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　本誌において，2011年７月からはじまった福島県の「緊急スクールソーシャルワーカー派遣事業」
にかかわり，震災後の福島における教育復興について論じてきた。今回は（その５）として，学校
保健，養護教諭の立場から被災地での学校や児童生徒，その家族への支援にあたってきた取り組み
を，震災後の教育復興をめぐる教訓として報告に記載しつつ，今後の学校福祉（スクールソーシャ
ルワーク）の実践へいかに活かしていくのかについて論じる。
〔キーワード〕震災復興　　学校保健　　養護教諭　　スクールソーシャルワーク　

災害復興と学校福祉の展開⑸
―震災後の子どもの健康とソーシャルワークの実践―

井戸川あけみ*ａ，鈴木　庸裕*ｂ

はじめに
　本報告は，震災直後から数年にわたる養護教諭の活
動報告を元に，学校におけるソーシャルワークの観点
ついて深めるものである。学校保健や健康教育の立場
のみならず，被災地での学校や児童生徒，その家族へ
の支援にあたってきた教職員の諸活動にも配慮しつ
つ，震災後の教育復興をめぐる教訓的な実践の１つと
して本稿にまとめたものである。ここから今後の学校
福祉の実践（スクールソーシャルワーク）に何をいか
に活かすべきかについて述べる。

１　震災直後の学校と教師を振り返る
　⑴　避難所としての学校・保健室
　まず筆者（井戸川）により震災直後の養護教諭の活
動を記載する。
　震災発生当時，近隣の多くの学校について，小学校
ではおおよそ低学年は放課後になる時間帯であり，高
学年については授業が行われていた。中学校では午前
中に卒業式が行われ，午後は，部活動がおこなわれて
いた。高等学校は，高校受験の二期選抜試験のため休
業日となっていた。
　地震発生直後に流れた，地区の防災無線からの高さ
10メートルの津波到達の情報に「まさか，そんなこと
はあるはずがない」と耳を疑いながらも，一時避難の
指示により，すぐ近くの高台にある別の学校施設に避
難した。高台から沿岸部を見渡し，防風林を越える高
さの黒い波を肉眼でとらえた時は，津波を現実のもの
として目にした瞬間，恐怖心に襲われた。
　地震による家屋の倒壊，津波による流失家屋被害，
幾度となく頻発する地震のため，多くの区民が高台へ
と避難してきていた。一時避難先の学校施設も1,600
人近くの避難者でいっぱいになった。
　勤務校は，本校舎が前年に耐震工事が終わっていた

ため，避難所として受け入れることができる耐震性を
備えていた。そのため直ちにそこに災害対策本部が設
置され，支援活動が開始されることになった。
　避難所となった中学校には当初200名を超える被災
者が続々と詰めかけてきた。教室と保健室は，被災者
を受け入れる場所として使われることになった。介護
を必要とする老人が真っ先に運びこまれ，保健室の数
少ないベッドはすぐに満床となった。幸い電気が停電
を免れたことと設備的にプロパンガス利用であったた
め，調理可能な状態であった。また校舎設置の高架槽
タンクには，水がプールされていることが確認できた
ので当面の飲料水の心配は免れた。まだ余寒の残る時
期であったため，寒さの中で暖をとることができた。
しかし，どこの避難施設も同様であったが，災害用の
備品や寝具類が不足し，物資として集められてきた毛
布が夜中に配られはじめたが，全員にいきわたるまで
の数量にはほど遠かった。
　教職員は，避難所対応のため学校待機となり，被災
者の誘導や避難所に受け入れた方々の氏名の張り出
し，身元の確認作業の手伝いにあたった。また数少な
い支援物資の配布等にもあたることになった。そのこ
とと並行してそれぞれの学級担任は，連絡網を駆使し
ながら生徒の安否確認を続けた。
　学校に避難してきた生徒たちは，口々に地震や津波
の様子，友人の安否情報を私たちに伝えてくれた。続々
入る情報への対応と伝わってこない情報に翻弄されつ
つ，その作業は夜通し続けられた。住民は肉親の安否
確認のため各避難所を廻り，名簿を見ながら声をかけ
てくる。こうした対応に教職員は奔走した。
　翌日，ある医師が，居ても立ってもいられず「力に
なりたい」と自力で避難所に駆け付けてくれた。被災
者の健康が気がかりだっただけに，養護教諭として医
師の来校は心強くほっとした気持ちになった。保健室
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は，身体の異常を訴える人たちのケアの場となった。
校内放送で呼びかけ，ボランティアの看護師と共に看
護に当たることになった。保健室には，応急処置に使
用する薬品しかないため，被災者に充当できる薬品は
なく，医師からのアドバイスによって，最寄りの病院
に行くよう説明することができた。幸いにも地域の病
院が救急患者を受け入れてくれていることがわかり，
紹介することができた。その情報は避難所としての学
校に資材が整わない中で救いであった。すでに学校内
には災害時用に備えられた医薬品も寝具も食料もない
状態であった。長期化することが予想された避難所で
もっとも悩んだ点であった。
　震災翌日の12日，避難所が600人を超える被災者で
埋め尽くされ，ようやく支援物資が届き始めた頃，時
間の経過とともに報道されるテレビの映像は，危機的
な事態が起こり始めていることを知らせるものだっ
た。福島原子力発電所一号機の水素爆発の事故によ
り，20㎞圏内に入っていたこの区域は，避難対象地域
となった。直ちに避難勧告が出され，午後6時にはこ
の避難所も閉鎖となった。被災者は，落ち着く間もな
く更に20㎞圏外の遠くの避難先を求め避難しなくては
ならなかった。
　避難指示を受け，保健室から救急鞄や薬品，マスク，
水，毛布等，今後必要となると思われるものを車に詰
めこみ，次の避難所へと向かった。地区の住民全員が
避難対象者となり，その後は移動先が散々になり，生
徒との連絡も安否確認も，これを機に確かめることが
容易にできない状況になった。避難勧告が出た翌日か
ら生徒は臨時休業，年度末・年度始め休業となり，職
員も学校再開の連絡が入るまで，交通遮断休暇となっ
た。

