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不可視化された暴力と学校

Invisible Domestic Violence and that a School that does not Try to See the Domestic Violence 

屋良皇稀

KoukiYARA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1 . 問題と目的

少年たちの非行が増加しているという捉え方が，社会のなかには蔓延しているように思われる。そう

した傾向は，内閣府 (2015)の「少年非行に関する世論調査」の回答者 (n=1773)の約 8割 (1390人）

が「少年非行は増加している」と回答しているという調査結果からもうかがえる。だが社会学者の土井

隆義は，少年非行はむしろ減少しており，過去の非行は大人社会や学校に対する反発という，いわば共

通の敵を基に団結していたが，現代は大人社会も学校も共通の敵とは見なしておらず，非行グループの

形成自体が困難であるとしている（土井， 2016)。だが教育社会学者の知念渉は，学校でくヤンチャな子

ら＞と呼ばれる男子生徒集団を対象とした調査において，非行少年たちは依然存在し，それが低階層の

生徒らによって形成されていることを描き出し（知念， 2018),社会学者の打越正行もまた暴走族の若者

を対象に調査を行い，彼らが低階層の若者であり，その彼らが暴走族や地元の同輩及び先輩との関係を

基盤として生活していることを見出した（打越， 2019)。知念や打越の研究では階層という視点を導入

し，非行少年が学校規範から逸脱する様子を分析しているが，ジェンダーによる視点が看過されている

点が弱点になると思われる。教育社会学者の上間陽子は，低階層出身の非行少女たちが，学校から離脱

し早い段階から労働市場に移行する過程を，ジェンダーの視点を取り入れながら描き出している。 しか

しながら他方で上間の研究は，知念や打越などの研究とは異なり，少女たちと学校の関係について十分

に注目しているとは言えず，少女たちが非行を継続し，学校から離脱するまでの過程が見えない（上間，

2015, 2017)。この ような視点をふまえて，本研究では非行少女たちにとっての学校や家庭，友人との

関係を描き出す。その上で，非行に走った少女たちに必要な学校について，若干の考察を行うことを目

的とする。

2 調査の概要と対象

本研究では，中学生の頃に，飲酒，喫煙，窃盗，深夜徘徊などの非行経験がある 4人女性を対象に彼

女たちにとっての家庭，学校，友人の主に三つの領域に焦点を当てて聞き取り調査を行っている。本人

の了承のもと音声を録音し， トランスクリプトを作成している。なお，本研究の対象者である少女たち

の経歴や状況は表 1の通りである。本稿で使用されている名前は，全て仮名である。

表 1. 対象少女たちのリスト

名前 年齢 学歴（最終調査時） 仕事（最終調査時） 養育者 婚姻 子ども

香奈 19 高校在学中 製造・販売関係 父・母 佃‘’‘‘ 有

界友 19 中卒 飲食店 父・母 佃‘’‘‘ 有

真紀 19 高校中退 美容関係 母 佃‘’‘‘ 佃、lヽヽ

彩香 18 専門学校 飲食店 父・母 佃‘’‘‘ 佃’‘‘‘ 
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3. 少女たちの家庭と暴力

