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はじめに 委託研究実績報告（2000年）：大垣市教育研究

所適応指導教室、畑野市教育研究所適応指導教

室、上越市教育研究所適応指導教室、大分県教

育研究所適応指導教室、福岡市教育研究所適応

指導教室、茨城市教育研究所適応指導教室、金

沢市教育研究所適応指導教室。

研究方法は文献研究と面接による方法を取っ

た。面接鯛査の対象者は、上記沖縄県内の適応

指導教室と青少年センターの指導員であった。

本報告の目的は、適応指導教室の機能、活動

の種類・内容、これらの活動の心理療法的側面

の検討、及びこれらの活動の教育学部での実践

可能性を検討をすることである。

Ｉ研究対象施設及び方法

本研究の対象施設は下記の適応指導教室とＡ

市青少年センターである：那覇市青少年センター、

那覇市教育研究所適応指導教室、糸満市教育研

究所適応指導教室、島尻教育事務所教育研究所

適応指導教室、浦添市教育研究所適応指導教室、

沖縄市教育研究所適応指導教室、具志川市教育

研究所適応指導教室、名護市教育研究所適応指

導教室。さらに、下記の文部科学省発行の報告

書に報告された施設である：適応指導教室研究

Ⅱ適応指導教室の機能

本報告の理論的背景は、本邦で最も初期から

適応指導教室を運営してきた相場ら（1998）の

研究に負うている。適応指導教室の機能は全て

心理療法の機能として理解できるが、これらを

あえて分類すると、１，コンテナ機能、２，繋

ぎ機能、及び３，いわゆる心理療法機能である。

｡琉球大学教育学部
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１適応指導教室のコンテナ機能（心の居場所）

