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抄　録

〈目的〉本研究の目的は，不登校の経験を持つ対象者の就労継続に至るまでの主観的経験を明らかにすることだっ

た。

〈方法〉対象者 2 名に半構造化インタビューを実施し，テキスト化した音声データを，Steps for Coding and 
Theorization（以下；SCAT）で分析した。

〈結果〉Ａ氏の理論記述からは，①不登校の原因，②不登校者を生み出す学校の構造，③不登校者の持つ悪循環，

④自分を守るためのコーピング，⑤不登校者の変化のきっかけ，⑥就労に繋がる支援の方法，⑦就労の継続に繋

がる条件というカテゴリーに分けられた。またＢ氏からは，①不登校の原因，②不登校による母子の対立と和解，

③自分を守るためのコーピング，④不登校者の変化のきっかけ，⑤就労に繋がる支援の方法，⑥就労の継続に繋

がる条件のカテゴリーの存在に分けられた。

〈考察〉本結果から，不登校者が就労継続に至るまでの過程で，不登校のきっかけ，支援の条件，就労継続に関

する 3 つのフェーズの存在が推察された。
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１．緒言

　日本における文部科学省（以下；文科省）がまとめ

た不登校についてのデータによると，小・中学校に

おける不登校児童生徒数は，令和 2 年度の調査では

196,127 人となっており，66,817 人だった平成 3 年度

から令和２年度までに約 3 倍に増加している 1）。また，

平成 26 年 7 月には不登校に関する実態調査 2）を実施

するなど，不登校は国を挙げた問題となっている。そ

の実態調査によれば，小・中学校の時に不登校を経験

した当時中学 3 年生は，5 年後に約半数である 45.1％

が特に仕事には就いていないという結果だった 2）。そ

れを受けて，2019 年には不登校児童生徒への支援の

在り方について通知し，支援の視点として「社会的に

自立することを目指す」ことを提示している 3）。その

ためには，中学校等卒業後の支援の項目では高等学校

等で支援に関する様々な取組や工夫が行われることが

重要であること，就学・就労や「ひきこもり」への支

援については，多様な進学や職業訓練等の機会等につ

いて相談できる窓口や社会的自立を支援するための受

皿が必要であること，くわえて社会とのつながりを絶

やさないための適切な対応が必要であることとされて

いるものの，具体的内容までは組み込まれていない。

また先行研究においても，不登校から就労継続に至る

までの経過を追った報告は少数で，特にそれぞれの場

面における個人の主観的な体験の視点から明らかにし

たものは山本 4）の 1 例のみだった。さらに，近年で

は不登校への限局性学習症（LD）や注意欠如・多動

症（ADHD）など発達障害の関連が指摘されており，

対応の必要性が求められている 5）。そのような現状で，

不登校状態となっている児童生徒に対する具体的な支

援施策が不十分なこと 6），長期化した不登校に対し，

より具体的な支援方法の蓄積の必要性が指摘されてい

る 7）。

２．目的

　本研究の目的は，小・中学生時代に不登校を経験し，

現在就労している者にインタビューを行うことで，発

達障害を有する不登校者が就労継続に至るまでの，当

事者の主観的経験を明らかにすることとした。また，

その意義は，発達障害を有する不登校者へのそれぞれ

のライフステージにあった効果的な支援に繋がる情報

を資することである。

３．研究対象及び研究方法

3.1．操作定義

　本研究における不登校の定義は，文科省が定めてい

る「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，登校しないあるいはしたくともで

きない状況にあるために年間 30 日以上欠席したもの

のうち，病気や経済的な理由による者を除いたもの」

という定義および中学生時における不登校の期間が

「ほとんど休んだ」が最頻値であったという調査結果 2）

を参考に，「小・中学校時代に継続して 1 年以上学校

に通っていない者」とした。

3.2．対象

　本研究で定義した「小・中学校時代に継続して 1 年

以上学校に通っていない」という不登校を経験した者

で，その後何らかの支援により就労に繋がる経験を持

つ者のうち，発達障害の診断があり X 診療所に通院

した経験を持つ者，研究分担者と面識があり，本研究

に同意を示した者（対象者が未成年の場合は対象者，

保護者双方が同意を示した者）とした。本研究の除外

基準は，非行を理由とした不登校を経験した者とした。

3.3．方法

3.3.1　対象者の選定方法

　対象者は，研究分担者と面識がある者から，インタ

ビューするのに適当だと思われるものを選定した。そ

の理由は，①本研究の取り扱うテーマが，非常にプラ

イベートでデリケートな内容であるため，まずは状況

をある程度把握している方から始めることで対象者の

負担を軽減しようと考えたこと，②対象者の主観的な

体験を研究者が知りうる客観的事実から分析すること

で，研究の方向性を固める時期にデータ収集や分析の

客観性を担保できる，と考えたことからであった。

3.3.2　データ収集方法

　個別対面（研究分担者，研究者，対象者の 3 者（必

要に応じて保護者を含めた 4 者））にて，１回１時

間程度の半構造化インタビューを実施した。インタ

ビュー音声は，対象者に承諾を得た上で録音し，文字

おこしを実施した。インタビューの精度を高めるため，

インタビューガイドを作成し（表 1），ロールプレイ

を用いた事前練習を 10 時間以上実施し，振り返りを

行うことでインタビューのスキルの向上を図ると同時

に，インタビューガイドを再検討した。 
3.3.3　データの分析方法

　本研究は，支援方法に対する対象者の語りから支援

プロセスやその条件を明らかにするという探索的な研

究を行うことから，質的研究法を採用した。分析は，

分析手続きが明晰であり，個人の主観的体験という

少数の事例を分析する方法として妥当性の高い Steps 
for Coding and Theorization（以下；SCAT）8，9）で行い，

開発者である大谷の作成したワークシート 10）を用い

た。具体的な手順を図 1 にまとめる。次に，A 氏，B
氏それぞれから得られた理論記述を意味のまとまり

に注目して分析し分類した。本研究の確実性を担保す
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るために，質的研究の経験を持つ共同研究者と共に