それでは，彼女たちの生活の土台である家庭はどのようになっているか，少女たちの家庭環境につい

てデータから見てみよう 。

3. 1 幼い頃の寂しさ経験と父親との関係

愛の家庭では彼女が幼い頃に両親が離婚し，愛は母親と同居していた。夜になると母が家にいないた

めに寂しい思いをしながら過ごしていた。

屋良： その時寂しかった？

愛： 当たり前だろ。マーマが多分，夜の仕事してたのかな。起きたらいないわけさ，マーマ。ち

っちゃい頃ってお母さん死んだと思わない？連絡とか取れなくなったら。…事故って死んだ

のかと思ってから，めっちゃマーマに鬼電してたわけさ。したら電話できないってきてから，

あ一生きてるって思って。それで，愛，毎日妹の保育園お迎えに行ってさ，友達 と遊ばないで

妹の保育園行ったりしてからさ 。マーマが入院とかしてたわけよ。なんか凄かったよ，愛が

妹の面倒見てた。

愛は夜中に目が覚めると，母親がいないため不安になり何度も母親に電話をしていた。長時間子ども

だけの状態で放置することは虐待の一つである。そのような状況で，愛は，母親が死んでしまったので

はと感じるほど孤独な思いをしながら，妹のケアもしていたのである。のちに，母親が病気になったこ

とを契機に父親が家に戻るが，愛は小学生の頃に抱いていた寂しさや，我慢させられていたことを解消

することが出来ず，父親と良好な関係を築くことが出来なかった。

3. 2 姉に対する父親の暴力

香奈は，小学生の頃は毎日学校に登校し，部活動に所属していた。 しかし，中学 1年生になると，学

校に行かずに，他の中学校の友人たちと遊ぶようになる 。次のデータは，香奈が父親の暴力について語

ったものである。

香奈：家から追い出された，小学校 2年生とか，蹴られたりかな，で，頁奈が逃げて，パーパが何

か棒持って追いかけて，真奈そのまま裸足でおばあちゃんちまで逃げて行った。中学校なっ

て部屋から引きずり出されたり 。だから真奈，おばあちゃんちにいたよ，ずっと 。

香奈は，幼い頃から 1歳年上の姉が父親に暴力をふるわれており，その暴力を見せられていた。香奈

は，父親の顔色をうかがうことで，直接暴力をうけることを回避していたが，姉の真奈は，父親に反発

し続け，父親の暴力の対象となっていた。暴力の目撃をさせられること，そういった意味で，香奈もま

た暴力の被害者だといえる。香奈の家には母親もいたが，母親は子どもや父親とどのようにかかわって

いたのだろうか。

屋良：お母さんとお父さんは，ずっと一緒なんだっけ。

香奈：逃げられんでしょ 。逃げられんってゆーか，マーマーが「もう無理」って，逃げたところで

どこに？働いてもないのに，体も弱いし，今から逃げてもじゃん。

香奈は，父親の暴力を目の当たりにしても，母親は体が弱いため，香奈や真奈を庇うことも難しいと
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思っているようであった。また，働いておらず，父親の収入で生活していたため家を出て別の場所で生

活することも難しいことから，逃げ場がないと考えおり， とにかく家では父親に抵抗しないように過ご

していた。次の会話では，父親に対する印象を語っている。

香奈： ん一，小さい頃からずっと顔色うかがっている。…だから家にいるより友だちといる方が楽

しかった。寝るときぐらいしかおうち帰らんかったかな。

香奈は，幼い頃から，父親の暴力を見て育ち顔色をうかがうようになり，夜も寝るとき以外は家には

帰らなくなった。友だちと会うことは父親との接触を無くための最善策であった。

3. 3 父親の暴力

真紀は，小学生の時に両親が離婚し母親に育てられてきた。 しかし真紀が中学生になるころ，父親が

家にいるようになった。真紀は父親のことを「暴力男」と表現し，現在も恐怖を抱いている。

真紀： （父親は）暴力男。喧嘩が怖かった。食器棚とかあるじゃん，あれのガラスが全部割れたり 。

食器がめっちゃ割られたりとか。だから，お父さんあまり好きじゃなかった，嫌がらせされ

たりとかあったから。…朝起きたらランドセル切られてるから。こっち（肩の部分）切られ

て。怖いさ，普通に。それで，リュック買ってもらって，お母さんに。 リュックで登校する

ようになった。

ランドセルを父親に破壊されるほどの恐怖にさらされた真紀は，中学生になったとき家出した。

真紀： 中学校 1年生の頃に，初めてお父さんに手出されて。骨まで折られそうになった。「骨折っ

たら， どこにも行けんだろ」って。めっちゃ殴られて，めっちゃ血も出たわけさ。次の日，

目のまわり，“おーる一”なって。だけど，そのまんま学校行っても， 学校の人って何も 言わ

ないわけよ。…ほんとに分かるぐらいの，“おーる一"だよ。パンダみたいな。内心助けて欲

しいでしょ 。友だちにしか言えなかった。親に（先生から） 言って欲しかった。「なんか目

に，‘‘おーる一", ができてるんですけど」とか，「何があったんですか? Jみたいな。

真紀は，父親の暴力が理由で家出をするようになる。 しかし父親との接触を減らすための家出が暴力

を正当化する理由となり，真紀の父親は公然と暴力をふるうようになった。真紀は出血し，目のまわり

に，‘‘おーる一"(青あざ）が出来たまま学校へ登校した。真紀は，「助けて欲しい」と感じていたが，学

校の先生が怪我についてふれることはなかった。だが，真紀は誰にも話さずにやり過ごしていたわけで

はない。自分の友人たちには父親の暴力を話し，同輩集団のメンバーは， 真紀の家の危険な状況をキャ

ッチしていたことが分かる。

4 少女たちと非行的な同輩集団

次に，非行少女とみなされる少女たちの，友人及び集団について見ていこう。

4. 1 グループに見出した居場所

彩香は，校区の関係で友人が多い中学校に入学することができなくなり，学校での過ごし方が変化し

ていく 。
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彩香：みんなは友だちだけど，自分 1人だけ友だちいない状況が嫌すぎて。それで始まってすぐ休

