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　高等学校におけるスクールソーシャルワークは，知見の積み重ねが少なく，問題の所在にもいま
だ不明確さが含まれている。高等学校に固有の課題もあると考え，SSWへのニーズと実際につい
て検討した。高等学校は，学校によって様々な特性があり，個人的な課題も様々であるが，社会的
自立に向けた支援も含め，本人だけでなく，仲間や地域ともつながり，相互作用により力を高めて
いくエンパワメントの視点が重要である。また，高校と地域の連携では，学校生活を送るためのサ
ポートを得るための連携だけではなく，学校から離れ，地域で生活していくための連携も必要とな
る。中でも就労支援において，特別な配慮を要する生徒に関する支援は，様々な機関との連携と共
に，SSWerは，本人や家族に対し，各機関に関する説明や整理をすることも必要となる。学校や
地域の特性等があるため，現段階では十分に言及することは難しいが，学校と地域との協働により，
シームレスなネットワークを構築する必要があると考えられる。
【キーワード】スクールソーシャルワーク　　高等学校　　エンパワメント

高等学校におけるスクールソーシャルワークの現状と課題

１．スクールソーシャルワーク導入の経
　緯と役割
　2008年，文部科学省によるスクールソーシャルワー
カー活用事業が開始された。「問題を抱えた児童生徒
を取り巻く環境に働きかけ，家庭，学校，地域の関係
機関をつなぎ，児童生徒の悩みや抱えている問題の解
決に向けて支援する」（文部科学省2010）という，スクー
ルソーシャルワーク（以下SSW）のスタンスに対す
る社会的な理解は，急速に深まりつつある。子どもの
問題がメディアで取り上げられる時，SSWに対する
ニーズや期待が語られることも増え，SSWというフ
レーズを日常的に耳にすることも増えた。しかしなが
ら，自治体独自でのスクールソーシャルワーカー（以
下SSWer）の採用は増えつつあるものの，学校・家
庭・地域の連携協力推進事業に含まれる補助率1/3の
国庫補助事業として，年度ごとに活用している都道府
県も多く，事業そのものが不安定であり，勤務時間や
日数，配置形態も様々である。ニーズと現状の差異の
一部として，活動の基盤となるSSWerの身分保障や，
専門性の希薄化等の問題も抱え，未だ模索の状態にあ
るのが現状である。
　SSWは，個別事例へのアプローチ（ミクロレベル），
校内システムの構築（メゾレベル），学校を含めた教
育行政のシステムの構築（マクロレベル）といった３
つのレベルの視点を用い，個別の事例にのみ対応する
のではなく，多くの子どもたちの最善の利益につなが
るような支援を検討し，実践へと結んでいる。各自治
体の主体性や独自性等により，すべてのレベルにおい
て臨機応変に対応出来るとは限らないが，関係機関と

の連携や教員との協働だけでなく，SSWer間の連携
や，スーパーバイザーからの助言等により，専門的視
点を一般化し，有効な対応を模索することも考えられ
る。
　また，事業開始当初から，スクールカウンセラー

（以下SC）との相違点や共通点を問われることも少な
くない。SCは，カウンセリング等を通して，子ども
たちの悩みや抱えている問題を解決に向けて支援する
者，SSWerは，子どもと子どもを取り巻く環境に働
きかけ，家庭，学校，地域の橋渡しを行うなどにより，
悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する者であ
るとされている（文科省2009）。実際には，SSWerの
面談が心のケアにつながることもあり，明確な役割分
担は難しいが，それぞれの専門性の違いと機能につい
て理解することにより，SCとSSWerの連携の深化が
図られ，より良い支援へと展開していくと考えられる。

２．高校における福祉的支援に対する
　ニーズの所在
　 小 中 学 校 に お け るSSWに 関 す る 研 究 は， 山 野

（2011），久能（2013），横井（2013），中村（2014）ら
の調査や実践，文科省によるスクールソーシャルワー
カー実践活動事例集等によって明確化されつつある。
小中学校に関する先行研究では，虐待への予防的な対
応や校内体制の構築（西野2009），児童相談所と小学
校との連携（高良2008），小中学校の連携援助（岡安