SCAT の分析を実施し，図１に示す〈1〉データ中の

注目すべき語句〈2〉それを言い換えるためのデータ

外の語句〈3〉それを説明するための語句〈4〉そこか

ら浮き上がるテーマ・構成概念，ストーリーライン・

理論記述の生成，およびカテゴリー化までのすべての

過程において，研究メンバー 6 名の間で異論がなくな

るまで議論した。

3.4．研究期間

　本研究の実施期間は 2019 年 11 月から 2020 年 11 月

まで，データ収集期間は 2019 年 12 月～ 2020 年 1 月

である。

3.5．研究倫理

　対象者へのインフォームド・コンセントとして研究

目的や内容，起こり得る不利益，参加の自由，参加は

自由意思によるものであること，個人情報の保護等に

ついて文書と口頭で説明し同意を得た。

　インタビューでは研究参加者の負担を考え，気分が

悪くなるなどのことがないように最大限配慮し 1 時間

程度で実施した。また，得られたデータは記号を割り

振り，個人情報の保護を徹底した上で管理した。

　本研究は，県立広島大学倫理審査委員会の承認（承

認番号：第 19 ＭＨ 041 号）を得て実施した。

表１　インタビューガイド

図１．SCAT の分析手順（文献３　p270-272 より作成）
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質問内容

