
81松下行則 : 生徒指導における「問題行動」観を超えた「子どもの意思を尊重する」不登校実践の分析

生徒指導における「問題行動」観を超えた 
「子どもの意思を尊重する」不登校実践の分析

松　下　行　則

は じ め に

　学校における生徒指導の問題は，いじめ（ネッ
トいじめも含む），不登校，暴力事件，怠学など，
子どもの人口減少時代においても，一向に減少す
る気配はない1。どのような対策を講じても生徒指
導問題は解決の糸口さえ見出せないのではないか
と悲観的になりかねない状況であると言ってよい。
しかし教育現場で仕事をしている教師たちにとっ
てはその悲観論は意味をなさないだろう。どうに
か生徒指導問題の解決の糸口を見つけ出して，解
決の方向に導いていかなくてはならないからであ
る。
　ところで学校における子どもの不登校の要因に
ついては，さまざまな考え方がある。文明論的な
考え方2，経済状態の問題を指摘する考え方3，学校
を問題視する考え方4などである。しかしどれか一
つを取り出して，これが唯一の要因だということ
はできない。それら一つ一つは，ある側面では事
実を言い当てているが，複合的な要因の一つ一つ
であると見る方が妥当だろう。その複合性を読み
解くには，本来，複合的な営みである教育実践の
中にある事実を整理，分析することが必要となっ
てくる。なぜなら生徒指導の問題解決の糸口は，
政策文書にも，理論書にも書かれてない。それら
には問題解決の基本的で一般的な筋道は示されて
はいるが，生徒指導の問題は常に個別具体的であ
るから，その観点から解決していかなくてはなら
ないのである。
　本稿では，生徒指導問題の一つとして，「不登校
問題」を取り上げ，その解決の糸口を，三つの異
なる教育実践事例を読み解くことで整理したいと

考える。
　今さら指摘するまでもないが，文科省は不登校
を「何らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは
社会的要因・背景により，子どもが登校しないあ
るいはしたくともできない状況にあること（ただ
し，病気や経済的な理由によるものを除く）」とし，
不登校の状態を概念化し，定義している。
　また，文科省は，1990年代以降，不登校が「ど
の子にも起こりうる」との見解を示し，教育の根
本に関わる問題だと指摘しただけでなく，さらに
不登校を就学期の学校に閉ざされた問題としてで
はなく，社会と繋がる進路指導や「生き方」の問
題として捉えるようになった。つまり，不登校問
題は，教育問題から社会問題として捉えられるよ
うになってきたと言ってよい。
　さらに，2015年には不登校支援の議員立法が話
題としてのぼり，不登校支援に理解を示してきた
馳浩氏が文科相となり，不登校をめぐる新たな教
育制度が生み出され，不登校政策が変化する可能
性がある。
　しかし未だに不登校は，子ども自身の問題とし
て，または子どもを育てた保護者や家庭の問題と
して見られたり，不登校の原因をいじめに限定し
たりするような風評は後を絶たない。
　また，「学校復帰」が唯一の解決策だとの見方・
考え方も根強い。こうした中で，不登校が起こっ
た時，学校はどのように考えて，不登校解決に向
かうべきだろうか。私自身は，学校が教育機関で
あり，教師が教育の専門家たり得るのならば，子
ども理解に徹した不登校問題解決の指針を確かな
ものにする必要があるのではないかと思っている。
　さらに，不登校をめぐる生徒指導の問題は，子
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どもが学校内で起こす他の諸問題とは質を異にす
ることも忘れてはならないだろう。不登校の子ど
もは，「学校に行かない」という教育制度の根本
に関わる問題を提起しているのであり，現代の義
務教育学校＝公教育が学習の当事者である子ども
に拒否されている，否定されていることを意味す
る。さらに言えば，このことは，学校解体論，反
学校論，脱学校論など，かつて議論されてきた学
校論とは異なる，教育の最も根本的な問題を提示
している重大な問題だと言ってよい。教育の内側
から，つまり，学習の当事者から問題提起されて
いることを重く受け止めなくてはならないと思わ
れる。
　それゆえこの問題解決の糸口は，学習の主体者
である子どもをどのように理解するのかという基
本的な観点の中にあると言ってよいだろう。しか
し不登校教育実践の多くは，不登校の子どもに積
極的に関わり，教師自身も心を痛めながら暗く苦
しい実践を行っている，いわゆる激励型の実践が
多い。
　教師という仕事の大半が学校内の仕事だから，
不登校の子どもが学級に所属していれば，教師は
新たに不登校を勉強しなければならないと考える
し，学校内と学校外の子どもたちのそれぞれに合
わせた「二重基準」と「二重生活」（頻繁な家庭
訪問や家庭への電話等）を送らなくてはならない
と考え，その対応姿勢を持たなくてはならないと
考える。ただでさえ多忙感が充満している教師の
気は重くなり，不登校を早く解決したいという気
になる。そして問題解決への使命感が先走り，子
どもや保護者との距離が縮まらず，焦りが生じる。
そして，「こんなに頑張っているになぜ分かって
くれないのか」と否定的な見方をするようになる。
こうして教師は落ち込み，不登校は解決されず，
結果として子ども，保護者の責任として理解され
たまま，学校教育の責任が回避される。
　今，教師の側に焦点を当てて，不登校解決に躍
起になる教師の心象風景を描いてみたが，この事
態は，不登校の子どもの側から見れば，「私の気
持ちはどうでもいいの？」と問い返され，不登校

の子どもの気持ちの分からない教師としてレッテ
ルを貼られてしまうことになる。この風景が教育
実践では幾度となく繰り返されてきたと言ってよ
い。
　なぜこのような事態がもたらされるのだろう
か。
　本稿では，まず，教師を捉えている「問題行動」
観とは何かを特に教師（集団）の社会的文化的な
背景と「集団指導」と「個別指導」の矛盾構造か
ら分析する。そのことを通じて不登校という「問
題」状況は捉えることができても，「子どもの意
思（気持ち）」を支援しづらい理由を明らかにする。
そして，こうした「問題行動」観から出発する教
育実践が教師の悩みを深くし，不登校問題解決の
取り組みが苦しみの連続となる理由を明らかにす
る。そして最後に，もがき苦しむ教育実践とは対
比的な「子どもの意思を尊重する」教師の共感的
な実践を分析する。そこでは教師による子ども理
解がもととなって，不登校の子どもと保護者は教
師に信頼寄せるようになり，不登校解決が解決さ
れる様子を描く。

