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　末論文は，藩島大学教育学離離属蕩床心選・教育構談室活動の一石である「フレン渉レーム活動藤

に参擁する子どもの親グループ活動が，親への支援として有効であるかどうかについて，そのグルー

プと纒人の変化から験証したものである。観に焦点をあてたグループアプ貸一チによって，一人ぼっ

ちで秘む縷が次第にグループの構成員として変化していく過程と懸人としての変化の薦面から，観

たちの変化が親青身1ことどまらずその子どもの変化にも影響を及ぼすという知見が得られた。これ

によって本大学癒談室におけるε縷の居陽解つくり」という親グループヘの援筋活動が，不登校麗

をもつ親支援の一跡として有幾であるということが示唆された。

〔キーワ世ド〕　不登校　　グループアプ鑓一チ　　親の居場所　　親への支援

1　はじめに

　　透葎，小・中学校の不登校児の数が華々増擁して

大きな社会問題となっているのは幾1こ周知の事実であ

り，全睡各地で不登校箆やその親への支援が摸索され

ているところである。筆者もまた，臆雛隼から題島大

学教育学部購羅蔑旅心遅・教育相談室活動の…礫であ

るフレンドルーム（以下F艮）に参擁する不登校晃を

持つ鰻のグループ活動に携わってきた。罫衰活動とは

「学校に不適応感をもつ子どもやコミュニケーシ翼ン

がうまくとれない子どもに縫者との交流の場を握供し，

子どもの人聞成長を日捲す，子どものためのグループ

活動」のことで，緯鱒隼に灘相談室内に聡設された。

難方，親グループの活動は，F盆に参超する子どもを

送遷している親のための待合室を2馨懸軍9鍔に確保し

たことから始まった。その親グループのll一ダーとし

て蚤祷から関わった筆者（籠矯）は，待合室の中で次

第に親の居場響へと変化していく過程を観察する機会

を繹て，グループと鱗人のもつ力の膏効牲について深

く考えるきっかけとなった。

　本鱗究の目的は，この霧グループ活動が「観のため

の題場所」となり，最終羅榛の「親への支援」として

有効かどうかについて，グループアプ欝一チによって

験証していくことである。小野⑫§韓）は「親グルー

プを還しての綬の後勘効築が，当然の結果として不登

校発自身にも変化をもたらす」と述べているように，

このグループアプ謄一チによって観たちが変化してい

く過程を以下の3っの仮説をもって検証していくこと

にした。

　すなわち，仮説iは参趨者毯身の潜在的な力を懇復・

強化する，阪議2は学習によってグループ全体と籐入

が変建・成長する，阪議3は霧への支援効果が綬の変

化のみにとどまらずに子どもにも影響をあたえる，と

いう3点である。

豆　研究方法と対象

‡）対象

　親グループの発展過程はここでは二つに分かれ，形

成難と活動簿謹と鬱乎ぶ。形成甥雄：A，　B，　C，　£），　露，

F，M，S，の8人が参籠したG本瞬発の対象は不登

校難をもつ霧で，特に活動蘂に参擁したA，B，C，

Dの違名の母親とし，表舞こ示した。瞬究の対象には，

X隼9月縛に罫食活動に参撫した不登校麗以外の難を

もつ親（F〉やグループ形成蟻のみ参撫した親（醗と

S）及び，最終的には学校復帰をした晃の親（霊）を

除いた。

　表1．メンバーのプ雛フィール

メンバー

　A
（M子の母）

　　B

（夏子の母）

　　C

（」男の母〉

　　D

（K男の母）

プ讐フイール

欝代，馨営業，穏やかで厳しい，

気を縫い自分を出せない印象。

購懸こ

4§代，自営業，世話好きで明るく気が穂

く，思ったことは言える麟象。

韓代，蔭聖業，知らない人や場に慣れて

いない，麗響を気にする印象。

菊代，会裡員，静かで大人しい感じ。遠

藤がちで自分をだせない印象。

2）醗究方法

　グループアプ醸一チを非構駿的面接法で待い，プ窪
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グラムを作成して毎毯ウォーミングアップを取馨入れ