● 不登校前

1. 学校で楽しかった活動，苦しかった事柄などがあれば教えてください．

2. どのようなサポートがあれば学校に通っていたと考えられますか．

● 不登校時

3. 学校に行きたくなくなった要因を話せる範囲で教えてください．

4. どれくらいの期間登校しませんでしたか．

5. 不登校時何らかの支援を受けていましたか．受けていた場合どのような支援でしたか．

6. 不登校はマイナスなイメージのものでしたか．

7. 不登校の時にあれば良かったと思う支援があれば教えてください．

8. 不登校の時にやっておけばよかったと思うことがあれば教えてください．

● 就労するまで

9. どのような活動をされていましたか．（高校通学，家にいた，など）

10. 何らかの支援を受けていましたか．受けていた場合どのような支援でしたか．

11. 就労するまでにあれば良かったと思う支援があれば教えてください．

● 就労後

12. 仕事をしていて小・中学生年代で身に付けておくべきだと考える能力には何がありますか．また，

それらをどのように身に付けましたか．

13. なぜ仕事をしているのですか．



４．結果

4.1．対象者

　本研究の対象者は，2 名（10 代女性 1 名，20 代男

性 1 名）だった（表 2）。

4.2．SCAT による分析結果

　音声データから作成した対象者 A，B の逐語録を

SCAT 分析した。以下に本研究の分析結果の例を挙げ

る（表 3）。今回の研究により，得られた意味コードは，

A 氏が 66，B 氏が 44 だった。また，得られた理論記

述の分析結果は，A 氏 7 つのカテゴリー，B 氏 6 つの

カテゴリー（表 4）に分けることができた。ここでは，

カテゴリーごとに理論記述を述べる。また，構成概念

は〈〉で示す。

4.3.1　A 氏より 

1）不登校の原因

　・不登校経験者は〈交友関係について〉，〈新環境へ

適応条件としての未完成グループ〉を挙げ，〈すでに

確立された環境〉においては〈集団になじむことの難

しさ〉を訴える。・〈学校が嫌になった原因〉について，

不登校学生は，特別視をされることや孤立することな

どの〈支援学級に行くことのリスク〉，〈周囲に気づか

れないままのストレス状況への暴露〉を有する。・〈多

感な時期による心の不安定性〉が〈被害妄想の助長〉

につながり，〈内的要因による不登校〉となる可能性

がある。・〈ライフステージの移行に伴う環境の大き

な変化〉が，〈不統一な対応方法による戸惑い〉を生

み出し，〈不登校の最大の理由〉となる可能性がある。

2）不登校者を生み出す学校の構造

　・〈学校の制度的課題〉として，〈機械的な受け答え〉

を繰り返して〈役割を果たさない学校の相談場所〉に

いる〈無責任な支援者〉の存在がある。・〈個人の支

援者と全体への奉仕者としての教員〉という曖昧な存

在が〈教員も一人〉の人間であることを感じさせ，〈チー

ムになれない支援者〉となり，〈同調圧力や自立の促

しへの抵抗〉をとらざるを得ない生徒に対し，学校内

において〈タイムリーに問題を解決しない支援者〉へ

とつながる。

3）不登校者の持つ悪循環

　・登校した際に，〈融通の利きにくい学校組織〉の

中で，〈一方向的な学校の支援〉を受けいれ多くの時

間を〈校内の退避場所〉に身を寄せる事が，対象者自

身の認識と〈過剰な母と期待の認識のズレ〉を生じさ

せる。・不登校経験者は〈不登校時にみた将来像〉に

ついて，〈先が想像できないことからの恐怖〉に繋がり，

本人の中で〈増幅される不安からの確信〉となりうる。・

実際に就労してからは〈現実が見えてきたことによる

恐れ〉に変化する。・〈一般社会への飛び込み〉は，〈変

わらない現実〉，〈周囲との判断基準・ポイントの違い〉

を突き付けられ，〈結果が伴わない苦悩〉を味わう可

能性がある。

4）自分を守るためのコーピング

　・不登校学生は，〈環境の変化に対する対処として

の気負い〉を見せるが，それでは集団になじむこと

の難しさは克服できず，〈プライドを守るための回避〉

を行う。・学校（学級）内で起こりそうな〈理解しが

たい過剰な同調意識〉に対しては強い〈同調圧力への

反発〉を有する可能性がある。・〈クラスでの酷い扱い〉

を受けていたという不登校生徒は，〈一般的な認知と

の受け入れがたいズレ〉を生じさせる可能性がある。

5）不登校者の変化のきっかけ

　・〈「働く」意味〉に対し，不登校経験者は〈働く原

動力となる生きがいの存在〉の重要性を挙げる。・不

登校経験者が働きたいと感じた要因は，〈時間を持て

余す家庭内活動〉を経験することや，〈溢れ出る活動

欲求〉や〈同年代への劣等感〉である。・将来像の見

え方の変化は，〈衝動的に行動に移す性格傾向〉が〈決

断した時の行動力〉を生み出し，その〈経験から得る

現実の難しさ〉を感じることで起こる可能性がある。・

〈面接時の動機と具体的支援〉に関わらず，〈根拠のな

い自己への自信〉から〈自己判断での行動〉を起こし，

〈一般社会への飛び込み〉に繋がる。  
6）就労に繋がる支援の方法

　・〈支援者の介入した就労活動〉では，〈憧れの存在

が過去に働いていた職場〉を選ぶことが，〈快く受け

入れてくれる同僚〉に恵まれ，〈自分に合っている職場〉

に就くことができる。・〈思春期に必要な支援〉は〈自

らの意志を組み込んだ個別指導〉を挙げる。・〈仕事

についてのビジョン〉では〈資源の有効活用をした成

表２　対象者
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年齢 性別 診断について 不登校について 仕事について