（2009），当事者から利用希望のない虐待や非行等の介
入が必要なケースに対する学校や家庭とのつなぎなお
し（赤尾ら2011）等，本人を取り巻く環境調整や連携

朝　日　華　子*ａ

鈴　木　庸　裕*ｂ



2015－ 714 福島大学総合教育研究センター紀要第19号

等が着目され，SSWの主軸ともなっている。
　高等学校に関しては，平成22年度に若干名の配置が
始まり，定時制高校等への配置が急速に進みつつある
ものの，SSWの中でも新しい領域であり，実践や研
究は未だ少ない。長谷川（2013）の高等学校の養護教
諭への面接調査では，生徒を取り巻く関係性の断絶に
より，支援から孤立した生徒の現状，障害を有する生
徒の自立に向けた移行支援，学校生活安定に向けた家
庭支援，校内体制整備の支援のニーズを有しているこ
とが示されている。
　青砥（2009）は，教育困難校への取材等を通して，
高校中退の背景にある貧困や複雑な家庭環境等を示し
ている。実際に，高校生等への就学支援はあるものの，
学校生活を継続するために福祉的な支援が必要となる
ケースも少なくない。厚労省の2014年の調査により，
日本人の６人に１人が貧困層とされ，その８月には，
子どもの貧困対策大綱が示された。子どもの貧困対策
大綱は，貧困の連鎖を防止するために，教育の機会均
等を図ることなどを目的としている。また，書店にも
貧困に関する書籍が平積みとなり，貧困という言葉は
身近になったものの，貧困に関する実態や支援に関す
る課題は山積しているのが現状である。
　高校における特別支援教育に関する取り組みは，
2009年に文科省「特別支援教育の推進に関する調査研
究協力者会議高等学校ワーキンググループ」の報告書
に，小中学校に比べ，体制整備が遅れていることが示
された。平成26年度には，自立・社会参加に向けた高
等学校段階における特別支援教育充実事業として，
キャリア教育・就労支援等の充実と，個々の能力・才
能を伸ばす特別支援教育モデル事業が実施され，キャ
リア教育・就労支援等の充実事業では，特別支援学校
高等部の就職率に向けた取組と，高等学校の発達障害
の生徒への指導の充実の必要性が示されている。
　先行研究や現状から，高等学校におけるSSWは，
自立，社会参加等も含め，幅広い移行支援も担ってい
ると考えられる。また，それぞれのwell-beingを目指
すために，自立に向けた支援も不可欠となる。自立の
ためには，自分自身の力で問題や課題を解決していく
ための社会的技術や能力を獲得することが重要であ
り，本人が本来持っている力を発揮するためにも，エ
ンパワメントの視点を用いた支援も必要となる。現状
としては，こうしたミクロレベルの実践の積み重ねと
ニーズの把握の段階にあると言える。

３．高校におけるスクールソーシャル
　ワークの実際
　高等学校におけるSSWの知見の積み重ねが少なく，
問題の所在にもいまだ不明確さが含まれているが，小
中学校のSSWと基本的には同じながらも，高等学校
に固有の課題もあると考える。そこで，高等学校にお