た心渥教書セッションとフリートークを行った。その

蒔の参臆者の①参撫態度，②発言壁，③参毅者や撃一

ダーとの権互閣孫について観察した。その観察記録1こ

ついては小野（2蓼働を参考にした。筆者1躍一ダー

として全体の変化や参麓者穏互の関係に醗癒しながら

会を運営した。また，観察記録はコ一夕ーダー醗に握

当してもらいアフターミーティングなどで検討した。

3）評緬方法

　親の変化についての観察記録，各難毎の心理アセス

メント（エゴグラムと風景構成法），各類毎の質問紙

講査，難のFR活動鋳の行動や変化．F衰スタッフと

のアフターミーティング，ヌ艮連結ノート，ぎ艮スタッ

フからの構報などから多面的に分析をし，総合的な評

懸を行うこととした。

獲　フレンドルーム活動と「親グループ」

　発展過程

1）フレンドルーム活動について

　F艮は臨床心攣・教育相談室の教官による鮨導の

もとに，学校臨珠心理専攻の大学続生がスタッフとな

り運営しているαその修験は，大学院生としての学習

の場であり，瞬時に心遅臨豪家の露として実携に則し

た麟修の場でもあ絵，貴重な機会となっている。多認

（鎗雛）は「学校不適慈晃に麟する援勘には子どもの

成長を促し，あたたかい居場漸での解綬感を抱きなが

ら懇己への気づき・縫者への気づきを深め段躇的に人

間鱗係が結べることが求められている涯として，F資

活動をおこなってきた。多懇は3懇の質縫紙調査で

「自己イメージ」と「ヌ盆イメージ」を実麗し，　ぎR

活動において「目己イメージとグループ雰麩気の認知

の仕方は大きく影響しあっており，騒人とグループの

相互馨霧によって魑人の変化がもたらされている」と

し，また夢営農が子どもにとって支持的集騒として治

療的効果とグループアプ善一チに効果があった」と結

譲付けている。このことは，筆者が考える親支援の椀

点と同質のものであり，学校不適応の子どもをもつ霧

のための「親の緩場辮つくむ」活動に一曝の励みとなっ

た。また，この霧グループ活動の効果を検議すること

の重要｛生を認識し，r不登校輩という大きな課題を蓉彗

に，親グループ活動と子どものFR活動が事の両輪の

ように機能することの必要性を蒲慰した。

2〉第一靉靆としての「袈グループ藩形成難

　　　　　　　　　　　　　　（X年9月～藩2月）

葬輩　X年9月

　筆者が観たちに間わり始めた当窃は，まだ観たち

の権互交流は殆どなく，待合室を確保した9月は参趣

2倉春3－6

老梅互のコミュニケーションよりもむしろり一ダーを

務める筆者を介しての交流が多かった。遠くは至町方

藏やY購など各方面からの参撫であり，また，子ども

たち瞬士の交流も鰻られていた状溌で，親羅士の交流

が十分でなかったとしても当然のことであった。

蕎2　X鏑需
　縫月になると，以麟からF露こ参超していた子ども

をもつ躍を中心に，参鵜してまだ欝が浅いCや○にも

叢誌吾的コミュニケーシ強ンがみられるよう1こなった。

茸3　X隼葉2月

　この縛類は筆者を含めた参灘者全員に相互のコミュ

ニケーシ華ンがみられるなど，コミュニケーシ婁ン構

造に変化があらわれてきた（図葉）。特に，参撫して

まだ馨が浅いCとDの変｛ヒは顕著であった。入会当秘

から殆ど笑いや彗主発言がなく緊張度が高いように思

われたDに笑顔や発言が多く晃られるようになったの

が雛象的であった。また，筆者を介しての発言が多かっ

たCは，参灘毯数が縫の鰻よりも多く，雰醗気に溶け

込むのも擘く欝己妻串も一番多かった。

　こうして一人ひとりだった親が，同じ空購，同じ暗

闘，其通の憾みを掩える者瞬士で過ごす機会を重ねる

につれて，少しずつではあるが変化を見せ始めた。こ

の時端をグループの髭多成鵡とした。

＃至徳月）

。△
　　　　　　　　↓

＃3（i甥）

K－　　　　　　　　K雛は筆者

醒輩．灘ミュニケーシ…ン権造の変化

3〉第二段躇としての野親グループ藩活動類

　　　　　　　　　　　　　（X＋葉年4月～峯2月）

　この時難は，筆者らが前もってプ藤グラムを作成し，

2選購に工度のF艮活動に藍付して親グループ活動を

行った。場醗は心理帽談室を使耀した。子どもたちの

活動室となっている集懸面接室とは鹿下を嫉んではい
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るが，それぞれ独立して活動を行い活動時間内の交流