適応指導教室の機能の第１は、不登校を受容

する「コンテナ」（conteiner)である。心理療

法の機能の一つはクライエントを安心させるこ

とである。適応指導教室は家庭と同程度に安心

できる場所と言える。全ての向社会的学習は安

心・安全な状況下で可能である。引き篭もりや

不安な生徒に先ず必要なことは安心させること

である。適応指導教室の場所・職員は全て子ど

もを安心させるように工夫している。子どもが

安心できる場所をコンテナと言う。

る。

２）同類の癒し機能

断酒会を初めとして世間にはセルフ・ヘルプ・

グループが沢山ある。セルフ・ヘルプ・グルー

プは同類の癒し機能を活用した組織と言える。

参加者は当初、遠慮がちに参加するが、支え

る会、セルフヘルプグループ等の地域の集まり

に参加して皆と話している間に、「自分一人で

はないのだ」という一種の安心感を体験し癒さ

れる居場所を確保していく。

１）指導員の機能・役割

特に情緒的問題を有する適応指導教室に通級

中の児童･生徒のストレス反応の特に不安やう

つ状態・心身症を癒す心は「温かさ」である。

情緒的問題を有する児童生徒には、いわゆる健

康な子どもよりも「温かさ」が必要である。

明るくゲームしたり観劇をしている児童・生

徒には、隣で一緒に感動してくれる人が必要で

ある。適応指導教室には温かい心の居場所をつ

くる機能が要求されていると考えられる。

渡具知（2001）の研究において、適応指導教

室通級生の適応指導教室についてのイメージを

調べた結果，通級生は適応指導教室に受容され

ていると認知していた。適応指導教室は通級生

の心理的事実を「あるがまま」に認める場所だ

と言える。

通級生は今の状態を批判されない、強制され

ない、一人でパソコンに打ち込んでいるのもよ

し、他の人が卓球しているのを見るのもよし、

といった指導員の受容を感じている。

家にいると、親から「早く学校に行きなさい」

と言われるので学校に行くと、皆にいじめられ

る。適応指導教室は､条件を付けられない｢居場

所｣として肌で感じている。適応指導教室の指

導員は心の配慮をする役割をその基本として担っ

ている。

指導員は、一人一人の子どもが傷つきやすい

領域、苦手な領域、何から逃げようとしている

のか等々の診断的評価を元に、子ども一人一人

に関わる。そういったきめ細かな配慮をしてい

３）短時間通級の癒し機能

学校では、４時間から６時間の学校生活を強

制される。しかし、対人関係を断ってきた児童・

生徒には短時間活動に意味がある。適応指導教

室の活動は２時限か３時限程度である。それ以

上だとあまり機能しない。ストレスのある状況

で２時間位はどうにか頑張れて、がんばったと

いう達成感も得られる。そしてまた家で引篭る。

相談員が引篭っている子どもに対して新しい

活動・学習等を注入すること自体ストレスであ

る。適応指導教室に来ること自体ある意味では

ストレスなので、２，３時間位で終了するのが

適当である。

２適応指導教室の繋ぎ機能

適応指導教室の機能として中間または繋ぎ機

能がある。中間または繋ぎとは家庭と学校、及

び適応指導教室と学校の中間にあって両者間を

繋ぐ機能である。

(1)相麟室と適応指導教室を繋ぐ機能

各教育委員会には相談室がある。多くの不登

校生は最初に相談室で相談を受ける。その後少

し元気がでたり、他の人と関わりたい欲求が出

た状態になると、適応指導教室への移行となる。

相談室と学校の中間施設、中間的な機能を備

えた施設が適応指導教室である｡相談室は家庭

と適応指導教室の中間施設である。
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(2)適応指導教室と学校を繋ぐ機能