A 10 代後半 女性 発達障害
・小学校４年時に転校

・中学生時に完全な不登校

仕出し店に半年間（インビュー

時）勤務

B 20 代前半 男性 発達障害
・小学校低学年時から完全な不登校

・通信制の高校卒業
接客業に１年半従事



表３　SCAT 分析の一部
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発
話
者

テクスト 〈1〉テクスト中

の注目すべき語

句

〈2〉テクスト中

の語句の言いか

え

〈3〉左を説明す

るようなテクス

ト外の概念

〈４〉テーマ・構

成概念（前後や

全体の文脈を考

慮して）

Ａ そもそもね小学校から

中学校にね上がる時に

ね生活がガラッと変わ

りすぎる。

小学校から中学

校 / 上 が る と き

/ 生活 / ガラッと

変わりすぎ

思春期，児童か

ら生徒 / 年齢，/

生 活 リ ズ ム / 環

境の大きな変化

思春期の環境の

大きな変化

ライフステージ

の移行に伴う環

境の大きな変化

Ａ それが多分一番大き

かった。

一番大きかった 最もしんどかっ

た

心身が追い付か

ないほどの環境

変化

不登校の最大の

理由

ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン

　A さんは不登校時にみた将来像について，先が想像できないことからの恐怖が増幅される不安から

の確信となり，実際に就労している現在では現実が見えてきたことによる恐れを訴えている．この，

将来像の見え方の変化は，衝動的に行動に移す性格傾向が決断した時の行動力を生み出し，経験から

得る現実の難しさを感じることで変化が起こったと考える．面接時の動機と具体的支援について，根

拠のない自己への自信から自己判断での行動を起こし，一般社会への飛び込みに繋がっている．この

一般社会への飛び込みは，変わらない現実，周囲との判断基準・ポイントの違いを突き付けられるこ

とになり，結果が伴わない苦悩を味わうこととなった．支援者の介入した就労活動では，憧れの存在

が過去に働いていた職場を選び，快く受け入れてくれる同僚に恵まれたこともあり，自分に合ってい

る職場と思えるところに就くことができている．聞き手の「働く」意味の確認に対し，A さんは働く

原動力となる生きがいの存在の重要性を説いた．A さんが働きたいと感じた要因に，時間を持て余す

家庭内活動を送っていたことや，溢れ出る活動欲求や同年代への劣等感などの理由を挙げた．悩みや

自らの感情に対しては意志の発信をすることでストレスへの対処手段と成功体験を得ている．そして，

働くために必要なモチベーターとして収入を得ることの重要性があり，これはタスクではなくあくま

で意味のある「作業」としての仕事もしている．

理
論
記
述

・不登校経験者が働きたいと感じた要因は，時間を持て余す家庭内活動を送ることや，溢れ出る活動

欲求や同年代への劣等感である．/・悩みや自らの感情に対しては意志の発信をすることでストレスへ

の対処手段と成功体験を得ることができる．/・働くために必要なモチベーターは収入を得ることの重

要性があり，タスクではなくあくまで意味のある「作業」としての仕事のいう意味を有する．

　・自立するための条件の聴取に対して不登校経験者は，能力に見合った個別支援の提供の必要性や

自身の成長の隔たりとなる親の存在の不必要性を挙げる．/・思春期に必要な支援は自らの意志を組み

込んだ個別指導を挙げる．/・学校（学級）内で起こりそうな理解しがたい過剰な同調意識に対しては

強い同調圧力への反発を有する可能性がある．

Ｂ んー，今の仕事をしつ

つこうそこからいろい

ろ，今よくなんかパソ

コン入力のなんかお願

いされとって，その事

務的な仕事も増やして

いくように，そんな感

じになっていったらい

いかなって。

今の仕事しつつ /

パソコン入力の

お 願 い / 事 務 的

な 仕 事 / 増 や し

て い く / そ ん な

感じになって

仕事と並行して，

違うことに手を

の ば す / レ ジ 以

外 の 仕 事 / 様 々

な 仕 事 を す る /

いろいろ体験し

ていきたい

職場内での役割

の増加

自分のキャリア

ビジョン／現在

の職場内での発

展



表４　分析結果

－ 36 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　22 (1) 　31 － 43　2022

Ｂ ここ（地域活動支援セ

ンター）で。その出店

とかのお金の計算と

か，よくあのここでイ

ベントやったその集計

とか，いろいろそんな

こととかでそうです

ね。

こ こ / 出 店 / お

金 の 計 算 / イ ベ

ントやったその

集計

地域活動支援セ

ン タ ー / 知 識 を

得た施設の活動

様々な経験をし

た支援センター

での活動

趣味を通した役

割の獲得

ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン

　支援施設において B さんは，自分に合った集団への入り方（個人依存から集団へ）を通して，趣味

を通した役割の獲得をした．学校と支援施設の相違点として，不快感情のニュアンスの違いを感じた

ことが考えられる．作業の延長としての活動の模索を行う中で経験に基づく自己能力の把握をし，趣

味（特技）を仕事にする（活かす）ことの難しさを身をもって体験した．支援施設では様々な活動を

体験しており，挑戦することで感じる活動の楽しさを得ている．・不登校の際の１人での努力の有無に

ついて，興味に基づいた意欲的な学習として趣味の一部としての勉強をしている．B さんが高校を卒

業し結果的な就職につながった背景として，高校と支援施設間のコミュニケーションや心の許せる人

物の支えが関係した可能性がある．支援の受け入れを拒否する理由として侵襲性の強い大人（権力者）

への抵抗を挙げた．

理
論
記
述

・支援施設において不登校経験者は，自らに合った集団への入り方（個人依存から集団へ）を通して，

趣味を通した役割の獲得を行う．/・学校と支援施設の相違点として，不快感情のニュアンスの違いを

挙げる．/・不登校経験者は支援施設にて作業の延長としての活動の模索を行う中で経験に基づく自己

能力の把握をし，趣味（特技）を仕事にする（活かす）ことの難しさを得る．/・不登校経験者は支援

施設での様々なイベントを通して，挑戦することで感じる活動の楽しさを得る．/・不登校経験者は家

庭での１人での努力の有無について，興味に基づいた意欲的な学習を行う。/・高校と支援施設間のコ

ミュニケーションや心の許せる人物の支えが結果的な就職に関係する．

対象者 カテゴリー 理論記述

A ①不登校の原

因

・不登校経験者は〈交友関係について〉，〈新環境へ適応条件としての未完成グルー

プ〉を挙げ，〈すでに確立された環境〉においては〈集団になじむことの難しさ〉

を訴える。/・〈学校が嫌になった原因〉について，不登校学生は，特別視をされる

ことや孤立することなどの〈支援学級に行くことのリスク〉，〈周囲に気づかれない

ままのストレス状況への暴露〉を有する。/・〈多感な時期による心の不安定性〉が

〈被害妄想の助長〉に繋がり，〈内的要因による不登校〉となる可能性がある。/・〈ラ

イフステージの移行に伴う環境の大きな変化〉が，〈不統一な対応方法による戸惑

い〉を生み出し，〈不登校の最大の理由〉となる可能性がある 。

②不登校者を

生み出す学校

の構造

・〈学校の制度的課題〉として，〈機械的な受け答え〉を繰り返して〈役割を果たさ

ない学校の相談場所〉にいる〈無責任な支援者〉の存在がある。/・〈個人の支援者

と全体への奉仕者としての教員〉という曖昧な存在が〈教員も一人〉の人間である