　⑵　健康管理票の活用の意味　　
　2011年３月28日，学校再開に向けて職員に出勤命令
が出された。原発事故地点から20㎞圏内に在住してい
た職員もまた被災者であり，県内外に避難を余儀なく
されていた。避難先から仮の学校が再開された場所ま
で100㎞もの距離を通勤してきた職員も数名に上って
いる。避難対象の20㎞圏内にあった学校は，警戒区域
の指定のため学校への立ち入りができなかった。学校
再開に向けて準備をするにしても，手元に生徒の情報
はなく，避難先や安否確認を行うことは大変な作業で
あった。この時点で数名の生徒が津波によって被災し
亡くなっていたことが明らかになっていた。情報収集
の困難さが，子どもへの個別対応を遅らせていた。自
治体から特別な許可を得て職員が学校に立ち入り持ち
出した物の中に健康管理票があった。そこには緊急時
の連絡先が記載されている。健康管理票は子どもの生
命を守るうえで，保護者との連絡を取ることが最優先
させることが必要とされるため，情報は細部にわたり

記載されている。そこから情報が得られたことにより，
安否確認に大いに役に立ち活用されるものとなった。
　この年の高校入試直後，被災地の高校も人員が変動
し，さらにそれぞれが他地域での開校やサテライト校
を開設するなどしていたため，その準備のための個別
連絡は困難を極めた。そのような混乱の最中，隣の自
治体に被災した学区の子どもたちが避難していること
がわかった。そのため，学校再開までの準備をする傍
ら，学習ボランティアとして足を運ぼうという声が教
職員の中から発案され訪問活動がはじまった。震災以
後初めて会う子どもたちは，頻発して起こる余震と避
難所での生活の不安定さから不安と恐怖と動揺を隠せ
ない様子だった。以前のように一人で行動しようとす
る姿はなく，椅子に座ったら，その場所から離れよう
とはしない様子を見ることがあった。頭を擦り寄せ合
い，身を寄せ合って小さい声で話をしている。震災前
に，学校で普通に見かけていた子どもの様子からは想
像できない光景が目の前に映し出されていた。養護教
諭にとって心配な光景であった。
　「昼は，平気なように遊んでいるけど，夜になると
体を摺り寄せてしがみついてくるんです。夜トイレに
一人で行くこともできないんです」と，ある生徒の母
親からの声を聞いた。いつ起きるとはわからない余
震が頻繁に続く中で，津波被害の恐怖からも逃れられ
ず，誰かに寄り添っていなければ落ち着かないといっ
た様子である。避難してから久しぶりの私たちとの再
会に，先生に抱きつき涙ぐんでしまった生徒，声をか
けた時一瞬だが顔がほころび笑顔を返してくれた生徒
もいた。少しではあるが，「以前に戻れた」と思えた
瞬間でもあった。
　複数の教師やボランティアの方々が，学習を通して
子どもを見守り，支えていこうと連日避難所を訪れた。
養護教諭も身体ががちがちになっている子どもの身体
ほぐしやリラクゼーション，応急処置等を通して子ど
もたちとかかわる取り組みをおこなった。少しずつ元
気を取り戻すことができたと感じてきた矢先，４月11
日に発生した震度５という余震によって，この訪問活
動を続けた避難所も耐震強度の点から閉鎖されること
になった。この時期に新たな避難移動となった子ども
たちは，さらに次に指定された中通り地区の避難所へ
と移動することとなった。避難先では，区域外就学と
いう形で他の学校に転入するという状況となる生徒が
多くいた。この時，市内の子どもたちの数は半数に減っ
ていた。