1　  子どもの理解 ──「問題行動」観を超え
て

（1）　「問題行動」観について
　子どもの「問題行動」という考え方そのものが，
生徒指導の解決を息苦しいものにしていることを
理解する必要があるだろう。この点について，ま
ず論究しておこう。
　ここでいう「問題行動」観とは，子どもが校則
や社会のルールあるいは教師が正しいと考える道
徳的な判断に違反したときに，説諭等の方法を通
じて，問題を子どもに自覚させて，その行動を修
正させようとする見方のことである。学校の常識
からすれば，「問題行動」は社会的な逸脱行為で
あり，その逸脱行為は，子どもの将来を閉ざし，
それをわかった大人が指導しなければ解決できな
いと考える発想である。こうした見方や発想や教
師一般に広くみられる。
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（2）　問題行動観に縛られる社会的文化的要因
　なぜ教師は，「問題行動」観に縛られるのだろ
うか。もちろん，眼前で起こっている生徒の逸脱
行動を「問題」だと見る目が備わっていることに
起因する。そう見ること自体は間違いではない。
しかし，それは，教師の「独りよがり」の判断に
なることが多い。なぜなら，それは「問題」の現
象面のみを見て，自己の判断基準，つまり「教師
のモノサシ」で直観的に判断するからである。
　この見方によって教師は，子どもの否定的な行
動の側面は把握できても，子どもから大人になり
ゆく「発達可能態」としての子どものもう一つの
肯定的な側面を見落とすことになる。子どもは，
とりわけ，思春期の入り口である小学校高学年か
ら中学校期において，規範の一時的な後退現象を
示し，大人から見れば，規範意識が低下している
との見方を付与されてかねない発達上の特質を示
している。子どもの発達上の問題を捉えていない
という問題が横たわっている。しかし子どもを否
定的に見る見方の根は深い。
　ここでは，マクロ的に教師（集団）の社会的文
化要因を捉えてみよう。
　第一に，学力競争に親和的な教師という文化が
ある。教師は，教師的な資質と能力を持ったもの
が教師になっていく。教師養成に関わると分かる
ことだが，教師になる人々は，資質のないところ
から教師を目指すことはない。教師の娘・息子が
教師になったり，教育経験として教師の素晴らし
さに出会った人々が教師になったりする。つまり，
教師・学校文化に親和性の高い人々が教師になる。
学校文化に親和性の高い人々の集まりが教師文化
を形成しているである。ここでいう教師文化とは，
社会階層で言えば，常に学力競争によって，労働
者階層に転落しないように，常に上を目指すこと
を強いられる市民階層（中間層）の文化である。
常に競争にさらされることによって，その階層を
維持してきた。その意味するところは，学校の規
範的文化を受容してきた階層とも言え，その規範
的文化を逸脱することに対して，同調することは
あっても，大きく逸脱しない階層である。だから，

逸脱に対して共感はしても，共同歩調は取らない
階層である。
　第二に，教師が得意とする集団把握の原理があ
る。教育の分野で「個性の重視」が言われて久し
いが，個性は，「集団の中での個性」（「特別活動」
領域の教育原理）と言われ，集団から飛び出さな
い個性を大事にする。つまり集団から飛び出す個
性は認められないという集団主義的な考え方が教
師文化を覆っている。それは学校組織が社会一般
と同様に集団の原理によって動くので，役割を担
わない個性は，学校では嫌われる。教師も自らを
集団の原理に当てはめるので，子どもを集団の原
理に当てはめることは教師文化の中では当然のこ
とになる。それゆえ，その集団から逸脱する不登
校は，集団の原理を乱す「問題行動」とみなされ
ることになる。
　第三に，指導と支援をめぐる問題がある。第一
要因や第二要因はどちらかというとマクロな要因
だが，より教育実践に引き寄せて考えると，指導
と支援をめぐる問題は，ミクロな要因である。
　集団の原理で動く教師は，子ども集団に対して
同一行動を求める場面が多いから，必然的に集団
指導に慣れていく。その反対に，個別指導につい
てはおろそかになる。個別指導が実施されたとし
ても，それは集団指導の延長線上で実施される。
問題行動が，個別性，多様性を含んでいるにも関
わらず，その問題が集団の問題に置き換わってい
くのである。そこで取られる手法は，教師の多忙
さを反映して，カッコつき個別指導となる。本来，
問題行動が多様性，個別性を含んでいるならば，
教師の関わりは，個別支援的でなくてはならない
にもかかわらず，カッコつき個別指導として成立
しているのである。
　この点は，集団指導と個別指導の矛盾構造から
説明できる。
　『生徒指導の手引』（改訂版）5は，「生徒理解」
に基づき，「集団指導」と「個別指導」の関係を
以下のように指摘している。
　「生徒指導のねらいは，究極においては生徒の
一人一人の人格形成」であり，「実際の活動にお
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いては，集団を対象とすることも多いが，最終の
ねらいは，そこに含まれる個人の育成にある。」
生徒指導は，集団指導と個別指導の上に成り立つ
と把握しつつ，最終的には，「個人の育成」，つま
り，個人の人格形成に寄与すると述べている。こ
の判断は正当だろう。しかし，このことは，同時
に教育実践上，困難な問題が生じることも示唆し
ている。『手引』は，「最も困難な問題は，生徒が
すべて個性的な存在であるということである。」
と述べている。つまり，生徒指導は，「個人のも
つ特徴に従って進められなければならない」6か
ら，ここに集団教育をメインとする学校における
教師が抱える指導上の困難性があることを私たち
は捉える必要があろう。生徒指導が，個人と集団
の関わりに関する問題である限り，集団指導に矮
小化できない困難さをもっており，集団指導を得
意とする日本の教師には，そもそもの初めから生
徒指導上，苦しみをもたらす矛盾した構造をもっ
ていることを理解しておく必要があろう。つまり，
「問題行動」と捉えられている問題を集団指導の
側面のみを意識したのでは，生徒指導問題は解決
できない。つまり学級担任が，学級指導の一環と
してのみ問題行動を捉えることでは問題は解決で
きず，かといって，学級指導を離れて個別指導に
焦点化しても問題は解決できない。集団指導的で
ありかつ個別指導的な視点を統一的に把握する実
践的視点が必要となる。
　このことを別の角度から「予防的な生徒指導」
という視点で指摘したのが滝充である。
　
（3）　予防的な生徒指導
　『生徒指導提要』入門として解説を書いた国立教
育政策研究所の滝7は「生徒指導と聞くと，不登校
や中途退学，いじめや暴力，非行や逸脱行為，少
年事件などを思い浮かべる方は少なくないことで
しょう。」と現状を述べ，生徒指導が特別な問題の
指導，滝流に言うと「『気になる子どもたち』への
対応，問題が起きてからの対応が中心である」8と
の認識を改めるように促している。
　なぜなら，「そうした特段の問題〔家庭環境，

