんの場合～

① 不登校・ひきこもりの青少年のための
　 家庭訪問と合宿

開善塾では保護者からの依頼があれば、全国どこにでも家庭
訪問をし、不登校の子どもやひきこもる青年の学校や社会への復
帰を目指した訪問相談を行っています。

訪問相談とともに行っているのが、毎月の合宿です。鮎の里で
知られる群馬県神流町にある元小学校の校舎で、週末や長期休
暇に子どもたちと寝食を共にします。合宿とはいっても特別なプロ
グラムはありません。

湧水でご飯を炊き、町特産の味噌を使った鍋を囲んだり、フラ
ンスパンを焼いてみたり、餃子を皮からつくってみたりと様々なこ
とに挑戦します。季節によっては、山菜を採りに行き、それを天
婦羅にしたり、川魚を採ってきて炭火で焼いたりすることもありま
す。あとは温泉に行ったり、読書にふけったり、トランプ遊びを
したりと、めいめいのんびり過ごします。

開善塾は民間の相談機関で、家庭訪問の依頼も、1年も2年も
学校を休んでいる中学生や、学校に行けなくなり、そのままひき
こもってしまった高校生、不登校になってしまった大学生など様々
です。中には5年も6年も家にひきこもっていた20代の若者もいま
す。親御さんから依頼のあった家庭を何度も訪ね、一人一人と仲
良くなって、学校復帰や就職を目指します。

② 復帰前の３つのトレーニングとは？

長期間にわたって、家族以外の人との交流がなく過ごした子ど
もにとって、学校復帰を果たしても、通い続けることは簡単なこ
とではありません。友達とのコミュニケーションがうまくいかなか
ったり、授業に出ても内容が全く理解できなかったり、体力や精
神力が持たなかったりするためです。

学校や社会に復帰する前に、小さな集団での合宿生活を送っ
て、復帰前のトレーニングを行う！トレーニングの目的は、昼夜逆
転生活からの脱出、主体性を育てる（これは自分のことは自分です
る力のことです）そして、創造力を育てる（これは例えば食事をつ
くるといった力です）といった主に３つのことです。

そして、一人一人の子どもに自信を持たせることを目指します。
そのトレーニングには、親元を離れ、ちょっと不便な自然の中で
寝食を共にする合宿を行うことが理想的なのです。

③ 家庭訪問や合宿で変わる子どもたち

長い間ひきこもる子どものいる家庭では、うちの子にはたった
一泊の合宿でも無理ではないかと思われる親御さんは少なくあり
ません。しかし、すぐには無理でも、家庭訪問を繰り返し、誘っ
ていくうちに子どもの中に「今
のままではいけないな。合宿に
参加してみようかな」という気
持ちが芽生えたりします。中に
は合宿に参加せずに、家庭訪
問だけで、学校や社会に戻って
いける子どももいます。

しかし、合宿に参加した子ど
もたちは仲間との出会いや別れ
を繰り返して成長していきます。

そして、学校や社会へ復帰した
後に、つらいことがあっても、何か踏ん張れるというか耐える力がつい
ているように思います。２年にわたり、学校を休み、ひきこもっていた
子どもが家庭訪問や合宿で、どう変わることができたのか花子ちゃ
んの事例を挙げてみたいと思います。

（１） 家庭訪問の始まり

① 不登校になった花子ちゃん

花子ちゃんは中学1年の二学期から学校を休みはじめました。
部活動での友達との関係がこじれたことがきっかけでした。休み
始めて一か月後、担任でもあり顧問でもあった先生が、同じ部活
動の生徒たちを連れて玄関まで訪ねてきましたが、花子ちゃんは
会うことができませんでした。その後花子ちゃんは、完全にひき
こもるようになり、お正月に親戚と過ごす他は、家族以外の人と
会うこともなく、中学3年生になりました。

それまで、母親は市の相談センターに足を運び、担当者から「お

子さんを連れていらっしゃいませんか」と言われていましたが、花子ち
ゃんがセンターに行くことをとても嫌がり、とうとう家から連れ出す
ことができませんでした。花子ちゃんの両親は、高校進学のことが
いよいよ心配になり民間の研究所に相談に行くことにしたのです。

② 花子ちゃんを動かした両親の言葉とは？

まずは両親が揃って訪問相談員と面談をしました。家で長い間
過ごしていた花子ちゃんは相談員が来ることを嫌がりました。しか
し、それに対しお父さんもお母さんも花子ちゃんに言いました。「花
子のことが心配なんだ。花子の話を、相談の先生に聞いてもらっ
てみたらどうだろう。一度会ってみて嫌だったら、自分で断ったら

いい。」最初は強く拒否していた花子ちゃんでしたが、しまいには
お父さんの言葉を泣きながら黙って聞いていました。

長い間ひきこもる生活をしていた子どもの多くは担任の家庭訪
問も嫌がったりします。それは、「なぜ学校に来ないのか？」「毎
日何しているの？」と聞かれることが怖かったり、また学校を休
んでいることを叱られるかもしれないと恐れる気持ちを持っていた
りするからです。そういった子どもの家庭訪問をするときには、
事前の両親との打ち合わせがとても大事です。花子ちゃんの場合
も、子育てに自信を無くした両親は、花子ちゃんが家庭訪問を
嫌がったらどうしようかと悩んでいました。これは不登校の場合、
親が子どもに対し、腫れ物を扱うように接してしまっている家庭で
はよく見られるケースです。訪問相談員は花子ちゃんの両親に話
の内容や言い方も具体的にアドバイスしました。

