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Ⅳ 課題を抱える子どもの支援  いま、これから
～子どもの体験活動を広げるために～

Ⅳ−1	 「体験の風を受け、自立に向かって高く舞い上がれ！」
	 （発達障害）

Ⅳ−2 社会的養護の子どもたちが求める自然体験活動
	 （児童養護施設）

Ⅳ−3	 非行少年少女と家族、親子体験
	 （非行）
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Ⅳ−1 「体験の風を受け、自立に向かって高く舞い上がれ！」（発達障害）
1. はじめに

２. プログラムをとおして行動を枠づけることの大切さ　～高機能自閉症児の発達から～

Ⅳ 課題を抱える子どもの支援　いま、これから

（１）‘からだ’から心へ

平成24年9月、筆者は「国立磐梯青少年交流の家」近くの湖に
いました。その日の日記には次のように記してあります。
「二人乗り用のカヌー。前には生徒、後ろには指導員。湖にカヌ

ーが滑りこむ。生徒が歓声をあげる。それはまさに体験の風が生
徒の心に吹き込んだ瞬間である。それまで静まり返っていた湖が
息を吹き返す瞬間でもある。体験の風はそれを受け取る人間だけ
でなく、その人間を取り囲む世界をも生き生きと輝かせてくれるの
である」。

体験は体を使って何かを試すことです。筆者は「体から心へ」と
いうとき、体と心の間に平仮名で書いた‘からだ’をおくことにし
ています。体は肉体です。そこには感じられた体という意味はあり
ません。筆者は敢えて‘からだ’ということばを使うことにより、
自分に感じられた体という意味合いを出したいと考えています。

人間は体験することにより‘からだ’が揺さぶられます。‘からだ’
は心と密接につながっています。

カヌーに乗り歓声をあげた生徒の‘からだ’は大きく揺さぶられ、
心地よい後味を残したはずです。こうした心地よい後味が子ども
の心の成長には欠かせないと思います。

（１）意外に多い発達障害児

① 小中学校ではクラスに１～2名

文部科学省が実施した調査によると、通常学級内の児童生徒
のうち、6.3％がなんらかの特別な教育的支援を必要としているこ
とがわかりました（「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必
要とする児童生徒に関する全国実態調査」，2002）。ここでいう
特別な支援を必要とする児童生徒とは、学習障害、注意欠陥多
動性障害、高機能自閉症等のいわゆる軽度発達障害児のこと
です。

6.3％ということは、1クラスに1～ 2名そういう子どもたちがい
るという計算になります。確かにスクールカウンセラーとして小・
中学校に行くと、必ずといってよいほど軽度発達障害児がいて、
その対応に苦慮している担当教師からの相談があります。

2004年には文部科学省から小・中学校における学習障害、

の間の教育が子どもの行動を形づくる上で大事なのです。軽度発
達障害児への最初の教育的かかわりが特別支援教育であってはな
りません。その前に豊かな土台作りをしなくてはいけません。そう
することで特別支援教育はより一層実り多いものになります。

本稿では軽度発達障害の中でも高機能自閉症児を取り上げ、そ

の幼児期の発達過程、教育方法について考えてみたいと思います。

（２）高機能自閉症児は幼児期に
　　 急速な伸びを示す

① 発達のスピードからみる高機能自閉症児

図1を見て下さい。早期に、言語・社会領域のＤＱ（※2）が急速に
上昇しています。ＤＱを算出するにあたっては新版Ｋ式発達検査（※3）

を使用しました。初回発達評価時には大きかった認知・適応領域
と言語・社会領域のＤＱ差が小さくなっていくのがわかります。

（２）本稿で取り上げる発達障害児

① ひとくくりにできない障害児

ところで障害児には知的障害児もいれば運動障害児もいます。
自閉症児もいれば注意欠陥多動性障害児もいます。それらをひと
くくりにして論じることはできません。症状も違うし、対応方法も

違うからです。
本稿で取り上げる対象児は発達障害児となっています。何をもっ

て発達障害児とするか、ひとにより違います。高機能自閉症児、
注意欠陥多動性障害児、学習障害児などのいわゆる軽度発達障
害児を発達障害児とする人もいれば、もっと広く、肢体不自由児
などもそこに含める人もいます。

② 本稿では

どの障害に的を絞れば良いか迷うところです。平成23年、24年
度と青少年自然の家で行われたキャンプの視察に行きましたが、そ
こには障害の程度が軽度の子もいれば重度の子もいました。しか
し肢体不自由の子はいませんでした。したがって本稿では実用的
な移動が可能な障害児を念頭に置き、彼らに適用可能ないくつか
の援助技法に触れながら話を進めたいと考えました。

内容に重複する部分がありますが、読者の方がどこから読まれ
ても理解しやすいように、重複部分を敢えて削除しませんでした。

筆者は昭和58年から障害児療育の現場にいました。臨床心理
士として、子どものアセスメント（※1）、それに基づいての保護者
への助言指導を行ってきました。実人数にして約4,000名、延べ
にして約30,000名の障害児をみてきました。それと同時に、地
域巡回を行ってきました。そこでは子どものアセスメント、それに
基づいての保護者への助言指導の他に、地域で障害児のために
奮闘している保育士、児童指導員の方からの相談に応じてきまし
た。こうしたこれまでの筆者の経験も本稿にはかなり取り入れて
います。

※1 アセスメント：心理検査を使って、子どもの知能や発達を評価します。

注意欠陥多動性障害、高機能自閉症をもつ児童生徒への教育支
援体制の整備のためのガイドライン（試案）が出されました。そ
れ以降、各都道府県の教育庁には特別支援教育課が設置される
ようになりました。県によっては児童生徒サポート事業（LD等へ
の学習・生活支援として小・中学校に非常勤職員を配置する）を
行ったり、各地域センターに特別支援教育アドバイザーを配置し
たりして、特別支援教育に熱心な取り組みをみせています。

しかし学校単位でみれば、充分な対応がなされているわけでは
ありません。それどころかうまく対応できずに混乱に陥っていると
ころも多いようです。

② 就学前に豊かな土台づくりを

筆者は20数年、主に就学前の発達障害児の心理臨床に取り組
んできました。発達障害児の多くは3歳以前に専門機関に紹介さ
れてきます。その後、就学を迎えるまで3年以上あります。実はそ

この症例はＸ年度及びＸ＋1年度に初回発達評価を行い、その
後、定期的に発達評価を繰り返しながら就学時期を迎えた121名
の中で次の基準を満たした4例中の1例です。

① 初回発達評価時の年齢が３歳未満の症例。
② 言語発達が明らかに遅滞していた症例（単純な言語発達遅

滞は除く）。
③ 就学時期に言語発達が正常域である症例。
4症例の診断名はいずれも自閉症でした。本稿では紙数の関係

で１例のみ紹介することにしました。

② 高機能自閉症児は自閉症児の７～８％

筆者はこのような発達経過をたどる症例が高機能自閉症だと考
えています。多くの研究者・臨床家はＩＱ（※4）70以上を高機能自
閉症の目安としています。しかし障害児臨床の現場にいたものとし
てはその基準に違和感を覚えます。ＩＱの下限を70にした場合、
高機能自閉症児の中にかなりの数の精神遅滞児を含んでしまうこと
になるからです。

幼児期に、言語発達において急速な伸びを示し、就学時期に
は正常域に達した症例を高機能自閉症児とした場合、その出現率
は自閉症児の7～ 8％程度と考えられます（急激な伸びを示した後

【図1】
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（３）高機能自閉症児に見られる知的諸能力の偏り

① 言語性の知的能力に偏りがある

高機能自閉症児は、ＤＱは正常域にあるものの、諸能力の偏り
が大きく、まったく問題のない知能構造になることはありません。
特にその偏りは言語性の知的能力において顕著です。すなわち、
高機能自閉症児は言語性の学習障害を合併することが多いのです。

② Ｈ君の場合～３歳前の初受診のとき～

このことを図１の症例において見ていきたいと思います。
男児（以下Ｈ君）。2歳4 ヶ月時初回発達評価。在胎40週。生

下時体重2980ｇ。妊娠中、周産期特に問題はありませんでした。
その後の発達も順調で、頸定（※5）は3 ヶ月、独歩は11ヶ月でした。
有意語はありませんでしたが、1歳半健診では特に問題を指摘され
ませんでした。しかし2歳をすぎても言葉がなく、落ち着きのなさ
も目立ってきたので、保護者は3歳児健診まで待たずに、専門機
関を受診しました。

初回評価時、呼びかけに反応を示さず、部屋の中を動き回りま
した。つま先で歩くこともありました。ピョンピョンと飛び跳ねた
り、くるくる回ったりもしました。検査者が視線を合わせようとし
て近づいても、避けるようにして視線を合わせてくれませんでした。
型はめ（※6）を提示すると、机のそばにきて、立ったままの状態で
型板を型枠にはめていきました。入れ終えると、また動き回りまし
た。入れ子（※7）や課題箱（※8）にも興味を示しました。

その後、検査カバン（※9）の中から積木を見つけると、それらを
床に横一列に並べだしました（同一性の保持（※10））。検査者がそ
の列を崩すと床に突っ伏して泣きました。隠しコップ課題（※11）の
ように検査者の行動を見ていないとできない課題にはまったく応
じることができませんでした。

何かを持っているときに「ちょうだい」と言えばよこしますが、そ
のとき検査者の顔を見ることはありませんでした。欲しい物があれ
ば検査者の手をそちらに持って行きました（クレーン現象）。帰り
際、バイバイを促すと、こちらの目を見ず、しかも手のひらを自分
に向けてバイバイしました。

ボールのやり取りには応じられず、ボールを持たせると人のいな
い方向に投げました。指さしはありませんでした。こちらが指さす
方向を見ることもありませんでした。言語・社会領域のＤＱは25
で、重度でした。

③ Ｈ君の場合 ～その後の経過～

その後、定期的に発達評価を繰り返し実施しました。
3歳後半あたりから言語・社会領域のＤＱが急速に伸びだしまし

で専門機関にくる子どももいれば、専門機関にくることなく就学を
迎えてしまう子どももいるので、高機能自閉症児の実際の数字は
もっと高いものと予測されます）。
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た。言葉が増えました。絵カード（※12）を提示するとnaming（※13）

をしました。
しかし、本来であれば言葉が増えるための条件である応答的な

指さし行動ができて、その後に絵のnamingができるようになるの
ですが、Ｈ君はそれとは逆の発達を示しました。言葉は増えたもの
のやり取りはできませんでした。共同注視（※14）、三項関係（※15）

は芽生えてきたものの、まだ完全ではありませんでした。

④ 土台が脆弱な高機能自閉症児

筆者はＨ君を見ていて、脆弱な土台の上に未熟な建物が建って
いっているようなイメージをもちました。これはＨ君に対してだけで
なく、高機能自閉症児すべてに抱くイメージです。

健常であれば共同注視、三項関係という発達の土台ができあ
がり、その上に自発的指さし、応答的指さしが積み重なり、豊かな
言葉の発達へとつながっていきます。しかし高機能自閉症児の場合
にはその土台がなかなか育っていかないし、たとえ育っても非常に
脆弱です。しかもその後積み重なる行動の順序が既述のように逆転
し、応答的指さし（※16）ができる前に比較的多くの発語があったり
します。このような発達の逆転現象はコミュニケーション障害児の
特徴でもあります。

⑤ 高機能自閉症児は読解力がつきにくい

幼稚園の年長になる頃には、苦手だった応答的指さし行動、関
係語彙（大小、長短）が理解できるようになりました。数の理解
もすすみました。言語・社会領域のＤＱは93で、正常範囲にまで
上昇しました。

しかし諸能力には大きな偏りが見られました。了解問題（※17）、
語の定義課題（※18）、情景画の説明課題（※19）をもっとも苦手とし
ました。

高機能自閉症児が苦手とする課題は、読解力につながるもので
す。読解力はほとんどすべての教科学習につながりをもちます。し
たがって通常学級で普通教育を受けることになっても、普通教育
への適応は困難になります。就学前、保護者にはこのことを充分
に理解してもらう必要があります。

（５）行動を枠づけることの大切さ

① 行動を枠付けるプログラムの活用

高機能自閉症児の指導にあたっては行動を枠づけていくことが重
要になります。行動を枠づけるにはどうすれば良いのでしょうか。そ
れにはプログラムを使うことです。既述のようにポーテージ乳幼児教
育プログラム、ＴＥＡＣＣＨプログラムを使うことで、行動の枠づけ
が可能になります。そして共に生活しやすい子どもになっていくのです。

② 行動面に影響を与える療育を

Ｈ君が急激な伸びを示した理由はなんでしょうか。教育によって

（４）高機能自閉症児の就学前教育（療育）

①‘自由気まま’から
  ‘行動をしっかりと枠づけていく’へ

初診時、Ｈ君は一般の保育園に通っていました。そこには障害児
の教育等に関する知識をもっている保育士はいませんでした。Ｈ君
に自由気ままな生活を送らせていました。自閉症児にとって自由と
は何をしていいのかわからない不自由な時間です。Ｈ君はただひた
すら走り回っていました。

そこで筆者は近隣の町にある小規模通園施設への通園をすすめ
ました。両親とも働いていましたが、幸い近くに住む祖父がＨ君の
送り迎えをしてくれることになりました。

その園では‘自由気まま’ではなく‘行動をしっかりと枠づけて
いく’ことをスローガンにしてＨ君の指導をしてくれました。

② スケジュールシステム導入で
　 パニックを起こさなくなった

Ｈ君は言語指示だけでその日のスケジュールを理解することが困
難でした。一つの日課から次の日課に移るときにパニックを起こし
ました。筆者は園の指導員にＴＥＡＣＣＨ※のスケジュールシステム
を使ってみるように提案しました。Ｈ君が理解しやすいように、一
日のすべての日課を絵にして示し、一つの日課を終えるたびに該当
する絵カードを取り除いていきました。Ｈ君はしだいに一日の見通し
がつくようになりました。パニックを起こさなくなりました。スケジュ
ールシステムがＨ君の行動のコントローラーとして機能したのです。