学習指導等〕を抱えているとは思われない不特定
多数の生徒が，生徒指導に関わる問題状況を示す
事例が増えている」ことを指摘する。いじめがど
の子にも起こりうること，特別な子が不登校にな
るわけではないこと，少年事件を起こす子が「普
通の子」に見えたということ，つまり，顕在的な
虞犯的な問題行動だけでなく，「潜在的に問題を
抱える子どもたちが少なくない実態」があること
を指摘している。学校では「表に現れた問題事象
のみに目を奪われ，「対症療法」（緊急避難の措置
としては意味があるが）に陥り，後の段階で再び
問題が顕在化することになる」と論じている。ま
さに卓見であろう。
　滝はこうした理解に基づいて「日々の教育こそ
が予防的な生徒指導」であり，「実は，全員を対
象にした対応を見直していけばよいのですから，
話は単純になったとも言えます」と言い，「すべ
ての子どもたちの自発的・主体的な成長・発達の
促進や支援が生徒指導の目的です。」と結論づけ
ている。
　しかしこの点については納得する教師は少ない
だろう。問題行動が厳然にあって，それを解決す
るのが教師だとすれば，どうしても教師の目は，
「対症療法」に向かう。いくら一般的な理想を語っ
てもらっても，何の解決にもならないと考えるだ
ろう。しかし，「一般的だ，理想だ」と言われて
も「対症療法」ではうまくいかないことも確かな
ことである。だとすると，「対症療法」ではなく，
生徒指導の根本に返る実践指針とはどのようなも
のだろうか。
　それは，問題行動の予防だけでなく，問題行動
を解決するための実践指針でなくてはならない。

2　「問題行動」観に基づく不登校実践の分析

　では，最初に「対症療法」的で「問題行動」観
に基づく中学校の実践を取り上げよう。以下かな
り厳しい批判をするので実名と文献は伏せてお
く。
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（1）　「独りよがり」の教師
　かつて中学校教師であった S氏は，その著書
の第 12章で「不登校の子どもとともに」を書い
ている。その書き出しは，こうである。

　教師をしていると，子どもに謝っても謝りき
れない大失敗がいくつかある。ヨシエに対して
もそうだ。毎日日替わりで事件が起きる悪戦苦
闘のクラス担任だったときのこと，そのさなか
に，ヨシエがよく休んだ。「不登校」はもちろん，
「登校拒否」という言葉さえ，広く認知されて
いなかった頃のことだ。

　教師という仕事の中での失敗を認めることがで
きる反省的実践家であった S氏の姿が垣間見え
る。しかし S氏は続けてこう述べる。

　担任が余裕を失っているときに限って，次々
と多種多様なトラブルが発生する。ヨシエの欠
席も，そんなクラスの雰囲気の中で起きた。

　最初の文章は変である。何が変か。毎日日替わ
りで生徒指導問題が起きていれば，担任が余裕を
失うのは想像に難くない。しかし，そのときに限っ
て，多種多様なトラブルが発生することとは因果
関係はない。S氏にはそのように見えるほど，「余
裕を失っていた」事実があったということを表現
しているのだろう。しかし，文章の揚げ足をとる
ことが目的ではない。なぜわざわざこの文章を取
り上げたかのというと，こうした生徒指導上の問
題が発生したときに，教師が「余裕を失う事態」
が招来するということを確認したいこと，しかし
同時に生徒指導上の問題が起きたからといって
「余裕を失うほどの事態」が教師にもたらされる
のは，何も生徒の問題行動のみに要因があるので
はなく，その教師の姿勢や指導のあり方に問題が
潜んでいる可能性を示唆したいがためである。
　では，ヨシエに対して S氏はどのような手立
てを取りどのような状況に陥ったのだろうか。

　①　 仲のいい女子に，登校時，迎えに行っても
らう（はかばかしくない）。

　②　 担任の S氏が迎えに行く（しぶしぶ準備
をしていっしょに学校に来ることができ
た）。

　③　ヨシエを迎えに行く毎日。
　④　 彼女を迎えに行くことにすっかり意地に

なっていた。
　⑤　 保育所に通う我が子を抱え，その子達がぐ

ずる日には，八つ当たりの気分で相棒の担
任への憤りが，もたげてくる（「どうして
わたしばかり…」という恨みがましい思い
や自己憐憫，そして孤立感が渦巻く）。

　⑥　精神的に追いつめられている。
　⑦　 その渦中に放り込まれると冷静に周りが見

えない。
　⑧　 一番大切にしなければいけないヨシエのき

もちをそっちのけで，わたしは意地で家庭
訪問を続けた。

　⑨　 当のヨシエは，翌年，友だち関係に配慮し
たクラス替えと担任交替によって，あっさ
りと登校し始めて，卒業した。

　⑩　 最大の教訓は，子どもも教師も「孤立させ
てはいけない」ということだったろう。

　ヨシエの不登校をめぐる S氏の語りを整理し
てみた。
　しかし筆者は，S氏が引き出した「最大の教訓
は，子どもも教師も『孤立させてはいけない』と
いうことだったろう。」というまとめは，そう言
いたくなる気持ちも分からないではないが，「大
失敗」のまとめとしては不十分であると考える。
S氏自身の指導のあり方については何も語ってい
ないからである。
　つまり，S氏自身は，自らを「被害者」の位置
に置いている。自らの教師としての不登校に関わ
る姿勢への問い直しがない。「登校拒否」という
言葉が広く認知されていなかった時代の実践だっ
たとしても，「一番大切にしなければいけないヨ
シエのきもちをそっちのけ」だったことを認めて
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いるのに，「被害者」としての教師像しか表現し
ていないとはどういうことだろう。なぜ「加害者」
としての視点が欠落しているのだろうか。それは
S氏が自分は教師として精一杯やったと自負して
いるからに他ならない。もし周囲のサポートがあ
れば，「大失敗」はしなかったのだと言いたいの
である。
　しかしこの姿勢で良いのだろうか。
　S氏だけでなく，教師であれば，自分の失敗を
公にすることには勇気がいる。しかし，失敗とば
かり言っていては自分が浮かばれない。だから周
囲に責任転嫁する。本当に浮かばれない。
　私たちが引き出さなくてはならない教訓はここ
にはない。S氏は苦しい思いをしただろう。その
後の教師生活で「ずっと引きず」ったともいう。
しかし，なぜ不登校の「ヨシエのきもちをそっち
のけ」にすることになってしまったのかという問
題に答えない限り，教訓は引き出せたことになら
ない。もっと言えば，ヨシエと向き合えなかった
担任としての S氏自身を自己分析しなければ教
訓は引き出せないのである。
　これは S氏一人だけの問題ではない。教師た
ちは，不登校の子どもが自分の学級にいると，ど
うにかしようと考える。S氏も，「ヨシエのきもち」
にお構いなく，「家庭訪問」を毎日繰り返している。
当時は不登校への対応のための概念として知られ
ていなかった「登校刺激」を繰り返していた。「な
んとかしたい」という教師の思いからそうなった
ことは十分に理解できる。しかし，それが教師と
しての「独りよがり」の問題であることも確かで
ある。
　最大の教訓は，「孤立させてはいけない」ので
はなく，「独りよがりではいけない」というべき
であったろう。
　ここでいう「独りよがり」とは何だろうか。
　それは，第一に，「ヨシエのきもち」を軽視し
たことである。しかし，ここにとどまらない。第
二に「相棒の担任」（副担任？），ヨシエの保護者
を軽視し，助けを求めず，対等のパートナーとし
てみなすことはなかったことである。つまり自分

