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不登校児支援における宿題コラージュ法・かばん登校の効果

-小学 1年次より毎年 不登校を繰り返す事例を通して-
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抄録

本研究は，理由が判明しないまま不登校を繰り返す小学生の心の理解に，児童に関わる重要な非専門家も加

わるコミュニティ援助の具体手段の中で宿題コラージュ法・かばん登校がもたらした効果を検討し，不登校支

援に示唆を得ることを目的とした。小学校 1年次より 毎年不登校を繰乃返し 4年生の夏休み明けから不登校

となった男克のコラージュ作品を分梼し 「コラージュ法による攻撃性の発晃Jで得られた特徴が全て含まれて

いることが判明した。しかし 攻撃性の他に 対人恐怖 自我同一性の問題などが男児の不登校という現象の

深奥に秘められていることも示唆された。コミュニティ援助という臨床心理学的対車、の結果として，不登校は

一応の解決に至った。コミュニテイィ援助にコラージュ制作という専門技法を用いることが 不登校児童への

対応の 1つの可能性として 活かしていくことが考えられる。

キーワード:不登校児支援宿題コラージュ法かばん登校攻撃性 コミュニティ・アプローチ
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緒言

不登校 (non-attendanceat schooI)とは「疾病や経済

的・物理的理由などの明確右理由がないにもかかわら

ず，学校に行かない，あるいは行けない現象jである O

本来，この名材、は，登校をしていない状況，態度，症

状から理解しようとする立場から生じてきた。つまり，

「不登校jという用語は，登校しない現象を把握する

ことばであり，病気にたとえれば，発熱や咳のような

「症状名jである1)。わが国で f不登校jの名称が捜

われるようになったのは 1980年代の後半からのこ

とで，それ以前は「登校拒否」と「怠学jとに大別さ

れていた。この新しい用語が 登場した背景の一つに

は， 80年代に入り不登校問題を示す子どもの急速な

増加がある。 f登校拒否j誌社会的な問題となり，研

究者の専門用語ではなくなって社会一般で使用される

様になった。そのために 「登校拒否」は広義の意味

で使用されるようになり また概念そのものも暖昧に

使用されるようになって 現在の「不登校jの概念に

近い形で費用されるようになった。文部科学省は，

「不登校児童生徒jとは，“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L斗ましたくともできない状況から，年間の欠席

B数が 30日以上の克童生徒とする"と定義している。

さて，平成 16(2004)年度の『学校基本謂査』にお

いて，小学校における不登校克童の数は 23，310入で

ある O 平成 14(2002)年度より減少傾向に転じている

が，近年の不登校の増加は，わが留の社会生活全体の

激変と関連しており 不登校以外の今目的な教育上の

諸問題にも影響を与え，学級崩壊の問題，再び増え始

めたといわれるいじめ問題など社会変容の影響による

様々立事態の出現と関連している O ゆえに，不登校の

問題は簡単に減少していく性質の問題ではないと考え

るO 不登校児童生徒数が全国平均より高い本県で，教

育委員会委託事業として筆者誌 4年前から M 市の

不登校支援に参画してきた。カウンセラーである筆者

の不登校支援への基本姿勢は 家庭・学校・地域社会

が連携して取り組むべき「コミュニティ援助の発想J2) 