　⑶　学校再開と心のケア活動
　学校再開の際，指定された学校の特別教室の2室を
借用し，パーテーションで仕切った教室での授業が開
始された。隣の授業の先生の声や様子がわかるほどの
狭い教室であり机や椅子，すべての物が借物であった
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が教職員の工夫と努力をもとに子どもたちの学校生活
が再スタートした。
　原発事故以来の避難により誰一人自宅に戻ることが
できないため，子どもたちの居所は，地域の避難所や
仮設住宅，借上住宅がほとんどであった。通学方法も，
大半がバス通学となり，バスの運行時間は早朝６時台
と午後３時台となっていた。そのため，日課表も設定
し直され，バスの運行と結びついた日課となり，子ど
もたちの学校生活の窮屈さは否めない状況であった。
学校再開時の教員数は，生徒数が減少しても以前と同
じ職員数で新年度がスタートした。教科毎に２，３名
の教師が入り授業を進めることができ，子どもたちは
先生との距離が縮みコミュニケーションも取りやすく
なったためか，震災後の動揺期ではあったが，落ち着
いて学習に取り組むようになっていた。
　学校再開後，すぐに週１回スクールカウンセラーが
来校することになった。SCと養護教諭と話し合いを
持ち，全員の聞き取りを早期に行った。子どもたちの
それぞれが生活環境や被災状況が異なっているため
「出来事インパクト尺度」や「見守りチェック」を面
談により行い，その結果，緊急性が高いと思われる子
どもから順にカウンセリングを実施していくことがで
きるよう調整を図っていった。全学年で心のケアに重
点が置かれるよう，担任と協力しながら，リラクゼー
ションやストレスマネージメント教育を授業の中で実
施していった。
　さらに，職員室の一角に救急処置の場として保健室
の代替として「保健コーナー」を設けた。避難時に持
ち出していた救急用品はここで役に立つことになっ
た。教室を訪問し，生徒と話したり，放課後ゲームを
したりすることが唯一のかかわりとなって，「動く保
健室」として子どもたちと接する機会を増やすことで，
健康管理や心のケアをしていった。

　⑷　仮設校舎への移転と保健室の再開
　2011年11月，仮設校舎に移転したと同じ頃，地域で
は仮設住宅の増設が急ピッチで行われていた。区域外
に就学していた子どもが少しずつ学校に戻ってきた。
避難先で歓待され，部活動でも活躍できていたものも
おり「友達に会いたいから戻ってきた」という子ども
も少なくなかった。避難先での人間関係や学習面など，
様々な理由で本校に戻ってきた生徒もいた。
　しかし，迎え入れる側の子ども一人ひとりに，友を
歓待して受け入れるという集団としての機能が弱まっ
ていると感じることがあった。再会した喜びもつかの
間，震災前の子どもたちのように仲間と関わり合うと
いう面でよそよそしい態度が気になった。
　転入してくる子どもが増えるたび，子どもを取り巻
く環境にも大きな変化が生じ，人との関係をかつての
ように結ぶことができない子どもや親しみを装ってい

うような子ども，「ぶら下がり」といわれる相手の子
どもに強く絡み合いを求める子ども，気分の起伏など
で予想がつかない行動が見られたり，明らかに不安定
な生活空間の長期化が及ぼすと見られる子ども集団の
なかでの課題が見られた。
　校庭での部活動は，２時間という時間制限の中で行
われ，体育館は割り当てられた時間だけの使用であっ
た。活発に身体を動かしたい中学生にとってこうした
生活は，様々な心理的情緒的なストレスとなっていた
ことは容易に推測できた。
　さらに，放射線被ばくを懸念した検査が始められ，
ホールボディカウンター，甲状腺検査，ガラスバッ
チ，健康診査と次々とこれまで体験したことのない検
査が，頻繁に実施された。
　検査結果が手元に届くたびに，たとえ問題がなくと
も家庭においてこれから先の子どもたちの将来に不安
を抱いていることは紛れもないことであった。その様
子は，日常的な子どもの会話や様子からも見ることと
なった。
　毎週開催される学校での生活委員会では，子どもの
変容や動向が多く報告され，その対応に費やす時間が
増えていった。「校則にしたがってダメなものはだめ
と教師一丸となって対応すること」，「子どものこころ
に寄り添ったかかわりをしていくこと」が合言葉と
なった。
　仮設校舎に移って，ようやく保健室が設置され保
健室の機能が稼働できるようになった。「授業なんか
出ない」「教室がダメならどこで過ごせばいいのです
か」，「どうせ，俺たちに未来はない」，「先生，結婚し
ても子ども生めないんでしょう」，「勉強なんかしたっ
て……」，身体的異変を訴える子ども，授業に集中し
ていけない子ども，出席できなくなった子どもが後を
絶たず保健室に来室してくるようになった。こうした
毎日の状況をもとに，養護教諭として様々な訴えの中
に，やり場のない不安や苛立ち，憤りなどがこころや
行動の変化となって表れてきていると感じた。さらに，
自己肯定感や自尊感情，他者理解など生徒たちにはほ
ど遠いと感じた時，個々のおかれている状況にこの災
害がもたらした影響の大きさを受け止めることができ
た。保健室では，個に応じて丁寧に聞き取り，受け止
め，支えること，担任との仲立ちや時には学習の場の
提供も保健室では求められてきていることを痛感しな
がら，子どもと向き合う毎日が続いていった。