③ 課題・方法・終わった後のことを
　 絵や写真で示して集中力アップ

園ではポーテージ乳幼児教育プログラム※※を用いた個別の学習
指導も行われました。Ｈ君に芽生えている反応を課題として取り入れ
て指導していきましたが、注意が持続せず、着席時間が長くなりま
せんでした。一つの課題を終えるたびに、離席し、走り回りました。
再度、着席行動を促すと、床に突っ伏し泣きました。そこで学習指
導の時間にもＴＥＡＣＣＨプログラムを応用し、ワークシステム（※20）

を取り入れてみました。ワークシステムにより、この時間は何をするべ
きなのか、いくつの課題をこなさなくてはいけないのかがわかるよう

になると、集中力が増し、徐々に着席時間が長くなっていきました。

でしょうか。これまで数十名の高機能自閉症児をみてきて言えるの
は、療育は発達面に影響を及ぼすのではなく、行動面に影響を及
ぼすということです。どのような療育を行っても、あるいは療育を
受けず在宅のままでも、高機能自閉症児は幼児期に、自閉症スペ
クトル上（※21）を低機能から高機能に向かっていっきにかけ上がる
のではないかと考えられます。しかし療育をしなければ共に生活し
にくい高機能自閉症児になってしまいます。

したがって体験活動をさせる場合にも、しっかりしたプログラム
を作り、枠づけをしてあげてください。その中で彼らの心の中に体
験の風を起こさせてください。

３. 「そにっとキャンプ」（国立曽爾青少年自然の家）視察

（１）参加者について

① コミュニケーション能力が劣る子どもたち

9名の児童が参加していました。そのうち8名は軽度発達障害の
範疇に属し、もう1名は対人反応の希薄な重度精神運動発達遅滞
の子どもでした（Ｉちゃん）。

軽度発達障害には高機能自閉症や注意欠陥多動性障害が含ま
れ、いずれにおいても学習障害が合併します。この場合の学習障
害は言語性の学習障害であることが多く、記憶力や構成能力に比
べて了解能力が劣ります。了解能力が劣るということはコミュニケ
ーション能力が劣るということです。Ｉちゃん以外の8名は語彙数
が多く、コミュニケーションが普通にできているように見えました。

言語発達の正常な順序

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・

言語

応答的指さし

自発的指さし

共同注視、三項関係

【図2】

※2  Ｄ Ｑ ：develpmental quotientの略。発達指数。発達のスピードと
言い換えても良いです。ＤＱは100が正常です。ですから健常
な子どもは時速100キロ、つまり高速道路を走っているようなも
のです。

※3 新版K式発達検査：Kは京都の頭文字です。京都市児童福祉センターで
作られています。子どもと遊ぶような感覚で検査できます。課
題は「姿勢・運動」「認知・適応（目で見て手でする課題を多く
含みます）」、「言語・社会（聞いて言葉であるいは指さしで答え
る課題を多く含みます）」の３つの領域に分けられています。
これら３つのそれぞれでＤＱを算出できるようになっています。

※4  Ｉ Ｑ ：intelligence quotientの略。知能指数。
※5  頸 定 ：首がすわること。健常な赤ちゃんは3 ～ 4 ヶ月で首がすわり

ます。
※6 型はめ：○△□の板を同じ形の穴に入れる課題です。形の弁別能力を

みます。
※7 入れ子：大きさの異なるコップ（同じ形状）を順に中に入れていく課

題です。
※8 課題箱：円柱形の細い棒、□の板が入るようになっている箱。形の弁

別能力をみます。
※9 検査カバン：新版K式発達検査の用具一式が入っているカバンです。
※10 同一性保持：自閉症の大きな特徴の一つで、こだわり行動と言い換え

ていいです。物をきれいに並べる、散歩の時にいつも同じ道
を通るなどがその例としてあげられます。

※11 隠しコップ：コップの中に隠した犬の玩具を探す課題です。注意力、
記憶力等をみます。

※12 絵カード：新版K式発達検査ではハサミやサカナなどの絵が描かれ
たカードが12枚用意されています。

※13 naming：ことばのある子どもには絵カードの名称を言ってもらいます。
それがnamingです。

※14 共同注視：大人が指さした方向を見る行動です。健常児であれば10
ヶ月頃になればできるようになります。

※15 三項関係：ボールのやり取りのような、物を介して人とやり取りする
行動です。健常児であれば11ヶ月頃になればできるようにな
ります。

※16 応答的指さし：聞かれた物を指さす行動です。健常児であれば1歳
9 ヶ月頃にはできるようになります。

※17 了解問題：コミュニケーション能力を試す課題です。子どもに「眠いと
きはどうしたらいいですか」「お腹がすいたときはどうしたらい
いですか」という質問をします。

※18 語の定義課題：ことばの意味をことばで説明する能力をみる課題
です。子どもに「机とは何ですか」「電話とは何ですか」と
いう質問をします。

※19 情景画の説明課題：お母さんが子どもに絵本を読んでいるような場面
を描いた絵を見せて、説明を求める課題です。

※20 ワークシステム：課題学習や作業学習をするとき、今日はいくつ課
題があるのか、どのように課題を行えばよいのか、課題が終
わったら何があるのか、そうしたことを目で見て理解できるよ
うに絵や写真にして提示するシステムです。自閉症児はそうし
た絵や写真があることで見通しをもつことができ、安心して
課題を行うことができます。

※21自閉症スペクトル：自閉症児は広汎性発達障害児とも言われます。
広汎性はpervasiveを訳したものです。根が深いというイメー
ジがあるそうです。nativeの人たちはこの言葉にあまり良いイ
メージをもたず、自閉症スペクトルということばを使うように
なりました。スペクトルは連続帯という意味です。自閉症児に
は障害の重い子どももいれば軽い子どももいます。本事例の
ように障害の重い子どもが軽くなることもあります。それらは
連続しているのです。

 ※TEACCHプログラム：Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped Children（自閉症と自閉症に
関連したコミュニケーション障害をもつ子どもの治療と教育）の略。
自閉症の人たちが自立し、一般の人たちと共生、共働できるように援
助していくのがこのプログラムの目的。環境の構造化を重視する。

※※ポーテージ乳幼児教育プログラム：発達に遅れや偏りのある乳幼児
と家族ための援助技法。576の行動目標が「乳幼児の刺激」「社会性」

「言語」「身辺自立」「認知」「運動」別に、発達年齢順に配列されて
いる。子どもの発達レベルに合った行動目標を選択し、必要に応じ
て課題分析をしながら指導していく



パドルを持った指導員に近づき、パドルを手にするのはＢ群。Ｂ群
は湖の近くにいます。一方、Ａ群は湖から少し離れた草むらにいま
す。その中には教員が２人ついている生徒がひとり。その生徒はしゃ
がんで泣いていました。カヌー体験を拒否しているのか、湖の中に入
りたい衝動を教員に遮られて癇癪を起こしているのかわかりません。 

指導員によるパドルの操作の講習がはじまりました。パドルを
持ったＢ群の生徒は指導員の真似をしてパドルを動かします（モデ
リング学習）。Ａ群の生徒は、背後にまわった教員に介助されてパ
ドルを動かしています。

Ａ群はシングルカヤックに乗せられました。１名以外おとなしく
乗りました。Ａ群を乗せたシングルカヤックは、湖の中に入った指
導員に引っ張られ、湖を進んでいきました（写真７）。シングルカヤ
ックの中でバランスをとろうとしている生徒もいれば、バランスがと
れず後方に反っている生徒もいます。

ダブルカヤックに乗ったＢ群が出発。前部に乗っている生徒は、
皆、先ほどのモデルリング学習で身につけたようにパドルを動かし
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しかし実際に話しかけてみると、そうではないことがわかりました。
その子どもの得意とする内容のことを聞くと多弁に返答しますが、
それ以外の内容について聞くと、途端に反応が悪くなりました。

② 学習障害の子どもたちの世界

学習障害のある子どもの平均的なＩＱは100に近いことが多い
です。しかし諸能力の偏りが大きく、ＩＱ140の部分もあればＩＱ
50の部分もあります。ＩＱ100を明るさ100ワットにたとえると、
あるところは140ワットもあり、よく見えますが、あるところは50
ワットしかなく、よく見えていないということになります。つまり健
常な子どもは自分の周りが一律によく見えているのに、学習障害
の子どもはところどころよく見えない世界に住んでいるということ
ができます。

そのように考えるとＩちゃんはどうでしょうか。Ｉちゃんは小学校
1年生で、7歳になります。自発的指さし(※22)ができているところ
から1歳以上はあることがわかります。しかし語彙数や理解力など
から考えて2歳以上はないように見えます。したがってＩＱは30以
下ということになります。先ほどのようにＩＱをワットにたとえると、
30ワット以下ということになります。周囲が暗くてよく見えない
世界に住んでいることになります。

私はこのＩちゃんの行動を主に観察することになりました。

（２）写真で見るプログラムの展開
　～ １日目、山歩き ～

見ることも聞くこともできなかったⅠちゃん

指導者はこの日のスケジュールを絵にして示しました（写真1）。
ＴＥＡＣＣＨプログラムを取り入れていることがわかります。軽度
発達障害の範疇にいる子どもたちはスケジュールシステムを見て、
説明をよく聞いていましたが、重い障害をもつＩちゃんは見ること
も聞くこともできませんでした。スケジュールの提示の仕方に工夫
が必要だと思いました。

最後まで歩けたⅠちゃん

山歩きをするＩちゃん。歩くことは耐性を高める良い方法です。
Ｉちゃんは疲れて、指導者によりかかります（写真２）。指導者は「よ
いしょ。よいしょ」とかけ声をかけながら、Ｉちゃんがひとりで歩
くよう促しました。Ｉちゃんはそれに応え、最後まで歩きました。

亀仙人の魅力

頂上に行く途中には、この山に古くから住むといわれている亀
仙人がいました。ひとりの男の子が恐る恐る背後から近づきました
（写真３）。このような民話的な世界に触れさせたことも、このキ
ャンプのおもしろいところでした。この男の子は非現実の世界を
十分に堪能できたのではないでしょうか。

ったのです。Ｉちゃんは身体を抱えられたのではありません。不快な
感じを抱いている‘からだ’を抱えてもらったのです。‘からだ’を抱え

てもらいながら、徐々に不快感に耐えられるようになりました。

（３）写真で見るプログラムの展開
　　 ～２日目　棒パン作り～

ＴＥＡＣＣＨプログラムの活用

最初に指導者は棒パンの作り方を説明しました（写真４）。多くの
絵を入れたわかりやすい説明になっていました。ここでもＴＥＡＣＣＨ
プログラムを参考にしていることがわかります。

モデリング学習の効果

指導者が薪割りを実演してみせました。Ｉちゃんもそれをしっかり
と見ていました。モデリング学習の効果はすぐに現れました。Ｉちゃ
んは男の子が持つナタの上方に薪を振り下ろしました（写真５）。

‘からだ’を抱えもらったⅠちゃん

棒パン作りの途中で疲れてしまったＨちゃん。指導者に抱っこされ
ています（写真６）。しばらく抱っこされたあと、Ｉちゃんは元気を取り
戻しました。指導者に抱えられながら、自分の気持ちを立て直してい
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（４）キャンプが及ぼす保護者への効果
　 　～夫婦で互いの新たな側面を知る～

このキャンプには保護者も参加していました。しかし子どもたち
とは別行動をしていました。ある母親は、「父親が参加してくれる
とは思いませんでした。父親が他の親たちと（楽しそうに）かかわ
れると思いませんでした。驚きました」と語っていました。

こうしたキャンプに夫婦で参加することで、それまで知らなかっ
た夫（妻）の側面を見ることができ、それがその後の夫婦関係、
夫婦の絆に良い影響を与えることもあるのではないかと思いまし
た。良い影響は当然のことながら子どもの心にも反映されるはず
です。そしてそのことも間違いなく、このキャンプの効果であると
考えられます。

４. 「特別支援学校応援プロジェクト」（国立磐梯青少年交流の家）視察 

（１）１日目

① 交流の家での昼食の様子

国立磐梯青少年交流の家レストランでの昼食時、今回の参加者
である会津養護学校中学部の生徒たちの近くに私は座りました。
療育手帳Ａ（重度）をもらっている生徒と療育手帳Ｂ（中～軽度）
をもらっている生徒がほぼ半々の印象（Ｂ群の方が少し多いか）
を受けました。食事時、介助が必要な生徒は数名しかいませんで
した。介助の程度としては、「自立」から「ほぼ自立」が大半を占め
ているようでした。

② 湖を進むカヌー（カヤック）体験

昼食後、猪苗代湖に行きました。生徒たちは青シートを広げ、
着替え等の準備をしていました。療育手帳Ｂ群（以下Ｂ群）は一人
で準備できますが、療育手帳Ａ群（以下Ａ群）の中には介助が必
要な生徒がいました。
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（３）親子で動作法

一昨年の夏、「親子で動作法」を体験する企画を立て、実行しました。
参加者は６組（子どもも保護者も動作法は未体験）。スタッフは私を

含めて５人（内２名は筆者のゼミ生）。

Ⅳ 課題を抱える子どもの支援　いま、これから

（２）２日目

① 磐梯南が丘牧場でのバター作り体験（写真１0）

紙コップに入った牛乳にお塩を少 入々れ、蓋つきコップに移し
替えて振るという指示を、お店の方は言語指示のみで行っていまし
た。障害児の多くは言語性知能よりも非言語性知能の方が高い
と言われています（事実そうです）。つまり、聞いてもわからないが、
見ればわかるということがあります。絵や写真を使って、作業工程
を視覚的に示してあげたほうが、生徒たちはやるべきことを理解し
やすいのではないかと思いました。 

作業の後に『バターをパンにつけて食べる』という強化子(※23)