けるSSWへのニーズと実際について考えてみたい。
１）高校生がスクールソーシャルワークと出会う時
　配置形態等により，生徒とSSWerの関わり方は様々
ではあるが，学校に配置される場合，生徒との接点も
多く，生徒に対してSSWの制度の紹介があると，自
ら支援を求める生徒もいる。高校生活は，就学支援等
の制度はあるものの，義務教育までの手厚さはない。
義務教育までは公的に保障されていたものが無くなっ
た時，深刻な貧困や虐待，保護者の疾患等，高校生活
を維持することに影響が出るような問題が表面化し，
生徒自身が対応しなければならないこともある。その
ため，個別の相談援助だけでなく，本人を交えたケー
ス会議等，本人のニーズや主体性に応じた支援も検討
しなくてはならない。生徒本人が中心であっても，保
護者の承諾は不可欠であるが，保護者の病気や，虐待
等，保護者の承諾を得にくいケースもある。また，きょ
うだいや親戚だけでなく，アルバイト先や近隣の方等，
本人が社会生活の中で，信頼関係を築いている身近な
大人等についても，聞き取りをしながら，卒業後の生
活を見据えた支援を共に模索していくことは，孤立感
や将来への不安の軽減も図られると考えられる。様々
な葛藤を抱えた生徒との信頼関係を築くためには，丁
寧な聞き取りや，継続した面接が必要となる。相談援
助における面接は，カウンセリングとは技法や展開課
程が異なるものの，面接を行うことで，本人の新しい
気づきや，人的，物的環境が変わることで心理的変化
が見られることもある。
　支援を必要とする子どもたちにとって，18歳は大き
な節目でもある。高校３年生であっても，18歳までの
支援と，18歳からの支援があり，利用できる制度の有
無や変更等，未成年であっても，本人自ら動かなくて
は，支援が受けられない場合もある。制度を利用する
ためには，自己決定のための精神的自立や社会的自立
が求められることもあり，SSWerは，本人の自立に
向けた支援と共に，SSWから，様々な分野のソーシャ
ルワーカーへとつなぎ，移行していくための支援も求
められると言える。
２）登校を継続するための支援
　高等学校における不登校とは，義務教育とは概念そ
のものが異なり，登校に関する問題だけではなく，高
校生であり続けるかどうかと言った，所属の問題も
含まれている。例えば，数値的には，中学校と比べ低
減するものの，通信制高校等の履修システムの多様化
により，日常的な登校が必須ではなくなることから，
根本的な問題の解決による減少だけではないと考えら
れる。また，全日制と定時制の不登校率では，全日制
1.2%，定時制16.9%と，定時制が非常に高く，学年
別の不登校率では，課程や学科に関係なく，１年生が
最も高い値を示している。中途退学率に関しても，定
時制，１年生の値は高い。中途退学の理由では，学校
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生活・学業不適応がもっとも多いものの，「もともと
高校生活に熱意がない」，「人間関係がうまく保てない」
ことを理由にしているものが約20%存在している。近
年，高等学校の生徒が減少する中，定時制・通信制課
程の生徒は増加傾向にあり，勤労青少年だけでなく，
様々な入学動機を持ち，学び直しや新たな友人関係を
求めて進学してくる生徒も少なくない。しかしながら，
不登校，中途退学率とその理由の行間を読むと，多く
の生徒が，再び，挫折感や傷つき体験を繰り返してい
ることが想定される。登校を継続するための支援とし
て考えられることは，履修や出席等の個人の問題だけ
でなく，対人関係に対する支援や，生徒が適応しやす
い環境，早期対応の在り方等をより具体的に検討して
いく必要がある。具体的な対応の一部として，次のこ
とが考えられる。履修や出席日数に関しては，教師が
対応する部分であるが，必要に応じて，本人の希望や
思いを聞きながら，選択肢の広がる情報提供をするこ
とは，SSWerの支援の一部であると考えられる。登
校するための環境の調整としては，外部の学習支援の
利用，定期的な医療機関への受診，生活リズムの見直
し，進路に関する方向性を探るためのジョブトレ（若
年者就労基礎訓練プログラム）の利用等があげられる。
卒業間近で不登校となると，卒業後の社会生活に対し
ても，不安を感じる生徒も少なくない。医療や相談機
関，地域活動支援センター等への同行や連携等，地域
生活に向けた地域との連携を図るケースも必要となる。
中卒での就労先の少なさ等，一般的な意見や情報から，
進路変更に対するネガティブな印象があることを否定
することは出来ないが，進路変更も大切な自己決定で
あり，自立へのステップである。SSWerとしては，
良し悪しではなく，選択肢として，その後どのような
生活が期待できるのか，どのようなサポートが必要と
なってくるのかを整理し，提示することも支援の一部
であると考えられる。
　転学は，転学先で新たなサポートが受けられる場合
もあるが，通信制等のシステムは様々であり，サポー
ト体制にばらつきがある。学校に通学していれば，配
布物や掲示等で自然と目にする情報も，求めなければ，
情報量も減少する。進路変更の決定後，今後本人や家
族をサポートしてくれる機関や居場所を紹介したり，
実際に場所の確認やスタッフとの顔合わせをしたり，
生徒の不安を軽減するために実際に一緒に動く場合も
ある。しかし，同じ10代であっても，義務教育までと
は違い，受けられるサポートは少なくなる。さらに学
校が支援体制から抜けると，核となる機関がなくなる
ため，ネットワークの弱体化は否めない。高校生への
支援から，学校に在籍していない青少年への支援へと
移行する時，高校で担っていた役割を関係機関につな
ぎ，横のつながりを強めることの必要性があると言え
る。