以外に助けを求める人々の輪を自ら断ち切り，援
助を求めてこなかった。教師にありがちな構造で
ある。担任は，「学級王国」の支配者であり，そ
の位置を誰にも引き渡せない強固な意志を持って
いる。だから自らの弱さに気づくこともなく，「意
地」になってヨシエに立ち向かっていったのだっ
た。
　さてこれを集団指導と個別指導の問題で考えて
みよう。
　S氏が学級集団づくりを大切にしていたことは
その著書の題目から想像できる。学級の中にヨシ
エを位置づけようと実践を展開していた。しかし，
個別指導との矛盾構造に気づいていなかった。集
団指導プラス個別指導で自らを「多忙化」させ，
疲弊していった。ヨシエを学級に復帰させる作戦
を立て続け，ヨシエの個別指導は，ヨシエの気持
ちとは関係ない指導になり，その意味では指導に
すらなり得なかった。滝が言う「対症療法」を繰
り返した。一生懸命頑張る S氏の気持ちを知っ
ていたのかわからないが，先に引用したように「当
のヨシエは，翌年，友だち関係に配慮したクラス
替えと担任交替によって，あっさりと登校し始め
て，卒業した」。

（2）　問い直されなかった教師の不登校観
　さて S氏は，その後，この「大失敗」を受けて，
不登校問題を学習したのだろう。次のように述べ
る。

　不登校を考える際，「子
・ ・ ・ ・

どもが学校に不適応」
と見るのではなく，「学

・ ・ ・

校が急変する子どもた
ちに不適応」を起こしている，という視点を持っ
て取り組むことが大切だと思う。
　
　不登校問題を，子どもの不適応の問題ではなく，
学校の不適応の問題ととらえる視点は肯首でき
る。しかし，教師の指導観を問い直していない。
S氏は次のように言う。

　学校に話のできる友人や先生が出来て，勉強
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も少し分かりかけてきたり，将来の進路のイ
メージがつかめかけてくるなどして，「学校も
わりとおもしろいな」と思ってくれるまで，あ
の手この手でやってみるしかない。

　
　「下手な鉄砲も，数打ちゃ当たる。ダメでも
ともと」のきもちで，いろいろともがき，あが
きながら，あれこれとやってみることが大事だ
と思う。ポイントはあきらめないこと，焦らな
いこと，子どもを信じること。

　「情緒不安定タイプ」と言われる不登校の子
どもたちに，どこで勝負を仕掛けるか，そのタ
イミングが難しい。

　S氏にとって，不登校はやはり「問題行動」で
あり，教師があの手この手を尽くして解決すべき
問題なのである。生徒の意思に耳を傾ける発想は
ほとんどない9。
　こうした「不登校問題に取り組み疲弊しながら，
頑張る」教師が多いなかで，「子どもの意思を尊
重し，子どもに寄り添う」教師の実践がなかった
わけではない。
　不登校問題が解決していくその道筋を見つける
ために，それらの実践を検討してみよう。

3　 子どもの意思を尊重する教師の共感的実
践

　ここでは 2本の実践を取り上げる。以下に示す
ようにそれぞれに取り組みの違いはあるが，不登
校の子どもとの関わりで何を大切にしていたのか
が分かる。それらをいくつかの視点で抽出してみ
ることにしよう。そうすることによって，不登校
の本質に迫り，その本質理解から不登校実践を今
後生成する不登校実践指針が明らかとなるだろ
う。

（1）　 朝日野茂利「君の歩む道ってどんなのだろ
う」10に見る不登校実践

　実践記録の表題からして，不登校の「君」がど

う歩んでいくのかに視野が向いていて，学校復帰
という単一の指針で不登校解決を見ていない，未
来志向型の不登校実践であろうと予感できる。
　朝日野は，生活指導実践を長く行ってきた教師
であり，生活指導教師と言われる仲間には入るだ
ろう。しかし不登校実践において教師の教育力で
学級を引っ張る対応を取ってはいない。
　①　朝日野氏の不登校との出会い
　朝日野氏は，不登校の子ども・ケン君との出会
いをこう書いている。

　始業式が終わって子どもたちが帰った後，彼
の家を訪ねた。去年この学校に変わったわたし
は，ケンはもちろんのことご家族とも会ったこ
とがない。そこで初対面のあいさつがわりとし
て，わたしの似顔絵と気軽な自己紹介をかいた
カードを事前に届けておいた。
　インタフォンを押して待っていると，お母さ
んが出て来られた。あいさつを交わした後，ケ
ン君の気持ちを大切にしながら彼の歩みでいっ
しょに歩きたいと思うこと，今日の学級開きで
一人一人みんなちがうところをもっているか
ら，そのちがいを認め合えるクラスにしていこ
うと話したこと，彼との出会いからもそんなこ
とが学び会えればいいなと思っていることなど
伝えた。