んで。我慢しようって思ったけど，嫌さ。遅刻していくようになった。そっから引っ張られ

たな。…周りの友だちが，だんだんタバコ吸い始めたり。小学校の同級生久々に会ったら，

タバコ吸ってた。そっちの方が楽しそうって思って。なんかすごい自由な気がした。この自

由さが羨ましいと思って，自分もそうなりたいって思って。

彩香は，知り合いのほとんどいない中学校に入学したが学校に馴染む事ができず，小学校時代の友人

と過ごすようになる。しかし，その事が原因で，親との関係が悪化してしまう。

彩香： タバコ吸い始めたとか，深夜徘徊をしはじめたってなったら，（親が）厳しくなって。家出

するって言って公園行ったり。親と仲悪くなってお家が好きじゃなくなったから。学校にも

お家にも居場所はないなって思った瞬間から，ずっと友だちといときたいとか。

彩香は学校を居場所だと感じなくなり，喫煙や深夜徘徊をしはじめるがそれによって親との関係が悪

化し， 家にも居場所はないと感じる ようになり， より一層学校外の友人と喫煙や深夜徘徊を繰り返すよ

うになった。彩香にとっては，友人グループだけが唯一の居場所となっていたのである。

4. 2 ヤンキー同士の境界線

だからといって彼女たちは友人グループで安心していたわけではない。次は香奈の語りである。

香奈： 中 1の頃は他の学校の子とばっかりと遊んでたから，遊ぶのが楽しかった。なんかさーある

わけよ。学校行ってるとね“バッペーシー"みたいなのが。…もう，同級生ってゆーかそーゆー

人全員。同級生のどこどこの誰だれは，“へんなの一"みたいなのがあるから。

“バッペー”とは，方言で「間違い」という意味で，“～シー,,は文脈によるが，ここでは「～な人」とい

う意味で使用されている。彼女たちは，学校に行ったり，学校内では違反とされているスカートを曲げ

ないけれど学校の外では曲げたり，違反とされている眉を剃ったりしていない生徒は，“バッペーシー",

“へんなの”と呼ぶ。それはつまり，頁面Hな生徒ではないが，ヤンキーになりきれていない間違いな存

在，ヤンキーとは違う存在とみなしていたということである。非行的な集団の内部や周縁の生徒同士の

まさに内部で，どれだけ学校や社会の規範から「逸脱的Jとされる行動ができているか，つまり，「逸脱J

の度合いによっても，誰はヤンキーで，誰はヤンキーではないと，境界線が引かれていたことが分かる。

このことはつまり，グループ内でたえず評価にさらされていたというわけである。要するにグループに

所属しているからといって，必ずしもそこに安心があるというわけではない。

4. 3 グループや先輩の圧力

同時に，グループの内部にはもっとあからさまな暴力の問題があり“裏校則”と呼ばれる規則が存在し

た。“裏校則"を守れない場合には，先輩からの制裁をうけることもあった。

真紀：普通になんか，“裏校則"って言うんだけど。“裏校則”の許可とかは全部降りてたけど，連帯

責任で全員だめみたいな。 化粧もだめだし，制服違反もだめだし，そんなのがあって。だけ

どやっぱり先生よりも先輩が上だから，先輩の言うことは絶対に聞かないといけないわけよ。
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教師よりも先輩のほうが立場が上であるこうした“裏校則”のなかで，少女たちは先輩の暴力を恐れな