３）福祉的支援のための校内チームづくり
　校内チームとしては，管理職，担任，養護教諭，
生徒指導，特別支援教育コーディネーター，SC，
SSWer等，小中学校と同様のメンバーで対応するこ
とが多い。小中学校と異なる点としては，それぞれの
高校に特色があり，教育課程や学科だけでなく，その
高校を選択してくる生徒にも特徴や傾向があることか
ら，学校によってケースにも傾向があると考えられ
る。経済面の問題として，制度としての高校生への就
学支援はあるものの，定期代や昼食代等，中学までと
は違った出費があり，諸納金が未納であると，行事や
部活等への参加が出来なくなることもある。アルバイ
ト代で支払う等，自分の力で学校生活を維持している
生徒もいるが，学校生活とアルバイトを両立し続ける
ことは，容易ではない。友人が何不自由なく登校して
いるのを目の当たりにすることで，家庭や自分自身の
社会的なポジションを改めて知り，登校意欲がなくな
る等，経済的な問題は，登校に対するモチベーション
にも影響する。諸納金が未納であること，登校しない
ことを，それぞれの問題として捉えるのではなく，関
係性に着目することで，具体的な課題が明らかとなる
こともある。また，保護者が高校生活を経験していな
かったり，義務教育とは受けられる支援が異なること
を理解していない等，保護者の高校生活に対する理解
が，サポート力の弱さに影響していることもある。改
めて保護者としての対応の必要性を伝えることで，保
護者のサポートに変化が見られることもある。保護者
の成育歴に触れることや金銭的な問題は，デリケート
な問題であり，誰がどのタイミングで何を伝えるのか，
校内チームの中で役割分担について話し合い確認をす
ることは，学校と家庭の関係だけでなく，校内の信頼
関係構築にも重要な意味を持つと考えられる。
４）いじめについて
　いじめ防止対策推進法が施行され，教員や保護者の
意識の変化を感じる機会も増えた。文科省の調査によ
る高校生のいじめの実態を見てみると，男女共に，小
中学校と比べ減少し，小学校の約10分の１となる。い
じめを見た時，その場に居合わせた時の子どもの対応
としては，関わらないようにした，というのは小，中，
高で共通であるが，高校生は，後で親に話した，先生
に話した，の順位が低く，大人に訴えない，助けをも
とめない，気づかれにくいいじめが，高校生のいじめ
の件数を下げている一つの要因となっている可能性も
あると言える。
　生徒の中には，深刻な状況となっていても誰にも訴
えず，アンケート調査や個別面談等で間接的にたずね
ても答えない生徒もいる。小中学校時から継続して，
いじめられてきた生徒の中には，すでに自分自身のア
イデンティティの一部として，いじめられるという役
割を受け入れてしまっている生徒もいる。また，明ら
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かにいじめられていても訴えない生徒の多くは，他者
とつながる力の弱さを感じることもあった。また，対
応することで新たな問題が生じたり，支援の押しつけ
となってしまうこともある。いじめは被害，加害の問
題だけでなく，クラスや学校といった集団や環境の問
題もあり，一度解消しても，また別の生徒が同じよう
な状況となることも少なくない。SSWerの支援の１
つとしては，担任を中心としながら，生徒と関わりの
ある教師やSSWer，SC等でケース会議を重ね，支援
を模索する環境調整を図ることもあった。いじめその
ものに対する支援ではなく，ソーシャルスキルの向上
や，校内外での居場所づくり等により，自己肯定感を
高めることで，予防的，修復的対応となることもある。
高校生になると，アルバイトや若者サポステ等の事業
に参加する等，校外にも人間関係が広がることで，学
校以外の場所で認められ，必要とされる経験も，本人
のレジリエンスを高めることにもなり得る。
５）発達障害を持つ生徒への対応
　文部科学省の「特別支援教育の推進に関する調査研
究協力者会議 高等学校ワーキング・グループ」によ
れば，高等学校で発達障害のある生徒の割合は全体の
約2.2%，内訳では，全日制課程が1.8%，定時制課程
14.1%，通信制課程15.7%となっている。さらに，定
時制，通信制には，不登校等によって発達障害に気付
かれにくく，数字として表れていない生徒も少なくな
いと考えられる。また，小中学校に比べると，全体の
数値は低いものの，時間の経過により，二次障害，三
次障害と，より複雑になり，さまざまな機関のサポー
トが必要となるケースもある。
　高等学校にも，特別支援教育コーディネーターが指
名され，高等学校の発達障害の生徒への指導の充実の
ため，学校によっては学習支援員等が配置されている。
特別支援教育コーディネーターは，児童生徒への適切
な支援のために，関係機関者間を連絡・調整し，協同
的に対応できるようにするための役割として指名され
ており，SSWerと重なる部分も多く，校内連携にお
ける重要なパートナーであるとも言える。これらの現
状から，教師の理解や生徒への合理的配慮が図られつ
つあるが，義務教育ではないという意識は，配慮する
ことへの戸惑いの一部ともなっている。高校入学後に，
発達障害に関する問題行動（気になる行動）が表面化
した時，履修の問題もあり，授業やテストへの配慮等，
早急な対応が求められることもある。学習面の配慮に
関する部分では，SSWerとして直接的に関われる部
分は少ないが，卒業した中学校との連携，生徒の受診
に同行し主治医の意見や本人の特性について確認する
等，学校と医療の連携等，様々な理由により一堂に会
することのできない機関間をまわり，配慮を検討する
ために必要な情報収集と連携を図ることもある。
　卒業後の生活に向けた支援には，就労に関する支援