であり，子どもの発達的視点、を視野に入れた「心理・

精神的発達や社会化jを促進する支援である。その具

体策の一つが社会的支援 3)活動としての不登校親の

会であり， 2年前から丹 1回，主宰している。そこで

語られる不登校の要因は多様化して複雑に絡み合い

その脊景にある問題も語値観と同様に短期的であり，

事例ごとの対応、の必要性を強く感じている。同時に

その対応には従来の治療的手法で法不十分で，対象者

と広く関わりを持つ非専門家の参加もまた重要だとす

る臨床心理学援助・分入法であるコミュニティ援助の

視点に立つべきだと考えるようになった。

本研究では， bio-psycho-socialなケアの視点で関わ

った不登校支援活動を振り返り 一応の解決に至った

結果について検証することを目的とした。

報告の事例は，保護者・担任・当人も理由誌 f分か

らなpJといい，小学校 1年次より 4年生まで毎年

「不登校j状態を繰り返していたが 保護者iこ焦燥感

は晃られなかった。この状態に危機惑を抱いた担任は，

カウンセラーである筆者に梧談した。筆者らは，①不

登校法人間発達での発達的話機克服障害の表現であ

り，自己意識・自己概念・自尊心・集団同一性などの

問題が根底にあると考えられるとの前提でスタートし

た。②従って，対象者に関わる多くの非専門家が関わ

るコミュニティ・アフローチをとることとした。実捺

上;ま，その中の中心人物で為る担任をコンサノレティと

して，カウンセリング(心理臨床)専門家がコンサjレ

タントとなり，このアプローチに関わったo@クライ

アント (A君)とコミュニティ・アプローチを繋ぐ

「環Jとして，宿題コラージュ法とかぱん登校法を用

い，家族・級友・担任の接点、を非る一方，コラージュ

作品から児童の心の動きに接近しようと考えた。結果

として，コミュニティ支援にコラージュ制作という専

門技法を用いることが 不登校克への対応の一つの方

策として，活かしていくことが示唆された。

尚，ここでいう宿題コラージュ法とは， A君へ学習

の代わりに， 1自 1枚のコラージュ耕作を宿題として

課し，自宅で作品を作成することを指す。かばん登校

とは， A君の代わりに朝，かばんが登校することをい

うc 今国は，かばんには A君が制作したコラージュ

作品が入れられ，母親がそのかばんを学校に持参した。

そのかばんは，夕方 連絡物を入れて担任が fただい

まjと家庭に届けた。このよう主担任の積極的な関わ

りの結果， 4年次の不登校状態は乗り越えたが，担任

が変わった 5年生の連休明けからまた不登校状態にな

った。さすがに心配になった母親辻 気配りを示し続

けていた 4年次握任の仲介で 担任のコンサルタント

でもあるカウンセラーと面接するようになった。その

こともあってか，母親が落ち着き，児童も登校を開始

した O 初図面接時 母親に同行した A君はコラージ

ュを制非したが， 4年次の宿題コラージュと同じ傾向

(異様で不気味)表現が見られた。

このように，譲り返される不登校の対応には，担任

を中心とするコミュニティ支援が必要と思われた。本

事例法，本人及び保護者から研究発表することの承諾

を得ているが，論理的記室、から個人情報に泣多少の修

正を加えている O

I 研究目的

この研究の目的は 理由が不明のまま不登校状態を

繰り返す 4年生男児の心の理解と 欠席の長期化予防
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を図りたいと考えて導入した f宿題コラージュ法jお

よび「かばん登校」の意義について検討し，不登校支

援に栗たすコミュニティ・アプローチについて考察す

ることであった。

E 方法

1 検討・考察の対象

りコラージュ作品目枚(不登校誕の学級活動で

制作された 2枚，宿題で制作した 12枚，登校開

始後の 1枚，カウンセラーと母子・担告の面接時

制作の 1枚〉である O

制作期間は， X 年 6 丹 ~X+1 年 7 月である。分

寺斤には， rコラージュf乍品・レコード・シート」

(杉浦 1994)を用いコラージュ療法研究家(大学

教授2入，教諭 1入〉が検討した。

2 )エゴグラム:小学校高学年期適用版 AN-

EGOGRAM日本教育研究会/千葉テストセンタ

ー〉を用いて，児童理解に役立てた。 50の質問

に円ミつも，ときどき，たまに，いいえjの 4件

法で回答し，得られた植から判定する。エゴグラ

ム泣，入閣の自我の働きを 5つの観点、から捉えて

いる。即ち， CP (critical parent)批判的な襲の自

我 ， NP (恒m町I官凶rt切u泊1I汀出ri泊i

(仏ad釦u凶凶1江ωt)大入.理性的な自我 FC (r丘re伐echild) 自

由な子どもの自我， AC (adapted child)嬢Eちした

子どもの自我の 5つから 心的エネルギーを見る

ものである O

3 )担任による児童の日常生活行動観察記録，カウ

ンセラーの母子面接記録。

り担任や母親・級友の具体的関わりの証言は無視

できないのが当黙と考えるのが，コミュニティ・

アプローチの原則である(馬場礼子編:2003) 4)。

従って，関わりの過程で話された内容は靖報とし

て分析の対象とした。

2 r宿題コラージュ法J導入の手続き

教示は，既に A君は 6月に体験しているので行

わない。素材は担任が準構し 箱;こ入れて託けた

(コラージュ・ボックス法である)。内容は，婦人画

報，クロワッサン，子ども雑誌をばらして，様々な

写真，絵が含まれるようにした。台紙は自画用紙で，

八つ切り (27X 38 cm)である O 担託は， r1 B 1枚
作り，裏面に制作月日 ①題，②一番気に入りの写

真(絵)を記入する。嫌なら無理に作らなくていい

(安全性と回避性の保証)，作品は，かぱんに入れて

届けて欲しpoJと母親を介して A君に伝えてもら

った。また，母親の手が空いているときは一緒に作

ってみると， A君の気持ちも落ち着くのではないか

と話した。 A君は 了承し提案したその日にコラ

ージュを制作した。

3 r宿題コラージュ法jを導入した理由

小学生にとってコラージュ制作は，図画工作の延

長のような面と，好きな写真や絵を自由に貼れるレ

クリエーション的な意味を持つ。担任は 2003年か

ら，自らもコラージュ制作を体験し，自己表現によ

る心の解放感を得て 学級活動や地域で実践してき

た。 A君に宿題として課した理由誌，カウンセラー

の勧めもあったが 言葉での自己表現は余りしない

が，菌工や創作が好きで展覧会などで数回入賞した

経験をもつこと，学級活動でも楽しそうに制作して

いたので抵抗感がないと思われたことによる。自己

表出(気持ちの解放)，内面の意識化，自己表現と

美意識の満足，ラポ-)レ・相互作用・コミュニケー

ションの媒分などの効果を期待した。受け渡し時に

作品に関して A君と担任の間でコミュニケーショ

ンが交わされた事実はあるが 通常の対面療法でな

い制約は存在した。

E 事例の概要

担任が語った内容である。

1 )クライエント A君小学校 4年男児(介入

時:平成x年)