ことを感じさせ，〈チームになれない支援者〉となり，〈同調圧力や自立の促しへの

抵抗〉をとらざるを得ない生徒に対し，学校内において〈タイムリーに問題を解決

しない支援者〉へとつながる。
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③不登校者の

持つ悪循環

・登校した際に，〈融通の利きにくい学校組織〉の中で，〈一方向的な学校の支援〉

を受けいれ多くの時間を〈校内の退避場所〉に身を寄せる事が，対象者自身の認識

と〈過剰な母と期待の認識のズレ〉を生じさせる。/・不登校経験者は〈不登校時

にみた将来像〉について，〈先が想像できないことからの恐怖〉に繋がり，本人の

中で〈増幅される不安からの確信〉となりうる。/・実際に就労してからは〈現実

が見えてきたことによる恐れ〉に変化する。/・〈一般社会への飛び込み〉は，〈変

わらない現実〉，〈周囲との判断基準・ポイントの違い〉を突き付けられ，〈結果が

伴わない苦悩〉を味わう可能性がある。

④自分を守る

ためのコーピ

ング

・不登校学生は，〈環境の変化に対する対処としての気負い〉を見せるが，それで

は集団になじむことの難しさは克服できず，〈プライドを守るための回避〉を行う。/・

学校（学級）内で起こりそうな〈理解しがたい過剰な同調意識〉に対しては強い〈同

調圧力への反発〉を有する可能性がある。/・〈クラスでの酷い扱い〉を受けていた

という不登校生徒は，〈一般的な認知との受け入れがたいズレ〉を生じさせる可能

性がある。

⑤不登校者の

変化のきっか

け

・〈「働く」意味〉に対し，不登校経験者は〈働く原動力となる生きがいの存在〉の

重要性を挙げる。/・不登校経験者が働きたいと感じた要因は，〈時間を持て余す家

庭内活動〉を経験することや，〈溢れ出る活動欲求〉や〈同年代への劣等感〉である。

/・将来像の見え方の変化は，〈衝動的に行動に移す性格傾向〉が〈決断した時の行

動力〉を生み出し，その〈経験から得る現実の難しさ〉を感じることで起こる可能

性がある。/・〈面接時の動機と具体的支援〉に関わらず，〈根拠のない自己への自信〉

から〈自己判断での行動〉を起こし，〈一般社会への飛び込み〉に繋がる。

⑥就労に繋が

る支援の方法

・〈支援者の介入した就労活動〉では，〈憧れの存在が過去に働いていた職場〉を選

ぶことが，〈快く受け入れてくれる同僚〉に恵まれ，〈自分に合っている職場〉に就

くことができる。/・〈思春期に必要な支援〉は〈自らの意志を組み込んだ個別指導〉

を挙げる。/・〈仕事についてのビジョン〉では〈資源の有効活用をした成長〉を志す。

⑦就労の継続

に繋がる条件

・悩みや自らの感情に対しては〈意志の発信〉をすることで〈ストレスへの対処手

段と成功体験〉を得ることができる。/・〈働くために必要なモチベーター〉は〈収

入を得ることの重要性〉があり，〈タスクではなくあくまで意味のある「作業」と

しての仕事〉という意味を有する。

・〈自立するための条件〉について不登校経験者は，〈能力に見合った個別支援の提

供〉の必要性や〈自身の成長の隔たりとなる親の存在〉の不必要性を挙げる。

B ①不登校の原

因

・不登校経験者は不登校の原因として〈未熟な学力の否定〉をする。/・登校の拒

否に明確な理由はなく，〈分からないがはっきりと感じる嫌悪〉という〈漠然とし

た不登校の動機〉を抱える。〈嫌悪感（感情）に対する素直な行動〉としての不登

校である。・〈集団に入らない理由〉には〈性に合わない日本文化〉がある。

②不登校者に

よる母子の対

立と和解

・学校に行かなくなった当初は，〈不登校を原因とする母子の対立〉が起こる。/・

病院での〈医療者による母の本人理解の促進〉により，〈保護者が持つ期待の変遷〉

を経て対立が解消される。

③自分を守る

ためのコーピ

ング

・不登校経験者は家庭での〈１人での努力の有無〉について，〈興味に基づいた意

欲的な学習〉の経験を有する。/・不登校経験者の〈不登校に対する内心〉として，

学校を〈通いたいが通うことができない場所〉と表現する。

④不登校者の

変化のきっか

け

・学校と支援施設の相違点として，〈不快感情のニュアンスの違い〉を挙げる。/・

不登校経験者は支援施設にて〈作業の延長としての活動の模索〉を行う。



長〉を志す。

7）就労の継続に繋がる条件

　・悩みや自らの感情に対しては〈意志の発信〉をす

ることで〈ストレスへの対処手段と成功体験〉を得

ることができる。・〈働くために必要なモチベーター〉

は〈収入を得ることの重要性〉があり，〈タスクでは

なくあくまで意味のある「作業」としての仕事〉とい

う意味を有する。

　・〈自立するための条件〉について不登校経験者は，

〈能力に見合った個別支援の提供〉の必要性や〈自身

の成長の隔たりとなる親の存在〉の不必要性を挙げる。

4.3.2　B 氏より

1）不登校の原因

　・不登校経験者は不登校の原因として〈未熟な学力

の否定〉をする。・登校の拒否に明確な理由はなく，〈分

からないがはっきりと感じる嫌悪〉という〈漠然とし

た不登校の動機〉を抱える。〈嫌悪感（感情）に対す

る素直な行動〉としての不登校である。・〈集団に入

らない理由〉には〈性に合わない日本文化〉がある。

2）不登校者による母子の対立と和解

　・学校に行かなくなった当初は，〈不登校を原因と

する母子の対立〉が起こる。・病院での〈医療者によ

る母の本人理解の促進〉により，〈保護者が持つ期待

の変遷〉を経て対立が解消される。

3）自分を守るためのコーピング

　・不登校経験者は家庭での〈１人での努力の有無〉

について，〈興味に基づいた意欲的な学習〉の経験を

有する。・不登校経験者の〈不登校に対する内心〉と

して，学校を〈通いたいが通うことができない場所〉

と表現する。

4）不登校者の変化のきっかけ

　・学校と支援施設の相違点として，〈不快感情のニュ

アンスの違い〉を挙げる。・不登校経験者は支援施設

にて〈作業の延長としての活動の模索〉を行う。

5）就労に繋がる支援の方法

　・支援施設において不登校経験者は，〈自らに合っ

た集団への入り方（個人依存から集団へ）〉を通して，

〈趣味を通した役割の獲得〉を行う。・不登校経験者

は支援施設での様々なイベントを通して，〈挑戦する

ことで感じる活動の楽しさ〉を得る。・〈高校と支援

施設間のコミュニケーション〉や〈心の許せる人物の

支え〉が〈結果的な就職〉に関係する。・支援施設で

の〈経験に基づく自己能力の把握〉をし，〈趣味（特技）

を仕事にする（活かす）ことの難しさ〉を得る。

6）就労の継続に繋がる条件

　・不登校経験者は〈行動欲求の行き先〉を仕事にす

る。・〈職場の充実した支援体制〉が不登校経験者にとっ

て〈困難感がない職場〉を生み出す。・不登校経験者

が挙げる〈労働継続のための自己能力〉は，〈対人交

流技能の向上〉や〈働くことで得た責任感〉及び〈就

労による生活リズムの変化に伴う対応〉である。

　・不登校経験者は休日に，〈余暇を含めた主な生活

区域〉となる〈居住地域での充実した生活〉を送る。・

就労を中心とした生活への変化により〈就労中心の生

活への変化による意味のある作業の諦め〉が起こり，

〈取り掛かりやすい意味のある作業〉へと転じる。

５．考察

5.1．Ａ氏および B 氏の理論記述から

　本研究の A 氏および B 氏の理論記述から，以下の

ことが分かった。まず，Ａ氏の理論記述から，①不登

校の原因，②不登校者を生み出す学校の構造，③不登

校者の持つ悪循環，④自分を守るためのコーピング，

⑤不登校者の変化のきっかけ，⑥就労に繋がる支援の

方法，⑦就労の継続に繋がる条件という 7 つのカテゴ
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⑤就労に繋が