だけでなく，環境の変化に対する適応の課題も含まれ
る。SSWerは，発達上の困難そのものに対応するの
ではなく，困難を持ちながら成長していく生徒のプロ
セスに対して，サポートを行っていく。発達上の困難
は，受診や服薬だけで改善，完結するものではなく，
自己管理や周囲の理解等の環境調整も必要となる。卒
業後も継続した支援が受けられるよう，在学中に関係
機関へつなぐことで，支援の中断や，空白となる期間
を回避することとなる。また，イマジネーションに関
する課題や，情報を整理することが苦手な生徒のため
に，言葉での説明だけでなく，実際に行動し，本人と
確認することで，不安の軽減へとつながる。また，発
達上の困難を持つ生徒の中には，福祉的な支援がなく
ても，本人の自己理解や家族のサポートによって，大
きな問題もなく過ごせている生徒もいる。本人の努力
や工夫，周囲の対応等により，共生関係にある生徒の
実際の姿から，学ぶことは少なくない。
６）医療的配慮を要する時
　思春期から青年期にかけては，情緒が揺れ動く時期
であるとともに，精神疾患のあらわれやすい時期でも
ある。症状等によっては，学校生活よりも治療を優先
しなくてはならないケースや，様々な理由により登校
出来なくなり，そのまま退学する生徒もいる。また，
無気力等を理由に退学していく生徒の中にも，精神に
変調のある生徒も含まれていると考えられるが，疾患
に関する情報は，重要な個人情報の一部であり，本人
や保護者が望まない場合，確認することは難しい。し
かし，本人に関わるすべての人に通じることとして，
疾患に関する情報の不足や偏りは，不安や戸惑いの原
因ともなっている。医療における専門的な知識を誰も
が理解する必要はないが，根拠のある確かな情報で判
断し，対応することが必要である。
　保護者の話を聴くことは，学校と保護者の信頼関係
のためにも大切な時間であり，保護者が安心感を得る
ことは，間接的に生徒をサポートすることにもなる。
生徒自身が，自己理解や障害受容を深めることは，そ
の後の過ごしやすさにもつながる。障害受容はデリ
ケートなテーマであり，本人や家族の問題として慎重
に対応する必要があるが，受容に至るまでは，生徒や
家族は孤立感や不安を感じやすい状態にある。SSWer
の間接的な支援としては，生徒が通院する病院と連携
を図り，医療ソーシャルワーカーや主治医との情報交
換や，疾患についての説明を受けること，校内で疾患
に関する情報共有や勉強会等を行うことも大切な支援
であると言える。また，疾患に関する情報は個人情報
につながるため，保護者から話を聞き，医療機関等と
連携を図るための承諾を得ることは不可欠である。
　学校での配慮事項について，医療機関の意見を含め
て検討する場合，本人のためには適切な対応であって
も，学校生活という集団への対応となると，高校教育