があることを、前もって生徒たちに伝えておけば、バターを作る彼
らのモチベーションがもっと高まったのではないかと思いました。 

バターができた後に、パンが出てきて、皆、美味しそうに食べ
ていました。

終始笑顔の生徒もいれば、やや緊張気味の生徒、手綱にしが
みついている生徒、動きに余裕を感じさせる生徒など、乗馬中の
姿は多様でした。

③ ウサギをやさしく抱えること

ウサギをやさしく抱く生徒、力加減がわからず、ウサギを強く掴

②‘からだ’への気づきを促す乗馬

馬に乗るためには体幹に力を入れ、バランスをとり、姿勢をよくしな
いといけません。馬の動きに添う必要もあります。このように、普段は
意識しない‘からだ’への気づきを促す乗馬は障害児の指導に効果が
あると言われています。乗馬療法という言葉があるくらいです。 

１人の生徒を除き、馬に乗ることができました。その１人はＢ群
の自閉症児でした。乗馬を拒否し、走り回っていました。 

前日、泣いてばかりいて、カヌーに乗らなかったＡ群の生徒はバ
ランスを崩しながらも、最後まで乗ることができました。カヌーの時
とはまったく逆の反応を示す生徒がいたのが印象的でした。
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５. 大人になるにつれ身体が硬くなる障害児　～『障害児に動作法（※24）を適用する試み』～

（１）障害者の‘からだ’を囲む身体は硬い

筆者は現在、就労移行支援施設（※25）で障害者とかかわる機会
があります。そこには知的障害、自閉症、ダウン症などの障害を
有する人たちがいます。知能検査を実施すると彼らの知能は平均
よりも（かなり）下回ります。知能が低いと、作業能力も低くなり

ます（知能と作業能力が完全に相関するわけではありませんが）。
そのため、彼らが一般就労することは困難です。作業を遂行する
彼らの姿勢や動きを観察すると、そこには滑らかさがないことがわ
かります。胸を張り、大きく手を振って歩く彼らを、ほとんどと言っ
てよいほど、見たことがありません。

彼らの身体は非常に硬くなっています。彼らの後ろに回り、肩の
あたりをつかみ、引いてみます。われわれの経験から言えば、疲れ
たときに、誰かにこのようにしてもらうと気持ちがよいものです。
しかし彼らの多くはそうは感じられないようです。「イタイ、イタイ」

と言って顔をしかめ、筆者の手から逃げようとする方もいます。 
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（４）今後の課題

動作法を受けた保護者は、動作法が気持ちよいものであることを
知りました。しかし演習時間が短かったために、子どもに生じた変
化を感じるとるところまではいかなかったようです。もっと時間をか
けて、親子が動作をとおして触れ合う必要性があることを感じました。

①女児。小学校３年生。診断名は知的障害。動作法をしていると
き、子どもはおとなしくしていました。自分は体が楽になりまし
た。背中の痛みが消えたのには驚きました。
②男児。小学校３年生。診断名はアスペルガー障害。普段は顔に触
る時間をとることは難しいですが、あの後、なるべく触る時間をと
るようにしています。しかし恥ずかしがって触らせてくれません。自
分は動作法をしてもらっているとき、とても良い気持ちでした。
③男児。小学３年生。診断名は広汎性発達障害、注意欠陥多動
性障害。我が子がゆっくり横になっていることが難しい子ども
であることに気づきました。自分は、動作法をやってもらいな
がら、人の手の暖かさを感じました。あまり力を入れなくても
緊張をほぐすことができることがわかりました。顔を触られる
と、ゆったりした状態になり、眠くなることがわかりました。家で
もやってみようと思いましたが、横になってくれませんでした。
④男児。小学校４年生。広汎性発達障害。子どもとのスキンシッ
プをとることがあまりないので、よい体験になりました。夫も自
分も、動作法をやってもらって、リックスできました。
⑤男児。小学校５年生。診断名は自閉症。思った以上に、子ども
がリラックスしているのを見て驚きました。自分も動作法をやっ
てもらって気持ちが良いことがわかりました。家でやってあげ
たら、気持ち良さそうにしていました。病院での待ち時間のと
きに興奮していたので、動作法をやってあげたら、少し落ち着
いて待っていられました。

感 想

※22 自発的指さし：健常児は1歳頃になれば見るもの何でも指さします。
それが自発的指さしです。

※23 強化子：ご褒美のことです。ある行動の次に強化子が与えられれば、
その行動は反復される可能性が高まります。

※24 動作法：日本人（成瀬悟策）が考案した数少ない心理療法の一つ。動作
から心に迫る治療法です。ここで取り上げた顔の動作法は吉
川吉美（現 愛知学院大学教授）が考案したものです。心地
よいリラックス効果が得られます。

※25 就労移行支援施設：障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一
つです。一般企業への就労に向けて事業所内で職業訓練をします。

※26 児童デイサービス施設：障害者自立支援法に定められた障害福祉サ
ービス事業の一つです。就学前に通所で療育する保育施設
的な事業と、就学後の放課後にサービスを提供する事業とが
あります。

※27 無発話：意味のあることばを発しない状態を言います。

（２）小さい頃から身体が硬くならない取り組みを

① 力を抜くのが苦手な子ども

筆者はまた児童デイサービス施設（※26）で子どもの指導にあたるこ
とがあります。大人ほどではありませんが、やはり身体の硬い障害
児が多くいます。

背後に回り、上腕をもち、持ち上げます。肩を上げるように促すた
めです。しかし肩に力を入れたまま、肩が上がりません。今度は仰臥
位にし、足首を前後に動かそうとしてみます。しかし足首に力が入り、
動きません。障害児の多くは力を抜くことが苦手なように見えます。

②「動作法」を受け入れたS君

こんなこともありました。最重度の知的障害児（自閉の症状も
ある）Ｓ君。Ｓ君は無発話（※27）です。名前を呼んでも反応しません。
一時もじっとしていることがありません。部屋の中を無目的（その
ように見えた）に動き回ります。腕などをつかまれることに抵抗を
示します。たとえつかまえても、身をくねらせて、逃げます。

ある日、そんなＳ君をなんとか仰臥位にし、顔の動作法を行っ
てみました（写真13）。額に触り、次に目に触りました。そのとき
でした。Ｓ君の抵抗（全身の強ばり）がスッーと消えました。「この
感覚はなんだろう」。今まで経験したことのない感覚に驚いている
ことが、Ｓ君の表情から読み取れました。その回以降、誰の手か
らも逃げていたＳ君が顔の動作法を試みる他者に身をまかせてく
れるようになりました。

その児童デイサービス施設では毎月１回、７名の障害児に動作
法を行っています。今ではどの子どもも動作法を受け入れてくれて
います（受け入れてくれるまでには数週間、あるいは数ヶ月の時間
を必要としました。受け入れるまでの時間には個人差があります）。
この時間だけは落ち着いているように見えました。

ています。次 と々ダブルカヤックが湖の中を進んでいきます（写真
８）。恐怖感を感じている生徒はいません。皆、楽しんでいます。

カヌー体験終了後、ペットボトルを口に運ぶ生徒たちの表情か
らは満足感が読み取れました。

③ 与えられた役割を果たしたキャンプファイヤー

ロウソクが灯され、電気が消されました（写真９）。キャンプフ
ァイヤーが特別な場であると感じたのでしょう。皆さん、静かにな
りました。火の神様のお言葉に耳を傾け、それぞれに与えられた
役割を果たすことができました。この日のために覚えたセリフを上
手に言うことができました。

9

んでしまう生徒、ウサギが怖
くて、抱っこできず、動きま
わる生徒など、ここでも生
徒たちには多様な反応が見
られました。ウサギの反応を
感じながら優しく抱える体験
は大事なことのように思いま
した。

子どもと保護者（母親６名、父親２名）に対して、筆者が顔の
動作法と上体のそらし（写真14）を実施しました。

下はその数週間後に聞き取りした感想です。
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【図3】
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水口進「軽度発達障害児と心理臨床―特別支援教育を意識して―」『常磐大学心理臨床センター紀要』創刊号2007,pp.59－62.

【発達障害担当／水口  進（常磐大学教授）】

６. 子どもが体験の風を受けることへの私見

①「子育ての凧揚げ理論」

図３は子育ての凧揚げ理論と言われるものです（作、水口）。 
赤ちゃんは母親に抱えられて育ちます。しかしいつまでも抱えて

いるわけにはいきません。ずっと抱えてばかりいたのでは子どもは
健康に育ちません。子どもの心身は未発達な状態に留まります。
体から離す時が必要になります。遅くても３歳、それがその時にあ
たります。凧は風を受けて高く舞い上がって行きますが、子どもが
受けるのは集団の風です。集団に入り、そこで様々な体験をするこ
とで、凧が人から離れていくように、子どもは親から自立していき
ます。風を受け損ねると凧は地面に落ちてきます。 子どもも体験
の風を受け損ねると集団に適応できなくなります。

② 障害児に、ほど良い人工の風と自然の風を

健常児は風に乗るのが上手です。風の強弱をうまく調整して受け
ることにより、大空に舞い上がっていきます。障害児は健常児に比
べて風を受けるのが下手です。風が強すぎても、凧は落ちてくるし、
弱すぎても落ちてきます。

したがって障害児にはほど良い風を与える必要があります。そう
したほど良い風を与えるのが特別支援教育の役割です。ここでの
ほど良い風は教師が引き起こす人工的なものです（特別支援教育

の場で起こされている風の人工度は、普通教育のそれに比べて
大きいように思います）。人工的な風を受けることは、子どもの
社会化にとって必要なことです（教育は人工的な風です）。

凧がより高く舞い上がるには、人工の風以外に、自然の風が必
要になります。健常児には学校以外の場での遊びを通して自然の
風を受ける機会があります。一方、障害児にはそうした機会が少
ないのが現実ではないでしょうか。障害児に自然の風を与えるため
には、意識的にそうした機会を作ってあげる必要があります。青少
年交流の家・自然の家等での体験活動はまさにそうした機会を意
識的に与えることになるのです。

子育ての凧揚げ理論

自立

Ⅳ−2 社会的養護の子どもたちが求める自然体験活動

本報告では、まずは社会的養護を担う児童福祉施設について
の概況を説明し、入所する子どもたちの抱えた課題とその解決の
ための手立てについて視点を述べます。それらを踏まえた上で、
最後に野外活動の意義や可能性について考察したいと思います。

1. 児童福祉施設について

筆者は野外活動の専門家でないため、施設臨床の経験を踏まえ
た一臨床家としての私見であり、これからの研究と実践の発展に
向けて参考にしていただけたら幸いです。

（１）社会的養護の概況

① 社会的養護が必要な子どもは4万人

保護者がそこにいない、あるいは保護者から虐待されているな
ど、環境上の問題から家庭に留まることが困難なケースに対して、
家庭に替わって社会が養育を担う形態を社会的養護といいます。

社会的養護を必要とする子どもは全国で約４万人おり、これは
全児童人口（0歳～ 18歳未満）の約0.2%にあたります。社会的
養護のあり方としては児童福祉施設による「施設養護」（現在約
３万７千人）と里親やファミリーホームによる「家庭養育」（現在
約４千人）の二つに分かれます。

児童福祉施設とは児童福祉法に定められた施設で、社会的養
護児童を対象とした施設には乳児院、児童養護施設、情緒障害
児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホームがあり、
これに母子で入所する母子生活支援施設が加わります。

表1は、それぞれの特徴と設置数と子どもの現員（平成23年3月
末現在、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課）、および入所
時の被虐待児の率（平成20年2月1日現在、厚生労働省雇用均等・
児童家庭局総務課．ファミリーホーム、自立援助ホーム、母子生

活支援施設は除く）を示しています。

② 児童養護施設とは

社会的養護児童の大部分を占めているのが児童養護施設で
す。原則3歳からの児童年齢（18歳未満）を対象としている施設で、
全国で585か所あり、約３万人の子どもたちが暮らしています。

施設の規模は様々で、100名を超える施設から30名程度の施
設まであります。居住形態も多様で、一つの居住単位（舎）に20
名以上が暮らす形態を大舎施設、12人までを小舎施設、その間
を中舎施設と呼んでいます。現状は７割程度が大舎施設ですが、
国的な方針はより家庭的な施設生活を目指すこととしており、小
規模、小舎施設が増えつつあります。

職員は保育士や生活指導員等のケアワーカーが中心で、家庭
支援専門相談員（家族支援や多機関との連携等の中心となる）、
心理士、看護師等が施設種別に応じて配置されています。法で定
められたケアワーカーの配置基準は、児童養護施設で職員1人に
子ども5.5人です。24時間の生活施設であるため、当直や夜勤な
ど含めた勤務体制を踏まえると、日中でも一度に10数名の子ども
を援助する時間帯が生じることになります。

社
会
的
養
護

種								別 特　　　　徴 設			置			数 子ども数 被虐待児の
入所率

家庭
養護

里親 里親宅での養育 2,971世帯
（委託里親数） 3,876人 31.5％

ファミリーホーム 一般的な住居で5，6名の子ども
を養育 145か所 414人 ――

施設
養護

乳児院 乳児（必要な場合は幼児も可）
が入所 129か所 2,963人 32.3％

児童養護施設 3歳以上の子ども（必要な場合
は乳児も可）が入所 585か所 29,114人 53.4％

情緒障害児短期治療施設 情緒障害を有し治療を必要とす
る子どもが入所 37か所 1,178人 71.6％

児童自立支援施設 不良行為のある子どもなど生活
指導を必要とする子どもが入所 59か所 1,543人 65.9％

自立援助ホーム 義務教育を終了し、児童養護施
設等を退所した子どもが入所 82か所 310人 ――

母子生活支援施設 母子が利用 261か所 5,951人 ――

社会的養護の概況
【表1】
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Ⅳ 課題を抱える子どもの支援　いま、これから