る支援の方法

・支援施設において不登校経験者は，〈自らに合った集団への入り方（個人依存か

ら集団へ）〉を通して，〈趣味を通した役割の獲得〉を行う。/・不登校経験者は支

援施設での様々なイベントを通して，〈挑戦することで感じる活動の楽しさ〉を得

る。/・〈高校と支援施設間のコミュニケーション〉や〈心の許せる人物の支え〉が

〈結果的な就職〉に関係する。/ 支援施設での〈経験に基づく自己能力の把握〉をし，

〈趣味（特技）を仕事にする（活かす）ことの難しさ〉を得る。

⑥就労の継続

に繋がる条件

・不登校経験者は〈行動欲求の行き先〉を仕事にする。/・〈職場の充実した支援体

制〉が不登校経験者にとって〈困難感がない職場〉を生み出す。/・不登校経験者

が挙げる〈労働継続のための自己能力〉は，〈対人交流技能の向上〉や〈働くこと

で得た責任感〉及び〈就労による生活リズムの変化に伴う対応〉である。

　・不登校経験者は休日に，〈余暇を含めた主な生活区域〉となる〈居住地域での

充実した生活〉を送る。/・就労を中心とした生活への変化により〈就労中心の生

活への変化による意味のある作業の諦め〉が起こり，〈取り掛かりやすい意味のあ

る作業〉へと転じる。



リーがあることが示唆された。また，Ｂ氏の理論記述

から，①不登校の原因，②不登校による母子の対立と

和解，③自分を守るためのコーピング，④不登校者の

変化のきっかけ，⑤就労に繋がる支援の方法，⑥就労

の継続に繋がる条件の 6 つのカテゴリーがあることが

示唆された。

　文科省の調査 2）では学校を休み始めたきっかけと

して半数以上が「友人との関係」を選択していた。日

本財団の調査 11) では，中学校に行きたくない理由と

して 1 年間に 30 日以上休んだことある生徒の 46.1％

が「友達と上手くいかない」を選択している。今回の

分析でも，Ａ氏，Ｂ氏共に，すでに確立された環境に

おいて，集団になじむことの難しさが挙げられた。こ

れは，対人交流の苦手さや経験の乏しさなどから，既

に関係性ができている集団に新たに合流し，他者と交

流し居場所を確立することの困難さを示しているもの

と考えた。さらに支援学級に行くことで，周囲からの

自身に対する特別視や孤立を経験していた。これは，

他者の目を意識することで体験する不快感や転校や進

学等といったライフステージの移行に伴う環境の大き

な変化による支援方法の不統一性という情緒的な要因

によるものと考えられた。一般的にライフステージの

移行時には，心身の変動が大きく不安定になる可能性

があることが指摘されている 12）。今回も，それを支

持する結果が得られており，ライフステージの移行期

や生活の大きな変化時には，細心の注意を払った関わ

りが大切になることが考えられた。また，「登校の拒

否に明確な理由はなく，分からないがはっきりと感じ

る嫌悪という漠然とした不登校の動機を抱える。嫌悪

感（感情）に対する素直な行動としての不登校である。」

という対象者の主観的体験を反映した理論も明らかに

なった。つまり，対人関係の不調による集団へのなじ

みにくさや環境の変化など，不登校につながるはっき

りした要因を本人が意識することがないまま，それら

不登校に関連するネガティブな情緒的体験として主観

的に感じており，それに無意識的に反応している可能

性が推察された。

　また，不登校を生み出す学校の要因として，友人関

係や集団に関する概念が多く挙がった。学校教育では，

集団行動を重んじることが多く，他者と一人だけ違う

行動や思考を持っていることで，友人関係の構築が困

難になる環境であることが指摘されている 13）。対象

者は，「日本文化」に象徴される同調意識を要求する

文化に影響された友人関係に苦しめられる。そして，

その友人関係は，学校の構造（学校というシステム）

が温床となり生み出される可能性が示唆され，それが

不登校につながることが考えられた。これについては，

井口ら 14）の研究においても，同調圧力の排他性の問

題を適切に対処することが課題とされている。

　次に，個別の関わりから徐々に集団への適応を促す

といったそれぞれの特性に合わせた支援の必要性も

示唆された。衝動的行動の結果により直面化された現

実の難しさが，本人の将来像の見え方に変化を及ぼす

ことや学校と支援施設では不快感情のニュアンスが違

うこと，支援施設での作業の延長としての活動の模索

を行うことが挙げられた。このように，学校環境下で

は馴染めなかった場合でも，経験によるきっかけを機

に，自らに合った支援施設と出会い，支援を受けるこ

とで社会と関わりを持ち，継続した勤務に繋がってい

ることが明らかになった。これは，ひきこもりを経験

している対象者にとって変化するきっかけとして，「仕

事がしたい」という内的欲求と対象者自身と作業との

繋がりが作用することを意味することを示しているの

ではないかと考えられた。不登校または不登校傾向に

ある現中学生と卒業生 ( 中学卒業後～ 22 歳 ) に聞い

た日本財団の調査 11）においても， 学びたいと思える

場所でも「自分の好きなこと，追求したいこと，知り

たいことを突き詰めることができる」ことの重要性が

データとして示されいる。これらから，支援者の姿勢

として，対象者本人が自ら動き，行うことを見守る姿

勢を基本とすることが重要であることが示唆された。

その上で，不登校状態にある児童・生徒に対して，そ

れぞれの場所でどのような支援ができるのかを，本人

も交えた関係者で話し合っていくことが重要であると

考えられる。園山ら 6）の文献レビューで支援方法と

して親・本人を交えた面接が実施されていることから

も本人が話し合いの場にいることの重要性はいえるで

あろう。また，そのためには，家庭や学校，医療機関，

支援施設などの密なコミュニケーションが必要だと考

えられた。

　さらに，自らの意思を組み込んだ個別指導の必要性，

個別依存から集団へといったそれぞれに合った集団へ

の入り方とそれを通した役割の獲得，実際の経験を通

した活動の楽しさの実感，信頼できる人間関係のある

環境の提供という特徴の存在が明らかになった。ここ

から，就労先においても支援体制が整っていることが

望ましいと考えられた。児玉ら 15）は，職場の“理解

に重きをおくサポート”の必要性を指摘している。特

に，人間関係や作業を足掛かりとした集団への参加が

効果的であることが考えられ，職場での実際の作業経

験から自己理解が進むことも就労につながる要因であ

ることが推察された。

　最後に，働くモチベーターとしての収入，意味のあ

る作業としての仕事，余暇を含めた充実したプライ

ベートの必要性が挙げられた。これらから，就労支援

から就労後も，その流れを知る支援者が継続した支援

をすることで，支援施設側と就労者が持続的な関係を

持ち続けられ，支援者が対象者の心のよりどころとな

り，依存先にもなり得ることが示唆された。また，就

労支援やそれ以前からの支援者が，就職先との連携を
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シームレスに実施することで，本人にとって安心でき