③ 家庭訪問開始時に大切な３つの大事なこと

大事なことは、第一にお父さんお母さんが子どものことを心配
していることをしっかり伝えること、第二に相談の先生の話を聞
きなさいというのではなく、あなたの話を聞いてもらうのだと子ど
もがはっきり認識できるよう伝えること、第三に、どうしても嫌だ
ったら、もう来ないでほしいと自分で会って直接断ってもよいと我
が子に話すことです。

この三つの事柄を親が覚悟をもって、しっかり伝えると子どもに
も親の思いが伝わるようです。親御さんには覚悟を決めてもらうこ
とがとても大切です。なぜなら、子どもが泣いたり暴れたりするこ
とで、親の方が動揺してしまったら、子どもは自分の気に入らない
ことを拒否するには、泣いたり暴れたりすればいいのだと学習して
しまうからです。その点を面接で両親にしっかり認識してもらい、
事前に親から子どもにきちんと話をしてもらうことで、いよいよ家
庭訪問となるのです。

ちなみに現在に至るまで、もう来ないでほしいと子どもがはっき
りと断ってきたケースはありません。またもし仮に、断ってきたと
しても、それだけはっきりと意思表示ができる子どもとは具体的に
話をすることができるケースが多く、その時に、その子が知りたい
情報を教えたりすることで、次の家庭訪問につなげる、あるいは
担任の先生にバトンタッチをすることが可能になります。子どもの
気持ちを尊重することは大事ですが、大人の側から、まず子ども
にアプローチすることが重要なのです。

（２） 子どもの大切にしているものをほめよう

① 花子ちゃんへの最初の言葉

家庭訪問当日、夕方4時ごろ起床するようになっていた花子ちゃ
んのもとを、土曜日の夕方6時ごろ、相談員は訪ねました。花子
ちゃんは部屋に入ってきた相談員を、緊張した様子で迎えました。

相談員は、すぐに部屋のポスターの浜崎あゆみに目を留めて
「歌、うまいよね。可愛いしね。」と言いました。すると花子ちゃ

（３） 親の気持ちを変えるアドバイス

① 昔の写真を片付ける

５年も６年もひきこもっている20代の若者の家庭訪問をする
と、その子の写真が居間などに飾ってあることがよくあります。本
人は20代のはずですが、写真は七五三の時のものであったり、
幼稚園や小学校時代のものであったり、とにかくその子が活躍し
ていた昔の写真が飾ってあることが多いです。

親の中には「昔はかわいかった」「いつかきっとこの子は立ち直
ってくれるはず」という思いがあります。昔の写真を見て、よい時
代を思い出すと元気が出ると言った親御さんもいます。しかし、
子どもにしたら、過去の写真は「昔はよかったのに」と親に言わ
れ続けているようで苦しいわけです。

んの緊張が少し緩んだようでした。「私も車でよくCDを聞いてい
るのよ」と相談員が言いました。花子ちゃんは声が出ず相談員の
言葉にうまく返すことができませんでした。しかし、花子ちゃんの
目が一瞬輝いたことを相談員は見逃がしませんでした。

② 30秒以内が勝負

長い間ひきこもっている子どもの部屋に入った時、こころがけ
ていることは、30秒以内に子どもが大切にしている物を見つけて
会話を始めることです。

それは何を意味するのか。たとえば、母親から事前に子どもは
イラストが上手いという情報を得ていたとします。そこで、実際に
会った時には子どもにイラストのことをほめたくなりますが、それは
しないようにします。なぜならば、多くの不登校の子どもたちは、
自分のことを学校に行くことができないダメな人間だと思っていま
す。とても自己評価が低いのです。そのため、本人にすれば学校
にも行けずイラストを描いていることは決して自慢できることでは
ありません。中には、学校を休んでイラストばかり描いていると指
摘されたかのように感じてしまう子もいます。しかし、例えば、その
子の大好きな歌手を「歌がうまいね！」とほめれば、子どもはまるで
自分がほめられたかのようにうれしそうです。

自信のない子には、その子に直接触れる事柄をほめるより、ま
ずはその子の大切にしているものをほめて、関係をつくっていく方
が仲良くなれる、家庭訪問の経験から学んだことです。

しかし、花子ちゃんのように家庭訪問一回目から会える子ども
ばかりではありません。逃げたり、隠れたりする子どももいます。
その際もっとも大切なことは、子どもの顔をつぶさないように気を
つけることです。「また来るね！」と声をかけ、さっと引き上げるこ
ともあれば、その子どもが興味を持ちそうなマンガを一冊、部屋
のドアの前に置いて、帰ってくることもあります。その子とつなが
るようにあの手この手その手を考えながら、家庭訪問を続けます。
そして、同時に、親が失望したり、子どもを叱ったりしないよう、
親御さんを支える面談を繰り返すのです。
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３. 初めての合宿～花子ちゃんの場合～

ら、釣りができるよ！温泉はいいよ！サルが裏山に遊びに来るよ！
フランスパンを一緒に焼いてみようか？星を見に行こうか！料理を
教えてあげようか？マンガ部屋があるよ！その他、少数にはなりま
すが、勉強を教えてあげるよと誘う場合もあります。子ども一人一
人の興味関心に合わせて、話をしながら誘います。

料理をしたことがない子であっても、教えてあげるよと言うと、
興味を示したりします。何かできるようになりたいという気持ちを
どの子も持っているようです。家庭訪問から合宿に参加
するまでに時間のかかる子もいますが、何度も誘ううちに
子どもの気持ちがだんだん傾いていくのがわかります。