はない。

　活動暗闘は午後正時から3時までとし，活動簸亙

（葬　i～6）　1ま，　毎覆の挨拶唖聾琴報縫僕のあとクーノレー

プ瞬の緊張をほぐし§密で安心できる題場藪の雰醗気

づくりのために，ウォーミングアップを中心とした。

また，活動難獲（＃7～鷲）は．さらにグループを発

展させるために，権互1こ積極的嘉こ話すための練習をね

らいとしたエクササイズを採りいれた。また，グルー

プの帰霧意識を高めるためにグループのネーミングを

みんなで考えた結果，Dの発案から5㊤スマイル会」

が誕生し，以後「親グループ」の愛秣となっている。

表2にその活動内容を示した。

表2．　活動内容の結集

謡 メンバー 心蓬教育セッション フ婆一トーク

i AB　C

cε罫

観の会についての溺

ﾓと説明

子どもの最近の

l子
2 C狂 学校での様子

3 ACP τ9Gの議明と実施 今，気になる事

4 CD 鋳報提供・搭癒（風

i構銭法）の説購

登校した子ども

ﾌ様子
5 B　CP TεGと風景構成法

ﾌ実施

子どものi欝の

ﾟごし方
6 AB　C さわやかイメージ 朝の起こし方

7 BDF フルーツ自己紹介

{の紹介・お茶タイム

夏休みのチ餐ッ

g良い謡

8 BCO 連想琴レー・ネーミ

塔O・お茶タイム

気になる事・露

ﾁていること

9 AB　C

o
好きな魎当てクイズ・

lーミング・ミニレ

Nチャー

言う事を闘かな

｢子どもの蝿慈

緯 B　CD
e

本の紹介・簸たとこ

Tし・お茶タイム

自分の近溌につ

｢て
登 CDε 疲れを癒すには・嚢

氏Eお茶タイム

最透のちょっと

ﾇい話
i2 B　C登

e　G

誉め言葉のシャワー

E丁琶G・アンケー

g・お茶タイム

i隼闘の懇懇・

v望

淺）Gは新規参趨者

蓉嘩～3　＜メンバー購士に緊張感がある鋳鰯〉

　X＋嘩年4月～§月

　新メンバーになって初めての「親の会」活動がスタ

ートした。筆者が本葬度の方鋭として参籠者（親）の

居場訴となるように支援していくことを議窮すると，

参籠煮からも自分の姓賂や不登校やそれに関する精穀

が欲しい，§分の性格についても知りたいなどの積極

的な意見も鐵されて参趨者の賛購を得ることができた。

フ1｝一トークでは，Aが誘の0火をきることが多く

ヂ子どもの行動について鰻がどこまで関与できるのか，

また閣与していいのか雄．「子どもが露分の楽しいこと

ばかりしているのはどうなのかまなどといった不安な

気持ちを積極的に話し鐡した。績聴していた建や至），

Fからヂ女の子だから心麓だよね韮「響き先を開いて

後は時間の約束を守れるようならやらしてみるのはど

うか墜などの意見があった。Aは「小さい頃からあん

まり綬麟し遍ぎたかも知れない…ゴという撮む返りが

でき，そこからコミュニケーションがひろがった。し

かし，Cはそんな汽の気持ちに触れずに躊躇しながら

も養分の「学校や握任に嬉する思い」について話し鐵

し，窪分の思いでいっぱいのような印象であった。ま

だメンバーの意志の麟通は十分ではなかった。

芽糞～6　＜メンバー榎互の関係ができてきた時難＞

　X十華年6月～7月
　毎醤鐡癒しているCと至）は，子・ども同士が仲がよい

こともあって特に二人だけの参癩の時は時間もあるこ

とから共に発言も多く，リラックスしている印象であっ

た。Cは家での」男の様子や学校でクラスの委員になっ

たこと，テストで良い点数をとったことなどを楽しそ

うに笑って議すことが多かった。DはCだけの参擁時

はいつもより発言が多く，K男が頑張っているジ垂ギ

ングや好きな将棋のことなどを楽しそうに話していた

（葬珪）。Bはそんな参癩者の顔ぶれに影響されること

もなく，自然に語の場で嘆一ダーシップを発揮してい

た。鰍えばフ1｝一トークのテーマ「朝の起こし方葺

（鞍6〉のよう1こ，　メンノぜ一に共通しナこ言孟題もBから

の提僕であった。その経過で一緒に考えたり思いを共

有する時懸が増え，発言者だ1ナに返答するのではなく

メンバー権互に「COさんのところはどうしているの？」

とかrうちではこの方法でやったら上手くいったよ3

とかいう意見が鐵て，メンバー全体の問題として議す

雲霧気が次第に串来てきた。特に，ウォーミングアン

プで言語的コミュニケーションだけではなく，勤修を

つけた葬言語的コミュニケーションで1タラックスでき

るエクササイズをとりいれた時に，場の雰囲気が明る

く相互の会話が弾むことがわかった。

毒7～9　＜メンバー根互を短琴グループの帰属意識

　が芽生えてきた時期＞　X÷輩集9屑～欝欝

　夏休みが瞬けてiケ目串ぶりの再会であった。そこ

で，テーマを「夏休みにあったちょっといい話］とし

て参撫者金離に3分スピーチのように発表してもらい，

参癩者の体験を共有することから始めた（＃？）。ま

た，ウオーミングアップで「連想1♪レー涯をおこなっ

たが，欝分が離したイメージを護窮する藝寺1こメンバー

がその時の子どもや霞分自身のことを振り返ったりす

ることで，今まで気づかなかった嚢分霞身の気持ちを

認識したむ，縫のメンバーを知るきかつけとなった
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（＃8）。また，霧鎌たとこ探し」というエクササイズ