る働きやすい環境を提供することに繋がることが推察

された。梅永 16）は，発達障害者が仕事に就く上での

就労支援者と同様に，生活していく上での生活支援者

も必要であること。 自閉症スペクトラム（ASD）者

の就労および職場定着を図るためには，当事者と企業

との橋渡しとなる就労支援者の役割が大きく影響する

ことを指摘している。

　一方，不登校状況下にある当事者には，少なからず

学校に行きたい，学校で学びたいといった気持ちがあ

るものの，1 度不登校となり，その状況を経験したこ

とで，その後の悪循環が生まれることが明らかになっ

た。

　これらのことから，不登校者に対する支援に関連し

て，「集団を重んじる日本文化になじむのが難しいこ

とが不登校に繋がる」，「それぞれの特性に合わせた個

別支援が必要である」，「就職先に支援体制が整ってい

ることが重要」という 3 点がポイントになることが示

唆された。

5.2．個別性に留意する項目

　個別性を深めるため 2 つのデータから相違点も見ら

れた。それは，不登校の理由の明確さについてと仕事

のあり方についてであった。

　まず，不登校の理由については，先の項目（5.1）

で言及したように対象者 A・B ともに環境や対人関係

の困難感が一因となっている。しかし，その明確さに

ついては，対象者 A は「〈ライフステージの移行に伴

う環境の大きな変化〉が，〈不統一な対応方法による

戸惑い〉を生み出し，〈不登校の最大の理由〉となる」

というように，不登校の原因がはっきりと見えている。

一方で，対象者 B は「登校の拒否に明確な理由はなく，

〈分からないがはっきりと感じる嫌悪〉という〈漠然

とした不登校の動機〉を抱える。」と A とは異なる体

験をしていた。このことについて，先にも触れた文科

省の調査 2）では，不登校には様々な背景があること

が明らかにされている。本研究の結果もそれを支持す

ると共に，不登校の理由の如何に関わらず，適切な支

援を提供することで社会への自立が可能となることが

明らかになった。

　次に，仕事のあり方については，対象者 A は仕事

を「〈「働く」意味〉に対し，不登校経験者は〈働く原

動力となる生きがいの存在〉の重要性を挙げる。」，「〈働

くために必要なモチベーター〉は〈収入を得ることの

重要性〉があり，〈タスクではなくあくまで意味のあ

る「作業」としての仕事〉という意味を有する。」と

捉えている。一方で，対象者 B は，「不登校経験者は

〈行動欲求の行き先〉を仕事にする。」としている。こ

のことから，仕事のあり方については，対象者 A は

収入を得るためという現実的な目的のために行ってい

た。それに対し，対象者 B は家庭内で行う意味のあ

る作業がない状態で「何かをしたい」といった行動欲

求の行きついた先としての仕事という実存的意味のた

めに行っているということが推察された。このように，

対象者によって「仕事」という作業の持つ意味は違う

可能性があるため，支援者は対象者にとっての「仕事」

の意味を丁寧に確認し，共有することが必要であるこ

とが示唆された。

5.3．支援を考える上での 3 つのフェーズ

　本研究の結果から，不登校状況にある子どもが就労

に至るまでのプロセスには，3 つの大きなフェーズが

あり，それぞれのフェーズで支援の条件があることが

考察された。以下に論拠を示す。

　まず第 1 フェーズとして，不登校のきっかけは，「集

団を重んじる日本文化になじむのが難しいことが不登

校に繋がる」ということであることが考えられた。こ

のきっかけに対して，当事者は自分なりのコーピング

を行い，1 度は学校に行くも上手く適応できないため

に悪循環に陥っていた。したがって，不登校者がその

ような経験をしていることを理解した上で，本人の想

いを尊重し，傷つきを追体験しながら関わることが重

要であろう。その際，ライフステージの変化など大き

なイベントを経験した当事者の場合には，特に注意深

く観察し，個別にケアしていくことが重要である。ま

た，学校に対するネガティブな感情に対する本人なり

のコーピングは，その後の支援のヒントになる可能性

があるだろう。

　次に第 2 フェーズとして，支援の実施やその条件に

関して，「それぞれの特性に合わせた個別支援が必要

である」ということが分かった。集団への嫌悪感を持

つ不登校者に対し，集団を用いた支援は好ましくなく，

また個別であっても画一的な支援は本人のニーズに合

わず，傷つき体験や本人の嫌悪感を強化してしまう可

能性もある。したがって，本人のニーズや「やりたい」

という想いを尊重した個別支援が重要である。その際

には，支援者がレールを引くのではなく，本人が進み

たい方向に共に向かう伴走者としての役割が重要であ

ろう。そのような支援者によって，本人は自分がやり

たい（意味のある作業）と思う方法で社会経験を積み，

自己実現へ向かっていくというプロセスがあることが

分かった。また，支援者も支援者間でその情報を共有

し，1 人 1 人違う（個別性を有する）本人の価値観を

尊重しながら，そのチャレンジを見守る姿勢が重要で

ある。

　最後に，第 3 フェーズとして，就労が成功し継続さ

れる段階がある。その条件としては，「就職先に支援

体制が整っている」ということが重要であることが明

らかになった。これは，支援者間の連携により以前か

らの支援者が就労企業など就労に関する関係者と連携
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し，シームレスに支援できる体制が必要であることを