2 )家族構成:父，母，毘抱{姉，弟，妹〉の 6人家

族。近くに住む母方の祖父は厳轄で， A児らの不登

校を親の責任であると非難し一時絶霧状態になる

が， A君は尊敬している。母親の養育態度は，子ど

もの自主性を尊重する「不登校も選択肢の一つでる

るjという考え方である。母親は，地域ボランティ

ア活動などに積極的に参加し，活発な d性格で，鏡舌

である O 父親は逼和で無口である O 婦も小学校 1年

次から 3年間，不登校であった。

3 )クライエントf象

自はパッチリとして可愛い雰囲気が感じられる。

顔色はやや黒く，中背で華奪である。運動神経は良

好で，学力・理解力は高い。欠席を繰り返すも登校

すれば簡単な説明で算数の試験では高得点を取る。

図工・創作は好きだが，漢字書き立ど，こつこつす

ることは苦手である O 題毘に合わせた言動を取るの

で好かれるが，腹lこ溜め込む。こだわり・自尊惑需

は強い。母親の評価に敏感で 担任の顔色や反応を

窺う態度も見られる。普段は元気で普通の男児(部

下を駆け回るなど)である。

4)小学校入学時よりの不登校の経過

(1) 1年生の 2学期に不登校状態になる O 当時の担

任が家庭訪問して関わり 後半は放課後登校にこ

ぎつけ，放課後学習を長く続けた。 12月のマラ

ソン大会をきっかけに復帰した。マラソンには自

信がある O 欠滞日数 (86B) 

(2) 2年生ではほぼ正常に登校したが，連続してで
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はないが欠席日数は (30日)0

(3) 3年生では新規採用の教諭が担任となり，学級

がやや落ち着かない状況があった。落ち着いて勉

強ができないと，登校と欠席を繰り返した。欠霜

日数 (45日)

(4) 4年生で誌， 4月当初はクラスが楽しいと言っ

て意欲的に登校し学習意欲もあった。但し，活発

な男児が意欲的に発言するので， 3年次のように

自分が中J心的に発言して授業を l)ードすることは

できず，圧倒されている様子が最初の授業参観日

に感じられた(母親の話)05月中旬に 3日欠席，

近所に住む Bとのトラブんによる。 6月中旬にも

2日欠席したが長期化せず乗り越えて登校した。

B は強引な性格で 岳分の思い通りに遊びを指国

するため，学級でもトラブルとなることがあった。

A とCの関にも割り込み どちらかを自分の味

方にしようとするため しばしばトラブルが起き

た。 Cとは家が隣国士で， 3年次から同クラスで

仲がいい。 Cの兄やその友人と毎日のように一緒

に遊んで、過ごした。「今年の夏休みは意欲がなく

て宿題が進まない」と母親から聞いた担任は， 2 

学期始業の前日， Iとに角，出ておいでjと自宅

へ電話した。 1日登校したが，宿題提出を促す担

告に不信感を持ったのか翌日から欠席が始まっ

た。連絡物を届けに行った B'Cが家に入り，

探したり呼びかけたりした。 A君は怒りパニック

状態になりトイレに関じこもった。不登校になっ

て前半から中盤には，姉や妹に当り散らし，激し

Lミ喧嘩をして暴れることがあった (1年次の不登

校時も同様)。連絡物法，これまでも Cが届けて

いたが，事件を聞いてからは担任が届ける事にし

た。 Aは当初，担任にも会いたがらなかったが，

コラージュ耕作開始後は，かばんを届ける担任と

顔を合わせて会話するようになった。 10月下旬

から放課後登校を始め，学習の宿題も意欲が出て，

次の日までに提出するようになった。コラージュ

の宿題とかぱん登校は 使命を終えた。 1月最初

の登校日から全面的に復帰した O 欠席日数 (80

司)

(5) 5年生(平成 X+1年)は 1年次と同じ担任と

なる。元気に新学期を違えたが 5月の連休明けか

ら欠席し，夏休み詰まで不登校状態であった。 4

年次担任は現担任の棺談に乗η，カウンセラーと

連携しながら母子支援を続けた。その後は元気で

笠校している C 欠時B数 (53日)

U かばん登校・福題コラージュ法導入と
経過(その前後を含む)

第 1期:不登校前の状態と宿題コラージュ導入まで

(X年 6月.-...."x年 9月)