　朝日野氏は，S氏のように「不登校に取り組も
う」とは考えていない11。
　また朝日野氏はそれまで不登校問題に対応した
経験はなかった。それでも「ケン君の気持ちを大
切にしながら彼の歩みでいっしょに歩きたい」と
言い切っている。会ったこともないケン君が不登
校をしている事実を知りながら，「ケン君の歩み」
に寄り添った。
　その思想は，「一人一人みんなちがうところを
もっているから，そのちがいを認め合えるクラス
にしていこう」と学級開きで語ったとされる朝日
野氏のもの見方・考え方に表れている。
　「みんな違って，みんないい」とは金子みすず
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の言葉だが，朝日野氏には，その思想が波打って
いるだけでなく，そうした実践を生み出している。
　子どもの多様性とはよく言われる言葉だが，そ
れを不登校の子どもに当てはめる教師は少ない。
教師は学級に通ってくる子どもたちには，その多
様性を認めようとする（集団教育を旨とする学校
では，本当はそうでないのかしれない）が，学校
に来ていない子どもに対して，同等のものの見方
で接することはほとんどないだろう。先に触れた
「問題行動」観が足かせになっているからである。
いろいろあっても学校に来ていれば許されるが，
来ていなければ許されない。同等に見てもらえな
い不登校理解が厳然と存在する。
　しかし朝日野氏は，登校している，あるいは不
登校しているにかかわりなく，「みんな違って，
みんないい」と考えることができた。だからこそ，
保護者を納得させることができた。先の語りの後，
朝日野氏は，次のように言う。

　お母さんはひとつひとつうなずきながら話を
聞かれていたが，「学校に行かない自分は悪い
子だとケン君が思わないようにしたいですよ
ね」と話したとき，突然ボロボロっと涙を落と
された。この 1年半の間おそらく幾多もの葛藤
があったにちがいない。

　「問題行動」観から解き放されつつあった保護
者は，初めてケンの理解者に会えたのだろう。こ
の朝日野氏の対応が間違いでなかったことを不登
校のケン君が示したのは次の日だった。
　その日は，「こんど会えるのを楽しみにしてい
ます」と帰ったが，「ところが次の日，たまたま
届けもので寄ると，少ししてドアが開き，お母さ
んといっしょにケンがトコトコと出て来た。まさ
かこんなに早く会えるとは思わなかったので驚い
てしまった。」「ケン君って，折り紙が得意なんだっ
て。……」「握手にしろ彼とのスキンシップがで
きたので少しほっとした。」
　朝日野氏は，石橋を叩いて渡るようにケン君に
近づいている。土足でズカズカと踏み込んでいな

い。私は教師だ，担任だ，という気負いは見られ
ない。
　こうしてケン君の得意な折り紙を介して交流が
始まる。
　さて，朝日野氏とケン君と学級の子どもたちの
交流はどのように展開したのだろうか。
　②　朝日野氏とケン君と学級の子どもたち
　この学級の取り組みを時系列で示してみよう。
 ・始業式の次の日
　お母さんといっしょにケン君がトコトコと出
てきた。

 ・週が開けた月曜日
　ケン君は，戸の陰から「アハハハと笑いなが
登場した」。折り紙の作品を箱から取り出しパッ
パッと次々に見せてくれた。（そのあと，折り
紙よる交流）
　お母さんを見つめながらケン君の笑顔はしば
らく続いた。

 ・次の日の朝の会
　折鶴のスペシャルを折ったこと等を学級の
「ケン君紹介コーナー」で教える。子どもたち
はケン君に関心を示す。

 ・同じ日
　同じ住宅地の陽介が健一を誘って遊びに行っ
ている。

 ・二日後
　ケン君は陽介のところに出かけていて留守。
　朝日野氏は，母親からケン君の低学年の頃の
様子を聞く。朝日野氏は，これまでのクラスと
のつながりについて尋ねる。ケン君は，欠席の
子に届けられる手紙の束を束ねて持っていたこ
とがわかる。

 ・後日
　「手紙の束」のことを学級の子どもたちに語
る。ケン君のことについて学級で話し合った。
　「先生はケン君のことで君たちにこうしなさ
いとか決めるつもりはない」と言う。

 ・次の週
　手紙を届ける（手紙には，自分が遊んだこと，
家のこと，趣味など，「勉強」や「早く来てね」
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以外のことを書く）。
　ケン君は，「まだか，まだか」と楽しみに待っ
ている。

 ・四月下旬
　「楽しいクラスにしよう」という学級目標に
基づき，班長会と話し合って，メンバー数等自
由なグループ活動を提案。名付けてボランティ
アグループ。大輔は，虫博士。

 ・数日後
　大輔は生物研究所を作る。朝日野は，「ケン
君もこういうの好きなんちゃう。よかったら
誘ってみたら」と大輔に話す。
　朝日野がケン君に生物研究所の話をする。「ど
うする」と聞くと，顔がこわばる。しかし，大
輔が誘ったらケン君は「いいで」と答えたとい
う。

 ・研究所スタート
　ケン君もさっそく大輔が持っていった二匹の
幼虫をケースに入れて育てはじめた。
　ケン君は，学級で飼っていたメダカの死因を
依頼され調査し，対策を立てた。
　研究所の活動も軌道に乗った。

 ・五月の半ばを過ぎた頃
　朝日野氏は，「最近だんだんと気持ちが外に
向いてきたようです」との母親の言葉を聞き，
ケン君に「学級でのイベントなどケンが参加で
きそうなものを紹介」した。
　学級ではキャンプの話し合いが始まる。三班
がケン君の家へ遊びに行ったり，手紙を書いた
りした。

 ・六月の第一土曜日
　野外炊飯の練習も兼ねてカレー作り。朝日野
氏がケン君を誘う。料理には興味を示してくれ
たものの返事はなかった。
　ケン君が学校に来る。
　さて当日，さあ家庭科室へ移動しようとした
時，教室の前にふっとケンとお母さんが現れた
のである。これには子どもたちもわたしも思わ
ず「ケン君！」と叫んでしまった。
　（教室に近づいた時，一度立ち止まってケン

君は「帰ろう」と言ったが，「まあ，教室まで行っ
てみたら」お母さんに誘われた）。
　子どもたちは廊下に立っているケンに「入っ
てきいよ」と口々に声をかけていた。出迎えた
わたしといっしょに教室の入り口をくぐると大
きな拍手が起こった。子どもたちに案内されケ
ンはほほ笑みながら久しぶりに自分の席にす
わった。
　ケン君はカレー作りを楽しむ。ケン君は野外
活動には参加しなかった。ケン君が不参加を真
美はとても残念がった。

 ・七月　親子の学級お楽しみ会
　ケン君の得意な折り紙コーナーを設置。ケン
君は大忙しだった。

 ・二学期
　早々に実施した社会見学と運動会に参加。運
動会は練習からの参加。

 ・十月中頃
　絵をかく会への参加を促すが，即座にケン君
は「それは行かない」とはっきりと返事。はじ
めて聞く明確な意思表示。

 ・運動会後
　子どもたちの要求でボランティアグループ再
編成。紘平たちは「ムキムキ体育」結成。ケン
君を誘ってみようと相談。ケン君に各グープを
紹介。ケン君は「どこでもいいで」と返事。