２　震災後の保健教育活動
　⑴　保健室活動の問い直し
　震災から２年が経った頃の子どもたちの日常生活を
振り返ると，子どもたちに安定した所属感や自己実現
に向かって努力しようとする姿を生み出していくこと
の大切さであった。安全，安心を教育活動の中で保障
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していくことが最優先にすべきことだと痛切に感じ
た。震災によって子どもたちは，自分のおかれた状況
に戸惑い，「何がいけなかったのだろうか」「これは天
罰なのだろうか」と自分に何度も問いかけた子どもも
少なくなかった。手の中にあった確かなものが一瞬に
してこぼれ落ちていった喪失感もあるが，その一方で，
同時に日常がどれだけ大事なことであったのかも身を
もって感じ取り，震災によって身を守っていくことの
術を習得し，支援してくれたたくさんの方々から支え
られていたことも実感していた。しかし，物への執着
とは反対にあらゆるものが手に入ること，依存するこ
とが楽であることを知り，快楽を求める方へと走りだ
してしまう傾向も強く表れてきていたことも見逃せな
いことであった。個々の状況によって，あらゆる形で
価値観が異なって受け止められてきてしまってきてい
たのである。
　非日常的な生活の中で，震災前の何でもない中で幸
せと感じていた日常を子どもたちが取り戻すにはどう
すればよいのか，可能性を持っている自分に気づくた
めに，学び続けることの大切さを感じ取れるようにす
るために，どのようなかかわりができるのだろうか。
こうした問い直しから，保健室の役割を子どもの立場
で考えてみることにした。誰かに，良さを褒められた
らうれしいのではないだろうか。できたことを共に喜
ぶことができたらうれしいのではないだろうか。け
がや病気の時，身体を通して知ったことや体験したこ
とが将来に役立てられたらどんなにいいだろうか。話
を聞いてもらえたら，受け止めてもらえたらどんなに
ほっとするだろうか。
　保健室の役目は，こころと身体が，ちょっとでも楽
になれる空間を作ってあげることなのではないかと思
い始めた。
　
　⑵　こころの変化への即応性
　子どもの健康状態は，個々の生活や環境の影響を受
けて身体面・心理面に現れてきていた。原因となる背
景は様々であるが東日本大震災以降，特に顕著に現れ
てきているように感じている。
　震災直後の聞き取りでは，「家屋が流された」「祖父
母や知人・友人を津波で亡くした」「津波に追われる
ようにして逃げ延びた」と自然災害の状況を口にして
いた。当初，子どもたちは，「そのことは，実際には
起きなかった」とか「現実のことではなかったような
気がする」と現実を受け入れることができずにいた。
しかし，時間の経過とともに，「考えるつもりはない
のに，そのことを考えてしまう」「敏感になっていて，
ちょっとしたことで，どきっとしてしまう」「そのと
きの場面が，いきなり頭に浮かんでくる」など，恐怖
感や不安が強くなった時，当時の様子が思い出される
という。また，物事に集中できない，イライラして怒

りっぽくなる，寝つきが悪い，眠っても目が覚めるな
ど，不安定な状況は継続しているという。
　また，地震と津波，そして福島第一原子力発電所の
事故によって，生活の全てを奪われてしまっている。
居住地から避難し，ふるさとを失い，山野・田畑はも
ちろん，家の中といった生活の場が荒涼とした空間に
なったのであった。学校があっても戻れない，家があっ
ても戻れないといった，〝戻りたくても戻れない〟と
いう状況において，本来であればそこに『ある』はず
のものが『ない』という喪失感は計り知れないほど大
きいものであった。
　人との関係においても，この震災と原発事故による
突然の別れは，家族の離散や分断をもたらしている。
友人や知人に会いたくても会えないという不条理な状
況を作りあげ，人々を疲弊させている。その悲しさや
辛さ，そして憤りが子どもたちの感情や行動・人との
関係性に影響を与えていることは否めない。ある生徒
は「原発さえなかったら」と思う気持ちが強く，今も，
あの日の記憶が鮮明に残っているという。「震災があっ
て，今でも苦しい生活を強いられ，仲間に会えずに孤
独を感じている」と胸の内を明かしていた。

　⑶　避難生活と身体
　避難生活は，子どもの成長の阻害要因となってい
る。仮設校舎でも，生徒が自由に立ち入れる居住空間
は，教室以外，廊下とトイレと保健室だけであった。
自由に使える校庭も体育館もなく，帰校の見通しがつ
かないままで未だに確保されていないのである。通学
バスの時刻に合わせて始業・終業し，中学校でも小学
校の時間帯に沿った時間割が組まれている。そのため
昼休みも十分にとることができず，部活動も制限され
た時間の中で活動している。成長に必要な発達段階に
みあった運動や遊びが，十分に行うことができない状
態なのである。結果，運動不足による体力や身体機能
の低下がみられるようになっていた。
　また，放射能汚染による影響は，食生活にも変化を
もたらしていた。これまでは，自宅で炊事していた家
庭も外食や既成品に頼ることが多くなっていた。過食
や偏食が加速し，肥満や口腔疾患などが徐々に増えて
きているのである。その上，甲状腺検査，ガラスバッジ，
ホールボディカウンター検査，健康診査といった〝放
射能〟検査は，健康被害への不安を醸し出した。身体
的な点でも，これまで口に出して言うことがなかった
不安を訴えてくる子どもがいた。子どもの身体的な不
安はぬぐいきれない。身体症状がそうした不安とスト
レスを増大させており，子どもの状況をよく聞き取り，
不安を払拭させる対応が求められた。