がら生活する。そして実際に裏校則のさまざまを守れない場合には，先輩からの制裁をうけることもあ

ったという。

5 学校や教師と少女たちの関係

ここまで，家庭及び友人について見てきた。では，学校という場所は，彼女たちにとってどのような

場所なのだろうか，次の事例を見てみよう。

5. 1 授業に参加したきっかけ

彩香は，中学 2年生になると指導室で過ごす事が多くなり，クラスメートや学級担任の名前も覚えら

れなかったのだという。

彩香： 中2の先生，名前すら覚えてないし，クラスメート誰がいたかも知らない。クラス入ってな

いから。教室入ったのトータルで 10分くらい， 1年間。指導室（にいた）。気分がノッた時

があって，（クラスに）入ったんだけど， 自分は学校に来ないから，机はあるけど荷物おき

にされてたわけよ。山積みのプリントとか，邪魔になる教科書とか，自分の机の上に罹いて

て， リュックまで償かれてた。誰のかは分からんし，名前も知らないから，「ええ，これ誰

のか？」って，「もういいよ」って。結局，入って 1分で出るとか。

彩香は，学校では主に指導室という教室で過ごしていたが，ある時気まぐれに自分の所属学級に戻っ

てみたものの，自分の机が荷物おきにされているのをみて，結局すぐに教室から出てしまう。しかし，

ある時期から少しずつ勉強しようという思いが生まれるようになる。

彩香： 中 2の冬ぐらいだな。好きな先生がいて。モエちゃん。その先生のことめっちゃ好きで。そ

の先生が，「数学入ってみよう，お願い」って言って，少人数クラスができてるらしくて，

「人数少なかったらいいんじゃない？」って。モエちゃんが， 言うならと思って，興味本位

で入って，楽しくはなかったけど。たぶん，勉強はじめたきっかけは，モエちゃんかな。

屋良： その先生は，他の先生と何が違う？

彩香：距離感が全然違かった。普通の先生とは，違う距離感っていうか。ちゃんと，おんなじ目線

に立って，接してくれてる。上に立たない感じ。

彩香は一人の先生と仲良くなり，少しずつ勉強を頑張るようになった。教師や生徒と関わる事がほ

とんど無かった彼女だが，距離が近く，生徒と同じ目線に立って関わろうとする先生と良好な関係を

築くことができた。勉強自体に面白さを感じることはなかったが，その先生との関係を大切にしたい

と考え授業に参加するようになり，次第に学校という環境になれ始める。学校もまた，彼女が徐々に教

室に戻るように，様々な工夫をしながら働きかけたのだという。

彩香： 1日1回好きな授業。…我慢 してやって，だんだん慣れて。もう卒業するときには，ちゃん

と朝 8時 15分に来る，普通の子みたいな。なんか違うのは，髪の毛が明るいとかスカート

が短いとか，そういう見た目だけでやってることはみんなと一緒とか。

担任の先生は彩香の気持を理解し，少しずつ学校に慣れさせるという方法をとった。その際，ほかの
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中学校では生徒指導の対象となる制服や髪の色を問題としないという方法をとっている。このような学