では，二人ペアになって横手との共通点や鍛ている醗

を訳出みつけ，後で発表しあったが，笑いや会話が弾

みメンバーがお互いをより深く知るきっかけにもなっ

た。さらに，「親の会」のネーミングを話し合い「◎

スマイル会」と決めたことも，メンバーにとっては帰

履意識を高めるきっかけになったと思われた（＃19）。

この時簸は，騒人の変此とともにダループにも変建が

表れてきた蒔鞘と言える。

葬総～稔くメンバーの綾巻への交瀧が稜極的になつ

　た時簸＞　X＋藩年額月～楚得

　メンバーはグループの中でも発奮した鯵感携をだし

た1りすることに抵銃がなく，2騒薄のエゴグラムや嶽

露についても自然に気持ちを識し，ゆったりした零露

気で臨んでいるようであった。轟然な雰灘気がグルー

プの申に次第に表れてきた。ミニレクチャーとして

「誉めることを習穰にしよう」というテーマのi回馨

（＃懲）は，「わかっているつもりだけど…できている

ことよりも，ついできていないことに騒がいってしま

う」と本ンネで語るClこ帰して｛毯のメンバーも「おん

なむ…」と縁謁し，自分だけの悩みではないことを難っ

て安心した漆象であった。2鬱鬱（講i）1こは，Dは

「彊がジョギングを続けていることや年下の子の藪蟹

をみること，家事の手伝いをするなどのいいところ雌

を鰭のメンバーに紹介するなど変建がみえてきた．勉

のメンバーもそれぞれ翼がやっていることを嬉しそう

に話すと，さらに縫のメンバーから「え一すごいねエ」

「ウンウン」という弩きの返答があった。　またフ穿一

トークでは，いつも購む人が遜足することもなく，メ

ンバー瞬士での傾蕪、や悩みを共有するなどの態度がみ

られた。つま鯵，メンバーが飽人を受容し繧聴する態

度が養われてきたという変化がみえてきた。このこと

は，子どもと接する時の会誌の練習となったのではな

いかと考える。これはグループワークがもたらした

r学習」効果であると考える。

4）メンバーと子どもの変化

騰　心理査建結果（エゴグラムと属，景権成法／

　i繕§は5月に，2懇譲は鼓月に実施した。（）内

は2眠目の点数である。エゴグラム及び風藁構成法の

華苦果1ま資審尋に示した（図2，　3）

　①　AのエゴグラムはC費算（i7）・翼賛6（8）・A鯉

（総）・FC叙3〉・ACi叡絡）で，2縁とも典型的なW

璽であった。鴬に震い（IPとACのため1こ葛藤状態に臨

り，につちもさっちもいかない時に本人の怒りは農分

に海かい，緩いFCのため露分に自盛をもてなくなっ

てしまうタイプであることを示した。親グループ内で

は績聴や醍慮はみられたものの，内嚢での葛藤は続い

ていたものと懇、われる。

　Aの風漿構成法は整合性が高く知的であるが，色

2倉盤一6

使いが少なく熱・藻分が多い為寂しい薙象を受ける。

瞬は右から左に流れ大小の石毒｛沢山益べられ，Aの抱

える障害物を物語1っている。橋もなく遂は途中で切れ