③ 合宿に来られた！という達成感

昼夜逆転がなかなか直せない花子ちゃんも、夏休みに
なって、合宿に参加することができました。一睡もできず
に車に乗り込んだ花子ちゃんは途中車酔いでたいへんな
思いをしました。そのために、山道を休憩しながら、ゆ
っくりと車で移動し、合宿所に着いたとたん、ふとんを
敷いて横になりましたが、それでも、慣れるまでには合宿
所に来られた！と達成感を持ったようでした。

そこで、親御さんには飾っている昔の写真や賞状などを片づけ
ることを提案したりします。そして、今日から何をするか考えてい
きましょうと話します。もちろん写真を片付たら、すぐに子どもが
変わるというわけにはいきませんが、大切なのは、まず親から気持
ちを変えていくということなのです。

② 食卓のおかずを片付ける

同じようにひきこもっている若者の家庭でよく見られるのが、お
かずなどが24時間、常に食卓に準備されている光景です。子ども
と顔を合わすことがなく、夜中にトイレを流す音やテレビの音が聞
こえてくることから、我が子の様子がわかるといったような家庭を
訪問した際によく見られます。

母親は子どもの栄養不足を心配し、食事を用意して食卓に置き
ます。しかし、それをひきこもった子が食べるかというと、ほとん
どの場合、食べることはありません。買い置きしたカップラーメン
が減っていくというのが現実です。

常に食事が準備されている食卓は、結果的に、いつ起きても、
いつごはんを食べてもいいという親からの間違ったメッセージとし
て、子どもに伝わってしまう可能性があります。そこで、食卓のお
かずは片づけることを提案します。そして、例えば、子どもとの会
話をメモに頼っていた親御さんには、部屋に入り、子どものそば
まで行って、「明日からは朝ごはんは７時から８時、昼は12時から
13時、夜は７時から８時の間に食べよう。その時間以外は自分で
食べてね」と直接子どもに話しかけるようにアドバイスし、実行に
移してもらいます。

このように、親御さんと面談をしながら、ひとつひとつ家の中
の様子を当たり前なことを守る日常に変え、健全な状態にしてい
くのです。すると徐々に家庭の中の様子が変わり、雰囲気も明る
くなっていくのです。

③ だめなものはダメ！・・・
　 叱られたい子どもたち

不登校、ひきこもりの青少年たちの中には、まるでホテルに住
んで、お母さんやお父さんという召使いをかしずかせているかのよ
うな生活を送っているように見える子どももいます。例えば食べた
い物は子どもがメモに書き、それを受け取ったお母さんは買って届
けるという関係になっています。あるいは子どもの好きなマンガ雑
誌の発売日が来ると、お父さんが必ず買ってくる。買ってこないと
子どもが怒って家の中の物を壊すというケースもあります。厳しい
ようですが、親が腫れ物を扱うように子どもに接することで、我が
子を暴君にしてしまっている家庭が少なくないのです。
「不登校になったのは、お子さんが深く傷ついているからで、今

はお子さんの言うとおりにしてあげましょう。まずは癒しを与えま
しょう。そして、エネルギーが溜まるまで待ちましょう」というよ
うなアドバイスが親になされていることもあります。

しかし、子どもは間違ったことをした時には、お父さん、お母

さんに叱られたいのです。親がまずはだめなものをだめと感情的
にならずに説明できるようなる必要があります。相談員は細かく
親子の生活の様子を聞きながら、親が子どもに腫れ物を扱うよう
な接触方法をやめ、感情をぶつけたりしないで、働きかけること

ができるようアドバイスをしていきます。

（４） 花子ちゃんが合宿に参加するまで

① 自分のためだけに会いに来る人が
　 いるということ

花子ちゃんの家でも、祖母や両親が腫れ物を触るように接して
いました。その結果、花子ちゃんは思い通りにならないと荒れまし
た。そのため兄弟からも、わがままな末っ子と言われる毎日でした。

そんな花子ちゃんでしたが、相談員の訪問によって、表情が明
るくなってきました。他の家族にではなく、自分だけのために会い
に来る人がいるということで、花子ちゃんの気持ちをだんだん前
向きにさせていったのでした。

ある夜、花子ちゃんの家に相談員がふらりと立ち寄って、ちょ
っとドライブに行ってみようかと誘いました。車酔いをするからと
最初は渋った花子ちゃんでしたが、「10分くらいならどう？」と言
われ、それならと出かけることにしました。他人と外出するのはひ
きこもって以来初めてです。相談員と玄関から出ると、外は真っ
暗でした。

子どもと一緒に玄関を出る動作はとても大切です。長い間ひき
こもった子どもは、玄関から出る勇気がなかったりします。しかし、
一緒に玄関を出る動作を何回も重ねれば、子どもの中に、この人
と一緒だったら、外に出かけることができるという気持ちが無意識
の中に育っていきます。家の玄関を出る練習は、学校復帰の際に
も役立ちます。また、同じような効果は、休み中に学校の昇降口
から入る、教室に入るといった練習からも表れます。学校復帰の
際、不登校の子どもにとって、マラソンの伴走者のような存在とな
る大人が付いていてくれれば、再登校のハードルは下がるのです。

② 花子ちゃんの初外出で合宿に誘う

浜崎あゆみの歌を聞きながら、１０分のドライブに花子ちゃん
は挑戦しました。途中、坂の上から花子ちゃんの住む町の夜景が
きらきら光って見える場所がありました。「きれいでしょ！」相談員
の言葉に花子ちゃんも「はい！」と答えました。
「合宿所に行くと星がものすごくきれいに見えるよ。流れ星も見