③ 施設に入所する被虐待児は約１０％

近年は虐待を理由に児童養護施設に入所する子どもは半数を超
え、児童自立支援施設や情緒障害児短期治療施設で7割を占める
現状で、児童養護施設でも都市部では8割を超えるところもあります。

被虐待児の入所が増加した背景には、児童相談所の対応する
子ども虐待の件数の増加があります（図1参照）。2011年度の対応
件数は59,919件で、統計を取り始めた90年の1,101件から一度も
前年を下回ることなく増え続け、60倍近くに膨れ上がっています。

こうした現状が入所する被虐待児の率を引き上げたのですが、
それでは、児童相談所が扱った虐待期待ケースのほとんどが施
設入所に至るのかというとそうではありません。むしろ多くのケー
スは家族同居を続けながら支援を受けるいわゆる在宅支援が中心

で、全体の約9割を占めています。残りのわずか1割が社会的養護
というのが実際です。主要な理由は社会的養護のキャパシティー
が限界なためです。本来であれば、もっと多くの子どもに社会的
養護が必要であろうとの指摘は現場の多くから聞こえる声です。
ゆえに約1割という数字は、ある意味で選び抜かれているケースで
あることを意味し、いかに深刻な虐待環境を生き抜いてきたかが
想像できるでしょう。

子どもたちは深刻な虐待環境を生き抜いてきた故に、心身に重
篤な課題を抱えており、その対応にはかなりの困難が伴うものと
なります。入所する子どもの重症化が進んでいるにもかかわらず、
子どもに対する職員の配置を定めた法的最低基準は戦後と大きく
変っておらず、圧倒的な人手不足の状況が深刻化しています。

【図1】

児童相談所の児童虐待相談対応件数（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、2002年）
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（２）児童福祉施設の暮らし

① 入所にあたって

児童福祉施設への入所にあたっては家族と本人の同意を得た上
での児童相談所の措置によります（母子生活支援施設は除く）。
入所が適切と判断されても同意が得られない場合は、家庭裁判
所の審判（児童福祉法第18条の審判）によって入所の是非が判
断されます。

母子生活支援施設以外の子どもたちは、家族およびそれまで
暮らしていた地域と離れて暮らすことになります。それまでの環境
の影響のみならず、入所に伴う分離体験も大きな心的影響を残す
可能性を孕んでいます。従って、入所にあたっては入所にあたって
の説明、見学等に十分時間をかけ、それまでの人生を支えた人や
様々な資源とのつながりを断ち切らない配慮が求められます。

② 施設での生活

子どもは、ケアワーカーを中心とした職員と他の子どもたちとの
生活となります。居室は、個室で暮らす子どももいれば、２人部屋、

４人部屋など複数で共有する子どももいます。食事、睡眠、入浴
等、基本的な日常の営みが展開されます。児童養護施設の子ども
たちは、地域の学校に通います。情緒障害児短期治療施設と児
童自立支援施設の多くは施設内に学校や学級が設置され、生活
支援と学校教育が施設内で連携して展開されています。

施設は日常生活の質をあげることに力を注いでいます。施設の
食事は粗末であるというイメージを抱く一般人は少なくないです
が、質、量共に充実している施設が多いのが実際です。

児童福祉施設は、基本的に集団生活となりますが、なるべく一
般の家庭生活に近い生活が提供できるよう、その規模を小さくす
ると共に、可能な限り個別の対応を心掛けています。それは単に
職員と1対1で過ごす時間を確保するだけでなく、個々の課題やニ
ーズに応じた日課、活動、課題等を個別に設定することです。そ
のために子どもを適切に理解する必要があり、子どものアセスメ
ント力を高めていくことを重視しています。

後述しますが、年齢相応の基本的生活習慣が身についていな
い子どもが少なくないため、職員が多くの手をかける必要がありま
す。不信感や被害感が強く、かつ怒りをコントロールする力が弱

【図1】

２. 虐待を受けて社会的養護を必要とする子どもたちについて

（１）子どもたちの抱えた課題

入所する被虐待児の課題を以下にまとめました。

① 養育者（親）に守られずに育った子ども

多くの子どもに共通する課題は、それまでの暮らしの中で、
生理的情緒的ニーズに対して、養育者（親）からの応答的なか
かわりが乏しく、愛着形成（Bowlby,J、1982）が充分に確立
されていないことです。そのため本来獲得されるべき、乳幼児の
発達課題である基本的な信頼の感覚（Erikson,E.H、1963）
の獲得が阻害され、不信や恐怖を心の根底に抱えることになり
ます。

子どもは養育者から守られ、養育者に依存しながら育つ存在
です。入所する子どもたちの多くは、そうした関わりや機会が乏
しいまま、周囲に抱く不信と恐怖の中で、一人ぼっちで耐えてき
たような子どもたちです。そのため過度に警戒的で、刺激の多い
場面では落ち着きをなくす子どももいれば、些細なことで攻撃的
になる子どももいます。夜には恐怖心からなかなか眠れない、眠
っても眠りが浅い子どもも少なくありません。

衝動や感情が調整困難で、待つことができない、あるいは衝
動はすぐに行動化され、怒りはすぐに暴力となりやすい子どもも
います。暴力は人や物に向かい、自分自身に向かう場合もありま
す。一旦怒ると、あるいは情緒が混乱し癇癪等が生じると、それ
を鎮静するのにとても時間がかかります。こうした感情調整力の
拙さも、幼少期にありがちな癇癪などに対して養育者が抱っこな
どであやしたり、なだめたりする手立てが乏しいことが背景にあり
ます。

② 基本的な生活習慣が身についていない子ども
幼児期の基本的なしつけがなされていない子どもは実に多いので

すが、基本的な生活習慣や社会的ルールを身につけることは、自分
の欲求を社会的要請に合わせて制御することと密接に関係します。

就寝、起床を始めたとした1日のリズムがばらばらで、食事、
排せつ、入浴、着替えなどといった基本的な生活の営みに課題
を抱えた子どもたちがいます。小学校高学年でも、下着を取り換
えない、体が洗えない、排せつの跡にお尻を拭く習慣もないなど
の子どももいます。こうした子どもが、一般の小学校に通えば、
他の子どもと同じような行動がとれないために、疎んじられたり、
批判の的に晒されることになります。

③ 情緒の発達や言語発達が拙い子ども

情緒発達や言語発達が滞っている子どもは多くいます。これら
の発達は子どもの体験に心を添わせ、「きれいだね」「おいしいね」
などと言葉を添えるなどの共感的やり取りの積み上げが重要となり
ます。こうしたことで、自分が体験する感覚が、言葉によって明確
になり、より細やかな情緒を感じ取れるようになっていきます。

共感性の発達と、情緒発達、および言語発達が密接に結びつ
いて展開していく過程ですが、ネグレクトされ放っておかれた子ども
たちは、こうした大人からの応答的働きかけが欠落しており、情緒
発達や言語発達が促進されず停滞しても不思議ではありません。

④ 強い不信と恐怖を抱えている子ども

強い不信と恐怖に対処するために、麻痺しているかのように、
何も感じないよう心を閉ざし、意識を低下させぼーっと過ごして

い子どもも多くいます。そのため友人とのトラブルは頻発しやすく
なります。児童福祉施設には縦割りという形式で年長児が年少児
の世話をするという文化が古くからあり、それらが子どもの成長を
促すと共に職員の助けにもなっていましたが、今日はそれが成り立
ちにくい現状です。年少であれ年長であれ大人への関わりを求める
子どもは多く、限られた数の職員の奪い合いが生じたり、我慢を
余儀なくされたりする子どももいます。

③ 行事や自然体験も大切にする支援

施設の生活は、日常の基本的な営みをつつがなく提供すること
が柱ですが、四季に応じた様々な行事も大切にしています。正月、
節分、クリスマス会などです。現在は一般家庭でこうした行事を
軽視、簡略化しつつあるのに比べ、多くの施設は大切に位置づ
けています。そういった意味では、施設の方が日本の伝統文化や
それに伴う季節感を体験できるとさえ思うときがあります。

夏休みには多くの施設でキャンプ等の行事を行っています。自

然とのふれあい体験や野外活動は本研究のテーマですが、児童
福祉施設はこうした活動も重視しています。児童自立支援施設で
は、木々に囲まれた自然の中に設置された施設が多く、作物の栽
培など自然と交流する時間は多くあります。ただここ十数年の子ど
もの抱えた課題の重症化とともに、こうした活動に乗ることが困
難な子どもも増えており、無理のない形で参加できるよう活動内
容の工夫や個別的な配慮が必要となっています。

④ 職員不足という課題

個々の子どもがそれぞれの課題を抱えており、個別対応が重要と
なりますが、子ども5.5人に職員一人という職員配置の脆弱さがそ
れを難しくさせています。一人の職員が十数名の子どもの世話をす
る状況は改善すべき喫緊の課題です。激務から疲弊感や無力感に
さいなまれることは多く、バーンアウトする職員や心身に傷ついて
離職する職員も少なくありません。職員の疲弊感や無力感は、離
職に至らなくとも支援力の低下を招く危険さえも孕んでしまいます。
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いる子どももいます。こうした解離症状（Putnam,F.W．,1997）
も多くの子どもが示す症状です。　　

解離、怯え、委縮した状態が継続することは、主体的に外界と
関わり、体験から学んでいく過程を閉ざしてしまいます。入所する
被虐待児は認知発達が軽度からボーダーの子どもが多いのも、
そうした背景が考えられます。　

こうしたケースでは、施設入所後に安心できる暮らしが補償さ
れた後、目覚めたかのごとくに心が開かれ、体験を取り入れ始め、
知的レベルが著しく向上する場合があります（藤永ら,1086、増
沢,2001）。

⑤ 悪循環の中にいる子ども

多くの課題を抱えた子どもたちは、皆の行動についていけず、
時に迷惑な行動をとってしまい、トラブルが頻発しやすくなりま
す。中には盗み、徘徊などの逸脱行動がみられる場合もあります。

ただこうしたケースも、空腹を満たすための盗みなど過酷な境
遇を生き抜くための必然的な行動（橋本，200）として理解する
と腑に落ちることがよくあります。

悲しいのは、こうした行動があるゆえに地域から問題児として
みなされ、阻害され排除されやすいことです。それにより援助の
手を差し伸べるべき地域での新たな人 と々の出会いの機会さえも
失わせてしまいます。疎まれたり叱責されることの繰り返しは、
もともと低い自己評価をさらに低下させ、周囲への不信と被害感
を強めさせてしまいます。こうした悪循環の過程の中で雪だるま
のように課題を増幅させ、その果てに最後にたどりついたのが児
童福祉施設というケースはめずらしくありません。

⑥ 虐待は脳の発達や機能に悪影響をもたらす

精神医学的アプローチを必要とする子どももいます。つけられ
る診断名は、反応性愛着障害（抑制型、脱抑制型）、注意欠陥
多動性障害（ADHD）、素行障害（盗み、嘘、反社会的行動）、
反抗挑戦性障害、広汎性発達障害（アスペルガー障害など）、外
傷後ストレス障害（PTSD）、解離性障害（解離性とん走、解離
性健忘、離人症性障害等）、不安障害（全般性不安障害、社会
不安障害、パニック障害、強迫性障害）などです。

一人の子どもが複数の診断基準に当てはまることも珍しいこ
とではありません。これらはアメリカの精神医学会が作成した
DSM-Ⅳの診断ですが、留意すべきは、こうした診断は、子ども
の示す症状を分類して概念化し、そこに診断名をあてたものであ
り、背景や原因からつけられたものではないということです。

従って、診断とは別に子どものあり様全体を捉え、その背景に
ついて生育歴や家族状況を把握するなどして理解に努めなけれ
ば、本来的な課題を見逃すことになります。例えば、アスペルガ
ー障害の診断基準を満たし、そう診断されたとしても、それが生
来的な脳の機能障害のみに限定されず、幼少期の不適切な養育
環境が深く関係している場合もあり得えます。

同様の診断基準マニュアルとして世界保健機構（WHO）で用
いられているICD-10がありますが、これも同様のしくみで診断さ
れます。注意欠陥多動障害と診断された子どもが、施設入所後、
特定の場面では非常に落ち着いていて、生活になじむにつれ、
一つの活動を落ち着いて持続することが可能になることも少なく
ありません。

生来的な脳の機能障害であれば、場面による違いや、目覚ま
しい改善はなかなか見られないでしょう。虐待環境が生理学的な
影響をもたらすことは古くから言われており、ここ10数年で過酷
な虐待環境が、脳の発達や機能に悪影響をもたらすという指摘
もなされるようになっています（田村,2006、友田,2006）。

施設に入所する被虐待児は、身長、体重の低下、脈拍や体温
調整の問題などがあり、脳の発達や機能と強く結びついた諸機
能に課題を抱えた子どもは少なくありません。人間が高ストレス
下におかれ続けることで、脳内にストレスホルモンであるコルチ
ゾールが増加し、脳の発達に悪影響を及ぼし、発育の遅滞や行
動上の問題につながる可能性などが指摘されており、虐待から行
動上の問題に至る過程での脳のメカニズムが少しずつわかり始め
ています。

（２）被虐待体験の後遺症からの回復と
　　健全な育ちを支えるために必要なこと

① その子どもにとって安心感に包まれる生活を

入所する子どもたちに第１に必要なことは、日々の暮らしが安
全で、安心感に包まれることです。それまでの暮らしは命さえおび
やかされる可能性のある危機的状況で、それは著しく高いストレス
下におかれていたといってよいでしょう。まずは生活全体が子ども
を守り、子どもの不安や恐怖につながる刺激を取り除く、あるい
は低減して、高いストレス状態から解放することです。

しかし、その子どもがどのような環境や、どのような関わりが
安心できるのか、何を不快と感じ、どのような刺激が恐怖となる
かなどを把握することは簡単ではありません。子ども自身がどう
感じ、何を望んでいるかが不確かで、かつ言語化して求める力も
乏しいため、職員が寄り添いながら感じ取っていくことが重要と
なります。つまり、関わりながらの共感的行動観察です。