担任は，学級親子活動でコラージュを制作すること

を計画し，貼るための写真を集めておくよう学級児童

に予告した。(写真#りは本番の 4B前に児童だ

けを対象に実施した時の作品である o (写真#2) は

親子活動時に耕作された O この 2作品を見た担任は，

異様な雰囲気の作品が気になったが， A君の学級内で

の様子に特別な変化はみられないので，そのまましま

っていた。 (A君の母親の作品には 特別な印象は抱

かなかった)。

夏休みが終了し， 1日登校したが翌日から欠席する

ようになった A君に 担任は他見の欠時と同様に

対応した。しかし，翌週も欠席が続いたため，長期化

するのではないかと感じた担任は カウンセラー(筆

者)に作品 2殺を持参して 対応について君主言を求め

た。カウンセラーは A君の性格頻向と今留の欠席に

至るまでの経過を聴き，非品からは攻撃性と同時に助

けを求めていると感じたことを伝えた。引きこもり，

友だちゃ担任と会うことを避ける A君の心の理解に

は，コラージュ作品を継続して作成してもらい経過を

見ることを勧めた O この間の学校と A君への連絡は

隣家の Cが当たり，毎日，連絡物を届けていた o C 

は，自分が懸命に働きかけると A君は分かつてくれ

る，心を開いてくれると家族に話していた。

ところが， Cが連絡物を届けるようになって 4日[3，

A君が敬遠している 3がついてきたため， A君がパ

ニックに陥る出来事が起きた(前述)。そのことを担

任は，数日経った母親との面談時に聞き，地児の対定、

の拙さは不登校状態の無理解によると考え， I心の疲

れとエネルギーについて」学級児童に話した。以後，

連絡は担任がすることにし 母親と今後の対応につい

て相談する中で，カウンセラーから勧められた[コラ

ージュの宿題」と「かばん登校jを提案した。母親詰

7季し，帰宅して A君に担任の言葉を伝えた o A君

も同意して，皐速その自にコラージュを制作した(写

真#3)。

第 2期 (1) 不登校時のコラージュ作品と支援

- 写真#3.-...."写真#9

(X年 9月 13日'-"""9月 21日)

かばん登校初日は 母親の非品と共に A君の作品

(写真#3) がかぱんに入れられて，母親が届汁た。

学級当番の児童が IA君のかばんがきた!Jと受け取

りき連絡帳を担任に渡し ロッカーにしまった。不登

校になって最初の作品を克た担任とカウンセラーは，

A
品・畠

噌

i
噌

i
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A君の心には， 1還問前の友だちとのトラブルが強く

残っていることを感じた。人の顔 中でも視隷が気に

なり，周密から邦議され，責められているように感じ

ているとの印象を受けた。台紙左下の透明人需は A

君の自己{象であり，人に晃られたくない，姿を見せた

くない気持ちの表現と受け取れた。夕方，かばんを届

けた担任は，初めて顔を見せた A君に「どうして

た?Jと語くと，黒れくさそうに笑顔を見せたが，い

つもと毘じように気持ちを語ることはなかった。コラ

ージュ作品については f面白いねJとだけ伝えた。題

は rpろんな顔.L一番の気に入りは「めがねの写真」

だと作品の裏面に記入していた。

翌タも担任がかばんを持って訪問すると， A君は顔

を出した。担笹誌， (写真#4) を見ながら， r面白い

ねえ。こんな急，どこにあったの?ょう見つけてくる

ねjというと「お毘の絵を切り取ったJと，褒められ

たことが嬉しそうに応えた。担任は 王冠をつけた，鳥

は，母親か自分で;まないかと感じたという。題は，

『鳥のご飯，鳥がご飯をたべている所jで仁昆」が気

に入りであった。(写真#5) では，題は rpろんな

顔iで，気に入りが「おたふくの顔jという。担任法，

A君はまだ自分の顔や表需を見せたくないのだと感じ

た。(写真#6)の題は『さばくに?Jとつけられ，

気に入りは「かぶきをやっているみたいなの」と書い

ていた。「今司のは変わってるおj と担任が言うと

「かぶきがおもしろLリと答えた。

この頃の A君は，朝の起床は遅く，外出すること

は全くなかった。家ではテレピを見たり漫画本を読ん

だり，母親の手伝いをしたり，一人で留守番をするな

どして過ごしていた。夕方の訪問詩， A君がテレビを

見ていると，婦宅して夕食の支度をしている母親が，

担任が来ていることを伝えたりした。 A君は言葉がけ

に応じて素直に出てきたが 長い会話は殆どしなかっ

た。しかし，担任の訪問を嫌がる様子は克られず，コ

ラージュの宿題を課してからは，毎自，顔を見せた。

作品について担告は 解釈やコメントすることは控え

た。

(写真#7) は『くっつけ顔』で「赤ちゃんの口が

でかくておもしろかったj と書いていた。担任は，

(まだ自に拘っているな)と惑じた。(写真#舎はドミ

ろんな定食jと題され「生食定食jが気に入ったと書

いていた。魚ゃれんこん，ビッグな鼻が擬人化されて，

自己主張していると感じられる作品であった。翌日，

担任は会議があり 届けられないためかぱん登校は中

止した。週末でも毒り 次の宿題コラージュは日曜日

に制作されて，月曜日の朝に届けられた。その作品

(写真#9)は台紙が縦に使用され，食べ物で顔が構成

されていた。裏面には 顔の部分の食べ物について詳

細な説明が書かれていた。題は『顔L 気に入りは

「茜のごぼう jだという O 担証は面白い表現をすると

思いながらも，相変わらず顔への執掲なこだわりを惑

じていた。

第 2期 (2) 不登校時のコラージュ作品と支援

一写真#10--写真#14 

(x年 9月 21日--x年 10月 21B) 