える。今度よかったら行ってみようよ」相談員は花子ちゃんを誘い
ました。相談員は家庭訪問の時に、よく合宿のことを話しました。
「合宿に来たら、料理も教えてあげるよ」と花子ちゃんに何度も
言いました。

合宿という言葉の響きは、子どもにとって少し怖いイメージがあ
るようです。子どもを誘う時にもよく考えながら使います。しかし、
結局、合宿においでよという誘い方に落ち着きます。合宿に来た

（１） 温泉に入る

① みんなと一緒に入れない花子ちゃんは・・・

合宿中は、村の日帰り温泉に通います。楽しみにしている子ど
もがいる一方、裸になることを嫌がる子どももいます。花子ちゃん
もバスタオルを巻いて入ろうとしました。「バスタオルをまいて、温
泉には入れないのだけど、どうしようか」と尋ねると花子ちゃんは
うつむきました。そこで、みんなが温泉に入った後に、時間差で
花子ちゃんだけ入ることになりました。みんなを合宿所に車で送っ
てから、花子ちゃんを迎えに戻ってきました。

集団行動の際、一人でも別行動が出ると予定が変わります。学
校などでは時として問題になってしまうこともあります。しかし、2
年ぶりにひきこもった家を出て、やっと合宿に来ることができたの
です。合宿に参加してよかったと自信を持たせて、帰宅させたい。
それにはその子どもの顔をつぶさない配慮が必要です。

まだ慣れない合宿で一人ゆっくりと入浴を済ませた花子ちゃん
はちょっとほっとしたようです。他の子どもたちも自分たちが同じよ
うなことを経験してきたせいか、花子ちゃんの言動を自然に受けと
めることができるようです。

② 裸のつきあいをすると

一緒に風呂に入る、裸になるだけで、実はお互いの関係は自然

に深まります。自分をさらけ出すということがいかに大切か、温泉
は教えてくれます。また、思春期の真っただ中、一緒に入浴する
ことで、異性に対する悩みや身体のことや病気についての悩みも
打ち明けやすくなるようです。以前、入れ墨をいれたがっていた高
校生とは温泉に通うことで、入れ墨をあきらめさせることができま
した。

親やまわりの大人に、妊娠といった人生の一大事を相談できず、
ブログを使って見知らぬ人に相談する高校生は少なくありません。
子どもの危機に対応する相談に乗れるチャンスが増えることも寝
食を共にする合宿ならではのことです。

③ 入浴は社会性を育てるチャンス

それから、入浴時には公共の場で他人に迷惑をかけないよう行
動することを教えるよい機会となります。身体を洗ってから、温泉
につかる、タオルを浴槽に入れない、出るときの後始末など、そ
の都度声をかけます。子どもの社会性を育てるチャンスとなります。

もう一つ、時間を守ることも大事な練習の機会となります。ひき
こもっていた子どもたちは、好きな時間に好きなだけ、風呂やシャ
ワーを使っている場合が男女問わず多く見られます。食事の準備
に間に合うよう、早めに出発時間を告げ、また途中でも時々声を
かけ、時間内に身支度が終わるように仕向けるのです。

初めは仲間と温泉に入ることができなかった花子ちゃんです

車酔いで合宿参加をためらう子どもは少なくありません。酔い
止めの薬を服用したり、とにかくこまめに休憩をとったりと工夫を
します。慣れるまでには、合宿所に着いて、花子ちゃんのように
横になる子も多いですが、その労をねぎらい、十分な休養をとらせま
す。車に弱い子どもも、何度も参加するうちに、車酔いをしなくな
っていきます。そういった過程ひとつひとつが子どもに自信を持
たせてくれます。
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Ⅲ 不登校の子どもへの支援

不登校・ひきこもりの子どもの家庭で、食事の準備の手伝いは
もちろん、家のことを手伝っている子どもはとても少ないのです。
手伝い経験のない子どもはメニューを見ても、なかなかそれに合っ
た食器を並べることができません。しかし、合宿を繰り返すうちに
変わってきます。今日は和食だから、このお皿にします。また、こ
の料理はこのお皿に盛ると映えますといって、食器選びにも凝る
ようになるのです。

食事は和、洋、中、様々ですが、ダシを丁寧にとったり、下ご
しらえをきちんとしたり、例えば餃子なども皮から自分たちでつくっ
たりします。

② ほめられた花子ちゃんは・・・

花子ちゃんも初の餃子づくりに挑戦しました。餃子の皮から作る
のですが、右手でのし棒を転がしながら、左手で団子状の皮のもと
をうまく平らにしながら、くるくると回し丸く形づくっていきます。最
初はためらって、相談員の後ろから見るだけだった花子ちゃんでし
たが、みんながなかなか上手くできず、失敗する様子を見るうちに
安心したようです。相談員に手に手をとって教えてもらった花子ちゃ
んは、初めてとは思えないほど、うまく作ることができました。す
るとまわりの子どもたちが花子ちゃんの手際のよさに感心しまし
た。「すごい！」「初めてなのに、私よりできる！」他の子どもの反

応に花子ちゃんの顔に笑みが浮かびます。
子どもに自信を持たせるために、ほめることは大事です。合宿

ではとにかく、具体的な行動の瞬間を捉えて、子どもをほめます。
例えば、包丁で切っているときに、間髪を入れず「手つきがいい
な。家でもやっているのかい？」と言う風に声をかけます。子ども
は首を横にふります。それを見て、「初めてとは思えないな」とほ
めるのです。そんなことを繰り返すうちに、子どもはどんどん進ん