いくらこちらが適切な環境と考え提示しても、子どもはそれま
でと違う環境に戸惑い、違和感や嫌悪感を抱くことがあっても何
ら不思議ではありません。大人への不信感が強い子どもであれば
なおさらです。日々寄り添いながら日常生活での様子を丁寧にと
らえ、子どもへの理解を深め、子どもと話し合いながら、子ども
が混乱する場面、対処できない場面、恐怖に感じる場面などを
可能な限り排除し、日課も簡潔でわかりやすく、見通しが持てる
営みとなるよう工夫し、無理せず安心して過ごせるような環境を
提供することが重要です。

② 暴力や盗みなどを繰り返す子どもが
 「救われる」こと

暴力や盗みなどの逸脱行動が繰り返されるケースに対しては、
暴力は決して認めないなど、現実的で毅然とした対応の上、どの
ような状況で問題が生じやすいか、誘発してしまう刺激は何か等
を子どもの理解に即して吟味し、問題の発生が無用に頻発しな
いよう環境を整える必要があります。

怒りや暴力が生じて収められないとき、あるいは情緒が混乱し
て癇癪を起しているときなど、子どもの心を鎮めるよう手立てを
講じることが必須です。刺激のない場所に子どもと一緒に移動
し、落ち着けるよう肩をたたいてなだめたり、音楽を聴くなどして
落ち着けるよう促したりなど、その子に適した手立てを見出すこ
とです。ほとんどの子どもが、暴力や癇癪を起こすことを望んで
はいません。

これらの取り組みは問題を起こしたゆえの自身への傷つきから
子どもを守り、救うことにつながります。子どもはすでに多くの
傷つき体験をしており、絶望的な気持ちに圧倒されています。毎
日が安心して生活できるように手をかけることは、いわば「救わ
れる体験」（増沢、2009）といってよい重要な意味を持ちます。

③ 安心できる日常生活は
　 心身を回復させ成長させる

本来、一般的な日常生活には、清潔が保たれ、食事があるな
ど、生きることが保障されていること、おおよそ一貫した日課が
あることで見通しが持てること、起床、食事、登校といった生活
のリズムがあるなどの要件が自然と備わっていて、それらが子ど
もの育ちを支え、促しています。

子どもが安心して暮らせるよう手数をかけた結果、子どもが徐々
にその環境に根をおろしてくると、こうした日常生活本来の持って
いる要素が心身の回復と健全な発達を促していきます。命が保障
され、先が見通せるリズムある日常に包まれることで、安心感が
育まれ、場当たり的な言動からまとまりのある安定したあり様へ
と子どもを導いていくのです。ぐっすり眠れ、伸び伸びと過ごせる
ようになると、身長や体重がぐっと伸びる子どもも少なくありませ
ん。これは単に食事があるだけでなく、培われた心の安心をベー
スに、心と体が調和し、身体的発育に必要な脳内物質が適切に
分泌され始め、成長に向けて走り始めるからと思われます。

④ 自然体験は大人との
　 信頼関係づくりの貴重な機会

大人に対して不信と恐怖を抱いていた子どもが、援助者と信頼
関係を築けるようになることは、中心的な支援の目的です。子ど
もが安心して生活できるように具体的に手をかける繰り返しを通し
て、初めてそこにいる援助者が、信頼し頼れる大人として選ばれて
いきます。

併せて、子どもが援助者と一緒にいて穏やかな表情のときや明

らかに安心して過ごしている場面を見つけだし、大切に育むこと
が重要です。こうした場面は大人との信頼関係構築の萌芽となる
貴重な場面です。

それは入浴の場面かもしれないし、洗濯物をたたむ援助者の隣
でその手伝いをしているときかもしれません。一緒に並んで散歩し
ているときかもしれません。こうした場面では、援助者もどこかほ
っとして穏やかな気持で余裕が持てて、子どもに対する肯定的な
感情がふっと沸いてきます。本研究のテーマである自然との触れ合
い体験を、こうした文脈の中に組み込むという発想を持つことで、
被虐待体験によって抱えた課題からの回復に向けた一つの大きな
意味と可能性を持つように思います。これについては後で述べます。

援助者との信頼関係が築かれた子どもは、信頼する援助者に
守られ、導かれながら、損なわれた発達課題を少しずつとりも
どし、不適切な認知や行動を修正し、友達との関わりや集団活
動へと対人関係を広げ、生きるための様々な知見やスキルを身に
つけていきます。この段階に至った子どもたちにとっても自然体
験の意味と可能性が見えてきます。これについても後で述べます。

（３）人生を振り返り、
　　生きることの意味を見出す過程を支える

① 自己否定する子ども

回復と成長に伴い、徐々になぜ自分は施設にいるのかなど、自
分自身のこれまでの人生について、振り返り、人とは違う境遇に
苦悩するようになります。特に思春期の入り口にさしかかった頃か
らその傾向が強まっていきます。

入所する子どもたちの多くは、身体的虐待や性被害体験、親
の離婚や別居や転居に伴う喪失体験など、一般の子どもたちに
比べて、複数の厳しい逆境的体験を経てきています。これらの体
験は自分の人生のマイナスイメージを増幅させ、過去の人生の良
質かつ連続した物語性の構成を妨げます。
「自分の生は望まれたものでない」「一貫した居場所がなく、た

らいまわしの人生」「嫌われ、捨てられた自分に未来はない」など
と自己否定感を強め、絶望感に苦しみます。こうした状態からイ
ライラや抑鬱、引きこもり、自虐的な逸脱行動に至る子どもが少
なくありません（増沢他，2008）。

② 過去の良い体験や思い出が
　 人生を肯定的なものにする

しかし全て悪いことで染め抜かれた過去や親子関係はなく、ど
こかによき思い出、良い家族イメージの欠片は必ずあります。そ
れまでの自分を支えた様々な人との出会いも必ずあります。

一般家庭の子どもは、家族で過去の思い出話をさかんにし、ア
ルバムを見て共に懐かしむなどの会話を通して、自分の人生を再
構築させていきます。多くは楽しい思い出を何度も振り返るもの
で、その結果、良い思い出が膨らみ、悲しい体験などのマイナス
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の体験は小さくなっていきます。そして、過去の人生が肯定的なも
のとして再構成されていくのです。このことはトラウマ体験を克服
するための人間に備わったリジリエンスの機能であり、辛いことが
小さくなることで、やがてはそうした体験も言葉にして収めること
が可能となります。

③ 肯定的な人生のストーリーを再構築する支援を

しかし社会的養護の子どもたちは、こうした機会が圧倒的に少
ないのです。人生を一貫して共にした大人でないため、過去の体
験が共有できないのです。

施設の職員は、子どものそれまでの自分の人生を支えた人、モ
ノ、居場所など、有形無形の子どもの財産を見出し、紡ぐ努力が
必要です。子どもと一緒に、育った地域に訪れると、昔遊んだ公
園やよく行ったお店などを見て、湧き出るように楽しかった思い出
を語り始めます。公園や店などを一緒に見たことで、その後は昔
話が活発になります。イメージを共有できる人になり得たからです。

この作業は施設入所のその時から取り組む必要があります。嘘
やごまかしでなく、事実としての良き資源を紡ぎ、肯定的な人生の
ストーリーを再構成していくことが、思春期に心の大揺れを支える
力となります。過去に自分を支えた資源の中には、公園の丘、登
った木、遊んだ川、虫を捕まえた林など、自然にまつわるものが
多数あるように思います。家庭で辛く悲しい日 を々過ごしている子

どもたちにとって、家の外で優しく慰めてくれる自然の存在は無視
できないように思います。

④ 未来を楽しみにできる体験や
　 自然の中での成功体験を

援助者と子どもが、ちょっと先の未来に楽しみを抱けるような
活動を共にすることも有益です。一緒にランニングを継続し長い
距離が走れるようになった達成感、草木を育てやがて花や実がな
ったときの喜びを共有するなどの体験です。

鳥の巣箱を作って木に取り付けた中2年の男児が施設にいまし
た。巣箱にはやがて鳥が来て卵を宿してくれました。その子は「僕
が作った巣箱には何にも来てくれないと思った」と語りました。野
菜を栽培した同じく中2の女子は「私が作ったって腐った野菜しか
できないと思った」と語りました。それほどに自分を否定している
のかと悲しくなりますが、鳥が来て卵を宿した、あるいはおいしい
野菜が実ったという体験は、彼らの否定的な自己イメージを否定
し、手間暇をかければ自分にもできるという確かな実感を得て、
願えば未来は開かれるという手ごたえとなっていくようです。

自然の中にはこうした体験の可能性が満ちています。自然は
虐待を受けた子どもも、一般の子どもも分け隔てなく、取り組
んだ成果を現実のものとして示してくれます。この意味は大きい
のです。

３. 自然とのふれあい体験や自然を媒介とした活動の意義と可能性

（１）自然の可能性

人間は自然の中から生まれ進化をとげてきた存在です。自然を
無視して人間の存在はあり得ません。生物学的意味においては、
森林浴をはじめとして、自然の心地よさの中に身を置くことで、必
要な脳内物質の分泌が活発になるといいます。被虐待児の多くが
体験するストレスホルモンの過剰分泌の状況とは真逆の世界であ
り、虐待を受けた子どもの心身の回復にとって大きな意味を持つと

思われます。

① 実践事例「ひまわりキャンプ」の
　 子どもたち

筆者は本研究実践の一つであるひまわりキャンプに参加しまし
た。国立妙高青少年自然の家で、2011年1月に行われた2日間
のキャンプです。参加した施設は新潟県上越市にある若竹寮の
子どもたちと職員です。若竹寮は定員50名の大舎制施設で、市
立（上越市立）の児童養護施設です。

職員によれば、幼児は乳児院からの措置変更の子どもも含め、
親からの育児放棄を受けたり、虐待を受けて入所する子どもが多
いそうです。これは全国的な傾向と同様です。半数が特別支援

を必要とする子どもです。服薬している子どもも多くいます。中
学生は全体の半数を占め、幼児を中心として手がかかるため、我
慢を強いられることが多いそうです。男女の棟に分かれて生活し、
居室は4人部屋が中心で、縦割りによる部屋と、同年齢児を集め
た部屋が混在しているそうです。

この夏にもひまわりキャンプを実施しており、子どもたちには大変好
評だったということで、冬のキャンプも楽しみにしていたといいます。
小学生以下はそり遊びをはじめとして雪を媒介にした様 な々活動で、
中高生はもっぱらスキーを楽しむ活動が用意されました。筆者は小学
生以下の活動に参加しました。以降、この活動に参加した感想も含
め、自然を媒介にした体験の意味や可能性について私見を述べます。

② 自然の素材は幅広い子どもの活動を
　 可能にする

ひまわりキャンプでは雪を媒介に様々な活動が展開されていま
したが、雪という素材が様々な遊びのバリエーションを与えてくれ
ることで子どもを夢中にさせ、施設生活で活動レベルが低い子
どもたちにとっては非常に有効に思えました。

プログラムに参加できなくても、その子に合った雪遊びが提供
されれば、皆から離れることなく楽しく活動できます。そり遊び

（2）  大人の守の中での共有体験と
　　信頼関係の構築

① 個々の子どもの視点にたった自然体験を

活動を享受するためには、大人の守りが必要です。そして子ど
もを守るためには、個々の子どもがどのような活動に不安や恐怖
心を抱くかを知り、多少のスリルを伴いながらも、原則は安心し
て参加できる活動内容を計画することや不安や恐怖から不安定
になった場合の対処のあり方など、活動の内容やその展開につ
いて個々の子どもの視点に立って検討することが重要です。

大人の守りと支えをベースに自然体験に参加できれば、子ど
もの回復と成長にとって極めて有益な様々な可能性が見えてきま
す。一緒に虹を見て感動する、鳥のさえずりに耳をすます、昆虫
を見つけて感動する、そよ風の心地よさに包まれるなどの共有体

（３）子どもの心身の発達を促進する
　　 舞台としての自然体験

① 自然の中で愛着行動が活発になる

大人との関係が構築できた子どもは、何らかの活動の途中で、
ふと不安になったり、恐怖を感じたときにその大人のもとに近づ
き安心を得ようとします。落ち着きを取り戻すと、大人を心の基
地にして再び大人から離れて活動し始めます。

こうした行動を愛着行動といい、大人を基地にして行きつ戻り
つを繰り返し、活動の範囲と心の世界を広げていきます。自然
の中ではこうした動きが活発に展開されるように思います。

② 自然体験は様々な課題を学んでいける機会

また楽しい体験をするためには、少し我慢することも必要です。
例えば、そり遊びでは、滑ることは楽しいが、そりを運び上げる
ことはつらい。しかし、楽しみのためにその辛さと向き合い、耐
えなければ次の喜びは味わえないわけです。このことは自らの感
情をコントロールする力を養う機会となります。自然体験は養うべ
き心の課題を、知らず知らずに学んでいける利点を備えているよ
うに思います。

上記以外にも自然体験は子どもの心身の発達のあらゆる段階
に有益なエッセンスを与えてくれています。自然の心地よさや感動
を共有し友達を作り関係を深める力、自然の中にある無限の資源
から好みのものを選択して遊びへと展開する力、目的を立て計画
し皆で協力する力、ルールを設定し守る力、生きるための様々な
知恵やスキルの習得など枚挙のいとまがないほどです。

が嫌いなある幼児は、砂遊びの道具で雪と戯れていました。自
然の素材は幅広いバリエーションを与えてくれるために、こうした
補償ができやすいように思います。異年齢集団を同じ場所で活
動させることは非常に難しいのですが、素材の扱い方次第でその
子に合った活動を提供でき、一つの場所でも皆が満足できます。

室内での活動では、内容が限定されやすく、参加できない子
どもは何もできずに見学しているなど、我慢を強いられることに
なりやすいと思います。それに耐えられるほど自らを律する力を
持った子どもは少ないのです。自然はこうした子どもに救いの手
立てを用意してくれていることを知りました。