9月21日(月)夕方の訪問時担任は母親と A君

に向かつて f体育発表会(参加しょうかどうか迷って

いた〉も終わり，これから落ち着いて勉強を始めるの

だから，この機会に新しい気持ちで学校へ来てはどう。

みんま待ってるよ。 A君のかぱんが来ただけで，みん

な喜んで受け覆っているのだから 学校においで。J
と強く登校刺激をした。 A君は「う~んjとニコニコ

したが返事はなかった。しかし，翌朝， Wpろいろな

ことjと題した作品(写真#10) を見た担任は， ト

ンボ・それを見ている女性・{やっとうかして空をと

べるJ(吹き出し文字)を見て 学校に出てこよう，

変身して心気一転しようというやる気を感じ，嬉しく

なった。しかし，次の日の作品(写真#11)で， Wま

じょにかえられた』と題され 気に入りは「まじょに

した写真」を自にした担任は 前Bと同じ構図の中で

トンボ法橋子や殺に変身してしまい まだ休んで家で

体養していたいというメッセージだと感じた。焦って

は駄目か，まだ無理かとも感じたとLミう。後日，宿題

コラージュの終了と経過報告を 持参された作品(写

真#10-写真#14) を見ながら聴、いたカウンセラー

は， (写真#10)の作品は確かに A君の心の動きのタ

ーニングポ千ントではあるが 不登校状態の解消や継

続を望んで、いる表現だと辻思えない むしろ f思春期

の心註の表出・異性への関心などJであり，性的同一

性の開題も含んでいるように感じていることを伝え

た。

その翌日の作品(写真#12) について，担任は変

わったお供え物とだけ感じたが，カウンセラ一法，

fへんな体jと題され 「おそなえものの体jが気に入

りと書いた A君のすげ替えの表現に，不気味で異様

な印象を感じたがその心は測りかねた。(写真#13) 

は， rめがねの入jで，気に入りは「メガネをつけた

とこjと書いてあった。担任は，作品が明るくて，メ

ガネの縁を7寧に切り抜いているのが“凄Lゾと感じ

ていた。カウンセラーは 第 3期に女性が作品に登場

したことの意味を 表出された一連の流れの中で捉え

るという見方，解釈も重要であることを担任に伝え

た。

「かばん登校Jもこの頃には 当番児童のE課とな

って定着していた。当番児童は朝母親に挨拶してか

ばんを受け取り，その日学習したことを 1冊のノート

に記入し，もう 1冊は翌日の予定を書いてかばんに入

れた。担任が届けるこの 2冊の連絡帳を， A君は目を

通す乙とはしても〈母親談)返事を書くことは一度も

Fhυ 



人間と科学 県立広島大学保健福祉学部誌 7(1) 111 -123 2007 

なかった。

学期末〈二学期制の学校であり 秋体みが 2~3 日

ある〉で多忙となった担任は パートで仕事を持つ母

親の疲れた様子も見えたことで かばん登校を一時中

断した。 A君もコラージュに飽きたのか， 2週間近く

間を置いて耕作された作品(写真#14) は，切片数

が2枚だけであった O 担任は 「無理に作らなくてい

いよJと伝えた。台紙を縦にして 中央に震かれた

「おやむJ(同一北の対象)は A君の自己復とも重な

っているように，カウンセラーには感じられた。この

『ビッグな自玉おやじ』と題された作品は， ，目玉のお

かずjが気に入りと書かれていた。担任は， A君自身

の姿は現れたものの まだ顔を出してはいないと感じ

ている。宿題コラージュは この作品を以って終了し

た。作品はないが，かiまん登校は 10丹21B(金)まで

続いた。その日，担任は 2回目の強い登校刺激を行

った。

第 3期(1)登校再開とその後の支援 - 写真

# 15 

(X年 10丹 21日""X+1年 2月 16日)

