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自分を客観的に見る視点の育成

２．組織図
はじめに
文部科学省が平成２０年に告示した新しい学習指導要領の中では、
「基礎的な知
識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、

基 礎 的 な 知 識 の 獲 得

社 会 場 面 の 体 験

さまざまな問題に積極的に対応し、解決する力」
「自らを律しつつ、他人とともに
協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性」
「たくましく生きる
ための健康や体力」などの育成が重要視されている。これは、児童生徒が「自分

不登校児童生徒
不登校経験者

で考え、判断し、行動できるようになる」といった自発的・主体的な成長・発達
を促すことが必要であり、そのためには、
「基礎的な知識・技能の習得」、
「自らを

組織的取組の実施

律しつつ、他者と協調するコミュニケーション能力」などの育成が重要であるこ
とが示唆されているといえる。
「学校支援地域本部事業」実態調査研究(平成 21 年)によれば、子どもたちが地域住
民と交流することにより、様々な体験や経験の場が増え、学力や規範意識、コミュニケ
ーション能力の向上につながったとの報告があった。また、ボランティア活動などの体
験活動は、事前準備としてそのことについて調べたり、学んだりすることも必要とされ
ており、そういった知識を獲得したり、実際に体験することによって、自発性・主体性
が高まるという報告もある。これらのことから、自発的・主体的に取り組む姿勢の

ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱｽﾀｯﾌ

発達を促すためには、体験活動を通した知識や経験の獲得が重要であるといえ、
教育場面では体験活動を取り入れた様々な取り組みがなされてい る。
しかし、不登校児童生徒や不登校経験者はこうした学校での取り組みに参加で
きないことが多く、また、基礎的な知識や様々な体験の機会が少なくなりがちで、
自発的・主体的に取り組む姿勢が発達し難い状況にあ る。当施設においても、限
られた空間・人間関係の中ではある程度適応できるが、知識や経験が乏しく、自分を客

～役 割～
・体験活動場所の提供
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指

・体験活動時の指導、支援

導 員
～役

・評価

～役 割～

割～

観的に評価することが難しいため、一歩を踏み出せず、社会場面ではうまく適応できな

・座学の講義

い児童生徒も少なくない状況である。そのため、基礎的な知識を教えたり、体験活動を

・評価

高等学校教員

・高校案内、説明
・助言

させたりするだけではなく、自分を客観的に見る視点を養う介入も必要であることが考
えられる。

１．目的
上記の背景を踏まえ、ソフィアでは、当施設に通所している不登校児童生徒・不登校経
験者を対象とし、社会生活に必要な基礎知識や社会的スキルの獲得、社会場面の体験、自
分を客観的に見る視点の育成に焦点をあてた組織的取組を実施した。そして、不登校児童
生徒・不登校経験者は、組織的取組により、どのようなプロセスをたどり、自発的・主体