適応指導教室はずっと適応指導教室に留まる

ことを求めている場所ではなく、適応指導教室

から学校への繋ぎの機能を持っている。相談員

は生徒の学級復帰を目標に指導に当っていると

言っても過言でない。その機能は生徒への関わ

りと学級担任・養護教諭等との関わりを要し、

生徒への関わりと異なる技能が要求される。こ

れは学校では主事または主任の役割と同じであ

る。それゆえに指導員にとっては骨の折れる仕

事と言える。

性から、対人関係が良くなり、自分が自分らし

くないそして適応的な生き方の出来る状態と

を繋ぐことである。

Ⅲ適応指導教室の活動

１いわゆる教科学習

適応指導教室の活動を大別すると２つある。

その１つは「クライエント・センタード学習」

である。その２は教科外活動である。学校の授

業は先生の指導案に沿って一律になされる。一

斉授業から落ちこぼれた子どもたちがどんどん

問題を抱えて非行化したり、問題を抱える。

適応指導教室では､生徒の今のレベルに合っ

た、そして本人の好きなものから学習させるク

ライエント中心教育をしている。Rogers（友

田、1972）は学習者中心の授業方法が学習のみ

ならず心理的な成長にも繋がることを強調した。

適応指導教室の学習支援は学習者中心の理念で

効果を挙げている。その結果、不登校生が適応

指導教室から高校受験をして、高校では活発な

高校生活を送る例が多い。

教育学部には10教科があり、それらを指導す

るのが教育学部であると言っても過言ではない。

(3)孤独と集団を繋ぐ機能

適応指導教室の中間機能の第４の機能は、孤

独と集団を繋ぐ機能である。孤独とは主に自宅

に引篭っている状態である。引篭りは、ほとん

ど家に一人でいたり、外を出歩かない生活に対

し、適応指導教室は複数が通級しているので、

集団との接触が増える。

当初は個として勉強に没頭したり、何人かが

トランプに興じている側で一人で漫画に没頭す

る者もいる。適応指導教室は孤独（集団の中で

の引篭り）もすべて許される空間ではあるが、

徐々に個と集団を繋いでいく活動や役割が提供

されて集団生活に適応していく。すなわち、適

応指導教室は学校の学級にはない、孤独と集団

の繋ぎ機能がある。

２教科外活動

適応指導教室では実に多岐に渡る活動がなさ

れている。それらは、スポーツ活動、諸ゲーム、

野外活動（それぞれの地域を生かした活動が実

践されている)、製作活動等である。

(4)タテ関係からヨコ関係への移行機能

不登校生が家に引篭っていると、両親との主

従関係だけがある。親から「学校に行きなさい」

｢テレビゲームだけしないで本でも読んだら」

等々の上下関係の上からの命令だけで関わられ

てきた子どもが、適応指導教室でゲーム、スポー

ツ､その他の活動に参加することによって、友

だちとのヨコの関係へと移行する。そういう働

きかけや機能が、タテからヨコの関係への移行

機能である。

(1)室内活動

室内活動では「諸ゲーム｣、いわゆるトラン

プ遊び等様々なゲームがある。手作業では、手

工芸、調理、陶芸、創作活動、それから音楽活

動をする。教育学部には、ゲームを扱う学科は

無いが、調理は家政科で指導されている。陶芸

や創作活動は美術工芸科で取り上げらている。

音楽は音楽教育専修と教育カウンセリングコー

スで提供されている。(5)不適応と適応の繋ぎ機能

第５の繋ぎ機能は、これまでの不適応的な生

き方、不適応的対人技能、あるいは不適応的心

-173-



ス技能を身につけて社会人としての自尊感情を

高める。フロイトと一時期共に精神分析を研究

したアドラーは、人は愛情のもつれだけで神経

症になるのではない、「劣等感」が神経症の原

因であるとした。

人は出生以来常に親や教師・先輩から技能を

学んできた。挨拶の仕方、箸やフォークでの食

事の仕方、その他の生活技術・社会（対人関係

の）技術、挨拶の仕方、友だちへの声かけの仕

方等々が出来ないために不登校に陥る者もいる。

友達にいじめられた時に、「そういうことをす

るな｡」とアサーションが出来ないためにいじ

められる。

社会技能は親から学ぶべきものだが、核家族・

少子家族、そして親が忙しい中で、子どもたち

は社会技能をあまり学んでいない。その結果は、

有効感、有能感、コンピテンス、自信の低下に

至る。

さて、製作作業・手作業と同列にあるのが遊

びの技術である。「いきいき自然体験キャンプ」

のなかでフロートに乗れたことも自信に繋がる。

どんなことでも達成感につながることが大切で

ある。

適応指導教室では指導員からの愛情とスキル

獲得から得られる有能感の獲得が適切に織り込

まれている。

手作業の一つの重要な側面は、認知的学習に

比べて成果が現れやすいことである。そして、

即座に自己効力感が高まる。

手作業のもう一つの側面は、多くの製作作業

で複数の人が共に関わっていることである。手

作業は、協働者との共同作業・学習が基本であ

る。その時の対人関係は主に横の関係である。

そのプロセスで協調性の心を成長させる。

そして１日だけ早く学んだ子は、その次の日

に来た子に教えるというリーダーシップも自己

成長につながる。－日遅れた子への思いやり・

共感性も育むのである。教育学部で物作りを教

えている教室には技術教育、美術工芸、家政科

がある。技術教育では、木工をはじめ機械工作、

電気機械等の物作りを学ぶことが出来る。美術

工芸学科では、布作品、陶芸、彫刻、絵画等が

１）諸ゲーム

「遊びの治癒力」は遊戯療法ですでに実証済

みである｡､人は遊びの中で色々な学びもしてい

る。適応指導教室で子どもたちは、保護された

空間で遊んで、そして勉強の「傷つき」を意識