で包丁を握るようになってい
きます。

大人がほめるよりも、同年
代の仲間から認められると、
子どもはもっと自信を持つよ
うです。花子ちゃんもそうでし
た。餃子づくりをきっかけに、
相談員のそばを離れ、他の子
どもたちと動くようになってい

きました。

（４） 遊ぶ

① コミュニケーション能力を
 上げるトランプ遊び

食事の片付けが終わると、寝るまでは自由時間です。本を読ん
だり、テレビを見たり、めいめい過ごすことになっていますが、ト
ランプやウノが始まるとほとんどの子どもが参加します。大貧民や
セブンブリッジなど人数やメンバーによって、何をやるかが変わり
ます。合宿を重ねたベテラン組の子どもが、初参加の子どもに遊
び方やルールを教えます。遊びには大人も加わります。子どもだけ
で遊ぶ時もありますが、大人も子どもも一緒になってという時が一
番盛り上がります。

トランプを配ったりするうちに、メンバーは自然に触れ合うよう
になります。中には、ほとんどしゃべらない子どももいますが、
トランプをすると「ポン」とか「チー」といったゲームで必要な言
葉を口にします。

また、地方によって、ルールに違いがあり、宮崎から来た子ども
と、埼玉から来た子どもがああでもないこうでもないといって押し
問答になることもあります。そんな時にはどのルールを適用するか
話し合いが始まります。また、勝ち負けで、落ち込んだり、ふてく
されたりする子どもも出てきます。しかし、他の子どもがとりなした
りして、機嫌を直し、仲直りをし、ゲームを再開させていきます。

人とのコミュニケーションに自信のない子どもたちが、トランプ
遊びを通じて、新しいルールを考え出したり、そのルールを変えて
みたり、盛り上がって、意見を言い合います。そして、無意識のう
ちにコミュニケーション能力をあげていくのです。

② トランプ遊びは青年にも効果がある！

このトランプ、実は、20代の若者にも効果的です。5年も6年
もひきこもっていた青年が、トランプ遊びを重ねることによって、
人と会話することに恐れを感じなくなり、自然にコミュニケーショ
ンがとれるようになるきっかけになったりしています。トランプとは
実に奥深い遊びだと感じずにはいられません。

ある高校の教育相談担当の先生が、研修として、この合宿に

参加し、トランプ遊びにはまりました。学校に戻り、相談室に通
う生徒たちと大貧民をしたところ、それまで会話すらしなかった
者同士が、どんどん仲良くなったのです。

ただこのトランプ遊び、職員会議では授業中にトランプを許して
いいのかという話し合いにまで発展しました。進学校であったこの
学校では、義務教育ではない高校で相談室登校を許していいのか
と、相談室の存在自体に疑問を持つ教師が少なくなかったのです。

ところが、このトランプ騒動、間もなく決着します。12人ほど
の相談室登校の生徒がいたのですが、2週間ほどトランプに熱中
した後、一人また一人と教室に帰っていったのだそうです。トラン
プで盛り上がり、喜怒哀楽を表現しつくすと、誰彼ともなく、ト
ランプは楽しいけれど、このままではいけない、そろそろ戻ろうと
なったというのです。
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が、合宿三日目からは皆で入るようになりました。

（２） 料理をつくる

① 家庭での手伝いをしない
 不登校・ひきこもりの子どもたち

食事の準備が始まると、合宿の参加回数が多い子どもは積極的
に動き始めます。花子ちゃんは家で手伝いをしたことがありません
でした。包丁も使ったことがありません。まず、食器を準備すると
ころから始めました。「何人分ですか？」とたずねてきた花子ちゃん
に「数えてみてくれるかな」と頼みます。

またどんな食器を出せばよいかと尋ねてきたときには、黒板のメ
ニューを見て、どの食器を使ったらよいか、　　　　　　　　　　
自分で考えてもらいました。

（３） 食べることと片付けること

① 他の人への思いやりに気づいた花子ちゃん

食事もできあがり、皆で食べ始めます。ごはんや味噌汁は各自
で器によそいます。自分で食べることができる分量を考えさせるた
めです。初参加の子どもは大体何もせず席に着きます。自分の家
では、何もしなくても目の前にごはんやおかずが用意されるという
生活を送っているからです。

こんがりと焼けた餃子が盛り付けられた大皿が花子ちゃんの
前に差し出されると、花子ちゃんは自分の分だけ、おはしで取り、
食べようとしました。「花子ちゃん、餃子のお皿を隣の人に回して
くれるかな」そう言われ、花子ちゃんは初めて、他の子どもたち
は、料理の皿をちゃんと隣の人に回していることに気づきました。

また、花子ちゃんは焼き魚に手をつけませんでした。美味しそ
うだったけれど、餃子でお腹がいっぱいになってしまったのです。
すると、「もし食べることができなかったら、熱いうちに誰かにあ
げるとよかったね」と言われ、花子ちゃんはうつむいてしまいまし
た。すると、「俺、あたためて食べます！」と他の子どもが皿に手
を伸ばしました。
「それにしても、花子ちゃん、餃子うまく作ったよね。初めてと

は思えないよね」すると他の子どもたちがそうだそうだとうなずき
ます。一瞬落ち込んでいた花子ちゃんですが、また元気を取り戻し
たようです。

②「君がいてくれると助かるなあ」

食事の後は片付けです。一生懸命お皿を洗う者、あまり熱心で
はない者、様々です。その様子を見ながら、地道に頑張る子ども
には「君がいてくれると助かるなあ」と必ず声をかけるようにします。