　⑷　居住環境の変化と心の健康
　約４割が借り上げ住宅，６割近い子どもが仮設住宅
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で過ごしている。子どもたちが住んでいた震災前の家
屋には，それぞれの機能を備えた部屋があり，プライ
バシーが保たれていた。
　仮設住宅には，一家４人で４畳２間という狭小住宅
もあった。隣接住宅の音が耳に入ってくる。大きな声
も出せない。家財道具の壁に囲まれた中で，圧迫感に
息の詰まるような部屋は，自分の空間を確保すること
が難しく，家庭学習も思うようにできない状態だった。
ストレスが蓄積され，夜眠れない。目が覚める。苛立
ちや憤りを感じながら，不安定になると携帯電話で友
だちにメールをすることが多くなってきたと子どもか
ら聞く。夜遅くまで起きている。朝起きるのが辛くな
る。朝食を摂らずに登校する。そうして生活リズムが
崩れ始めると，体調不良や不定愁訴で保健室を訪れて
くる。
　さらに，親や家人のあいだでの言動において，聞こ
えなくてもいい会話が聞こえたり，見なくてもいい姿
を目にしたりする機会が急激に起こっていた。これま
で知らなくて済んでいたことまで知ってしまうという
ことが起き，そうした事が，子どもたちに家庭生活の
ルールを軽視させたり，大人への不信感を募らせたり
することにも繋がっていっていた。そのストレスを子
どもたちは学校にきて吐き出していく。学校の中で問
題行動として現れることもあった。
　私たち教員は，職員室や保健室でその子どもたちの
対応に追われる毎日となった。特に，保健室では身体
症状を訴える子どもの背景に，家族のことや居住環
境，子ども自身が持つ困難さがあると感じることも多
くあった。震災前には，想像もつかなかった現象であ
り，こころのケアに重点を置き，スクールカウンセラー
や先生方へ繋ぎながら，家庭の理解や協力を得ながら
対応していくのが精いっぱいのケアであった。

　⑸　３年目の保健室
　仮設校舎に移転してから３年目を迎えた。震災後40
名程度の生徒数も，転入生の増加によって100名近い
在籍となっていった。２年生の２学期に避難先から
戻った子どもは，言葉少なく「震災さえなかったら，
毎日学校が楽しかったのに，今は全然楽しくない」「仲
の良かった子も県外に避難していつも孤独だ」と胸の
内を話し始めてきた。ある生徒は「震災後に行った学
校で，気持ちの居場所がなくて，たくさん泣いて，死
にたいって思ったこともあった」とその時の様子を話
している。避難先から戻った子どもの中には，転出先
の学校で，学習の困難さや不適応をおこして保健室登
校や別室登校，不登校になった子どももいる。
　全校生の８割が，避難先から戻ってきた子どもたち
である。戻ってきた背景は，親の仕事や家族の都合の
ほかに，子どものことを考えて戻ったという親の声も
聞かれた。子どもたちは，友だちに会えるから，楽し

い学校生活が送れるかもしれないから，という思いを
持っていた。住宅難の上，仮設校舎での授業であって
も，仮設住宅や借り上げ住宅の空きを待って故郷の近
くの本校に戻ってきたのだった。様々な背景を持つ子
どもの数だけ個別にかかわることの必要性を感じてい
た。
　朝，出勤と同時に，保健室の鍵が開くのを待ってい
る子どもたちがいた。開錠と同時に数名の生徒が入っ
てくる。「先生，体温計貸してください」「足が痛いん
だけど」「今日は喉が痛い。大丈夫か見て」と矢継ぎ
早に訴え始める。学級での健康観察よりも先に，子ど
もたちの健康状態がわかってしまうほどだった。
　この状況が毎日のように続いたが，子どもたちは自
分の状況を家人に訴えたり伝えたりすることはあまり
なかった。なぜなら，子どもたちの胸中に「親へ心配
かけたくない」という配慮が潜んでいたからなのであ
る。子どもから見た親の姿もまた，子どもには辛さを
抱えていると感じることが多かった。

　⑹　家族の困難を抱える子ども
　震災後，家族の都合で母親と離れて生活している子
どもがいた。毎日，高熱が続き「頭が痛い」と訴えて
保健室に来るが，同居している父親には一言も具合が
悪いことを口にしていなかったのである。有熱であっ
ても「親には連絡しなくていい」「大丈夫だから」と
授業に戻っていく。離れている母親に心配をかけたく
ない，ましてや父親が仕事を休んでまでも迎えに来て
もらうという思いにはならなかったようである。子ど
もは「自分が元気に明るく過ごすことが家の人の元気
のもと」だと無理しながらも頑張って過ごしているよ
うに思えた。　
　そこには，家族を気遣って，自分の寂しさ，苦しさ
や不安，困り感などは出さずに笑顔で頑張っている姿
が見え隠れしている。震災後の生活から，先行きの見
通しが立ち行かないことを察しているのである。
　失職したままの親や仕事のために家族が分断し離散
した家庭，夫婦別居，祖父母との別生活，離婚（ひと
り親の増加）など，震災前にあった生活環境は解体し
てしまっている。経済的な安定は保たれず，賠償や補
償金の格差によって，金銭の価値基準も崩れかけてい
る。親もまた，生活の全てが奪われた喪失感と見通し
の立たない将来に，不安やストレスを感じ，体調を崩
したり，不安定になったりしているのである。
　子どもからの体調不安の訴えは「SOS」の発信であ
る。その言葉から気づくこと。そして受けとめ，手当
てをしながら声をかける。見逃してはならない大事な
サインである。今，子どもにとって，学校がストレス
や不安，愚痴が吐きだせる場所であり，癒しの場となっ
ている。
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　⑺　家庭支援をふまえた取り組み
　養護教諭は，保健室を訪れる子どもの言葉や表情，
一般状態から，教育的ニーズへの接近を試み，子ども
の言葉や訴えに耳を傾け，その解決を子どもと共に紐
といていく援助を行うものである。
　震災後，学習の問題は，子どもにとっては深刻であっ
た。「先生，覚えたけど，次の日になったら忘れてしまっ
ている。どうしたらいいんだ」と切実に訴えてきた生
徒がいた。津波被害によって自宅を失い借り上げ住宅
に親子で生活している。高校進学を目前にして授業に
ついていけない焦りが出てきていた。友人関係も，次
第に崩れ始め孤立していく様子が学校生活の中で見ら
れるようになっていた。母の再婚によって年の離れた
きょうだいができ，継父もやさしく接してくれるが気
を遣うと話す。保健室に毎日のように顔を出すたび，
話し相手になり，わかりやすい学習を一緒にやってみ
た。時には授業を参観して，子どもの様子を観察する
ことにした。子どもの様子から見えてきたことを担任
に伝えると，「どうしたらよいか」と相談があった。
　子どものこれまでの様子を分析し，何が得意で，何
が苦手か，家庭生活での子どもの良さは何かと話し合
うなかで，保護者の意見を聞くために，保護者を含め
てケース会議を開くことを提案してみた。結果，具体
的にどう支援していけばよいかを学校と家庭の両面の
方向性で見いだすことができ，子どもへの支援に繋げ
ていくことができた。こういった取り組みは比較的日
常的な教育相談活動に見られるものであるが，震災後
の教訓として，家庭支援をさらに深めることが挙げら
れる。