しないで、遊びそのものに伴う感情、身体表現

で癒されていく。

カイヨワ（Ｈｏｍｍｅｓ，1970）の遊びの分類

には、模倣の遊びがあり、遊びから何かを学ん

でいると言われている。遊びから学んでいるの

は対人関係のノーハウ（上下関係や横の関係)、

勝ち負けの悔しさ、感情表現・喜怒哀楽を表現

して良いこと、勝つ楽しさ、負ける悔しさ、実

力の有る無しの気づき（現実検討力）等である。

次に、通級生は遊びやゲームでルールを学ぶ。

すべての遊びにはルールがあって、それが無い

とうまくいかない。鬼ごっこだってルールがな

いと成り立たない。遊びやゲームからルール、

けじめ等を学び、そして社会性を獲得していく。

この社会性等の学習プロセスが適応指導教室で

提供されている。

子どもの心理療法としては遊びの要素を取り

入れた遊戯療法が精神療法の開発初期の頃から

発展してきた。教育学部は小学校教員養成をし

ていながら遊びの専門家はいないし、遊びの教

科もない。このことは子どもの研究においても

由々しき問題であると言いたい。

２）手作業･製作活動

手作業には、木工、壁画製作、小物作り、染

物、紙鋤き、料理等多岐に渡る活動がある。物

づくり・製作・手作業の機能について考察して

みたい。精神分析の創始者フロイトは「人間の

心の問題は愛情のもつれだ｡」と精神分析の性

理論を唱えた。性理論は「愛情」という言葉が

妥当と言える。しかし、愛情には多岐にわたる

定義があるために科学的な用語としては馴染ま

ない。しかし、現実には親子間の愛情、友人関

係の愛情、友情、上下関係の師弟愛、さまざま

な愛情が我々の心の「もつれ」を形成している。

遊びの治癒力やゲームの治癒力は友人関係、

師弟関係の中で成される。そしてその愛情プラ

－１７４－



学べる。家政科では布製品作り、料理作り等が

学べる。

教育学部の保健体育科の教員は共通教育の保

健体育から教員養成課程のための専門の体育ま

で、上記以外に室内では、ラート、空手、ウエ

イトトレーニング、エアロビックス、琉球舞踊、

室外ではサッカー、ゴルフ等のスポーツやレク

レーションを指導している。適応指導教室の活

動には大いに貢献できると言える。

３）音楽活動

音楽活動にはいわゆる受身の音楽鑑賞から、

自ら楽器演奏をする器楽演奏まである。沖縄県

の適応指導教室では、地域のボランティアを活

用した三味線の練習・演奏がある。その他のギ

ター、ピアノ、リコーダ等（弾き語り含む)な

どは多くの適応指導教室で実践されている。

音楽活動は近年、音楽療法としてその効果は

科学的に認知され始めている。教育学部の音楽

科と教育カウンセリングコースでは音楽療法が

学べるが、ピアノ、ギター等が定番である。三

線は非常勤調師から学べる。沖縄の器楽演奏の

レパートリー開発が今後の課題と言えよう。

２）ガーデニング・菜園活動

ほとんどの施設で毎日のようになされている

活動は、ガーデニング・菜園である。そしてそ

の中でも人気のあるのは、プランターに季節の

花を植え、毎日その手入れをする作業である。

どこの適応指導教室でも、教室の周囲はきれい

な花で囲まれていた。通級生の日課は花の手入

れから始まるところも多い。花を愛でる活動は、

種子撒きから水撒きまで、花への愛情を与える

活動であり、愛情の成果がゆっくりではあるが、

確実に返ってくることがその特徴である。

その他の菜園では、野菜や芋栽培など、その

地域の特徴的な野菜などが栽培されていた。菜

園活動は、作業療法の中でも生き物を育てる点

で、通級生には生命を大事にする教育の一環と

して、また栽培したものを共に料理する料理活

動として、心の教育には有効な方法と言える。

教育学部の技術教育学科ではビニールハウス

で果菜栽培をしている。

(2)室外活動

室外活動にはスポーツ活動、栽培活動、野外

キャンプ、遠足、奉仕活動がある。地域の特色

を生かした活動としては、雪国のスキーや沖縄

青年の家でのカヌー、水泳、マリンジェットや
へ

ドラゴンボート乗りがある。それぞれの地域に

根ざしたものを通して、子どもたちが生き生き

する活動を取り入れている。

保健体育学科ではスポーツ、レクリエーショ

ン（野外キャンプを含む)、技術教育では栽培

活動が提供されている。奉仕活動は教育学部で

は教えていないので、「奉仕等体験」は学外の

福祉施設に依頼している。遠足は学校行事の一

つであるが、教育学部では、合宿研修として野

外キャンプを実施している。カヌーやマリンジェッ

トは、合宿研修を渡嘉敷青年の家で実施する時

は取り入れられている。

３）野外キャンプ

野外キャンプは室外活動の全ての要素が入っ

ている。教育学部の合宿研修では、保健体育学

科を中心に学部を挙げて関わっている。本学で

は共通教育で「キャンプ」が提供されているが、

本学部の教科には現在のところ｢野外活動」（キャ

ンプ）に関する科目はない。

１）スポーツ活動

スポーツ活動には室内と室外の両方がある。

室内で最も多いのは卓球で、体育館ではバレー

ボール、バスケットボール、バドミントン、テ

ニス等が定番である。

室外では、キャッチボール、野球、ソフトボー

ル、サッカー、グランドゴルフ等、多数ある。

４）遠足

これは優れた学校行事であるが、教育学部で

は特に扱っていない。しかし、近年高等学校の

修学旅行についての取り組みが社会科を中心に

なされている。これは平和教育として戦跡を中

心になされているが、今後は適応指導教室で取
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｢作業療法」であったり、いずれにも分類可能