（５） 就寝時間

① 「修学旅行には行った方がいいよ」

トランプで、花子ちゃんもすっかり仲間とうちとけました。夜10
時そろそろ寝る時間です。皆で手分けしてふとんを敷き、電気を消
しました。しかし、興奮が冷めず、おしゃべりに夢中です。「寝る
子もいるから、静かにしようね」と声をかけます。

花子ちゃんは高校1年生と、中学2年生の女の子たち3人でまくら
を並べて話に盛り上がっていました。
「修学旅行みたいだね」「修学旅行は行ったの？」
「行けなかった」と答えたのは花子ちゃんでした。その後、高校

1年の女の子と花子ちゃんは口をそろえて「修学旅行には行った方
がいいよ」と中学2年の後輩に言ったのでした。そして、一年後、
その子は京都への修学旅行に参加しました。

② ふとんでの会話で通信高校を知る

後日、ふとんを並べての会話で高校進学の話になりました。高
校1年生の女の子は、中学校をほとんど欠席し、普通高校に進学
したものの、再び登校できなくなり、中退し、今は通信制高校に
入学して、それがとてもよかったと話し出しました。
「通信で勉強はたいへんだったりしない？」「友達なんて、できる

の？」花子ちゃんは質問しました。
教科書を参考にレポートを作成することが可能であること、入

学後のオリエンテーリングで友達ができたこと、どれも花子ちゃん
が知りたかったことばかりでした。特に昼夜逆転の生活が直らず、
不安に思っていた花子ちゃんでしたが、通信制の高校という選択肢
をその時知ったのでした。

一年を通じて毎月合宿を行っていますが、子どもによっては病気
や家の都合などで参加できない時もあります。そんな時は、家庭
訪問の際「この間は君が合宿に来られなかったから、たいへんだ
ったよ」と話をします。子ども一人一人が、自分が人の役に立って
いるということを知り、自信を持ってもらいたいからです。
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① 家庭でもできること
　 ～楽しく自分のことは自分で～

長年、家庭訪問や合宿で、不登校・ひきこもりの子どもに関わ
ってきて思うことは、自分のことは自分でできるようにすることの
大切さです。

合宿について講演する機会がよくありますが、うちの子どもは
合宿に参加できそうになく、残念でたまりませんとおっしゃる親御
さんがいらっしゃいます。しかし、花子ちゃんのように、家庭訪問
を繰り返すうちに、子どもの中に、参加して、何かできるようにな
りたいという気持ちが芽生えてきます。そして、また、自分の住む
地域では引きこもった子どもが参加できるキャンプや合宿がないと
言う方もいらっしゃいます。

そこで、提案したいのは家の中でで
きることです。親子で料理や掃除をし
て、子どもが何でもできるように教え
てみてはいかがでしょうか？ただし、楽
しく、面白くやりましょう！叱ったりし
てしまったら、料理も掃除もつまらな
いものになってしまいます。またさらに
自信を失ってしまう可能性があります。

② 健康的な生活習慣
　 ～非日常を日常に変える生活を～

不登校で昼夜逆転した生活を送る子どもには、朝起きること
も、自分で料理をすることも、ふとんをたたむことも、そうじをす
ることも非日常的なことになっているはずです。事例の中の花子ち
ゃんを見ても、朝起きて、きちんと食事をするといった日常がどれ

そのため登校する意欲がみるみるうちに下がっていったのです。

② 踏ん張る力がよみがえる合宿

しかし、一か月ごとにある合宿に参加し、仲間と料理をしたり、
温泉に入ったり、おしゃべりをすると何となく元気になり、学校
に通う気力が再び湧いてきます。離れた所にいる仲間がそれぞれ
がんばっている姿を想像すると花子ちゃんに踏ん張る力が戻って
くるのです。

冬休み、同級生は高校受験の追い込みで塾に通ったりする
中、花子ちゃんは合宿に参加していました。勉強はわからないま
まになっていた英語をアルファベットから始めました。学力につい
ては強く不安を感じていましたが、それよりもっと心配だったの
が、高校で対人関係をうまくやっていけるかということ、毎朝きち
んと起きて通うことができるかということでした。6カ月の間、毎
月合宿に参加し、健康的になってきた花子ちゃんでしたが、2年
間ほとんど家の中で過ごし、昼夜逆転の生活が続いたことは、
大きく影響し、花子ちゃんにすっかり自信を失わせていました。

しかし、花子ちゃん自身の心配とは裏腹に、合宿での花子ち
ゃんの様子は半年前とは全く違ったものになっていました。ご飯
を炊くのに、手早くお米をとぐことができました。産みたての卵を
農家から買ってくると、目玉焼き、オムレツ、だしまき卵といろい
ろな卵料理に挑戦したり、仲間の誕生日にアップルパイを焼いて
みたりと自分で考えて仲間に提案し、実行に移すのです。また、
初参加の年下の子どもの面倒を見るようになり、温泉もすすんで
一緒に入ったりするようになっていました。そして、大きな声で笑
うようになっていたのです。

③ 合宿所から入学式へ

3月、卒業式に参加す
ることはできませんでし
たが、校長室で、母親や
担任の先生たちが見守る
中、卒業証書を受け取る
花子ちゃんの姿がありま
した。高校は、その時点
での自分の学力と体力を
考えて、通信制高校に進学することに決めました。

長い春休み、花子ちゃんはまた合宿に参加していました。そし
てさらに料理のレパートリーを増やしていったのです。花子ちゃん
と合宿で会えるのを楽しみにしている後輩たちもいました。