③ 被虐待児にとっての自然の恐怖

一方自然は危険に満ちた脅威の場でもあります。夜の暗闇、
嵐吹く丘、雷の音、吹雪の山、災害など、心地よい世界とは真
逆の顔をみせます。被虐待児が根底に抱えた不信感と恐怖感を
述べましたが、自然のみせる脅威に対して、通常の子ども以上に
怯えてしまいます。

東日本大震災の折、小学校に登校していた子どもたちは、大
揺れの後、先生のもとで皆が寄り添うことで恐怖を乗り越えよう
としました。その中に施設入所している被虐待児が一人おり、そ
の子は誰のもとにもいかず、一人立ちつくして叫ぶように泣いて
いたといいます。

この子は愛着形成に課題を持ち大人に頼ることを知らないまま
入所に至っていました。人を頼ることのできない子どもが体験す
る恐怖はどれほどのものか、想像しようとすると胸が痛くなります。

虐待を受けた子どもたちにとって、外界は何が起こるか分から
ない恐怖に満ちた世界です。ましてや自然界は、彼らにしてみれ
ば安心のおけない未知の世界です。筆者の経験でも、施設にま
だ馴染まず職員との関係が充分でない子どもの場合、見慣れな
い場所や先の見通しの持てない活動（例えば登山など）に不安
を覚え、不安定になることはよくありました。

験ということです。

② 感動体験を共に

人間が自然の中で誕生し深化した存在である以上、心地よ
く心開かれる場面や素材は自然界に満ちているはずである。
こうした感動を一人でなく、他者（大人）と共有することで、感
動は何倍にも膨らみます。そうした体験は良き思い出として心
の財産となるでしょう。感動の共有は、互いの良質な関係構築
を促すでしょう。施設職員は、日々の日常生活の中で、子ども
との関係構築と良質な深化を願い、日々努めていますが、自
然界での感動共有体験は、それを促す貴重な機会となり得る
でしょう。

また、そりで滑りきることができた、雪だるまができた、木に登
ることができた、山に登ることができたなど、活動を通して得られ
た達成感は自分への信頼を高めるでしょう。このことは自己評
価の低い子どもたちにとって極めて重要です。子どもの育ちが、
人への信頼と自分への信頼がベースとなって世界を広げ、成長し
ていく過程であることを考えると、自然体験の共有は、まさに生
きるための基盤形成を育む場となり得ることを再認識できます。
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Ⅳ 課題を抱える子どもの支援　いま、これから

③ その子どもに合った無理のない活動を

ただし、ここで認識しておかなければならないことは、子どもの
心身の発達のレベルや抱えた課題を充分に理解し、無理のない
活動を提供することです。何年生だからこの活動などと一方的に
提供すると、それに応えられず、不安定となり、その手当てさえも
しなかったならば、ネガティブな体験として心に刻まれることにな
るかもしれません。こうなれば本末転倒です。

ひまわりキャンプの際、そりに乗って滑り降りることに恐怖を
感じている小学生男児がいました。施設職員に強引に乗せられ
ると大声を張り上げて止めるよう訴えていました。その後、そり
には見向きもせず、職員と一緒に雪穴を掘り続けてその場をしの
ぐことができました。翌日の自由行動をそり会場で過ごすことに
なりましたが、多くの子どもたちの希望でそりが再開されました。
そのとたんに、その男児は「もう帰る」と職員に訴えて暴れ、情
緒的に混乱しました。結局、職員がなだめても回復できず室内
に戻ることになりました。前日には職員の手も借りながら何とか
耐えた恐怖でしたが、その再燃と、自分が他の子どもの様にで
きない悔しさからなのだろうと想像しました。

施設の子どもたちは一般の同年齢集団に比べて心的な発達レベ
ルが拙い子どもが多く、かつそれまでの不適切な養育環境の中で
固有の心的課題を抱えています。個々の子どもへの充分な理解を
踏まえて活動を設定し、情緒的混乱など、子どもの心が危機的状
況になった際の手立てを検討しておくことは必須です。

（３）児童福祉施設職員が支えられ、
　　 子どもの良き資質や能力に気づくこと

① 職員自身も活動を楽しめるようなサポートを

施設職員は日々の子どもとの暮らしで精一杯です。施設は施
設行事を大切にしていても、職員にとって大きな負担となる活動
なのも事実です。

しかし、ひまわりキャンプのように、野外活動を専門とした自
然の家のスタッフがそこに加わることで、児童福祉施設の職員
も安心して参加が可能となります。職員が安心して参加し、心
の余裕が持てることで、子どもの活動に共感的に応答する機会
を増加させ、子どもに不安が生じたときの対処も適宜適切にな
るに違いありません。職員の心に余裕が生まれ、職員自身が
活動を楽しめば子どもも楽しくなります。楽しみを分かち合う場
面が増え、子どもと職員との関係がより良好に展開していきま
す。適切に守られ、適切な活動が用意されれば、先述した自然
活動の治療的エッセンスを個々の子どもが享受していく展開が
期待できます。

その逆に、職員の手が足らず、例えば子どもの行動が広がり
過ぎて、集団活動のコントロールが利かなくなる状況などが生じ、
職員が心の余裕を失っていけば、叱ることや厳しく統制すること
が増えるのは必至です。子どもにとって体験活動がとたんにつま

らないものへと変質してしまいます。
児童福祉施設に野外活動を提供するとき、とかく子どものみ

に目が向きがちですが、野外活動のスタッフと児童福祉施設職
員がよく話し合い、一人ひとりの子どもを理解して適切な活動
を計画すると同時に、施設職員をも企画の対象と位置付け、
施設職員も楽しめて、心に余裕が持てるよう計画することが重
要だと思います。

そのためには、プログラムの工夫と野外活動のみでなくキャン
プ中に過ごす日課全般（食事、入浴、就寝など）にわたっての計
画と、補助員等の配置を充実させるなどのサポート体制も十分に
検討する必要があります。

② 非日常体験は子どもの新たな面を発見する契機

職員にとって多忙な日々から離れ、子どもにとっては窮屈な日
常から解放され、共に良い体験として心に残る活動でありたいも
のです。そうなると、日常生活では見られなかった子どもの良き
資質や能力についての新たな発見の契機ともなり得るでしょう。

ひまわりキャンプに参加したＡＤＨＤと診断され服薬している小
学校4年男児は、そりを気に入ったようで、繰り返し滑っては一人で
重いそりを坂の上まで持ち上げ、繰り返し黙 と々滑っていました。翌
日の雪積みでは、城の石垣のように雪の塊を積み、その隙間に小
さな塊を挟み入れ、バランスよく積み上げて、年上の中学生をしの
ぐ作品を完成させました。その様子はＡＤＨＤ診断とは矛盾する姿
にみえました。男児の健康的な素質と潜在能力を感じた場面でした。

職員の指示が通りにくくマイペースな発達障害児と見なされてい
る男児は、そり遊びの際は無表情で滑り降りていました。表情の
乏しさは確かに発達障害を思わせました。しかし、そり遊びを繰
り返すうちに表情が豊かになり、繰り返し歓声をあげるようにな
りました。職員が褒めると嬉しそうに反応していました。終了時
間後も、なかなか終えられないマイペースな様子は続きましたが、
皆がおやつを食べ始めるとすぐに上がってきました。周囲の様子
をよく見ており、単にマイペースというのと違って見えました。集
団の中で職員の気を引きたい気持ちが強いようで、指示にすぐに
従わないのはそのためもあるようでした。大人からの共感的応答
を求めている健康的な側面を備えた子どもに思えました。

日常から離れた体験活動は、それまでの子どもの理解と異なる
姿に触れ、子どもの理解を深める機会となり得ます。子どもに対
する新たな気づき、それも健康的な側面に触れられることは児童
福祉施設職員にとっては大きな力を得ることであり、子どもとの関
係はさらに好転する要件となります。

４. 具体的な提案

① 児童福祉施設と
　 自然の家（青少年施設）の協働を

児童福祉施設は全国に点在しています。多くの施設が決して
豊かとはいえない限られた予算や人的条件のもとで暮らし、かつ
様々な行事を行っています。野外活動もその一つです。自然あふ
れる魅力的な場所を見つけても、予算や人的配置の制限から利
用を断念せざるを得ないこともしばしばあります。

全国にある自然の家は、施設職員の目から見れば極めて魅力
的なものに映るでしょう。両者が適切に協働できれば、極めて有
益な資源として活用できるに違いありません。

しかし、児童福祉施設の中には自然の家を利用したこともない、
さらにはその存在さえ知らない施設もあります。両者が互いを知る
ための情報交換を活発にし、施設と自然の家の持つ知見と技術を
協働させ、子どもに適した自然体験へと展開していくことを願います。

そうなれば子どもたちの回復と成長に大きく貢献できると感じ
ています。協働に向けてまずは両者がつながってほしいと思います。

② 福島の子どもにのびのびと過ごす保養を

中でも喫緊につながってほしい施設があります。東日本大震災
の被災県で今なお放射能の低線量被ばくの不安の中にいる福島
県および周辺地域の児童福祉施設があります。そこでは子どもた

ちの命と健康を守るために、徹底した放射能の測定と懸命な除染
を続け、子どもたちの生活の場と活動の場の提供に努めています。

一般家庭の子どもたちの中には、家族の判断で遠くの地に避難
した子どもたちも多数います。しかし、施設の子どもたちと職員に
とって、そこから離れることは難しいのが現状です。

低線量被ばくの影響は、癌をはじめとしたあらゆる健康被害に
及ぶことが指摘されています。低線量被ばくの恐れのある地域の
人たちの免疫力を高めるためには食事や生活環境から放射線を
取り除くことですが、もうひとつ非常に効果的なのが、年に1、2回
の1週間から2週間程度の放射線被害の恐れのない地域での
保養であるといいます。黒部（2011）は、保養地で伸び伸びと
暮らすこと、自然の中に包まれて活動することが免疫力向上に
極めて有効と指摘します。

福島県には８つの児童養護施設、１つの乳児院、および児童
自立支援施設があります。原発に近いほど不安は強いことでしょ
う。こうした地域の施設で暮らす子どもと施設職員は、夏休みと
春休みに丸ごと自然の家に移り、低線量被ばくの不安から離れて
のびのびと過ごすことはできないでしょうか。児童福祉施設と自
然の家との協働は大きな可能性を持っていると思います。特に福
島県とその周辺地域の施設については、優先的かつ喫緊に具体
的な検討に入ってほしいと願います。
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Ⅳ−3 非行少年少女と家族、親子体験

筆者はかつて家庭裁判所調査官として、少年非行やさまざま
な家族問題に関わってきました。その経験を踏まえ、少年少女
の非行には親子関係が深く関わっていること、親子で一緒に何
かを体験することが重要であることを論じてみたいと思います。

1. 親離れと非行

ここで取り上げる事例は、プライバシー保護のため、いくつか
の事例をつなぎ合わせてひとつの事例にしたり、内容を修正した
りして、加工を施してあることをお断りしておきます。

（１）子どもは二つの反抗期を経て親離れする

子どもが成長するうえで二回の反抗期を経ることが一般的によ
く知られています。３～４歳ごろの第一反抗期と、思春期以降の
第二反抗期です。高校時代はまさに第二反抗期のまっただ中にあ
ることが多いと考えられます。筆者はかつて家庭裁判所調査官と
して多くの非行少年たちと出会ってきましたが、この二つの反抗期
に親離れの意味を痛感することがよくありました。非行には多かれ
少なかれ親離れの問題を包含しています。この問題について事例
を見ながら考えていきたいと思います。

高校生Ａのケース

Ａ（１６歳・男子）は高校に入学した年の６月に強盗致傷事件を
おこしました。

その日、パチンコ屋で所持金を使い果たしたＡは恐喝を思い立
ち、路上で弱そうな大学生を呼び止めて金を脅し取ろうとしました。
ところが相手がそれを拒否したので、立腹して殴る蹴るの暴力を振
るい、所持金を強奪したという傍若無人な事件です。

事件の内容を考えると、いかにも凶悪そうな少年をイメージしが
ちですが、筆者が会った印象は少し違っていました。体格は良いの
に、どこか小心な印象を与える少年なのです。家族は父、母、姉、
本人という家族構成ですが、父親は単身赴任をしています。父は
家庭で影が薄い存在です。これに対して「おふくろはうるさくてし
ょうがない」とＡは顔をしかめました。母親はいわゆる過干渉で、
家の中を支配しているというのです。姉はどうかと尋ねると、Ａは
「おふくろそっくり」と吐き捨てるようにいいました。

Ａにいわせると、母親は「俺をガキ扱いにする」「一人前の男とし
て扱ってくれない」、「家の中はオンナオンナしていて嫌だ」「何でも
女っぽい考えで動いている」ということになります。

筆者が、「君はいつごろからつっぱるようになったのか」と聞くと、
「中２の頃からだ」といいました。それはちょうど父親が単身赴任
した時期と一致しています。

父母に会ってみると、たしかにＡのいうことがよくわかりました。
両親から話を聞きたいのに、母親がひとりで話をするのです。父
親はかたわらで静かに相づちを打つだけです。

（２）手のかからない子
　　 （第一反抗期と第二反抗期の関係）

筆者が「Ａ君は小さい時はどんな子どもだったんですか」と尋
ねると、母親は胸を張って「すっごく良い子で、手のかからない子
でした」と答えました。ところが、現在は、非行を繰り返し、母
親は手に負えないというのです。

ところで、この「手のかからない子」というのがくせものです。
我々が非行少年の調査をすると、このようにいう母親が案外多い
のです。手のかからない子。これはどういうことでしょうか。問題
となるのは次の二つの場合が考えられます。

ひとつは母親がきちんと子どもを見ていないという場合です。手
がかからないのではなく、手をかけていないのです。非行の場合、
このような家族が非常に多いのです。

もうひとつは、支配的な母親が子どもをがんじがらめにして育て
ている場合です。第一反抗期を全く許さずに育てた場合、思春期
に反抗が激しくなるなど、その反動がくる場合が多いのです。この
ような場合も「手のかからない子で」という反応が返ってきます。