てお吟，襲の嚢積も広くとってある。5馨の家はどれ

も木や草に翼まれておむ窓や入り口もなく，Aの防衛

を感じさせた。

　②　 暮のエゴグラムは（〕碧i5（7）　．N評i2（ε）　．Ai2

（8）・FC欝（6）・AC6（3）を示し，CP優位璽から混

合型へと変乾した。茎璽目で叢誌を示したものはCP，

最低値は饗Pであり，健康で明るく簿でも穫極的にこ

なすタイプであるが，麗遜への気断りがやや不足がち

といえる。また，厳格で蓬想を追求するタイプでもあ

る。2回§ではCPが抵下し，遍羅な理想から解放され

ている解がうかがわれる。

　Bの風景構成法は丁寧で柔らかな鷺象である。遍く

の由をイメージしている。黒のサインペンで枠を発熱

た後に縷難にハートを措いていた。瞬の流れは上から

下に商かって遠逝法を痩って携いている。由縁一つの

大きな緩やかな幽で暇火難のあとがあり，道に続いて

いる。構纒右下には，家族懇らんの光景があり，家・

人・木・花・動麹・池が集まっている。池は左灘にも

あ弩，木に翼まれた大きな池が癒かれている。エネル

ギーを溜めているのだろうか。自宅らしき家には，窓・

玄縫・煙の上っている煙突がついておりほのぼのとし

た精景が描かれていた。石は，右下の鱗にi醒のみで

ある。

　③CのエゴグラムはCPi（2）・N欝3（ii）・鵠
韓）・FC2（駐・ACi8（欝〉を示し12醸とも典型的な

AC優位型で高低差が著しい。ACが極端に高いことか

ら溝極的で馨己主張が鐵来ない従額な人であり，簿事

にも槙重であるタイプであることを示した。しかし2

回目のプロフィールでは，やはむAC優位ではあるも

のの，権端的に翼PやA，罫Cが上昇していた。

　Cの風景構成法では茎墜難と2縁日の懸に変化がみ

られた（醒3参窯〉。まず，i轡黛は郵懇纏えをやっ

たばかりで海ビ事を鑑いているとおかしくなつちゃう」

と言いながら，霧の記号をひとつひとつ丁蜜に掻いて

いる。　縫琶の人力壕冬わったのをみると，　急いで叢冬わらせ

ている。鰺のアイテムの弛には，雲・太陽・鳥・車が

あり，やはりひとつひとつが丁寧に獲かれている。大

きな出は3つあるが，いずれも稜線は険しくはない。

家は，窓やドアがあり磐界との関わりがみられる。ま

た，花は道に沿ってぴっちりと丁寧に搭かれている。

2響§の特籔は，麟懇になかった「橋が瞬に架けられ

た，家に続く道ができた，蜜の記号がかなり減ったこ

と，lll輻が広くな鯵魚が泳いでいる，人と犬が一緒に

いる，車がない，護岸のように描いていた花の位置が

変わった」という点である。強迫性が減少し，鶴翼と

内界との交流が生じている。

　④ゆのエゴグラムはCPi（2〉・N費8（至2）・A2
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縫〉・FC8（懇〉・AC珪（9）を示し，混合型から罫C優