 ・紘平がケン君を誘う　第 1回
　電話で放課後遊びをするからとケン君を誘
う。ケン君は行くと答える。一人では出られそ
うにないとのことで朝日野氏が車に乗せて学校
に向かった。

 ・紘平がケン君を誘う　第 2回
　ケン君は一人で校庭に行く。校庭でサッカー
をしていた。
　ケン君は今，自分でひとつの節目を乗り越え
ようとしているのではないだろうか。その日か
ら放課後遊びがあるとケン君は一人で運動場に
やってくるようになった。
　
　ケン君が不登校を始めてから 3～ 4年間の月日
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が流れていた。その間学校はケン君に「取り組ん
だ」。しかし彼は自分の意思で学級に戻ることは
なかった。その 4年間を帳消しにするかのごとく，
朝日野氏の対応により，ケン君が自らの意思で学
級に戻ったのは，5年生の 6月だった。なんと 3ヶ
月である！　子どもの意思を尊重することがいか
に大切かが理解できる。
　③　朝日野氏の学校観
　朝日野氏は，当時の「学校」が子どもたちにとっ
て居場所となっていないことを母親に対して次の
ように述べる。

　今の学校って，子どもたちにとってけっして
居心地の良いものにはなっていないと思うんで
す。ケン君が安心して来れるような学校ってど
んなのか考えているんですよ。
　
　朝日野氏は，学校の存在を問い直しているが，
それはケン君のためだけではない。不登校と登
校に関係なく，子どもたちにとって居場所とな
る学校とは何かを問い直そうとしている。

　④　朝日野氏の不登校観
　朝日野氏は，学級の子どもたちの前で，自らの
不登校観を次のように述べる。

　あのさ，先生は学校に来ていないからそれが
悪いことだというふうには思ってないんよ。前
にも話したけど人にはいろんなちがうところが
あってあたりまえだし，ケンも君たちも自分で
しっかりと考えながら進んでいけばいいと思
う。でもな，学校に来てないけどケン君もこの
学級のメンバーにはちがいないでしょ。場所は
離れてるけど心はいっしょでいたいとおもうん
だけどどうかな。

　〔学級の子どもたちの言葉を受けて〕そうや
な。病気で休んでるのとちがう。今は学校に行
こうという気持ちではないということや。これ
からもケン君は自分でいろいろ考えて学校をど
うするかってことも決めていくと思うよ。

　⑤　学級とともに歩む
　朝日野氏は，学級に対してはどう働きかけたの
だろうか。もちろん子どもを迎えに行かせるなど
という教師がやりがちな対応は取っていない。
　朝日野氏は，学級の子どもたちとケン君との関
係づくりについて以下のように述べる。

　〔子どもたちを無理やり〕近づけようとする
取り組みが逆に心を離す結果になることもあ
る。やはりお互いの意志を大切にするところか
らスタートしないと本当のかかわりは育たない
のだと思う。……
　私は，ケンに取り組もうとか，子どもたちに
取り組ませようとは考えていない。むしろ学校
を離れたケンから「あなたたちはどうなの？　
大丈夫なの？」と問いかけられているように思
うのである。これを，自分を見つめ直すメッセー
ジとして受け取れないだろうか。
　
　朝日野氏は，ケン君が学級の子どもたちを映し
出す鏡の役割を果たしていると考えている。不登
校予備軍という意味ではない。「本当に忙しそう
にしている子どもたち」は，学力競争に追い立て
られ，濁った水槽の中で酸素を求めてあっぷあっ
ぷしている小魚のように疲弊していないのか，本
当に君たちはやりたいことやっているのか，やら
されているだけではないのかと，学校に通ってき
ていることで自分を見失っていないのかと問いか
けている。すべての子どもへのまなざしがある。
それを象徴する言葉が次の言葉である。

　　あなたたちはどうなの？　大丈夫なの？

　この視点こそが朝日野氏にとって不登校問題を
「問題行動」として見ないための視点である。学
級は一つである。しかし，子どもたちが学校に来
ているから一つではない。学校に来ていなくても
来ていても，子どもたち自身が自分の「生き方」12

を模索している点では共通しているのである。朝
日野氏は，「登校 VS不登校」の枠組みに縛られ
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てはいない。登校が善で不登校が悪という教師に
自然に刷り込まれる「問題行動」観を持っていな
かったのである。
　
（2）　 今泉博編著『不登校からの旅立ち』13から
　本書に描かれる「長い間『不登校』だった風音
詩穂さん」は，今泉氏との交流の中でどう変化，
成長していったのだろうか。
　詩穂さんとの出会いから卒業までの変化を今泉
は簡潔に次のように述べている。
　
　五年生の始業式の日，お母さんと一緒に挨拶
に来てくれたときにうつむいていた詩穂さん。
そんな姿からは，まった想像することができな
いほどの変わりようです。人間は誰でも変わり
うるものであることをあらためて教えられま
す。

　詩穂さんの不登校歴は長い。小学校入学間も無
くから学級での生活がしづらくなる。二学期後半
から保健室登校ならぬ，「やさしくていねいな」
校長先生のもとで校長室登校が始まる。そして校
長先生の転校に伴い転校。三，四年生も学校から
遠ざかる日々が続く。
　そして今泉と出会ったのが五年生の時。詩穂さ
んの母親によると「今泉先生は，初めて会ったと
きから，詩穂さんの不登校について，解決すべき，
とか，憂慮すべきのような，マイナスの要素とし
て扱わなかった唯一の学校関係者でした。」14つま
り，「問題行動」観に囚われた教師ではなかった
ということである。逆に言えば，学校関係者のほ
とんどは，「問題行動」観に囚われており，それ
にとらわれる限り，不登校を解決する糸口は見つ
けられないことを意味している。
　今泉氏は，次のように言う。

　彼女の足取りは，ゆっくりでしたが，確実に
学校へ向かっていった。「三学期になると，自
らランドセルを背負って終日授業に参加するよ
うになっていったのです。朝から放課後までみ

んなと一緒に学習できるようになりました。」

　こうした変化をもたらしたものは何だったのだ
ろうか。
　①　詩穂さんの自己決定
　今泉氏が指摘しているように，詩穂さんは中学
三年生の時に，小学校の不登校時代を振り返り，
以下のように述べている15。