さて、父母の話に戻ります。筆者が「Ａ君は自分のことを子ど
も扱いにするのが嫌だと言っていましたよ」というと、母親は「わ
かっているんですが、どうもあの子は要領が悪くて見ていられない
んです。ついつい口を出してしまう」と弁解しました。そして、次に、
横にいる父親をさかんに非難し始めました。
「非行には父親の対応が必要なのに、このひとは単身赴任で家

にいない。単身赴任の前は、仕事仕事で帰りは遅い・・・相談し
ても、ああとか、うんとか、なまくらな返事をするだけで、ちっとも
頼りにならないんです。結局、私が一人で悩んできたんです」。

父親の話も聞いてみたかったので、母親に部屋を出てもらうと、
父親にはそれなりの弁解がありました。「私は家に居場所がないん
ですね」としみじみ語りました。そしてこんなことを口にしました。
「妙なことなんですけどね。私があいつ（Ａ）のことを厳しく注意
しようとするでしょう。そうすると、女房の方がＡをかばうんです
ね。そんなこんなで、いつのまにか家のことに口を挟めなくなって

しまったんですね・・・」。つまり、母親は「相談のしがいがない夫」
と言い、父は「口出しをさせない女房」というのです。

さて、この家族の問題はどのように考えればよいのでしょうか。
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（３）非行を生み出す家庭内の悪循環
　　 （強い母の孤立という悲劇）

Ａの家庭では、母親が強くて支配的な存在と受け止められがちで
す。しかし、実際は、母親は決して強くはないのです。母親は父親
のことを「頼りにならない」「相談のしがいがない」などと軽視し、拒
絶するようになりました。そのために母親はますます家庭の中で支
配的にならざるを得なくなったのですが、その一方で母親は心理的に
はますます不安定になっていったことに注目しなければなりません。

母親は「父が頼りにならない」として父親を非難し、その結果、
父親を家庭外へ排除してしまう。このことは逆に母親の孤立を深め
てしまいます。核家族では子育ての立場で母親を支えてくれるのは
父親しかいません。それにもかかわらず、母親は「相談のしがいが
ない」と非難して父親を排除してしまった。これはつまり内面的な
支えを失うことに他なりません。父親を侮蔑すればするほど、母親
は孤立し内面的に不安定になっていきます。するとどうなるか。母
親はますます心配性になりＡに対する過干渉の態度を強めていくこ
とになるのです。すると、Ａはその反発から、すなわち「母親の過
干渉が嫌で！」非行に走るのです。これは悪循環の連鎖となります。

この家族の機能不全は、家庭からの父親の排除と母親の不安
定化の悪循環として理解されます。図示すると図１のようになります。

非行をめぐる悪循環

母

悪 循 環

Aは母の過干渉が嫌で
非行へ走る

母は心配性になる
ますます過干渉になる

父を非難する
父を家庭外へ排除する

母は支えを失う
不安定となる

【図1】

このような悪循環の図式の中で非行が現れることは、臨床の中
で頻繁に認められます。

（４）非行の意味と父親らしさ、母親らしさ

さて、この家族には二つの大きな問題があります。一つは親離
れの問題です。子どもが青年期に至って家族システムが変化しなけ
ればならなかったにもかかわらず、あいかわらず幼児に対するシステ
ムのまま硬直化していたのです。その問題が非行という形をとって
現れたといえます。

  筆者との面接の中で、父母はこの悪循環に自ら気付いていきま
した。母親はいみじくも「私は逆をしてしまった」と述べ、「家庭か
ら逃げ腰の夫（父）に対して、私はもっと家庭内に引っ張り込ま
なければいけないのに、逆に背中を押してしまった」と語りました。
父親も「もっと妻と連携し家庭に関わるべきだった」と述べました。
このようにして、家族関係は改善されていき、Ａも立ち直っていっ
たのです。

もうひとつの問題は、生き方のモデルに関係しています。Ａに
とって、頼りない父親は自分の生き方のモデルになりませんでし
た。Ａは「乱暴であること」を「男らしいこと」と錯覚していたと
語りました。Ａは本当の意味での「男らしさ」を父親から学ぶこと
ができなかったのでしょう。

青年期の子どもをもつ親は、良きにつけ悪しきにつけ子どもの生
き方のモデルになります。しかも、子どもは親に対してさまざまに
ぶつかり、親を乗り越え、親離れしようとします。このような中で
親自身も自分の問題に直面することになります。無我夢中で子育
てをし、また仕事に打ち込んできた。そして、気が付くと中年期、
すなわち人生のターニング・ポイントに差しかかっている。子どもは、
自分探しと親離れの問題で苦悩し、いろいろと問題を突き付けて
くる。はたして自分は父親として母親としてこれで良かったのだろう
か、父親らしさ、母親らしさとは一体どういうことなのだろうか・・・
父や母は自分に何をしてくれたのだろうか等と、父母も自分自身の
父や母との関係を自問してみることになるのです。このように考えて
みると、青年期の子をもつ親というものは、本当の意味での、父
親らしさ、母親らしさを改めて模索するものなのだということがお
わかりいただけるでしょう。思春期は、まさに子どもも親も「ギア
チェンジ！」の時期なのです。

２. 薬物事例にみる親子関係

（１）シンナー少女Ａ子の事例

次に、シンナーを吸って自動車を無免許運転して捕まった１７歳
の少女の事例を取り上げます。

走行状態がふらふらしておかしかったので警察官が職務質問した
ところ、発覚してしまった事件です。隣に２０歳の男性Ｍが同乗し
ていたのですが、彼はいわゆるＡ子の彼氏です。

シンナーを吸いながらの無免許運転。ずいぶん無茶な行動では

ないでしょうか。この行動からどんな少女を想像できるでしょうか。
おそらく勝ち気で威勢の良い女の子を想像する人が多いと思いま
す。しかし、実際は逆です。どちらかというと口数が少なくておと
なしい印象の少女なのです。ではなぜそのような女の子がこんな
大胆な行動をとったのでしょうか。

そこには一見しただけでは分からない、親子の深い問題が隠され
ています。それを読み解いてみましょう。

これは、この少女の心の中にシンナーをやめなければならない
という気持ちがあることの表れと見ることもできるでしょう。一方、
「友達と一緒に吸うと楽しい。おしゃべりになってきて楽しいし、
友達の話を聞いていても面白い。そして、自分の中の別の面が出て
くる」と言うのです。

別の面？それを詳しく聞いてみると、
「シンナーを吸っていると、体がフワーという感じになってきて、

そのうちにシンナーで麻痺して感覚がなくなっちゃう。すると時に
は、普段とは全く反対の世界に入っちゃう」といいます。これをわ
かりやすくまとめると「普段とは全く逆の自分が出てきて」「自分で
自分が恐ろしくなる」ということになります。
「何をしても怖くないという気持ちになる。シンナーから覚めると、

そんな気持ちになっていた自分が恐ろしくなって冷や汗が出る。「例
えば、シンナーを吸ってる途中で友達と揉めるでしょ、そういうとき、
何をしてもへっちゃらという気持ちになって、物を持ち出したり、え
えい、殺しちゃえとか思った時もある。（シンナーから）覚めると、
そんな気持ちになった自分が怖くなって、冷や汗が出る」。

さらにＡ子は時 と々りつかれ体験をすると語りました。
「頭がパーマでグチャグチャで、頬に醜い火傷の跡のある女性が

目の前に現れて（つまり幻覚です）、それが、こう・・・自分の方に
近づいてきて、そして、ドスンと自分に乗り移る。すると、何があっ
ても平気、怖いものなんか何も無い。そういう気持ちになる。あと
で友達から『さっき、あんたすごい目つきしてたよ』なんて言われた
りする」。

筆者が「その女性、誰かに似ていない？」と聞くと、Ａ子は、「頭
がパーマでグチャグチャなところはお母さんに似ている」と答えました。

この幻覚に出てくる女性は、やはりある種の母親イメージの表れ
なのでしょう。

（３）不思議なシンナー体験

さて、今度はＡ子と個別に話を聞くことにしました。Ａ子は確かに
内気でおとなしそうな印象の少女です。まずシンナー遊びについて
尋ねてみました。
「君は一人で吸うことが多いの？それとも何人かで吸うことが

多いの？」
すると、「一人で吸うのは怖い」という返答が返ってきました。ど

ういうことなのか詳しく聞いてみると、「一人で吸うとね、『シンナー
をやめなさい』というお母さんの幻覚が出てきたり、お母さんから
見捨てられるような光景が目の前に浮かんできたりする。すごく嫌
な気持ちになる」というのです。

（４）変貌するＡ子 －母親そっくりな性格？

さらに心理テストなどをしてＡ子の内面に関わっていくと、この少
女は変化し始めました。この子は「無口な少女」のはずだったのに、
ところが、Ａ子はどんどん雄弁になっていったのです。そして、意外
な生活実態が明らかになりました。

Ａ子はＭと半同棲のような生活をしているのですが、このＭとの
生活関係を聞いていくと、どうもＡ子はＭを尻に敷いて支配している
様子なのです。

母親に言わせると、この子は「無口で内気」「小さいときはすっご
く良い子で手のかからない子だった」ということになります。しかし、
母親の語るこのような少女の姿というのは、母親が押さえつけて作
り上げた人格像であることがわかります。

実はこの子の本当の性格は、勝ち気で支配的な、母親そっくりの
性格だったのです。そして、シンナーを使うと、そのような押さえつけ
られている本当の自分が出てくるのです。それはＡ子にとって非常に
強い快感なのです。この子にとってみれば、シンナーは母親の束縛か
ら解放してくれるものだったのでしょう。だから、気持ちがよいのです。

（２）支配的な母親

筆者のもとにＡ子と母親がやってきたのは、秋も終わりの、多少
肌寒く感じ始めた頃でした。柔らかい日差しの差し込む穏やかな
午後です。

最初に非行の事実関係を確認した後、筆者はまず母親と二人で
話をすることにしました。

生活状態を尋ねると、父母はＡ子が１歳の時に別居したといい
ます。そして、今はというと、Ａ子は母方祖母と二人で暮らして
いるというのです。母は一人で生活している。どういうことなので
しょうか。

父母の別居のいきさつを尋ねると母親は、「夫は働かないお坊
ちゃんで、親から与えられた喫茶店も、私に任せっぱなし・・・私
は我慢できず、夫に出ていってもらったんです」と語りました。

この母親が言うには「私の方がしっかりしすぎていて、それが夫
は気に入らなかった。それで喧嘩ばかりになってしまったんです」
ということになります。母親は夫と別居した後、昼夜働くという頑
張りを見せました。ところがそうなると、赤ん坊のＡ子の面倒が見
られない。そこで、この母親は自分の母親（Ａ子の祖母）にＡ子
を預けてしまったのです。

さて、ここまで書くと、母親というのは頑張り屋なのはわかるが、
母性という点ではどうなのかなという疑問も出てきます。

筆者が「Ａ子ちゃんは小さい時はどんな子どもだったんですか」
と尋ねると、母親は胸を張って「すっごく良い子で、手のかからな
い子でした」と答えました。

すでに述べましたが、この「手のかからない子」というのがくせ
ものです。我々が非行少年の調査をすると、このように言う母親
が案外多いのです。

実際、Ａ子を調べていくと、小学校の時にすでに盗癖が出てい
るのです。「すっごく良い子」と「盗癖」、このギャップをどう考えれ
ば良いのでしょうか。やはり、この母親は生身のＡ子をきちんと受
け止めていないと考えて良いでしょう。自らを「しっかりしすぎ」と
自認する母親は、Ａ子に対しても支配的に、一方的に接してきた
可能性が強いと考えられます。
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この少女の場合は、人格の中のバランスが崩れていたといえま
す。ところがシンナ－を吸うことで、その崩れたバランスが引き戻
されるのです。

シンナーはもちろん有害であり、絶対に使用してはいけないこと
は言うまでもありません。しかし、シンナーにはこのように自分の抑
圧している部分、押し殺している部分を引き出すような作用もあるの
です。だから気持ちがよいのです。

筆者は薬物の快感を便宜的に、身体的快感と心理的快感に分
けて考えています。薬物だから当然身体に働きかけて快感を起こ
させる作用があります。しかし、それだけではなく、このような心
理的な補償作用としての快感もあるのです。これらは双方に目を
向けなければならないものです。心理的な面ばかりに目を向ける
のも不十分です。だからといって、身体的な薬理作用だけを取り
上げて対応策を考えるのもまた不十分というべきです。

心の中には、誰でも人に見せたくない、いわば「影」のような

部分を持っています。つまり、自分の弱点、自分でも醜いと思っ
ている部分、そういう部分が必ずあります。薬物はそういう部分を
みごとに探し出し、巧みに支えるのです。だから気持ちがよいの
です。

このように考えると、薬物を使用している時に出現する言動や
症状というものを見ると、その人のこころの様子がよくわかること
が理解できるでしょう。薬物にはまさに心を映す鏡のような作用
もあるのです。

薬物には身体的な快感と心理的な快感があると述べました。こ
のような子どもたちへの指導には、この二つの観点から手当てをす
る必要があります。ちなみにＡ子に対しては、身体的快感に対す
る手当てとして、シンナーをやめさせる指導や生活リズムを安定さ
せる指導を行い、心理的な快感に対する指導としては、押し殺し
ている自分を回復させるようなカウンセリングを同時に行うことに
なったのです。

３. 非行カウンセリング－受容するということ

さて、具体的な事例を通して、非行と親子関係を見てきました。
今度は、カウンセリング技法の立場から、親子関係と非行の関わ

りを見ていきたいと思います。

　　　 中学２年生  男子「親父を殺してやりたい」
　　　（１）受容

この少年は学校内で暴力的な言動を繰り返している少年です。
担任教師に威嚇的な態度をとり、親との関係も険悪な状態です。
父親は激高しやすい性格で、少年に対して体罰で対応してきまし
た。母親は小心でおろおろするばかりの人物です。