位型に変化した。圭蚕目は全鯵的にエネルギーが低く，

考えがまとまらないことや暴露奮塗に欠けるなどマイナ

スの藏が承されている。しかし，2璽欝では全体的な

エネルギーが上算しており騰翼との協講樵が増えてき

た。また，もともと高かったFCがまたあがりFCのプ

ラス藏の天真爛漫や好奇心が強く表れてきた。

　至）の風景構成法（籔3〉はi璽欝の描錘は軽愛らし

く幼い爺象である。カラフルで明るいタッチでひとつ

ひとつが丁寧に憾かれている。しかし錘羅綾に横に真っ

壷ぐな線で描かれた平薩的な灘や，石が沢山おかれた

霧基線嚢勺な道窪各，　またウサギよりもノ罫さな象，擾数の切

り株などが気になった。　2醸§では，「結購はまっちゃ

う」といいながら楽しそうに徳いていた。圭園目と違っ

て，最長面の左から右下善こ立峯本的峯こ流れる大きな舞iや遠

近法を縫った羅んぼに変化がみられた。また，洗濯麹

や自転車など生活感が毒ている家の雛子，花に水をや

る親子（丁男と｛〉衰身〉などが前彎よりも力動的で，

現実感が出ている。

｛2｝質問紙講査結果

　各字類苺に茎懇ずつ記連式でおこなった。至学簸に

は，①一番印象1こ残ったことについて，「ある涯と答

えた者1ま5名中4名。③良かった点については，εあ

る」が全農でr保護者で話しができたこと，勉の子ど

もの様子が聴けたことや親の気持ちを聴けたこと」を

挙げていた。③その縫の感想として，「子どもがFR

に参殺して明るくなった，子どもが銭長している，綴

子でここへ来るのが楽しみ，もっと多く参擁したかっ

た，自分の反省となる」などポジティブな懇懇が聞か

れた。

　2学難についても，①一番印象に残ったことが「あ

る」は4名中4名全農。その面容として「会の名義が

◎スマイル会に決まったこと，誉めることのミニレク

チャー，飽のお舞さんたちが明るいこと，子どものこ

とで鍵っていることをみんなで話し合ったこと」が挙

げられたσ②良かった点についても全員がヂある」と

し，「お母さんたちとコミュニケーションがとれたこ

と，馨分ひと馨で思い秘むことがなくなった，一人一

人が意見を鐵し合えて雰醗気がとてもよいところ輩と

いう意見が挙がった。また，③「◎スマイル会」がど

のくらい役にたったのかについては，「とても役にたっ

た」と答えている項羅は褻魅の霧と知り合えたこと，

嚢分だけの苦労ではないことがわかった，気持ちが楽

になった」であった。また，「子どもへの接し方がわ

かった，子どもの縫題鴛勤が織った，親子欝係がよく

なった，霧としての自懲がもてた」という項目につい

ては「少し役に立った」から「どちらともいえない」

とやや消極的な意見であった。全体としては「よかっ

た注という感想が多いが，・一方で「親としての§信疑

復ゴにはまだ不安な様子がうかがえた。

麟　F殺活動における手どもの変化

　ここでは，ぎ裂に参慾した子どもが行ったS　D法に

よる駿己イメージとスタッフの評懸から，子どもの変

死を検討したい。

　継子（Aの子）l　F　R　lこは母親が不参趨の塒でも全

8程参擁していた。S参法からM子の自己イメージの

変化が強く鐵ているのはε明るい→暗い涯，「柔らかい

畔冷たいゴヂ感じのよい触感ごの悪い」であり，むし

ろネガティブな変建と害える¢しかし，F盆スタッフ

はM子が飽のメンバーと談笑したり一慶も欠腐しない

ことなどからM子の稜極的参撫を高く評慰している。

　i子（Bの子）1中学入学当祷1講本まずに登校して

いたので，算段の参濾はなかったが，5篶の連体瞬け

から再び藪続不登校となった。しかし，学校のテスト

や行事などには参離しているため，その時のF裂は親

子で不参総であった。その中で，玉子の自己イメージ

は，「まあまあよそよそしい→とても親しみのある」，

「とても自分の意見を言わない→中くらい警分の意見

を言う」，「中くらいっめたい舛まあまああたたかい」

とポジティブに変化していた。また，F盆参麓時の様

子についてスタッフからはギ発言も多く，縫のメンバー

との会誌も培え全韓的に楽しそうであった塞と葬儀さ

れた。

　」男（Cの子〉；中学入学後登校を始め，騰翼など

休講不農時に休むことはあるが，F衰のある時は学校

の了解のもとに早退してF股にも全鑒程鐡癒している。

スタッフの評難iは「確実な成長がみられ飽のメンバー

に対しても琴一ダー的役割が出来る」であった。」男

自身の馨巳イメージもまた「とても§分の意見を言わ

ない→中くらい窪1分の意見を言わない≦，「まあまあか

たい→まあまあやわらかい」に変わり，また質鐸項慈

に帰して「中くらい」という答えが多かったのに嬉し

て「とても」とな鯵ポジティブに変化していた。母親

であるCと縫様にその変｛とはグループ内でも顕著なも

のであった。

　K男（Dの子）1殆どの自己イメージがぷジテイブ

に変化していた。鷲に「露分の意見を言わない→まあ

まあ馨分の意見を言わない」と変乾しており，F衰内

では」男やM子とのコミュニケーションスキルの向上1

寿ゴみられたというスタッフの評懸i力達あったGK男も」

男羅様，母親である○と其にぷジテイブな変化がみら

れていた。

w　考察

　本醗究では，子どもが不登校という大きな共通点を

基本にして3っの飯議を立て，親へのグループアプ霞一

チを実践してきた。その結果，グループワークに参濾

する観たち一人ひとりが集襲を形成し，その集毯の中

で親自身が次第に変侘し，その親の変化が子どもにも
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影響するという遥垂軽が示された。また，挙なる「待合