　私は自分が不登校だったことも全然恥ずかし
いと思っていません。むしろ，それが自信になっ
たっていうわけじゃないけど，不登校を味方に
つけてでも生きていこうなんて思っています。

　ここには詩穂さんが自身の不登校に向き合い，
自らの強い意志で乗り越えてきた自負が表れてい
る。今泉氏は，それを詩穂さんの「自己決定」と
して評価している。つまり「学校に行かないとい
うことを自分の意志で決めることができたからで
す。もし，親や教師によって気持ちを無視され，
学校へ行くことのみを強制され続けたのであれ
ば，不登校だった自分を受け入れることなどでき
なかったことでしょう。不登校からの旅立ち，今
こうして中学校生活を過ごすことができるのも，
《自己決定》ということが深くかかわっていると
思います。子どもの成長・発達において自己決定
の尊重がいかに重要かを示しています。」16と評価
している。
　そして今泉氏は，詩穂さんとの交流から「私自
身，不登校が人間の発達について，積極的な意味
をもっていると感じないわけにはいきませんでし
た」17と振り返っている。
　②　今泉氏の自然な対応─「安心」の醸成
　今泉氏は，「学校の空気が嫌いだ。……絶対に
学校には戻らないぞ」と決意していた詩穂さんが
「一年間にも満たない期間のなかで」「不登校から
自ら脱し，学校で生き生き学び生活するように
なった」ことに対して特別なことはしなかったと
言い切っている。
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　けっして特別なことをしたわけではありませ
ん。詩穂さんが学校に来るように，私自身が迎
えに行ったり，説得したりすることも，一度も
なかったのです。しかも，担任である私は，不
登校ついての実践や研究の蓄積もまったくあり
ませんでした。私は，詩穂さんの姿に学びなが
ら，ただ自然に対応してきただけです。力まず
自然に心がひらき，安心できるようにしてきた
ことが良かったのかもしれません。

　以上の自然な人間としての関わり，つまり，不
登校を「問題視」しない関わり，「問題行動」観
で不登校を見ないかかわりである。
　こうした実践のキーワードを今泉氏は，先に示
したように「安心」と呼ぶ。その他にも「学び」（授
業）と友達との「かかわり」が重要だったと整理
している18。
　③　今泉氏と詩穂さんと学級の子どもたち
　では，時系列的にこれらの点を追ってみよう。
 ・始業式
　詩穂さんとの初めての出会いで，「きっと大
丈夫ですよ」と語ってしまった。

 ・新学期が始まった
　学校へ姿を見せない（電話したり，家庭訪問
したり，プレッシャーをかけるようなことは避
けよう）。詩穂さん自身が「新たな一歩を刻む
こと」を心待ちにしていた。

 ・そんなある日
　午後四時ごろ，「先生，算数を教えてください」
と詩穂さんが母親といっしょに教室を訪れる。
　「ドリルなどを使ってただ計算の練習」では
なく，「算数の世界」を感じ取れる学習にした
いと考える。楽しい学習を目指す。例えば「か
け算とは何か」など，その意味を重視して授業
を行う。

 ・何回目か
　今泉氏は「メールができるかどうか」詩穂さ
んに尋ね，「できる」という返事だったので，メー
ルのやり取りを開始することとした（詩穂さん
からのメールが届いたときにだけ，返事を書く

という原則を決めた）。
 ・六月一日
　初めてのメールが届く。

 ・当日
　今泉氏返信。「学校に行こうと思っても，…
いやだと思ったら無理しないことです。」

 ・その後メール
　今泉氏返信。「学校に来れなかったことをまっ
たく気にする必要はありません。」

 ・十月に入って
　移動教室の準備が始まり，詩穂さんも「学校
へ来る回数も徐々に増えた」。
　今泉氏「いやになったら，いつ帰ってもいい
ですから，安心して学校に来てください。」

 ・十月十八日
　今日は学校に行って楽しかったです。

 ・一月十九日
　今日は，学校に行って，楽しかったです。
……五年一組の友達は，みんな優しくて，おも
しろくて，いっしょにいて，すごく楽しいです。

 ・何日か後
　きょうも学校に行って楽しかったです☆

 ・二月六日
　この日，朝からランドセルを背負って学校へ
行く。「この日からランドセルで学校に行き，
みんなと一緒に終日授業に参加できるように
なってきたのです。」

 ・三月二十二日
　修了式の日　詩穂さんは書く「今年は，自分
にとって，記念の年になると思います。」
　
　詩穂さんが学校に復帰できたのは，今泉氏の対
応があってから，10ヶ月！である。朝日野氏と
同様に，いやそれ以上の長い月日がかかっている。
それは，詩穂さんが「問題行動」観に基づく学校
の対応に疲れ，先述したように完全に学校を拒否
したことと無縁ではないだろう。
　④　今泉氏の授業観
　今泉氏は，授業の本質を「教えたいことは教え
ない」19と言う。
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　「教えたいことを教師が説明していく授業をし
ていては，子どもたちが目を輝かせて学習するよ
うな状況を生み出すのは困難で」あり，漢字の学
習では，その漢字が「何を表しているかを想像・
推理し，みんなの知恵を出し合いながら，何の漢
字なのか，何を意味するのかを解き明かしていき
ます」。社会科の学習では，特に歴史の学習が「ノー
トに写すだけの学習」を強いられてきた今泉自身
の被教育経験をもとにそれを変革すべく教師に
なってから，社会科をどう創っていくかを学んだ
が，「一生懸命資料を用意して授業に臨んだもの
の，準備すればするほど，授業が「不発」におわっ
てしまうという壁にぶつかってしま」う。そこで
今泉は「事実と想像」の関係に気づく。事実が多
すぎると，想像はしぼむという関係である。「一
定の事実さえわかれば，子どもたちは，想像・推
理を働かせ，学習の課題や物事の本質に迫ってい
くことができ」20るという。「教えたいことを教え
ていたのでは，深く考える子どもは育っていきま
せん。考えるようにさせていくことで，授業は何
倍もおもしろくなります。」21

　今泉は，自らが実践してきた授業の本質を不登
校の詩穂さんにも実践している。その点で言えば，
今泉が言うように特別なことはしていない。つま
り，教育とは，想像力を持って子どもが探究する
ものだというその視点を不登校実践に適用してい
るのである。

お わ り に

　なぜ「問題行動」観から不登校実践を始めると
教師も子どもたちも「苦しい」事態に陥るのであ
ろうか。よくよく考えてみれば，それは単純であ
る。
　それは不登校実践の問題というよりは人間関係
の把握の問題だからである。図式的に考えてみよ
う。
　ここに Aさんと Bさんがいるとしよう。Aさ
んが「問題」を抱えている子ども。Bさんが教師。
もし，教師 Bさんが Aさんを問題だと見たら，
その後の教師 Bさんの対応はどうなるだろうか。