山桜の咲くころ、合宿所を明け方の4時に起きて、車で出発
する花子ちゃんの姿がありました。高校の入学式に出席するため
です。その日の朝、花子ちゃんは自分で起きて支度をしました。
山の中にある合宿所から高校までは車で3時間かかります。しか

Ⅲ 不登校の子どもへの支援

（２）高校進学へ

① 学校に復帰した花子ちゃんだけど・・・

教室に戻るまでは、比較的物事は順調に進みます。花子ちゃ
んも保健室登校から教室へと無我夢中でがんばりました。ところ
が、教室で授業を受け続けることができなかったのです。授業に
ついていけなかったせいもありましたが、何より友達のいない休
み時間が耐えられなかったのです。

教室に戻りたてのころは、先生もクラスメートも気を遣ってくれ
ました。しかし、気が付くと一人ぼっちになっているのです。また、
昼夜逆転も夕方起きる深刻な状態は脱したものの、起きて準備をし
て学校に着くころにはお昼近くなっていました。遅刻は目立ちます。

ほど大切なことか。またその習慣が失われたとき、取り戻すのに
どれほど時間がかかるかわかります。

自然体験という非日常的な体験を子どもたちにさせることの大
切さは言うまでもありません。

そして、さらに不登校の子どもにとっての非日常を日常に変える
生活を家庭で心がけていただけたら、子どもにとって、再スタート
を切った時に大きな力になると思うのです。

どうしても朝起きることができない不登校の子どもが言いまし
た。朝必ず起きるようにセットされたロボット型の機械を体に装着
して過ごしたい。そして、逃げたくなっても、絶対逃げられず、登
校するようにセットされた鎧を着せてもらえたら尚いいのにと。

不登校の子どもたちに自信を持たせるには、得意なことを見つ
けることや学力をつけてあげることも大事ですが、健康的な生活
習慣が身についていることが何よりも学校や社会の復帰に際し、
強い推進力となります。

開善塾の合宿でもいかに生活力をつけるかを目指しています。ぜ
ひ家の手伝いをさせ、子どもの生きる力をつけ、まずは家族の一
員として役割を担った子どもに育てていただけたらと思います。

６. 各プログラムのねらい

開善塾の合宿の様子と花子ちゃんの事例に登場しなかったねら
いを紹介します。

（１） 《日常生活の定型化を練習する》ということ
不登校の子ども達のコミュニケーション能力を高めるための

４. 健康な日常を取り戻す～合宿で育てる生きる力～

（１） 建設的仲間文化との出会い

家にひきこもる花子ちゃんに、何度も家庭訪問を続けた相談員
が言いたかったことは何か。それは「学校に戻ろう、そして高校に
行こう」ということです。しかし、その言葉は花子ちゃんが心から
思って口に出すべき言葉でした。

合宿で子どもたち同士の会話が自然に耳に入ってくることがあり
ます。ある時は火を囲んでいたり、ある時は星を見上げながらで
あったり、ある時はふとんの中だったりします。
「学校行った方がいいよ」「高校行った方がいいよ」「修学旅行

行った方がいいよ」「そろそろバイトした方がいいよ」なんていう言
葉を仲間となった子どもたちがポンポンとやり取りしているのです。

学校では同じ年齢の友達と関係をつくることに失敗してしまっ
た子どもたちが、合宿に参加し、似たような境遇の仲間と出会
い、先に進もうとする勇気を持つようになる。それはひきこもっ
ている子どもたちが初めてつくることができた一緒に前に進もう
とする仲間です。

寝食を共にすることによって、子どもたちは建設的な仲間文化
をつくりだすことができるのです。

この仲間の力は、学校復帰後にも生きてきます。

５. 不登校の子どもに必要なことは何か？

し、花子ちゃんの希望で、合宿から入学式に参加することになっ
たのです。自分で選んだスーツが花子ちゃんにとてもよく似合っ
ていました。仲間が玄関まで見送りました。「そのスーツかわいい
な」年下の子たちがおしゃれに変身した花子ちゃんを見て言いま
した。相談員の車に乗って、花子ちゃんが出発しました。山のふ
もとまで両親が迎えに来ることになっていました。

かつては車酔いで目も開けていられなかった急カーブの山道
を、車でどんどん降りていきます。「なんて綺麗」山桜の花びら
が風に舞う中、花子ちゃんはドライブを楽しんでいました。

花子ちゃんは高校進学後も合宿に参加し続けました。そして翌
年、仲間の後輩が、同じ通信制高校に進学し、やはり同じよう
に山の合宿所から入学式に参加したのです。

体験プログラムというと、つい対人関係能力に拘った内容を連
想しがちです。しかし、長年の合宿の実践からわかったことは、「い
かにきちんとした日常生活がこなせるように育てるか」が大切と
いうことでした。合宿生活全ての場面が、不登校の子どもの対
人関係能力、コミュニケーション能力を高める練習となります。
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掃除、ふとん敷きや片付け等、日常
生活における共同作業が、コミュニケ
ーション能力を高める練習の機会とな
ります。また合宿により、子どもたちの
昼夜逆転になりがちの生活が、規則正
しいリズムの生活へと変化していくこと
も重要です。

気が進まない掃除という作業も、子
どもがそれぞれ工夫を凝らすようになる
と、面白くなるようです。窓磨きなどは、
一緒に道具を買いに行き、自分で掃除
の方法を考えさせます。すると互いに競
いあうように夢中になります。また、磨
き具合などは、お互いに協力し合って、
確認するようになります。