室3から発展して「ひと鯵ぼっちで憾む親をなくすた

めの居場所達として機能していく過程から，親グルー

プに饑く纂綴のもつ権互姓と有効性が示唆された

手〉緩説の検証について

　①「参撫考察身がもっている潜在釣なカめ回復，あ

るい1ま強化することができるか墜という仮議について

は，参趨者全員について評懸に纏するだけの十分な観

察谿間がもてなかったために，参撫者の自信の璽復を

捉えることができなかった。このことは，質鶴紙講査

の結果からもいえる。「親としての自信がもてるよう

になった」ことに腫憂1こたった寿譜という質疑難こ対・し

て，Cと工）は“どちらでもない絆と答え，Bは纏少し

役にたった”にとどまっている。　Aにいたっては，

「◎スマイル会」に轟濡することすら難しく§己表幽

することができなかったと考える。また，この鰻グルー

プが形成鞘からやっと活動簸に入ったことを考えると，

この仮説の検護§棒，設定に無鍵があったとも考えら

れる。参趨者の毯信麟復を擬すためにはもっと時間の

経遍が必要である。

　②「親鰹身も学習することで，グループ全鉢と集臼

の中での懸人も変化し成長するのではないか藩という

仮説については，発言量，交流，繧髄などの変化が窮

確であったことから，妥当性はあると考えられる。舞

醸，麟半のウォーミングアップでその場の雰蟹気をほ

ぐして窮密な繕場所を共有したり裟己表現を高めたり

してきた。この活動は地者とのコミュニケーションス

キルを轟めたり，難識・構報を蔽集したりする貴重な

学習の場を意味しており，質溺紙講壷の結果でも「ミ

ニレクチャーや縫のお母さんとの交流がとても役にたっ

た」と答えていることからも裏1寸けられる。

　③「親グループを通しての幾への援麟効果が親の変

化のみにとどまらずに，子ども自身にも構らかの変化

をもたらすのではないか3という3っ馨の仮議につい

ては，大いに妥当性をみることができた。まず，「◎

スマイル会」に参撫懇歎が多い親の場合，参麗者の変

化はポジティブであり，またその子どもの変化はぷジ

ティブであったことが分かった。また，逆に参撫懇歎

が少なかった親には変化はあまり晃られず，むしろネ

ガティブな発言もあるが，その子の変化もまたネガテ

ィブなものであった。エゴグラムや携遜の結果からも，

親がポジティブに変化していた場合，その子どももま

たぷジテイブに変化していたことが挙げられた。つま

り，親がグループに参擁することによって，学習の機

会，自己表現の機会，居場藤を感じる機会を多くもっ

ことができるということである。小野（2韓奪）は「こ

こに来ればとにかく蕎でも安心して言える」や「ここ

へ来れば『わかってくれる人がいる璽という親グルー

プヘの認知が始まる」とし，メンバーの霧質牲と被績

2嚢§3－6

聴体験が重要と述べている。まさしく，霧への働きか

けがその親自身の変化や成長を促し子どもへも影響し

ていくことを示している。この霧グループは今「形成

難から活動鱗へ」移行中のところであるが，さらに今

後はグループの発露駕，成熟難を邊えていくことにな

ろう。

2〉彗一ダーとしての資質海上の必要性について

　筆者は婆一ダーとして，参撫するメンバーの一人ひ

とりを尊重することを駐に銘じてプ覆グラムを作成し

た。また，メンバー櫨互の気持ちを共欝するために活

動の中にお茶タイムを設け，その暗闘は自主的な窪密

な話し合いの場とした。最擁は，お茶にもあまり手を

っけずにいたメンバーも徐々に「いただきます」とい

いながら毯攣する様子がみられた。お茶タイムは，飲

食することで穏互の懸にぴと響駁置いて緊張感を解き，

その場を秘ませる効果が大きいものと思われる。　i懇

のセッシ垂ンが2時購という設定のもとで，形成鱗は

メンバー中心で常にゆったりした雰麟気で流れていた

が，筆者が意誕的に関わった活動鞘ではタイムスケジュー

ルを明確にしたため，逆に時間に追われる懇もあった。

しかし，実施した内容1こついては，メンバーの協力や

積極的態度が多くあり，機ね好評であった。しかし，

今後の要望として「F　Rに参擁していない不登校髭の

様子やその親についての構鞍がほしい葦というものや，