9月21Bの登校刺激から丁度 1ヶ丹経過したとこ

ろで，担任誌再度，強い登校刺激を行った。「そろそ

ろ出ておいで、。湛かい家から出る詩が来た。タトで雨に

拝たれでも耐える力をつけよう O そのエネノレギーは，

もう諮ったよ。学校でしか学べないものがある。それ

は友だちと仲良く過ごす力だよjと話した。母親は，

「本人も放課後，行こうかと話し始めていたjとp う。

三人で話し合い，翌週の放課後から登校することを決

めた。片時半頃lこjと担任がいうと， ，勉の友だちが

いない時間がいいので 5時頃がいLリという O 母親

の話では，最近，家の中で大きな声で歌を歌い続けて

いたり，とても謂子がよく，よくしゃべり，次々と話

し続けるともいう。ハイテンションの様子が話され

た。

約束の日，母と弟妹も連れ立って学校iこ来て，母親

と家でしていた算数の問題集の答え合わせを行った。

その後は一司おきに放課後登校をし，学習意欲も見ら

れるようになった。そして 担任が会議日の木曜日を

除き，頑張って登校を続けたが， 11月中旬に事情を

理解していない職員から 「挨拶もしないで学校に入

ったjと呼び止められて注意を受け 泣くという場彊

があった。担任が全職員に経過を話してい右かったこ

とが京国であった o 12月になって，母親も毎B，放

課後に A君を連れてくることに疲れが見え，担任へ

の遠意もあってか 本人に fそろそろ朝から登校した

らjと勧めた。そのことを本人から聞いた担任は，日

中も学校に来るよう話し まずは土日の鋸育当番に

来るように勧めるとその気になり出かけてきた。斑の

友だ、ちと学校で遊ぶようにもなった。 12丹中旬の，

マラソン大会に出場することも勧めるなど，本人の得

意なことに働きかけ その気にさせた。その後は近所

でも友だちと遊ぶようになり 友達の中に戻ることが

できた。

放課後登校と時期を同じくして 母親の地域活動に

同行し，プールや学区の異なる児童館などへ外出する

ようにもなった。そして 1月10Bの新学期から A

君は朝から登校し 学級の一員として復J昂した。表面

上の A君は，侍事もなかったかのように仲間に溶け

込んでいるように見受けられた。担任は，克童が喜ぶ

こともるり， 2月中旬の学扱活動でコラージュ(写真

# 15) とエゴグラムを実施した o r変身Jと題され，

蛇が竜になったのが気に入りという A君の表現は，

アニメのキャラクターや車であり 他の児童と同じア

イテムを使用するなど，制作された作品は，不登校前

や引きこもっていた時期の作品とは異なっていること

を担任は感じた。その後は欠痛なく登校し，無事に 4

年生を終了した。

尚，コラージュ制作と同じ日に実施したエゴグラ

ムの結果は，以下であった。

( )内は Tスコアー (Total 程点、の総和)換

算表(小学生 4年男子)の値である。

CP=17 (53)， NP=19 (55)， A=18 (52)， FC=20 

(61)， AC=16 (52)， T=90 (56)。

FCのみ多傾向域にあり他は平均域であった。ま

た， ，基本的な構え」では，自他肯定型

1 am OK， You are OK (緩やかな M型)で

あった。

第 3期 (2) 登校再開とその後の支援 - 写実

# 16 

(X + 1年 4月""X十 1年 7月 16日〉

5年生に進級した A君詰， 4年次担任の配震で， B， 

C夫々加のクラスになった o 5年次担任は， A君が 1

年次の不登校時に家庭訪問して学習を見てくれるなど

親切に関わってくれた教諭であり 5月の連休前まで

は喜んで元気に登校した。しかし 連休が明けても登

校しようとせず，母親の焦燥感法強くなり， 4年次担

任に椙談した。そのことは直ちにカウンセラーへも缶

えられた。長期化を防ぐためには コミュニティアプ

ローチが必要でるり 連携した機能が求められる。今

回の不登校要因として 筆者らは，現担任，母親， A

君夫々に問題があると判訴した。理由として① 5年次

担任は， A君を 1年次受け持った時は転勤して就証し

た年であった。その後に高学年担任を経て人柄が変わ

った。②母親は 4年次担任に，0先生は変わったねえj

と話している。この言葉は A君の耳にも入っている

可能性がある O 確かに 現担任の口調は就任時とは異

n
h
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なり，厳しくなった。学級全員を叱責したり，追い詰