学 習 塾 講 師

ソフィア卒業生

～役 割～

～役 割～

・学習指導

・座学の講義
フリースクール

・評価

的な成長・発達が促されるのかについて検討した。

ソフィア

・助言

指導員（臨床心理士・教員免許取得者）
～支援者の一員としての役割～

～組織でのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとしての役割～

・対象者との面談

・事前打ち合わせ

・座学の講義

・情報の伝達、共有

・評価

・連絡、調整

３．組織的取組の概要
対 象 者：当施設に定期的に通所できているが、進学や就労等、次の
目的：座学で得た知識やスキルを基に、社会経験を

ステップへ移行できず、支援を必要としている利用者 4 名。

する。

実施期間：平成 25 年 8 月～11 月

携

内容：

（１）組織的取組の流れ

導 入

１１
対象者がどのような目標をもち､そのためにはどのような課題が

８

・職場体験とボランティア体験より選択させ、事前
に体験活動先について調べ学習（全４回）を行った。
・体験活動は２日間(５時間/日）実施。

あるのか、対象者の実態を把握するために個別面接を行った。

評価①

体験活動

月

・活動終了後、評価シートを用いて１日の振り返り

補助資料・質問紙（特性的自己効力感尺度、自己肯定感･他者肯定

連

・
介
入

を行った。

感尺度、中学生用社会体験学習効果測定尺度）

月

・私マップ（自身の特性や行動を振り返るためのワーク）

評価①と同じ方法を用い、個別面接にて、取組全体に対する

目標決め
長期目標とそのための課題を基に、この取組を通し

評価②

て、3 ヶ月で達成できそうな短期目標を立てた。

計画立て

対象者自身の目標に沿って、受講する座学と

感想や、対象者の目標・課題、状態に関してどのような変化
が生じたか等を振り返った。

（2）支援者のかかわり

体験活動先を選択させた。

目的：①客観的に自分を見る視点を育成する。

目的：社会生活に必要な基礎知識や社会スキルを獲得する。

②動機づけを高める。

内容：

９

・週５日実施（１コマ６０分／日）

月

連

・「自己理解」「コミュニケーション能力」
「基礎知識」の３項目１５講座

携

＜連携＞

ストレスマネージメント（6）

心理テスト（2）
コミュニケーション能力

月

・自己理解が深まった。
・取組への動機づけが高まった。

・

認知行動療法（6）

介

・導入の結果をもとに、外部の各支援者と
綿密な打ち合わせを行った。

SST（7）

基礎知識
*マナー講座（2）頭の体操（１）

・目標を達成しやすいように、段階的に設定

対象者の

することをサポートした。

フォーカシング（2）

１０

・個別面談で補助資料などを用いて、自分を
多面的に見つめることを促した。

自己理解

座学

＜導入＞

エンカウンターグループ（4）

・対象者の状態を共有し、
方針を一致させて対応できた。

＜介入＞
・当施設スタッフとの定期面談／参加状況に

*美文字講座（2） *高校見学（2）
*卒業生講演（２） 軽スポーツ（1）

入

支援者間で

注 1）下線は必須項目。

合わせた面談を行った。

対象者の

*模擬授業（2） 軽作業（2）

注 2）*印は外部講師。

→頑張りや成果を振り返った。

・意欲、自己評価を高めた。

*仕事についての講演（2）

注 3）（

→目標の再確認・見直しを行った。

・自分の課題への気づきを促した。

）内はコマ数。

・座学講師や体験活動先など、外部からの
客観的評価を得る機会をつくった。
・各座学終了後、自己評価シートに記入。

４．組織的取組により、不登校児童生徒・不登校経験者の自発的・主体的な成長・発達が促されるプロセス図
※組織的取組参加者 4 名に半構造化面接を行い、記述データを基に修正版グランデッド・セオリー・アプローチ（Ｍ－ＧＴＡ）を用いて分析を行った。

≪他者の存在≫
・仲間の存在

この先、どうなるかよくわ
からないし、不安はあるけ
ど、やる気は起きないなぁ。

組織的取組

・支援者の関わり

目標立てによる
意識の高まり

【組織的取組に対する気持ち】

導入

座学を受けられなくてもい

ちょっとだけ自信もついた

いから、とりあえず、ソフィア

し、この先、色々なことを乗

に来ることを目標としよう！

り越えられるかもしれない。

結構、ためになるなぁ。
この取組を通して、良い方向

《成果》

に変われるかも！

まずは、勉強を１日１時間

《自発的・主体的な

組織的取組

成長・発達が妨げられて

終了後

やることからはじめよう！

達成感

やる気がでてきたぞ。

いる状態》
・自信の低さ

《ポジティブな気持ち》
《継続への工夫》

・意欲の低さ

・達成感

・充実感 ・期待

・将来に対する見通しの

・得るものがあったという体験

・目標設定の見直し

責任をもって
取り組む体験

次のステップに進める
かもしれない

・準備による不安の減少

もてなさ

考え方の幅の
広がり

・漠然とした不安
毎日、行くのがなんだか

>

《自発的・主体的な成長・発達》

きつくなってきたなぁ。
もう嫌だ～。

前の自分には戻りたくない

・行動面での進歩

成長への
気付き

・意欲の向上

し・・・このままじゃいけない！

・将来に対する希望
自身の課題
への気付き
課題もたくさんあるし、この

《ネガティブな気持ち》

先、うまくやれるのかなぁ・・・。

・失敗への恐れ
・
「やらされている」という気持ち
・継続して参加することの辛さ

このままではいけない
という気持ち
次のステップに
進めないかもしれない

他人事感
組織的取組に対する
見通しの甘さ

想像と現実のズレ
《自発的・主体的な
成長・発達が妨げられている状態》

６．組織的取組を実施する際のポイント
５．プロセスの説明
Point１．組織的取組に対してネガティブな気持ちが出現する理由。
組織的取組に参加したことにより、不登校児童生徒・不登校経験者の自発的・主体的な
成長・発達が促されていくプロセスについて以下に述べる。

組織的取組に参加すると決めた時には、自分の現状や能力を把握しきれておらず、
「自分

組織的取組に参加する前の不登校児童生徒・不登校経験者は、＜将来に対する見通しの

は、最後まできちんと参加することができるだろう」といった見通しの甘さがあると考えら

もてなさ＞や＜意欲の低さ＞等、＜自発的・主体的な成長・発達が妨げられている状態＞

れる。そのため、実際に組織的取組を開始すると、想像していた以上のきつさや辛さを感じ
るようになり、
「自分は思った以上にできない」といった現実に直面する。このような想像

であると考えられた。
組織的取組に対しては、＜期待＞や＜得るものがあったという体験＞など《ポジティブ

と現実のギャップにより、ネガティブな気持ちが出現すると考えられた。

な気持ち》が出現するのと同時に＜「やらされている」という気持ち＞や＜継続して参加
することの辛さ＞等《ネガティブな気持ち》も出現することが考えられた。
《ネガティブな気持ち》により、＜継続して参加することの辛さ＞や＜「やらされてい
る」という気持ち＞が表面化していくが、＜「このままではいけない」という気持ち＞が
出現し、＜目標設定の見直し＞をするなど《継続への工夫》を行えたことが、ドロップア