　容易に想像つくが，教師 Bさんは，不登校 A

さが問題だと見ているので，不登校 Aさんの「問
題」に正しい対応をしていると考えるだろう。し
かし Aさんからみれば，そうではない。不登校
Aさんから見ると，「私は問題だと見られている」
と理解する。　
　だからそこに人間関係，コミュニケーションは
成立しないことがわかる。正しい教師 Bさんと
問題のある不登校Aさんの関係は，一方的な関係，
つまり「関係が成立しない関係」になる。どんな
に教師 Bさんが一生懸命になっても，Aさんに
その思いは通じない。だから教師 Bさんは疲弊
する。のれんに腕押しだからである。ボタンの掛
け違いではなく，最初からボタンが掛かっていな
いのである。
　そう考えると，S氏実践には徒労感のみが残っ
たことがわかる。
　次に不登校 Aさんを肯定的にみればどうなる
か。言うまでもないであろう。そこに不登校の子
どもの意思を尊重する，認め合う人間関係が成立
する。だから不登校問題は，時間がかかっても解
決する。
　朝日野氏と今泉氏の不登校実践は，肯定的な人
間関係が成立したからこそ成功していると言って
よいだろう。

注

　1　例えば不登校に関して，朝日新聞は，「中学入ると急
増」との見出しで「小中学生に占める新規不登校の
占める割合が過去最高だった〔20〕14年度は，93年
度比べると全学年で上回った。」と述べている（朝日
新聞，2016年 1月 31日付）。

　2　不登校新聞（09-07-29）は，不登校問題に長年関わっ
てきた渡辺位の論考を載せている。そこで渡辺は，「よ
うするに，不登校は『学校に行く・行かない』とい
う現象面のみの問題ではなく，不登校は近代文明と
生物との狭間で生じる問題なんだ，という視点が必
要だということです。／19世紀ごろからの近代文明
の発展はめざましく，とくにこの 100年間で世界は
劇的な変化をとげ，人口は 4倍，穀物消費量は 7倍，
エネルギー消費量は 15倍に増えたと言われていま
す。その反面，自然破壊や温暖化などの問題が見え
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てきました。そこでこの「近代文明 対 命の営み」と
いう側面から不登校問題も見ることができるのでは
ないか，と思うわけです。」http://www.futoko.org/

Special/special-16/page0729-490.html（2016.2.25閲覧）
参照。

　3　琉球新報（2016年 2月 6日付）は，「不登校，生活
保護世帯で 5倍　家庭の経済状況影響」という見出
しで，「県立高校生のうち生活保護を利用する世帯で
不登校傾向にある生徒の割合は，そうでない世帯の
約 5倍に上ることが分かった。」と指摘している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160206-00000006-

ryu-oki（2016.2.25閲覧）
　4　松下行則のかつての論考はこの主旨が強い。「私の存

在を認めてほしい―「登校拒否」の子どもたちが問
いかけるもの―」『福島大学教育実践センターだより』
第 28号，平成 6年 11月，pp. 6-9及び「学校に行か
ない権利がある！？」『日本科学者会議第 17回東北
地方区シンポジウム報告集』，平成 12年 3月，
pp. 7-14.

　5　『生徒指導の手引』は，1965（昭和 40）年に刊行され，
昭和 56年に改訂版が出された。私が所有しているも
のは平成元年 6刷であることから，21世紀直前まで
本文書が日本の学校教育における生徒指導の「基本
文書」だったと考えてよいであろう。『生徒指導堤要』
（平成 23年発行，以下『提要』と略す）の作成に関
する協力者会議（第 1回）議事要旨によると，委員
の一人は，「昭和 56年に改訂した『生徒指導の手引』
は，いまだにバイブルと言われており，原本は知ら
ずとも，それぞれの教育委員会，現場の中ではこれ
を一つの大きな基本にしながら，今の生徒指導とい
うものが実践されているところもある。」と指摘して
いる。平成 23年には，「小学校段階から高等学校段

階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法
等について，時代の変化に即して網羅的にまとめた
基本文書等」として『堤要』が出された。

　6　『生徒指導の手引』（改訂版），p. 54.

　7　 滝充「小学校からの生徒指導～『生徒指導提要』を
読み進めるために～」『国立教育政策研究所紀要』第
140集，平成 23年 3月。

　8　滝前掲書，p. 310.

　9　勝負を仕掛けるのに重要なことの一つに「子どもや
保護者の話を『聴く』」（p. 136）とあるが，どんな話
を聞くのだろうか。疑問が残る。

 10　朝日野茂利「君の歩く道ってどんなのだろう」『生活
指導』1996年 7月号，pp. 96-111.

 11　「不登校に取り組む」とは，不登校を問題行動として
把握し，学校復帰・学級復帰のための手立てを取り，
復帰のための作戦を練り，その作戦に沿って復帰策
を考えることである。だから結果として不登校の子
どもの意思（気持ち）はどうでもよくなる。

 12　不登校を「生き方」の問題として明確に打ち出した
のが，奥地圭子『不登校という生き方』（日本放送出
版協会，2005年）である。

 13　今泉博編著『不登校からの旅立ち』旬報社，2006年。
 14　今泉前掲書，p. 195.

 15　同上，p. 17.

 16　同上，pp. 21-22.

 17　同上，p. 24.

 18　同上，p. 29.

 19　同上，p. 118.

 20　同上，p. 125.

 21　同上。

（2016年 2月 25受理）
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Case Studies on Educational Practice for a School Refusal Student

 MATSUSHITA Yukinori

　　This paper aims to analyze educational practice for a school refusal student that is an important issue of 

educational and social problems in Japan nowadays.　The number of more than one hundred thousand stu-

dents refuse to go to school.　Most of the school teacher and citizen are much distressed by the problem.

　　The teachers are not successful in solving school refusal.　Why not ?　Because most of them persist in 

attempting to find the cause of school refusal in its attitude of students.　So the teachers intend reforming 

their bad that.

　　The results of analysis of two cases, we can see that it is important for a teacher to respect student’s de-

cision-making process and to establish teacher’s decision support system that is close to students.　So a stu-

dent can give his confidence to a teacher and school.  

　　Thus the relation between the teacher and student are built, and the student become to go to school. 

Don’t you think it will be easy to do that ?　But most of teacher are unaware of that.   

  