３　養護教諭の新たな役割
　⑴　子どもの生活基盤の変容
　養護教諭の役割として，こころの問題の深刻化に伴
い，学校におけるヘルスカウンセリング（健康相談活
動）等の充実が求められるようになって久しい。その
中で，改めて震災後は，特に保健室での子どもの対応
にはヘルスカウンセリングを必要とするケースが増加
している。
　子どもは，ケガを含め，なにか自分の体に異変を感
じたときに，『保健室に行けばどうにかなる，どうに
かしてほしい』と思って保健室を訪れる。頭が痛い，
お腹が痛い，気持ちが悪いなどの症状やけがによる痛
みなどの身体的な面ばかりでなく，辛さや不安，動揺
など心理的な面も複合して身体的課題を解決したいが
ために来ている子どもたちもいる。
　筆者の実践経験として，震災後の子どものニーズに
は，睡眠不足や朝食抜き，遅刻，欠席などの生活上の
問題，学習の困難さの問題，友人関係，家族関係，性
の問題，薬物の問題，携帯電話・ネットでのトラブル
問題，身体的な問題（病気や障害），発達の問題など

がある。さらにそれらは個人レベルの段階から集団の
レベルまで多岐にわたっている。震災前には，さほど
問題視されていなかったことが，震災という大惨事に
見舞われ，地域が変わり，子どもを取り巻く環境も大
きく変化してきたことにより顕在化してきているもの
もある。

　⑵　養護診断と家庭背景への着目
　学校の中で医学的，看護学的な基礎知識を持ち，教
育職員として日常的に子どもたちの学校の様子を把握
している養護教諭は，健康管理にあたるだけでなく専
門的な視点からの心身の健康へ積極的にかかわってい
く必要があると思われる。
　保健室での子どもへのかかわりは，観察から始まり，
問診，養護検診，養護診断（見立て）をおこなう。見
立てによって教育的措置（学習は継続できるか，学習
を制限する必要があるか，学習を一時中断するか，学
習を全面的に中止するか，など）や医学的措置（教室
に帰り普通生活，教室で要観察，保健室で要観察，要
医療：家庭に帰す，など），必要に応じて養護処置や
指導をおこなうこともある。
　これまで，保健室に来室する子どもたちとのかかわ
りの中で最も重要視してきたことは，来室してから処
置・対応に至るまでの過程で，「目の前にしている子
どもの現症状を看る」ことであった。しかし，その現
症状と同時に，来室した子どもの生活経験や暮らしの
背景をとらえておくことも見逃してはならない重要な
要素になっている。それは，子どもの訴えの中には，
子ども自身の課題のみならず，家庭の生活問題に引き
込まれている問題によるものも多い。それがこころの
健康問題としてSOSの形となり助けを求めていること
があるからである。子どもを取り巻く生活面をめぐる
環境の情報が，子どもの状態をより詳しく知る上で重
要となり，これまでの養護診断の手がかりとして活用
できるのである。
　特に震災後の変化の大きかった子どものニーズに
沿ったケアをするためには，生活背景を知るための情
報収集は欠かせないものとなっている。これまでも子
どもの健康状態が網羅されている健康管理表や調査票
は子どもについて知ることが出来る情報源であった
が，さらに，生育歴や家族構成，家庭環境，経済状況，
家庭での生活環境の状況等など，子どもに影響を及ぼ
す要因となる事柄の情報が加わってくる。
　しかしながら，こういった諸情報は，出身校からの
引き継ぎや保護者や児童生徒本人からの面談などによ
る聞き取りに頼らざるを得ない場合がある。聞き取り
の限界だけでなく，その行為の倫理的な問題や個人情
報の取り扱いなどをめぐり，慎重さや難しさもある。
そういったときに，直接こうした役割を担う人材や専
門職が学校と関わりをもつことの今日的意味を，震災
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後の養護教諭の立ち位置として強く感じるものであっ
た。