校のとった方法によって，彩香は学校に戻ることができている 。 しかしながら，結局のところこの学校

は彩香の抱える大きな困難を見落としている 。

5. 2 交際相手による暴力

彩香はそのころ，交際する男性からの暴力を受けていたという 。学校のなかでもその片鱗は見えてい

たはずだが，学校は彼女が受けている暴力を見過ごしている。次の話は，度重なる暴力で痣ができてい

る時に，それを隠すためにジャージ着用で教室にいたときのことだ。教師はルール違反だと彩香に詰め

寄り，生徒たちのなかで彩香のジャージを取り上げている。

彩香：先生に，「彩香，教室入ってるからジャージは外して欲しい。みんなも今着てないでしょ 。ル

ールだから，教室入るんだったら守って」って言われて。「いや脱げない」って言ったわけよ，

これ（痣）が見えるから。「脱げない理由があるの？」って聞かれて。「ある，脱げない，だっ

たら自分もう教室入らなくていいよ。明日から冬服履いて，教室入りたくなったら入るから」

って話したら，「そういうことじゃない。お願いだから取って」って言われて，渋々取ったわ

けよ。（ジャージ）渡した時に， Iなんねその痣」って言われて。「だから脱ぎたくないんだよ」

って言って。「決まりだからごめんね，今日は我慢してね」って言われて。授業中は隣の子も

見て，「なんねそれ」みたいな。

男性からの暴力ででぎた痣を隠すためのジャージを，教師は無理やり彩香から取り上げた。 しかし，

その教師は，彩香の暴力痕を確認しても何もしなかった。ほかの教師たちも彩香の暴力に気が付いてい

たが，彩香もまた教師たちに， 自分から暴力を受けている相談を持ち掛けることはできず， ごまかして

しまう 。

彩香： みんな，「早く別れれ」しか言わない。「中学生でしょ，犯罪じゃないこれ」ぐらいしか言わ

れてないかな。傷に関しても自分が隠すから，相手は知らないまま。「これは自分も殴り返

してるから，本当にボクシングみたいなことをしてただけだから， これはただの事故だよ」

って言うから，「ヘー，それでもなんか痛そうだけど」ぐらいかな。

ここで教師たちの発している言葉は，彩香にとってどのような意味を持っていたのか。教師たちは彩

香を気遣うような言葉もかけているが，暴力的な成人男性と「早く別れたら」という，結局，彩香が「自

カで」別れることを提案しているだけである。暴力のさなかにいて， 自力で別れることができないから

彩香は苦しんでいる。それに，彩香は助けを求めていなかったのだろうか。彩香は次のように語る。

彩香：一人で考えるの我慢できんくなって，（支援員に） 言ったこともあったけど，結局，「別れた

方がいいよ」，みたいなことしか言われないの分かってる 。…なんか別れきれないのに，「別

れた方がいい」分かってること言われて。こっちだって別れたいけどって思ってるから。疲

れるなって思って，なんかあっても，「うん別になんもないよ」みたいな。

彩香は，教師ではなく支援員に相談をしている。 ここでの支援員とは，自治体によって学校に派遣さ

れている職員である。支援員は授業をするのではなく，学校になじみのない生徒一人一人に寄り添って

悩みを聞くなどし，悩みの解消を目指し，その生徒が通学 しやすいように配慮をする仕事だ。彩香は，
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暴力を受けている体験を一人で抱えきれなくなり支援員に相談したが，そこにおいてもやはり， 自力で