筆者が少年と面接した際、この少年は「あの親父を殺してやり
たい」と吐き捨てるように言いました。

さて、この少年の「親父を殺してやりたい」という発言を受容す
るとはどのようなことなのでしょうか。常識的に考えても、父親殺
しを勧めることが受容ではないことは明らかです。では、どのよう
に考えればよいのでしょうか。ここには非行カウンセリングの本質
的な内容が関わっています。

我々は、受容とは評価を入れずに共感することだと考えていま
す。評価を入れないとは、「良い・悪い」の判断を持ち込まないと
いうことです。ここが教師の対応と根本的に異なるところでしょう。
「親父を殺す」。このことは良くないことに決まっています。です

から、教師であれば、この少年が父親を殺さないようにアドバイス
することを考えるかもしれません。

事 例

「君がお父さんを憎んでいることはわかる。でも、殺すのは良く
ない。もっと違う形で、お父さんとどのように関わっていけばよい
か、ここで話し合いをしよう」。

この対応もきわめて教師的な対応だと考えられます。教師はも
のごとの善悪を教えることがひとつの主要な仕事でしょう。この
対応は、「父親を殺すことが良くないことであること」を自覚さ
せ、よりよい形で父親と関わる方法について一緒に考えていこう
としているからです。

筆者の考えるカウンセリングでは、このような展開はしません。
「親父を殺す」ということが「良いこと」か「悪いことか」という「良
い・悪い」の次元でとらえることをまず一時的に棚上げするので
す。「良い・悪い」の次元で考えることをいわば網棚のうえにのせ、
この少年がどのような気持ちであるか、そのありのままの気持ち
を共感していこうとする。これが我々の考える受容なのです。

では、具体的にどのような対応になるかというと、「そんなこと
を考えるくらい、君はお父さんが憎いんだね」「初めてそんなこと
を考えたのはいつ？」「その時どんなことがあったの？」

このように「親父を殺したい」と述べるに至ったその背景の苦
悩を理解していくのです。つまり、「親父を殺したい」という言葉
を発するには、その背景に、この少年固有の苦悩があると考え
ます。この少年は自分の苦悩を私に伝えるために「親父を殺して
やりたい」という表現をとっている（表１参照）と考え、苦悩そ
のものを共感的に理解していくのです。そうすれば、少年は「親
父を殺してやりたい」などという表現をとらなくてすむようになり
ます。そのような表現をとらなくても自分の苦悩を理解してもらえ
るからです。そして、この少年は自分の本来的な苦悩に直面して
いくことになります。その苦悩に直面していくことを支えるのが、
筆者の考える非行カウンセリングなのです。

カウンセリングにおいては、傾聴や共感、受容とったことが大
切であるといわれます。では、非行カウンセリングの具体的場面で
はどのように対応することになるのでしょうか。まず、受容というこ
とを取り上げ、具体的な事例をみながら考えていきたいと思います。

４. 家族療法－家族システムとその変容

我々は家族のしがらみを背負って生きています。その家族のシ
ステムが変わらない限り、問題が解決しないことは容易に理解で
きるでしょう。

家族療法とは、そのひとの家族自体の問題とその解決を積極
的に考えていく立場です。筆者はこの立場に立っています。

（１）症状や問題行動は家族の問題を表現している

ここで、ある家族を想像していただきたいと思います。
父親、母親、長女、次女の４人家族です。次女に不登校や神

経症の症状が出始めたと考えてみましょう。
個人療法であれば、この次女のこころの問題を考えていくこと

になります。むろん家族関係、例えば父親や母親との関係、姉と
の関係なども考えるわけですが、それはあくまで二次的なもので
す。中心は次女であり、問題は次女の症状・問題行動です。

これに対して家族療法では、家族全体、すなわち家族システム
そのものを対象とします。

この家族自体に何か問題があって、その問題を次女が不登校
や非行、神経症という症状で表現していると考えるのです。

したがって、家族療法ではこのような次女のことを患者とは呼
びません。ＩＰ（アイ・ピー）と呼びます。ＩＰとはIdentified 

Patientの略であり、「患者の役割を担う人」という意味なの
です。

（２）家族療法の基本的な考え方

心理療法の領域に家族の問題が大いに関係していると考えざ
るを得なくなった実情をここで考えてみたいと思います。ある人が
精神病院で入院治療を受けたとします。治療効果があがって症状
も非常に良くなった。そこで、その人は退院します。ところが、ま
た悪くなって入院してきます。入院すると良くなるのだが、退院す
るとまた悪くなってしまう・・・治療者はこう考えます。「家に戻す
と悪くなるというのは、家庭のシステム自体に問題があるのでは
ないか」。これが家族療法の基本的な出発点なのです。

非行についても同じことがいえます。少年院に入る。その少年
は反省も深まり、矯正教育の効果が端的に現れる。ところが、
家に戻すと、また元の不良生活に戻ってしまうのです。なぜか。
それはその少年をとりまく環境システムそのものに問題があり、
それを積極的に変えていかないかぎり、問題は克服されないとい
うことではないでしょうか。

我々は、家族に積極的に介入し、家族を変えることによって、
子どもたちの問題行動を改善していこうとする立場なのです。

そして、それが成就しないことで苦しんでいるのです。
そのような少年に、父親を殺すことが如何に悪いことかを教え

諭すことはいかがなものでしょうか。また、「人の命は地球より重
い」などという「教訓を話すこと」はいかがなものでしょうか。

このような対応を受けた少年は怒り出すに違いありません。
なぜなら、このような対応をされると、「自分が理解されていな

い」という気持ちをいっそう深めるからです。
我々はきちんと少年の気持ちを受けとめて、その気持ちや考え方

に共感していくことこそが大事だと考えます。この少年の場合は、
少年の父親へ対する複雑な思いをしっかりと受け止め、どのように
すれば父親が自分をわかってくれるかを相談していくことが重要な
カウンセリングの課題になりました。

神経症者は内に抱えた苦悩が自分を苦しめる方向で展開するの
に対して、非行少年は内に抱えた苦悩が周囲を苦しめる方向で展
開していきます。方向が違うのです。非行少年も苦悩を抱えている
ことを忘れてはなりません。その苦悩を受けとめることが、非行カ
ウンセリングの基本なのです。
「非行」という言葉は「行いに非ず」という意味が込められてい

ます。これは、すでに「良くないこと」という評価が入っているこ
とが理解できます。だからこそ、評価を一時、棚上げすることに
意味があるのです。そして、その少年の生の気持ちに寄り添うの
です。

　　　 中学２年生  男子「親父を殺してやりたい」
　　　（2）苦悩の理解

この少年と面接を深めていくうちに、少年と父親との関係が明
らかになってきました。父親は暴力的ではあるが、子煩悩なとこ
ろもあったといいます。しかし、小学校高学年になった頃から、
少年野球を続けるかどうかで父親と決定的な対立となりました。

少年は「父親は自分の言い分を全く聞いてくれない。頭ごなしに
続けろとばかり言った」「（小学校６年生の時）友達を殴ったとき、
理由があったのに、一切、事情を聴いてくれなかった」、そんな父
親に「（自分を）もっとわかってほしい」「もっと優しくしてほしい」
と語ったのです。

この少年の苦悩は「父親にもっと自分を理解してほしい」「もっ
と愛してほしい」でも、「それがうまくいかない」苦しみです。その
苦しみの表現として「父親を殺してやりたい」と表現していること
がわかります。

このように、「親父を殺してやりたい」などという少年にかぎっ
て、言っていることとは裏腹に、実は父親からもっと愛されたい、
自分をもっとわかってほしいと思っている場合が少なくないのです。

事 例

根本的な苦悩	→「親父を殺してやりたい」			（　　　　　　　）根本的な苦悩の
ひとつの表現

非行カウンセリングと受容 【表1】
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Ⅳ 課題を抱える子どもの支援　いま、これから

を意味します。今、非行を繰り返す少年を社会病理
的な子、あるいは行動障害の子に当てはめて、こ
の図を見てみます。統合失調症や神経症の子ども
たちが家族から外へ出ていけなくなる（求心的家
族）のに対し、非行を繰り返す子どもたちは家から
はじき出される、つまり家出等を繰り返すこと（遠
心的家族）からも、この家族メンバーに働く力の方
向性が、神経症と非行では逆になることが理解で
きます。（図2）

非行少年においては、家族機能において力は「外
へ」（遠心的）向かいます。具体的な例を引き合い

（３）非行少年の家族の特質

神経症者と非行少年の家族機能の違いに目を向けてみたいと
思います。

次の図はビーバーズ（Beavers, W. R.）の家族システムのモデル
です（図２）。ビーバーズは、家族を遠心的と求心的という二つの
側面からとらえました。遠心的とは家族を外側に追いやる力が働く
ことを意味し、求心的とは家族内に吸収し埋没させる力が働くこと

社会病理的な
子をうむ 境界例の子 行動障害の子

混　合 適　切 最　適

統合失調症の
子をうむ

強迫観念にと
りつかれた子

神経症の子

家族の機能水準

ビーバーズ・システムモデル（杉渓、1992を一部修正）

【図2】

重度の障害レベル 中間レベル境界レベル 適応レベル 最適レベル

遠
心
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求
心
的

５. 「ＳＡＮＢＥ親子合宿～生命の絆～」

これは国立三瓶青少年交流の家が家庭裁判所の委託を受けて行
う親子合宿です。事業の趣旨は「青少年の非行を防止し、併せて罪
を償い社会復帰を図ろうとする青少年を支援するため、親子が寝食

（１）プログラム

日程（プログラム）の１例を表2に示します。

を共にしながら自然体験活動を行うことで、関わり合うことの大切
さに気づき、親子関係の修復を図り問題の解決に資する」ことです。

青少年が親子で参加し、１泊２日の体験をします。

日程（例）
【表2】

０/1
（月）

受
付

日
程
説
明
等

昼
食

入
浴

就
寝

（少年）
１日の

ふりかえり

（保護者）
ミーティング

カプラ
【会話の促
進や親睦】

スナッグゴルフ
（北の原）

【会話の促進や
親子の協力】
雨天：体育館

野外炊飯
（複数のメニューを

作りバイキング
形式で食べる）

ＳＡＰ
【人間関係

づくり】

就
寝
準
備

10:00 10:30 11:00　　　  12:00 13:00 　　　          16:00     　　　　    19:00 20:00    　       20:40      　21:30 22:00

０/2
（火）

起
床

清
掃

朝
食

昼
食

解
散

オリエンテーリング
自然散策

【三瓶青少年交流の
家周辺の自然と
ふれあう時間】

雨天：軽スポーツ

ふりかえり
わかちあい

7:00 　　　 9:00　　　　　　　　　　　　　  12:00 13:00 　　　          14:30

に出すと、父親は家にあまり帰らない。子どもも不良のたまりにい
て、ほとんど家に寄りつかないといった家族を挙げることができ
ます。非行少年少女の家族はバラバラなのが一つの特徴なのです。

このような家族で生活する子どもにとって、家族で何かを一緒に体
験することが大きな価値を持つことは想像に難しくはないでしょう。

そこで取り上げるのが、島根県にある国立青少年教育振興機構  
国立三瓶青少年交流の家で行われている「ＳＡＮＢＥ親子合宿～
生命の絆～」です。

（２）三瓶の親子合宿の意義

筆者は三瓶の親子合宿には２つの大きな意義があると考えます。
一つは、自然の中で行われることです。大自然の中でプログラ

ムが展開されることは効果が大きいといえます。三瓶青少年交流
の家には自然の中を通ってくることになります。これは日常空間と
は異質な空間に入ることを意味しています。日常では、恥ずかしく

朝、それぞれの親子が国立三瓶青少年交流の家にやってきま
す。高台にある同所は、市街地から離れているので、自然の中を
通りながらここに集まることになります。

三瓶青少年交流の家のスタッフと家庭裁判所のスタッフの指導
を受けながら、プログラムを行うことになります。

非行のある少年少女の家族の特徴は、遠心的家族です。つま
り家族がバラバラになっていく方向に力が作用するのです。

彼ら・彼女たちの多くは家族との会話に乏しく、ゲームなどを
親と一緒に行うことの意義は大きいといえます。プログラムに記
載されている意図・目標に「会話の促進や親睦」や「会話の促
進や親子の協力」と記載されているところに、このような家族へ
の援助の基本的な姿勢が現れています。一緒に食事をつくる作
業も貴重な体験でしょうし、そもそも一緒に寝泊まりをするとい
うこと自体が有意義だといえます。

てできないことも、異質な空間に入ることによって、それをするこ
とが可能になります。ここに参加する少年少女たちは親子関係に
問題を持つ子どもが多いと考えられます。普段ではまずできない親
子体験も、この異次元空間であれば可能になります。そこに自然
の癒し効果も加わるので、さらに意義が大きいと考えられるのです。

もう一つは、親と一緒に寝泊まりすることです。日帰りではなく、
一緒に食事を作り、一緒に寝泊まりすること自体に、大きな効果
が見込まれます。親子の関係があまり良くない家族には、この一
緒に寝泊まりすることが苦痛かもしれません。しかし、この寝泊
まりする体験を快い体験として味わえるとしたら、当該家族には
利益の大きなプレゼントとなることでしょう。

三瓶の自然は何よりも癒しの効果を持っています。多くの費用を
かけるのではなく、自然を利用して親子で何かを作ったり、自然
体験をすることに大きな意味があるでしょう。

筆者は心理臨床家です。そして、非行少年の立ち直り支援に
携わっています。このような立場からものを言わせていただくなら
ば、この三瓶親子合宿のような取り組みが我が国で行われている
こと自体がすばらしい。今後、さらに改良を重ね、ますます有意
義な親子合宿になることを心から祈りたいと思います。

このような事業がますます発展し、日本のもっと多くの地域で
行われるようになることを切望します。
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