　⑶　生活環境との相互作用のなかで子どもをとらえ
　　る
　震災後，養護教諭として子どもとかかわった中で
様々な問題に直面してきたが，特徴と思われることが
ある。それは，子どもの問題の背景には環境と人が関
係し，複雑に絡み合ったり重複したりして，それらが
要因となって問題が生じているという点である。震災
によって家庭環境，居住環境，家族構成員の変容，親
の就労の問題，医療，経済面で家族自体が大きく変化
している。こころの健康を阻害する要因が増加し，子
どもの抱える問題に個別性が強くなる。震災前には見
えていなかった課題が，可視化され顕在化してきたと
いわれることも生活環境との関係への気づきが増加し
ている現れと言える。
　ある学校で，授業中よく身体不調を訴え，保健室に
来るＡがいた。母親と担任の面談に養護教諭も参加し
た。家庭の様々な情報が１つ１つ明らかになるなかで，
津波被災による居所の転居や移動，それにともなう経
済的困窮による生活の変化や家族関係の変化などがあ
がってきた。その中で，Ａをめぐる支援や家庭との連
携協力の一方で，同居するきょうだいの様子が見えて
きた。そこで，管理職を含めた見立てを改めておこな
い，きょうだいが通う学校の関係者ともつながり，そ
のきょうだいへの支援を構築することにより，Ａの生
活環境に変化が生じ当初の身体不調という問題が軽減
され，学校生活にまえむきとなった事例がある。この
事例は，家族や家族関係にも着目することから問題の
軽減に至ったものである。
　養護教諭の健康相談活動は，まず問題の所在を明確
にし，情報の収集とその分析をもとにアセスメントを
おこない，目標設定を行い，実践し，評価し，その援
助を行う。保健室での個人の直接支援では，子どもと
の信頼関係が必然的に求められるため，傾聴や応答の
活用などカウンセリングの技法を通してかかわること
が多い。心因性によるものか，器質的なものによるも
のかを判断しなければならない時は，問題の環境因子
の分析も求められる。そのため，子どもの背景となる
生育歴や家族構成，家庭環境，経済状況，生活環境，
友人関係，生活習慣等の情報がヘルスアセスメントの
観点から欠かせないものとなっている。上述の事例は
子どもと生活環境との相互作用への着目を活かした実
践である。さらに，子どもの状況に応じて保健室から
学校内外に行っていた連絡，代弁，介入，調整など，
間接的支援の視点も持つものである。
　以上，震災後の教育活動を担ってきた養護教諭の実
践とそこで明らかになった視点を述べた。これらを踏
まえて学校福祉（スクールソーシャルワーク）に求め

られる課題について鈴木が論じる。

４　養護教諭から見たスクールソーシャ
　ルワーカー
　⑴　スクールソーシャルワーカーの業務
　福島県では，東日本大震災による地震や津波，原発
事故に伴って避難を余儀なくする子どもが数多くい
る。それに伴って，学校には子どもや保護者の生活上
の問題や経済的な問題が持ち込まれ，その対応にきめ
細かい配慮が求められている。スクールカウンセラー
の配置増員と並び，その解決と予防のための手立てと
して学校，家庭，地域の連携を充実させるためのつ
なぎ役の必要性が重視され，スクールソーシャルワー
カーが派遣・配置ならびに増員されることとなった。
　スクールソーシャルワーカーは，市町村教育委員会
や教育事務所に配置され，域内の幼稚園・保育園，小
学校，中学校，高等学校，特別支援学校など，要請を
受けた各学校園の支援を行っている。配置型や巡回派
遣型など，各自治体や学校によって多様な勤務形態で
はあるが，多くは各学校に出向く支援（アウトリーチ）
が多く，派遣要請を受けて，学校に出向き，そこから
子どもや家庭の支援を行ったり，重点校に入る場合も
ある。
　震災後の長期的な支援的教育活動の一環として，ス
クールソーシャルワーカーの配置や増員が進められ，
他の自治体への避難や区域外就学など，その活動も広
域化している。そういった場合，学校，家庭，専門機
関などが単体で解決しようとするのではなく，地域や
学校，家庭，医療機関，児童福祉機関を相互に結びつ
け，多角度から課題解決へのアプローチをするコー
ディネーターの役割が重要になる。
　こうした業務は全国的にもはじまったばかりで，十
分な周知には至っていない。そのため，定期的に学校
を訪問し，その都度，教職員との接点を広げ，まずは
スクールソーシャルワーカーの役割についての理解を
深めることも大切な機能になる。校内での研修会や域
内の校長会などで，スクールソーシャルワーカーの役
割や業務について説明する機会を得ることも業務に位
置づいている。
　一般に，スクールソーシャルワーカーの業務は，文
部科学省の要項によれば，具体的内容として各学校で
の「問題を抱える児童生徒への相談援助」や「保護者
や教職員への相談援助・情報の提供・研修会の開催」，
「個の環境への働きかけ」，「関係機関等とのネットワー
ク構築，連携・調整」，「校内支援チーム体制づくりと
コーディネート」などである。よく"つなぎ役"ともい
われることがある。
　また，その勤務体制も，対応の即時性や緊急性を考
慮しなければならない事案については，勤務の曜日で
なくても柔軟に動くことができるような稼働性が重視
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される。この柔軟さがスクールソーシャルワーカーの
業務への理解と協力を促進している場合もある。
　現在，自治体に１－２名の配置が多いため，個々の
学校への訪問の日数に限りがあり，一人一人の子ども
や教職員のニーズを把握することは容易でない。した
がって，教職員や学校からの情報提供を適切な方法で
求めていくことが重要になる。つまり，学校や地域の
中で，スクールソーシャルワーカーの役割が周知され
機能しはじめると，たとえば，各学校の校務分掌の中
にスクールソーシャルワーカーをどう位置づけていく
のかが大切になる。生徒指導委員会や教育相談委員会，
特別支援関係委員会などへの定期的な参加は重要であ
り今後の課題ともいえる。スクールソーシャルワー
カーの位置づけを明確化することは，学校や教育委員
会がスクールソーシャルワーカーを積極的に活用しや
すくなり，さらには校外関係機関との連携をスムース
にしやすくなる。
　スクールソーシャルワーカーの仕事も，学校の養護
教諭としての仕事も，健康の維持・増進，いのちを守
るという点で同じである。子どもの声を第一に考える
こと。子どもにとって最善のあり方を共に考え，ケア
していくこと。それぞれの立場一人だけの対応ではな
く，協働して組織を活用していくということである。
養護教諭による支援が学校内だけの狭義のものととら
えることではないが，スクールソーシャルワーカーに
よる支援は，地域を包括した広義のものとして捉える
ことができる。スクールソーシャルワーカーは学内の
連携だけにとどまらず，広義の支援チーム会議等で社
会福祉的視点に立ち，問題解決のためのケースマネー
ジメントを提案し，学校，家庭，関係機関等と連携し
て活動できる支援体制を長期間，維持継続できるとい
う利点がある。