実際に地域に裁縫いて支援をして欲しいなどもあり，

メンバー自身の意識や求めているものの高さを感じた。

したがって，今後参癩者のニーズを的確に縫えて，内

容や時間翫分の吟味，スタッフの露己麟鑛についてが

重要な課題と思われる。塞己醗鑛についてはスーパー

ヴァイズが求められるところである。

　メンバーが，グループ活動で多くを学ぶにしたがっ

て，求めるものが次第1こ向上していくことも当然であ

る。今羅のこの窺グループ活動は，メンバー槍互の交

流と自己表現を1本験させ，その体験を共有するための

ヂ居場翫」であった。今後はさらに，窺の鑓場辮の充

実を襲るためにも参灘者の要望に癒えるためにも，覆

分（2総2）の「構成的エンカウンター」の技法を取り

入れたグループカウンセ咳ングについて学ぶ必要があ

ると思われる。露分はヂ構成的エンカウンターは集中

的グループ捧験そのもので，カウンセ》ングの一形態。

また予防的・騰発的カウンセ婆ングにおける人間関係

開発の技法，すなわち『ふれあい葺（1ナレーション〉

と賄己発冤誰のための技法」と定義しており，その

主鴇はまさに筆者が§撫すものであるウ

3）グループの権威員について

　当祷慧，F艮に参擁する難童・生健をもつ親全轟を

醗究蝿象に考えていたが，不登校児をもつ親（A，B，

C，D）とAD蚕豆）・学習薄書をもつ子どもの親（F）
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の双方から本麟究を進めていく作業の複雑さにのため

に，醗究瑞象を不登校児の親のみとした。しかし，実

鰹には，Fは参撫率も高く穣遜的な参籏態度からセッ

ションの後半からの変態ま顕著であった。グループワー

クの基礎はその購成員にあるという竃麟縫§7警）の揚接

還鯵，Fの存在1ま今霧のグループワークに欠かせない

ものであった。Fに対しては，メンバーとして尊重し

てきたものの，活動の中心を不登校箆の幾において運

営してきたことは否めない。Fはグループ形賊難の壊

は「もっとA　D翼Dのこどもの参撫を塔やすためにF

盆のP盆をしたらどうか」ヂうちの子どもは学校は行っ

ているので一」という発言もあ穆，その醍慮に気遣っ

たこともあったが，しかしそれも最祷だけで「◎スマ

イル会」の運営には支瞳がなく，会の参簾に積極的に

纏わるように変化していった。この親グループ活動は，

不登校でない子どもをもつ親にも悪辣があると思われ

た。

4）スタッフの連携について

　このグループ活動とF盆活動をさらに兜実し・発展

させるために，お互いの活動の構報交換や燐報提供を

密にして，親子騰係を全体的にみていく必要性を感じ

た。今轡は，暗闘の調整など難しい点もあり必ずしも

十分とはいえなかったが，連絡ノート等からの精報は

親子の状況捲握をする、とで，大変貴重であった。事羨ず

事後のミーティングや準備，プ欝グラムの内容検討な

どの時間を共有しながら，今後の支援方法や活動計藏

について検討し，スタッフ間で連携していくことが必

要と患われた。

V　おわりに

　当擁，「ひとりぽっちで憾む幾をなくすための居場

所つくり」を目指して，筆者は1ナーダーとして親グルー

プヘのアプヨーチを続けてきた。その結果，集懇の力

がもつ有効性と構成轟の相互1こ交わされる縄係牲が，

魑人と集懇の双方に変化と絞長を促し，…人ひとりの

綬の変化がその子どもにも影響をもたらしていく過程

を縫えることができた。すなわち，第iに競グループ

が築懇として機能してきたこと，第2にその中で懸人

の変化と成長がみられたこと，第3にその窺の変化が

子どもに何らかの影響を与えたこと，など貴重な示唆

が多く得られた。これは，小罫（2§§§）の「親グループ

を還しての親への援跡の効果が，親のみにとどまらず，

当然の結果として不登校甕身にも変乾をもたらす」と

いう捲摘に一致した。したがって，本瞬究でのグルー

プアプ欝一チは，親への支援方法の一つとして効果が

あったといえるであろう。
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