示す。また，外部の支援者が関わる機会を維持するこ

とで当事者の心の拠り所となり，就労というシビアな

社会参加により精神的に消耗しやすい対象者の支えに

なると考えられる。誰もが働きやすい社会の実現のた

めにも，そのような支援体制を受け入れる企業文化，

社会的風潮を醸成させることも重要であろう。

　齊藤 17）はひきこもりに対する支援について，「ひき

こもり支援の多次元モデル」として，3 つの次元を提

示している。第一の次元は，「背景にある精神障害（発

達障害とパーソナリティ障害）に特異的な支援」で

ある。第二の次元は，「家族を含むストレスの強い環

境の修正や支援機関の掘り起こしなど環境的条件の改

善」である。第三の次元は，「ひきこもりが意味する

思春期の自立過程（これを幼児の“第二の個体化”と

呼ぶ人もいます）の挫折に対する支援」である。この

多次元モデルと本研究の結果を照らし合わせると，第

一の次元には，対象者に対する直接的な支援，第二の

次元には，家族や学校，支援施設の環境設定に該当す

ると考えられる。第三の次元には，不登校という状態

に対する意味のある作業を用いた支援，に当てはまる

と考えられる。加えて，「不登校経験者は支援施設に

て作業の延長としての活動の模索を行う」とあるよう

に不登校状況下では意味のある作業に出会う機会が少

ないことが示唆された。そのため，対象者の経験とい

う視点から，支援者が対象者とともに意味のある作業

の模索を行いながら支援策を構築していくことも重要

であると考える。

　さらに，支援を進めていく前段階として，養育者へ

の情報提供などにより，キーパーソンを中心とした家

族と対象者本人の対立を解消し，変化のための準備性

を高めることについても言及しておきたい。

　文科省は令和元年に不登校児童生徒への支援の在り

方について通知している 3）。ここでは「不登校児童生

徒への支援に対する基本的な考え方」，「学校等の取

組の充実」，「教育委員会の取組の充実」の 3 点が示さ

れている。その中で「学校に登校する」という結果の

みを目標とするのではなく，児童生徒が自らの進路を

主体的に捉えて，社会的に自立することを目指す必要

があること。不登校児童生徒が，主体的に社会的自立

や学校復帰に向かうよう，児童生徒自身を見守りつ

つ，不登校のきっかけや継続理由に応じて，その環境

づくりのために適切な支援や働き掛けを行う必要があ

ることは本研究の第一フェーズに当てはまると考えら

れる。次に，児童生徒理解・支援シートは組織的・計

画的支援を促すもので第二フェーズに当てはまるだろ

う。最後に民間施設との連携協力のための情報収集・

提供等は第三フェーズに当てはまると考えられる。

６．今後の課題と展開

　本研究は，不登校から就労継続に至るまでの 2 名の

経験談を基として，今後の不登校支援の可能性につ

いて言及した。しかし，不登校は多くの背景因子から

起こることが明らかにされており 2），対象者を増やし

より多くの視点からの支援方法を考えていく必要があ

る。また，本研究では発達障害の診断を受けている対

象者にインタビューを行ったため，発達障害の特性が

それぞれの行動に結びついている可能性がある。さら

に，今回の研究では各機関での具体的な支援内容，支

援開始の時期による将来への影響については言及でき

ていない。支援の内容，不登校開始から支援開始まで

の時期による将来への影響は大きく関わりがあること

が考えられるため，さらなる調査，研究が必要である

と考えられる。

　今後の展開として，対象者の数を増やすこと，また

対象者を発達障害者に限定しないことで，不登校を経

験した方の経験をモデル化していくことが望まれる。

さらに，これらの結果を横断研究や介入研究などによ

り検証していく必要がある。それらにより，不登校状

況にある子どもに対する，自立していくための支援プ

ログラムの生成につながることが可能となるだろう。

７．結論

　今回，発達障害の診断を受けた小・中学校時代に不

登校を経験した 2 名の対象者にインタビューを行い，

本人の主観的体験を明らかにした。その結果，110 個

の意味コードと， Ａ氏 7 つ，Ｂ氏６つのカテゴリーが

得られた。カテゴリーは，Ａ氏は，①不登校の原因，

②不登校者を生み出す学校の構造，③不登校者の持つ

悪循環，④自分を守るためのコーピング，⑤不登校者

の変化のきっかけ，⑥就労に繋がる支援の方法，⑦就

労の継続に繋がる条件だった。また，Ｂ氏は，①不登

校の原因，②不登校による母子の対立と和解，③自分

を守るためのコーピング，④不登校者の変化のきっか

け，⑤就労に繋がる支援の方法，⑥就労の継続に繋が

る条件だった。
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Abstract

The purpose of this study was to conduct interviews with subjects who had taken a leave of absence during their 
elementary and junior high school years and are currently employed in order to clarify their subjective experiences in each 
situation leading up to their continued employment. Semi-structured interviews of about one hour each were conducted 
with two individuals, Ms. A and Mr. B, face-to-face. The audio data was converted to text and analyzed by Steps for Coding 
and Theorization (SCAT). From Ms. A's experience, it became clear that there were seven categories of support methods, 
including the causes of truancy, the structure of schools that produce truants, the vicious cycle of truancy, coping to protect 
oneself, triggers for change in truants, support methods that lead to employment, and conditions that lead to continued 
employment. From Mr. B's experience, it became clear that there were six categories of support methods, including the 
causes of truancy, confl ict and reconciliation between mother and child due to truancy, coping to protect oneself, triggers 
for change in truants, support methods that lead to employment, and conditions that lead to continued employment. From 
the results of this study, the following three phases were identifi ed: (1) environmental adjustment in providing support, (2) 
support tailored to each individual's characteristics, and (3) continuous support after employment.

Key words: school refusal, support for diffi culties, employment, subjective experience, qualitative research