　⑵　スクールソーシャルワーカーへの提案
　上述の養護教諭による活動報告を踏まえて，スクー
ルソーシャルワーカーの業務にいくつかの提案を述べ
る。
　まず，養護教諭は，震災後の子どもの安全と安心を
最大限求めていくコーディネーターとして，直接的な
健康教育や保健活動を担いつつ学校内外の情報の収集
と集積に携わることが多かった。その点から，第１に，
学校内での情報は，保健分野だけでも子どもに関する
情報について，家庭環境や個人の身体的情報と合わせ
るとその情報量は多い。それらが，個人にアプローチ
するときに役立つこともあり，養護教諭から得る情報
はかなり重要になり，養護教諭とスクールソーシャル
ワーカーとの情報交換の時間は大切になる。こころの
健康を身体症状と合わせて捉えることから，課題を早
期発見し，それらはすでに担任や管理職に報告されて
いることも多く，情報共有から具体的な取り組みの計

画化への筋道を早めることもある。
　第２に，養護教諭は日頃，報告，連絡をする際に気
をつけていることがある。誰にどのように何を報告す
るか。そしてそのときに伝えるキーパーソンについて
である。何をこそ伝えるのかも含め，誰がどのように
動いてくれるかを見極め，校内での相談も，誰と，い
つ，どのようにしていくか。時間割や校内の行事など
１日のタイムスケジュールによって教職員の動きは変
化する。そのことを把握したうえで，時間をとっても
らう。このことは，人的資源をどう生かすかをめぐる
学校アセスメントと関わってくる。同様に，校内での
情報収集の際のキーパーソンの発見もある。学校では
誰もが多忙であるため，このキーパーソンという視点
は重要である。そもそも，スクールソーシャルワーカー
にとって，学校内にこうしたキーパーソンがいないと
先には進めないことがある。
　第３に，震災後の子どもたちにとって学校生活にお
ける学業や学習活動への安定した参加が，保健室の取
り組み例からも伺える。子どもたちの転入や転校など
の割合はやや少なくなってきたとはいえ，震災復興を
めぐる生活ステージは，今後においてもいくつかの段
階を迎えることになる。その際，校内組織や教育計画
などについてもその流れを丁寧にみることが欠かせな
い。保健室をめぐる年次進行の様子が物語っているよ
うに，子どもたちの学習内容を知ることも必要であり，
保健室で看る子どもと教室にいる子どもとの相違点も
大切になる。授業や集団での子どもの行動観察は今後
のアセスメントにとって不可欠になることを示してい
る。
　第４に，スクールソーシャルワーカーの役割におい
て，危機介入がある。子どもの生命の危機などが想定
される場合，躊躇せずにみずから提案することが大切
になる。万が一を想定したプランニングなどのために，
日常的な情報収集とともに，その際の連携者などを校
内外に持ちうることが望まれる。
　スクールソーシャルワーカーの役割は，学校という
環境と子ども（保護者）との境界面（インターフェー
ス）に立ち，子どもにとって最善の学校生活が送れる
よう働きかけることにある（『生徒指導提要』）。スクー
ルソーシャルワーカーとして活動をするうえで，子ど
もと向き合う際に大切な視点は，個人の心理的な問題
なのか，生理的な問題なのか，社会的な問題なのかな
ど，関係者と共に包括的に見極めることである。
　最後に，スクールソーシャルワーカーが教育，心理，
福祉，看護，医療，保健などの分野を内包する学校保
健について学ぶことは大切に思われる。スクールソー
シャルワーカーにとって，養護教諭は単なる連携協力
者ではない。養護教諭の培ってきた実践的な知識や感
性を共有することも大切になると思われる。