組織的取組を通して、こういったネガティブな気持ちが出てく
るのは、当然です。支援者は、焦らずに、生徒のきつさや辛さな
どを共感・理解しながら関わっていきましょう。

ウトせず、
《成果》につながったと推測された。
また、組織的取組に参加した後は、＜考え方の幅の広がり＞や＜自身の課題への気付き
＞が促されるなどの《成果》がみられた。このような《成果》により、＜次のステップに
進めるかもしれないという気持ち＞が出現したと推測された。＜次のステップに進めるか

Point２．ドロップアウトしないためには・・・

もしれないという気持ち＞が出現することにより、＜行動面での進歩＞や＜意欲の向上＞

組織的取組を最後まで継続して参加することが、自発的・主体的な成長・発達には必要で

など、《自発的・主体的な成長・発達》が促されたと考えられた。しかし、一方では、＜
自身の課題への気付き＞により、その課題の大きさから＜次のステップに進めないかもし

ある。しかし、組織的取組に参加中は、参加し続けることへの辛さや「やらされている」感

れないという気持ち＞が出現する可能性も考えられた。

えるなど、目標への行動が妨げられる場合がみられる。そういった「もう嫌だ、やりたくな
い」とネガティブな気持ちの一方で、
「でも、自分のためになってるし、続けたら、何かが

以上のようなプロセスをたどり、不登校児童生徒・不登校経験者の自発的・主体的な成
長・発達が促されていくと考えられた。

など、ネガティブな気持ちも出現する。ネガティブな気持ちが強くなってくると、欠席が増

変わるかもしれない」といったポジティブな気持ちも存在するため、継続した参加が可能と
なることが推測された。

支援者は、ポジティブな気持ちをより感じられるように、出来
ている部分のフィードバックをしたり、生徒のレベルにあわせて
座学内容の工夫を行ったりしていくことが、ドロップアウトを防
止するためには必要でしょう。評価シートの活用など目に見える
形でフィードバックをしてあげるとより効果的です。

Point３．他人事感が強いと成果が得られにくい。

Point５．仲間の存在の役割。

自分のためにしていることであるにも関わらず、組織的取組に参加中、
「自分は困らない
し、休んでもいいや」といった＜他人事感＞が出現してくる場合がある。この＜他人事感＞

組織的取組を通して、仲間の存在は、
「友だちも頑張っているから、自分も頑張ろう」と
いった継続するための励みや刺激になったと考えられる。このことから、共に努力をする仲

は、組織的取組に対するネガティブな気持ちに繋がりやすく、＜他人事感＞を抱えたまま、

間の存在は、組織的取組を継続する上で重要な役割を果たしているといえる。しかし、一方で

組織的取組に参加し続けると、組織的取組をやり遂げても、成果を感じることができず、＜

は、休みがちになったり、不安を口にしたりなど、仲間のネガティブな言動が、意欲の低下に繋が

次のステップに進めないかもしれない＞という気持ちに繋がりやすくなることが考えられ
た。

ることもある。

他人事感が出現してくる背景として、組織的取組と自分の目標を
うまく関連付けて考えられず、組織的取組にメリットが感じられな

支援者は、ネガティブな言動をしている生徒だけではなく、周
囲の生徒への影響も考慮して関わりましょう。

かったり、自身と向き合うことへの回避的な気持ちになったりと、
様々な要因が考えられます。支援者は、他人事感の出現を見落とさ
ないように、生徒の発言や言動に注意して関わっていきましょう。

７．今後の課題
Point４．自身の課題への気付きは、プラスにもマイナスにも働く。

組織的取組を終えた直後は、意欲が高まったり、行動面での進歩がみられたりと、自発的・
主体的な成長・発達が促されたことが確認された。しかし、しばらく時間が経つと、意欲が

組織的取組を通して、具体的にクリアしていくべき自身の課題に気付くことにより、＜次
のステップに進めるかもしれない＞という気持ちにつながることがある。しかし、自身の課

低下したり、行動面も組織的取組前の状態に戻ってしまったりと、自発性・主体性は弱まる

題が大きく、対処できないと感じた場合は、＜次のステップに進めないかもしれない＞とい

要であると考えられた。

う気持ちに繋がってしまうことが考えられた。

自身の課題に気付けても、課題が大きすぎると、次のステップへの
行動が難しくなります。生徒が、課題に対して解決できるまでの見通
しを持ち、対処できると感じることが大切です。そのため、支援者は、
生徒と課題を共有し、段階的な目標作りをしていきましょう。

ことがうかがわれた。自発性・主体性を持続させるためには、継続した支援者の関わりが必