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と医療の意見をすり合わせることの難しさを感じる
ケースも少なくない。共生社会に向けたインクルーシ
ブ教育の一部であるとも考えられるが，学校によって
対応に違いがあるのが現状であると言える。
７）ヤングケアラーを支えるためのネットワーク
　慢性的な病気や障害，精神的問題等を抱える家族の
世話をしているヤングケアラー（若年介護者）は，貧
困と隣り合わせにあり，年長の介護者よりも多くのも
のを犠牲にし，問題も多いとも言われている。高校生
になると保護者の年齢も上がり，保護者の問題も抱え
て暮らしている生徒も少なくない。家事を手伝うこと
や，家族を思いやる気持ちは大切なことであり，家庭
の中で学び，関係性を築いていくことは，社会生活を
送る中でも核となっていくものであると考えられる。
しかし，お手伝いの中に「介護」，「看病」ということ
ばが出てくる時，家族を支える子どもたちの苦しさの
一部が垣間見える瞬間でもある。
　家族が福祉的サービスや医療機関とつながっている
場合，支援につながっているという安心感から，学校
側が注意を怠ってしまうこともある。けれども，そこ
にある支援体制は，家族を中心にしたものであり，生
徒の自立や自己実現に関しては，生徒を中心とした支
援も考える必要もある。時として，支援を受けるとい
うことは，他の部分の困難さの見落としや，家族や身
近な人への過剰な負担等，新たな問題へと展開するこ
ともある。また，自分自身の思いを口にすることで，
親を苦しめたり，状況がさらに悪化することを恐れ，
不満や葛藤を言語化出来ずにいる生徒もいる。家庭で
の役割が他の家庭と比べるとどうなのか，照らし合わ
せることも難しい。生徒のつぶやきも丁寧に聞きなが
ら，生徒の頑張りを認め，情報提供や環境調整を行う
ことは，心身共に孤立することを予防すると考えられ
る。
８）キャリア発達と就労支援
　平成27年度の卒業予定の高校生の就職内定率（全国）
は，12月の時点で88.8%であり，バブル期並みの水準
となった。しかし，昨今の就職後３年後の離職率は約
40%であり，その多くが職場での人間関係を理由に離
職している現状を見ると，手放しには喜ぶことは出来
ない。
　就労支援に関しては，基本的に担任や進路指導部の
対応となり，SSWerが関わりを持つのは，就労への
希望はあるもののソーシャルスキルに自信がない，卒
業を機に福祉的な支援も受けて就労もサポートしても
らいたい等，具体的な解決よりも，プロセスに関する
部分でのサポートが求められる。
　プロセスの中には，キャリア発達に関する部分が多
く含まれている。社会との相互関係を保ちつつ自分ら
しい生き方を展望し，実現していく過程がキャリア発
達であり，文科省の『小学校・中学校・高等学校のキャ