める惑じの言葉に ③ A君は謝えられなくなったの

ではないか，と 4年次担任は考えた。そこで彼女は，

先輩教論として現担任に助言した。一方，母子にも問

題があると考えるカウンセラーは母子面接を行うこと

にした。カウンセラーは，不登校児の作品を持参して，

コラージュ療法研究家でもある小克科室に椙談をし，

面接することを伝え その考えを支持された。 4年次

担任は，コミュニティ支援における仲分役として支援

活動に加わった。

母親とカウンセラーはメールでやり取りをしなが

ら，両者の都合で初回彊接は 7月 16B (土)となっ

たo 4年次担任が案内して来室し 母親とカウンセラ

ーが面接する側で， A君と担任はコラージュを制作し

た。〈写真#16)である。台紙に書き込まれた鳥の目

玉は飛び出し，人間と動物のすげ替え，吹き出し文字

「足が長くてP子がでか~い.TJ， Iくるしい，くるし

t ~J ， I私のバッグ大きくてなんでも入るのよJなどか

らは異様な印象を受けた。引きこもり持の作品と表出

法が類叡していた。『変なやつJと題した作品lこ， I変
な奴って誰かな?Jと聞いかけるカウンセラーに

「イメージして作った」と嬉しそうに答えた。切片数

は 19枚。犬にされた人物は「タモリJという。台紙

左に貼られた大女が気に入りである。本人の満足度は

高く，飽きることなく楽しそうに 90分近くを費やし

た。犬の足が 4本とも異なるなど 切り抜きや構成へ

の強いこだわりがみられた。

面接後， r聴いてもらえたjと満足した母親は，婦

途の車中で仲介役の担任に カウンセリングを受けて

心が落ち著いたことを話した。その翌日， A君は放課

後グランドで遊ぶようになり 夏休み中も遊ぶ姿が見

られた。 8月末，遊んでばかりで宿題をやらない A君

を母親は大声で叱略した。 A君法部屋iこ関じこもり，

階下iこ下りて来なくなった。 2回目の母親面接は 9月

最初の土曜日であったが 週明けの月曜日から A君

は登校を始めた。 9月末に行った 31m目の母親面接で

は， A君は変わり立く元気で登校している隷子が語ら

れた。

V 考察

1 不登校克童へのかぱん登校と宿題コラージュ導入

の意義

A君のかばんは，朝の会 (HR) をやっている時間

に母親によって届けられた。当番の克童が受け取りに

行き，宿題が入っていれば取り出して担任に渡し，ロ

ッカーに片付けた。担任の指導で級友が輪番で書く連

絡帳は， 10月下旬に A君が放課後登校するまで続け

られた。かばん登校の意義は 連絡帳を通して担任・

級友の患いが A君に伝わり 運び役の母親の不安を

緩和するのにも役立ったと考える O 仲間意識〈集司同

一性〉を持続させ，連帯惑の維持により，不登校状態

にある級友を待ち 受け入れる心を育てるのにも役立

った O 復帰した A君が f可事もなかったように溶け

込める雰囲気(安全だと惑じる居場所)っくりに，か

ばん登校は一役買っていたことが推察された。そこで

果たす担任の役裂は コミュニティ支援のキーパーソ

ンとして重要であることが分かる O

当事者である A君にとって 自分の代わりに登校

するかばんの中に，毎自，級友からのメッセージが入

ってくることは，当初受け容れがたい感情があった

ことも推測される。しかし，毎夕，担任が持ってきて

くれることは，学校と繋がっている気持ちを強く意識

させ，その時交わす会話や登校刺激から学校に居場所

があるという感覚が伝わり，結果として，登校へのJ心

理的抵抗を和らげるのに役立ったと考える。不登校が

長期化すると，その存在が忘れられがちと立り，学校

復帰を国難にする。不登校状態の子どもに，いつでも

戻れると感じさせる環境調整は，学校側の責任として

重要である O 今回は，かばんが登校することで，彼の

存在法学級から消えることなく仲間として意識づけら

れた。また，造形的創作;こ興味があり作品入賞の経験

がある A君にとって 好きで耕作したコラージュ作

品を担任に届けてくれる入れ物として，担任とのコミ

ュニケーションを図るための道具的役割も果たしたこ

とが，かばん登校の意義として挙げられる。

次に，宿題コラージュの導入であるが，担任は制作

の経験があり， 6丹の学級活動時の作品に異常感を持

ったことで，カウンセラーとも繋がった。コラージュ

制作では，その過程でコラージュが持つ自己治癒力が

欝き，カタルシス効果がある 5) といわれている。あ

る程度惑精が安定したところで 連日訪れる担任との

接触を通じて得られた総合的コミュニケーションの拡

大が，学級復婦の非常に大きなモーメント (moment)

となったものと思われる O 担任・毅友の作る集団同一

性への意識が喚起され強化された可龍性が十分にあ

ると推察された。 1月から全面的に学級に復帰したが，

2月に全員で実施したコラージュとエゴグラムの結果

に，その時の A君の落ち着いた心理状態を見ること

ができる。(不登校時との比較はできていなLサ。

今回の f宿題コラージュ法」と「かばん登校jによ

る分入は，その目標を達成することができたと考える O

しかし，不登校の問題発生の基本的メカニズムである

「不快に惑じる学校場面からの逃避J6) を繰り返すこ

とは今後も予測される C 不登校の結果，その後に不利

益や苦労が生じることがないよう乗りこえていく力，

即ち，セjレフ・コントローノレ (self-controI)とソーシ

ヤル・スキル (social-skill)の育成 7) が今後の課題で

ある O そのためには，今までの不登校体験を A君が

乗りこえたことを認め 成功体験だと感じさせること
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が重要であり，担任を中心としたコミュニティ・アプ

ローチの概念に{衣挺した f発達的危機」を乗りこえる

ための支援，持にソーシャノレ・サポート 8)支援が必

要であると考える。

2 エゴグラムの結果について

エゴグラムとは，人間の自我の鶴きを 5つの観点か

らとらえようとするもので 自我の在り方の強弱によ

って行動も変化するといわれている。 T値は自我の全

エネルギーを投影しているといわれ，ジャネ一"の

いう心的エネルギーに梧当する。A君の暫定結果から，

T値は FCを除き平均域にあり 多少の問題があると

してもたいして大き玄関題にはならない。問題は FC

が多かったことで 気まぐれ気分墨であるという点で

あろう。 A君は緩やかな M 型であり， Aが最も低か

った。これは，彼の中で法，理性の働きが一番弱いタ

イプであることが 心的エネんギーが低下すると不登

校状態に立る可能性を示唆している。コラージュが，

受け容れられたのは 自畠な子どもの自我が高いとこ

ろヘ，芸術や娯楽を楽しむ 楽しい気分に浸るという

A君の FCを上げる働きが助長されたからと考える O

3 今回の不登校の要因と支援について

見童期の子どもにとって，学校生活は大きなウエイ

トを占める O しかし， A君は，学校生活への適応，勤

勉性と自己効力感を発達課題とする時期 10) に，小学

校の 1年次から不登校状態を繰り返している o 1不登

校は学校を嫌だと感じるから起きるのである O 子ども

が学校という場を避ける行動立ので，学校に不快感を

与える要因があると考えるのが自然の理であるJ11) 