別れることを提案されるばかりだった。彩香自身も別れたいと感じていたが，暴力的な男性と別れる術

がなく，別れられないことが問題となっていた。次第に，男性からの暴力について教師や支援員といっ

た大人に訴えることを諦め，暴力に耐え続けることになった。学校は，彩香の不登校や非行といった学

校生活に関わる課題を解決したが，暴力被害という大きな困難を解決することはできなかったのである。

6 まとめと考察

以上彼女たちの家庭及び学校，友人関係での経験を 4人の事例からみてきた。彼女たちは，家庭での

対立や，家庭内の暴力を回避するために家庭から遠ざかり非行を行うが，それによって教師との関係が

悪化し，学校内で孤立 していた。それで自身の居場所を友人集団に見出し，集団内部では近しい人物に

よる暴力の体験などを明かすなど，集団が避難所のような役割を担うようになる。しかし，その集団は

必ずしも安心できる場所というわけではなく，「逸脱的」な振る舞いができるか否かという強い同調圧力

が働き，結果的に集団の内部や周縁に境界を生み出すものであった。

ところで，なぜ少女たちは近親者からの暴力を大人に打ち明け，助けを求めなかったのだろうか。精

神医学者である宮地尚子は，私的領域を，家族などの親しい人間関係の領域である「親密的領域」と，

自分のためだけの自由な時間及び空間といった個人の領域である I個的領域」に分けた上で，被害者が

親密領域の他者からの暴力を回避できない理由を次のように指摘する 。被害者は，通常ひとが持ってい

る生活基盤といえる「個的領域」が奪われ，加害者の I親密的領域」に取り込まれ，生活の根底から切

り崩される 。加えて，圧倒的な支配力をもった加害者の暴力と暴力の正当化によって，被害者は自己の

判断や価値観を否定するようになると 宮地は指摘している（宮地， 2020)。少女たちは，家庭内での暴力

とその暴力をふるう加害者の自己正当化の理論によって， 自身が不当な扱いを受けているという感覚を

奪われていたと考えられる。

さらに，ジャーナリストである C・エムケは，極度の暴力はその暴力について，言葉によって表現す

ることを困難にするのだと述べている。そもそも暴力は， 日常生活の中で起きることから大きく外れて

いるものである。そのため暴力をふるわれている被害者にとって， 自分にふるわれている暴力について

理解することは非常に難しい。そしてそれは， I語ることができない」という， 言語上の問題になってし

まうのだとエムケは指摘する 。言葉というのは，人と人とをつなぐものだ。だが暴力の体験というもの

は，人は殴られないものであるという道徳的期待や規範を根底から侵害するものである 。 したがって，

暴力は，暴力をふるわれる人と，暴力をふるわれていない人の間に亀裂を生むものであり，被害者と社

会との心理的なつながりを奪うものなのである (Emcke,2013)。少女たちは社会の規範から逸脱してい

るとされる暴力の体験によって，社会と自身の間に生まれた亀裂を味わわされ，そして暴力の経験を明

かすことが難しくなる 。要するに，暴力は加害者による支配や生活基盤の侵害だけでなく，被害を訴え

ることそれ自体を困難にさせるのである。 こうして，暴力の体験は語られなくなる。

宮地やエムケの見解は，主に成人期にうける暴力の性質について述べたものだといえる。それでは，

児童虐待という幼い時期の暴力体験は，被害者にどのような意味をもたらしてしまうものだろうか。精

神科医である］・ハーマンによると，成人に対する継続的な暴力は，「すでに形成された人格」を腐蝕す

るが，幼少期や児童期における継続的な暴力は，暴力が「これから形成される人格」に影響 し，人格を

変形するのだという。つまり成人に対する暴力は，完成された人格に多大な影響を与えるが，児童期の

暴力は他者に対する信頼感や安心感を奪い，心身の正常な発達を破壊し，社会への適応を非常に困難に

するのである。また， J・ハーマンは，被害を受けた子どもが恐怖に対する抵抗を諦めると，服従を証明

することによって暴力を回避するように努めるようになるのだという 。また，加害者は自分が暴力をふ

るっている事実を秘匿するなどの目的で，被害を受けた子どもの社会的孤立を強要するようになる。加
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えて，暴力に対する恐怖によって，他の家族成員からの援助やケアを妨げ，被害を受けた子 どもの家庭

内部での孤立をつくり出すと指摘する 。家庭内で孤立し，本来ケアするべき他の家族成員から援助が受

けられないことは，直接的な暴力そのものよりも大きな傷を生む (Herman, 1992)。暴力を受けること

によって社会に適応することに困難を抱えると，規範や規則，対人関係といった場面でしばしば「逸脱

的」であるとみなされる行為をとるようになる。加えて，社会と家庭における二つの孤立に起因する無

力感によって，過酷な環境から抜け出すことを諦めさせる。 このようにして暴力は不可視化され，底に

沈む。これが本調査で，少女たちが家庭内の暴力を語ることができなかった大きな理由になるのだろう 。

しかし，身体的な暴力は痣などによって発覚することがある。本調査でも，父親や交際相手の暴力に

よって身体に痣ができた状態で学校へ行っていた。そこには大人たちがいて， 暴力の痕跡に気づくこと

ができたはずだ。だが，そこでもやはり少女たちのうけた暴力は見過ごされている。なぜだろうか。そ

の理由のひとつは，少女たち抱える困難が個人や家族の問題として帰結されたからだと思われる 。臨床

心理学者である松嶋秀明によると，非行的な子どもを医学的な診断などによって理解することが，適切

な対応を行う上で重要だとする 一方で，問題を「個人化」するリスクがあると指摘する（松嶋， 2019)。

非行的な子どもたちを理解するためにはしばしば「家庭的な背景」といった言葉が用いられるが，その

言葉を用いることによって結局のところ家庭や個人に責任を帰結させて， Iだから手の打ちょうがない」

とされてしまうということである。だが，それによって子どもが救われることはない。 したがって教師

や学校といった支援者が，当事者として I問題」を捉えることなくして問題の解決はない。学校は，子

どもたちが特定のプロセスを経ずに関わることのできる公的機関であり，暴力という問題を察知するこ

とに本来的には適しているはずである。よって， 学校が少女たちの問題を個人に帰結せず，暴力の問題

を解決する当事者として問題を捉えて対応することで，本調査で取り上げた非行に走る少女の問題も解

決できるように思う 。

最後に，本研究では非行に走った経験のある少女たちへのインタビューを通して，少女たちの生活に

は隠れた多くの暴力が存在していることを見出し，暴力が不可視化される構造について検討した。今後

は学校で働く当事者として，非行に走る少女たちに対する支援を実践の中から見出していきたい。
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