全ての作業が、無意識のうちに子ど
もたちのコミュニケーション能力、対人
関係能力を高めていくプログラムとなっ
ていくのです。

日常生活における共同作業が子どもに
とってあらゆるトレーニングとなるのです。

（７）読書・・・人気があるサバイバルもの

図書室の他、マンガ部屋もあり、自分の興味関心に従って読書
三昧の一日を送る子どももいます。

マンガでは手塚治虫のブラックジャックに夢中になる子どもが少
なくありません。

また、さいとうたかおのサバイバルも人気があります。生き残る
というテーマは子どもの心に響くようです。面白いのは、サバイバ
ルを読んだ子どもと買い物に行くと、スーパーで缶詰を買いたがる

Ⅲ 不登校の子どもへの支援

（３）料理と食事・・・気持ちを察する練習

火と刃物の扱い方は、手に手を取って教えます。料理をつくるこ
とができるようになると子どもに自信が生まれます。他人に「美味
しい」と言って食べてもらう経験から、子どもは、人の役に立つ喜
びを実感します。料理をつくることに積極的に参加する子どもは学

（４）風呂・・・自己開示・解放

日帰り温泉を利用しています。集団で行動するために、出発
や入った後の待ち合わせ時間を守るといった練習の機会となりま
す。不登校の子どもの中には、他人に裸を見せることを嫌がる子
どももいますが、慣れてくると、背中の流しあいなどもできるよう
になります。

裸のつきあいは、最上の自己開示、解放となります。また指導
する側にとっても子どもの心身のコンデションを把握する機会と
もなります。

（５）そうじ・・・対人関係能力が高まる共同作業

（６）カードゲーム・・・
　　 コミュニケーション能力の回復

大富豪、ダウト、セブンブリッジ、ウノといったゲームを子どもも
大人も一緒に楽しむ。人との会話を苦手とする子どもも、ゲームの
ルールに従い、自然と自分の意思表示をするようになります。子
どもだけでなく、ひきこもりの青年にとっても、他人と自然に触れ

校復帰も早いように感じます。掃
除は熱心でも、料理に消極的な
子どもや青少年は学校や社会に
復帰するのに時間がかかる傾向
があるようです。もちろん掃除と
いった地味な作業を黙 と々こなす
子どもをほめること、認めること
はとても重要です。ただ、料理を
覚え、美味しく食べられる子ども

の変容は大き
く、「食べる力
は生きる力」
ということを

小学校の家庭科室が、
厨房兼食堂です

うちわで炭火を調節
マンツーマンで修行です

釣ってきた山女を
じっくりと炭火で
焼く。「まだかな～」

とれない汚れもゴシゴシ磨く
冬は水も手が凍るほど冷たい！

（水道からは湧水が出ます。
美味しいご飯が炊けます！）

［窓掃除］競い合うように磨
きます

マンガはシリーズ読破に挑戦
いつのまにか、互いの距離が縮まって・・・。

【不登校担当／藤崎  育子（開善塾教育相談研究所  相談部長）】

（２）集合・・・成長に合わせ形態が変わる

不登校が長引き、家の外に出ることが怖くなってしまった子ど
もには、家庭訪問を何度も繰り返します。近所に外出してみたり、
短時間のドライブに誘ってみたりするうちに、一緒に過ごすことに
慣れ、合宿に行ってみようかと思うようになります。何度も誘うこ
とが大切です。ただし、親が熱心すぎると子どもの意欲が低下し
てしまうことがあります。

最初は相談員の迎えで合宿に参加というケースが多いです。慣
れてくると、家まで迎えにいくことをやめ、公共交通機関を使って
途中まで自力で来られるように変えていきます。帰りも、家まで送
り届けることを徐々に変え、途中から、自力で帰ることができる
よう工夫します。

合宿を何度か体験するうち、そこで出会った子ども同士が仲良
くなります。すると、お互いに連絡を取り合い、親や相談員の力
を借りず、電車とバスを利用して、合宿に参加できるようになる
子どもも出てきます。子ども同士の場合、待ち合わせに遅刻する、
電車を間違える、迷子になる等、合宿所に到着するまで、様々な
問題が生じます。その問題を解決する過程が、無意識のうちに子
どものコミュニケーション能力を高めます。また、子ども同士付き
合っていく中で、後輩の相談にのるうちに自分の抱えている問題
を解決できるようになることもあります。

合宿の集合と解散の仕方は、その子どもの年齢や、一人一人の
成長に合わせて、常に形態が変わります。

実感させられます。
料理は、仲間が何を欲しているか常に考えながら、協力するこ

とが必要な作業です。天ぷらを揚げている人には、紙を敷いた皿
を差し出すといったことが求められます。子どもにとって、相手の
気持ちを察する練習の機会ともなります。

合い、会話を交わすトレーニングとなるようです。
遊び方を知らない新メンバーが加わると、ルールを教えたりする

過程が加わります。教える側は、人に頼られるという経験をし、自
信も生まれます。トランプ遊びをすることによって、参加者同士は
精神的にも肉体的にも自然と触れ合うようになります。コミュニケー
ションとは人と人が触れ合うということです。

無意識のうちにコミュニケーション能力を高める、あるいは回復
することのできるトランプ遊びは実に奥が深い遊びです。

ようになることです。そのせいか、合宿所には缶詰が充実していま
す。缶詰は、食材としてあまり、出番がありませんが、今後は子ど
もと防災を考えての料理にも挑戦してみたいと思っています。

マンガを読んで、子ども同士、互いの感想を話し合っているうち
に、自分のことをだんだん自己開示できるようになっていくようで
す。また話に加わらなくても、同じ部屋で一緒に過ごすことが、ひ
きこもっていた子どもが人に馴れていく過程につながります。