リア教育推進の手引き』には，キャリア発達段階が示
され，高等学校は，現実的探索・試行と社会的移行準
備の時期として自己理解の深化と自己受容，選択基準
としての就労観，職業観の確立，将来設計の立案と社
会的移行の準備，進路の現実吟味と試行的参加の４点
が示されている。本人の持っている力と目標を発達段
階に照らし合わせてみることで，ひとりひとりの発達
段階や目標が改めて見えてくることもある。
　震災による就労への影響は大きく，震災によって必
要となった職種，就労に対する意識の変化，保護者の
就労に関する問題，就労のために県外から来ている
青少年との交際等，震災と就労は，切り離すことが難
しい。震災に関しては現在進行中の部分もあり，重要
な課題であるという認識で留まっているのが現状であ
る。高校生の就労の課題の一部として捉え，様々な機
関と連携を図り，検討を深める必要があると言える。
９）恋愛や性について
　高校生の相談には，家族関係以外にも，キーパーソ
ンとして恋人や親しい友人が含まれている。思春期か
ら青年期にかけて異性に興味を持つことや，特別な人
間関係を築くことも，精神的な成長のために必要なこ
とである。しかし，自己評価の低さから，他者から必
要とされたいという思いや，家族関係で満たされない
部分を恋愛関係で補おうとする等，関係性の築き方に
疑問を感じることも少なくない。心理的な問題はSC
や医療機関のサポートが必要となるが，異性関係の問
題と共に，本人がそれまで抱えてきた家庭や本人自身
の問題が表面化することがある。異性関係に自分の保
護者の様子を再現していたり，虐待経験が価値観の形
成に影響している等，生徒指導の問題では扱いきれな
い問題を抱えているケースもある。
　SNSに関しては，多くの高校生が利用しており，恋
愛にも様々な影響を及ぼしている。遠方の人と知り合
い，電車を乗り継いで会いに行ったり，気になる相手
にネット上で付きまとう等，関係性の錯覚や誤解も少
なくない。市内，県内だけでの対応が難しくなること
もあり，警察との連携も必要になるケースもある。警
察だけでなく，SNSに関する講座等，外部の人からの
客観的意見を聞くことで，自分自身の行動を振り返る
ことになり，様々な問題行動の予防にもなると言える。
　恋愛に関する進路変更として，妊娠により，高校生
から保護者へと立場が変わる生徒もいる。様々な関係
性の変化のプロセスに対する支援や，物理的環境に関
する調整，その後の子育てに関する支援につなぐ等の
サポートが必要となるケースもある。青年期の課題も
抱えつつ子育てをしている10代の親のためには，子育
てに関する情報と共に，様々なつながりを築き，孤立
しない支援も必要であると言える。
10）グループワークを行う意味と実際
　学校で行うグループワークには，様々な形態や目的
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があるが，SSWerが関わり，実施するものの一つと
しては，参加者が活動を通じて，参加者間で相互に影
響を受けつつ，それぞれが変化，発達するためのグルー
プワークがあげられる。グループワークの活動が，直
接的な問題解決につながるとは限らないが，伝えるこ
と，つながることの大切さを実感する機会であり，相
互作用により，生徒自身の力で問題解決に至ることも
ある。複数でのグループワークを積み重ねることで，
ソーシャルスキルを身に付けたり，安定した対人関係
によってエンパワメントされ，自信を持った行動にも
つながっていく。また，ファシリテーターとして，関
わる大人にとっても，「児童生徒の可能性を引き出し，
自らの力で解決出来るような条件づくりへの参加」と
いう福祉的なスタンスをとりながら，共に学び考える
機会ともなる。具体的には，ビジネススキルから，こ
れまでクリア出来ていなかったソーシャルスキルの獲
得等，レベルは様々ではあるが，就労に向けたグルー
プワークへのニーズが高いと言える。