である。

菜園は近年「園芸療法」と命名されている．

キャンプ・野外活動は生活療法あるいはソーシャ

ル･スキル・トレーニング（行動療法）である。

奉仕活動・ボランティア活動もソーシャル・ス

キル・トレーニングに分類可能である。

適応指導教室では、子どもたちだけではなく

て家族にも関わる「家族療法」も実施している。

家族療法として、様々な関わり方が実践されて

いる。

最後に、保護者と教員へのコンサルテーショ

ンがある。子どもの現状を説明し、関わり方を

教師にアドバイスすることをコンサルテーショ

ンと言い、同じことを親にする場合もコンサル

テーションである。先生や親に対して、相談員

の「子ども理解」に基づいたコンサルテーショ

ンは、適切になされないと、学校や家庭との連

携を危うくするので、注意を要する。この領域

は高度な専門的な営みの一つである。

り組んでいる地域への遠足に関する取り組みも

必要であろう｡適応指導教室の遠足は地域を理

解する営みとして地域の人材も活用されていて、

総合的学習の時間とも連動するものであり、こ

の方面のカリキュラム開発が本学部の課題とし

て挙げられよう。

５）奉仕活動

福岡市の取り組みは，事前授業として「構成

的グループ・エンカウンター」によるスキルの

開発をしているが、これは奉仕活動そのもの以

上の成果がある｡通級生はややもすると「他者

の愛情を受ける」嫌いがあるが、奉仕活動はそ

れを他者に与える」姿勢・態度の形成になるも

のとして高く評価されるであろう。教育学部で

は様々なボランティア活動が「フレンドシップ

事業」として実践されているが、その中には養

護施設への派遣がある。教員養成として「介護

等実践」が義務付けられているが、これは福祉

施設等に依存した実習であり、今後介鞭に関す

る授業も模索される必要がある。

Ｖ者察

Ⅳ適応指導教室の活動の心理療法とし

ての位置付け 本報告は文部省発行の適応指導教室研究委託

研究実績報告集と他県の教育研究所の報告及び

沖縄県の７適応指導教室、そして１青少年セン

ターでの聞き取り調査に基づいている。また、

適応指導教室の機能については、相場らの研究

に基づいた。

適応指導教室の活動は、文献及び聞き取り調

査で明らかになったが、それらが心理療法とし

てどの位樋にあるかは文献や適応指導教室の職

員からは窺い知ることが出来なかった。そのこ

とが適応指導教室の職員の心理療法の教育・訓

練の問題でもあることが示唆されたが、本報告

では取り上げなかった。その代わり、諸活動に

ついては、既存の心理療法と対比した一般論し

か記述出来なかった。その理由は、室内ゲーム

一つを取っても、それぞれ異なった心理的効果

が推測できるが、今回は－括りにして報告する

に留めたからである｡個々の活動を心理学的に

分析する作業は、今後の課題としたい。

適応指導教室の活動には、教科学習、総合的

な学習、そしてスポーツ等のいわゆる学校教育

がある。それ以外の活動は本格的な心理療法と

して、クライエント中心療法、精神分析的精神

療法、箱庭療法等が実践されている。

それ以外に「集団療法」もしている。福岡市

の適応指導教室では「構成的グループ・エンカ

ウンター」も実践されている。そこでは障害児

の施設に訪問していくまでのプロセスを扱って

いる。

さらに「ビア・カウンセリング」を取り入れ

ている適応指導教室もある。上級生が下級生の

カウンセラーになって、相談に当る方法である。

本報告で取り上げたその他の活動を心理療法

として分類した場合、室内ゲームは遊戯療法と

言える。室内での音楽活動は音楽療法、種々の

手作業・製作活動は「芸術療法」であったり
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次に、適応指導教室の活動と本学部の教科活

動との関係であるが、これも推測の域を出なかっ

た。いわゆる主要６科目の教科活動は別にして、

音楽教育、美術教育、保健体育教育、技術教育、

及び家政教育の各教科は、適応指導教室の活動

と対応していることが、本研究の大きな発見で

あった。

しかし学部教育は教員というプロ養成である

ので、適応指導教室に応用するときには視点の

転換を要する。これに成功しているのは、教育

カウンセリングコースの音楽療法サブコースで

ある。音楽療法の資格を目指している学生は、

１年次から知的障害者等の教育施設にボランティ

アとして参加し、障害者の目線で音楽療法を実

践している。

筆者が沖縄県教育センターの適応指導教室に

関与した時に、教育センターのキャンパスと指

導員が－大適応指導教室を構成していることを

知った。それが可能であった理由は、当時の所

長をはじめすべての指導主事が、適応指導教室

のスタッフだけでなく、自分たちも適応指導教

室の一員として関わっていると言う姿勢があっ

たものと思われる。

最後に、本研究の今後の課題の－つは、適応

指導教室のそれぞれの活動の心理的な効果を明

らかにすることである。第二の課題は、本学部

の教官と学生の人的資源を適応指導教室として

活用できる可能性を追求することである。

全集別刊第４，５集創造の教育（上）（下)，

岩崎学術出版社．1972。
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