４．高等学校におけるスクールソーシャ
　ルワーカーが連携する諸機関
　高校学校におけるSSWerが連携する諸機関の特徴
としては，就労に関する機関との連携があげられる。
また，高校生活を継続するためにも様々な機関と連携
する必要がある。その地域ならではの機関や場所，個
人によってサポートされることもあり，地域へ一歩踏
み出して，ニーズを発信することで，思いがけないサ
ポートが得られたり，社会資源の活性化や増加等，ソー
シャルアクションにもなり得る。
　例えば，就労に関する高校と各機関の連携では，主
に進路指導部や担任が行うが，就労前の段階でのソー
シャルスキル等に関する支援や，障害者就労等の特別
な配慮を要する生徒への支援に関しては，SSWerが
コーディネートし，連携を図ることもある。特に，就
労を目前にして，卒業後は福祉的なサービスも利用し
ながら生活することも選択肢として検討する場合，本
人や家族の前に突如，様々な機関が登場することとな
る（表１）。心理的な受容とは別に，機関に関する理
解を深める必要があり，SSWerは，各機関に関する
説明や整理等も求められる。

５．高等学校のスクールソーシャルワー
　クが充実していくための中心的課題
１）エンパワメントの視点の必要性
　90%を超える子どもたちが，高校生活を経て，社会
へと羽ばたいていく。高校は，生徒によって目標は異
なるものの，それぞれのキャリア発達を経て，社会生
活に向けたスキルを身に付ける場でもある。また，学
校という守られた環境から本人が自立し，社会生活を
送るためには，様々な問題に対応していく態度や技能

が求められる。それらに対応するためには，教育的な
視点だけではなく，本来持っている力や可能性を引き
出し，勇気づけ，生きる力を湧き出させるエンパワメ
ントの視点を用いた支援が不可欠となると言える。
　エンパワメントには，自分自身だけでなく，仲間や
地域ともつながり，「相互作用により力を高めていく
ことも含まれている」（安梅2008）。地域と連携した活
動や，共同作業を取り入れ，エンパワメントのプロセ
スを仲間や地域と共有することは，個人の主観的な
well-beingだけでなく，相互に認め合い，関係性も広
がると考えられる。
２）複雑な問題に対する分析と包括的なアプローチ
　SSWに対する理解が深まるにつれ，多様なケース
への対応が求められつつある。ソーシャルワークで
は，様々な支援が実践され，効果も検証されているが，
SSWの分野では，期間が短く，これから実践を積み
重ね，効果を表す段階にある。SSWの実践において，
対象となった生徒へのエンパワメントのプロセスや，
生徒をとりまく環境の変化，就学の継続，中断，進路
に関する問題，卒業後の就労や支援機関との連携の継
続等の課程から，アウトカム評価を検討することも課
題の一つであると言える。
３）学校と地域をつなぐネットワークの強化
　高校と地域の連携では，学校生活を送るためのサ
ポートを得るための連携だけではなく，学校から離れ，
地域で生活していくための連携も必要となる。
　学校と連携する機関や社会資源の多くは，子どもを
対象としている。しかし，18歳になると，受けられる
支援や相談窓口の変更等もあるため，高校のSSWer
は，支援機関の移行に携わることもある。さらに，卒
業後の見守りや家族へのサポートも含め，高齢者を対
象とした機関との連携も必要となるケースもある。
　また，卒業後，退学後のネットワークは，離職の問
題や，精神疾患等の好発年齢等，様々な要因による社
会的孤立の予防においても不可欠である。個人によっ
て求めるネットワークは様々であるが，学校と地域と
の協働により，シームレスなネットワークを構築する
必要があると考えられる。

　以上，高等学校のSSWが充実していくための中
心的課題として，３点を示した。小中学校における
SSWとの共通点は多いものの，高等学校ならではの
特性がある。特に高校卒業あるいは中退後に社会の中
で生きていくためにエンパワメントの視点が非常に重
要であると感じている。
　また，高等学校は小中学校と異なり，学校ごとにそ
の特性が大きく異なっている。地域のネットワークも
都道府県レベル，市区町村レベルで大きく異なってし
まう。これらの点について現段階では十分に言及でき
ないが，高等学校におけるSSWの実践が積み重なる
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ことでより望ましいSSWとなるものと思う。
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