との考え方があるがこの考えに筆者らも同意できる。

A君誌，学校を不快と感じるとその場から退却して，

母親の懐に逃げ込むのではなかろうか。それには，本

人の資質と，子どもに接する大人の人間観や人生観が

強い影響を与えている。特に 母親の評価を気にする

A君にとって，母親の意に添わない担任の評揺が口に

されたとき， 1学校に行か立くてPtミ」選択が無意識

になされることが推察された。即ち， 11年次は転勤

直後の教諭」であり， 13年次担任誌新規採用で，教

室が落ち着かない状況であったjなどである。 A君の

婦の場合は 3年生まで不登校であった。従って， A君

が4年生， 5年生に立って不登校を繰り返すことは，

母親にとっては予想外の出来事であったにちがい右

い。口では不登校を認めながら 5年次の夏休みに大

声を上げて叱略したため A君は引きこもり，部屋か

ら出てこないことがあった。 4年次の授業参観でのリ

ーダー突代という場面を母親に晃られたことや宿題の

催促，大声での叱責などは，被の岳尊感'請を寝つけた

に違いない。パニックに揺ると姉妹に暴行するという

自我の未熟さも克られる O 不登校を 5年間繰り返すと

いうことは，コラージュ作品で、も見られた執揚な拘り

や If出入の自が気になるj視線恐怖といった神経症的

側面も否めなP。このように 不登校には A君の性

格上の問題が大きな要因であることは否定できなt~ 0 

稽緒の安定と酎性の育成と自我の強化，そして社会性

の育或が A君に必要なコミュニティ支援の今後の課

題と考える。

次に，保護者への支援である O 小林 (2003) は，保

護者が開題(ここでは不登校)があったときに，それ

をどのように理解しやすL功ミを確認して了解し，その

認識頬向に沿った形で 開題に対する認識に変化を与

えた方が了解してもらいやすいという 12)。今回の事

例で泣，教育方針の違いから実家とl軒絶状態になって

も強く意思表明する母親の 家定における影響力が大

きいことが窺えた。母親は 子どもの不登校を， 1畠
分の言動によるJ影響もあるとは思ってもいないこと

が面接で判明した。対応策を求めて問題解決のために

面接に見えた母親をカウンセラーは高く評価し，今後

とも支援することを伝えた。受容的に傾聴するカウン

セラーの態度が， 3回の面接ではあったが母親を落ち

着かせることができ A君の状態改善に有効に作用し

たと思われる O 課題は A君にとって同一化のモデル

となる父親の強い姿勢が 今後の不登校予防にとって

重要であることを母親に認識してもらい，コミュニテ

ィ支援の輪に一諸に参加してもらうよう促すことにあ

ると考える c

4 今回のコラージュ療法の意義について

児童・生徒の開題行動に対して コラージュ療法は

幅広く取り入れられ，数多くの論文報告があるが，そ

の中に， IPじめられっ子が，いじめられた怒りをコ

ラージュ制作を通して表現できたことが事態の改善に

寄与できたと考えられるJ13) という例がある。本事

例の，不登校状態前の 2作品(写真 1・写真 2) から

は，強力な攻撃性と助けを求める気持ち，それを拒否

する矛虐した惑情表現が見られた。不登校時は，攻撃

的アイテム 14)は影を潜め 引きこもり状態の葛藤や

苛立ち，隠された怒りに変わったように感じられた。

この内在化した怒りの惑矯は コラージュ制作の過程

で癒すことができたと考える。すなわち自己の内面を

表現することに治療的意義を認める立場である O

コラージュ表現とその治療的意義について岡田

(1997) 辻， 1既成の映橡を用いることからも，患者の

抱えている問題が主題化されやすく より直接的に具

体的に表現されて 治療者もその理解が勉の表現法に

比べるとはるかに容易で、あること。しかも，しばしば

コラージュ上で，患者の問題の解決がなされていくの

が見られたJ15) と述べているが， A君の場合は，表

現法が少し異なっていた。不登校話と登校再開後の写

真は既成の映褒をそのまま切り抜いて用いられている

。。
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が，不登校状態では，映{象をばらばらにして切り離し，

部分と部分を組み合わせて自分のイメージで再構成し

ている点である。コラージュの機能の中で，切厳・切

除という「カッティングJ(cutting)には自我の投影的な

選択機能の働きを内包していることが考えられる 16)。

切断・切除したパーツを配呈したり組み合わせる作業

を構成というが，それには①構国構成(composition) 

と②位置づけ (positioning) がある O 前者は，<バラ

ンスや謂和の機龍>に関係し 後者法台紙のどの位置

にパーツを置くかに重きがあり <自分の居場所の確

認>を志向する心的機能に関係していると考えられ

る。コラージュ技法で、は台紙空間が心的空間をく投影

する場>であり，心的事象が生起する場所なのである。

このような視点で A君の作品を観ると，中心性が立

く，自己像が見えてこない。感J請の準化は図られたも

のの，家庭にいても A君にとって安心できる自分の

居場所探しは続いていたとも考えられる O はみ出しゃ

混乱が見られなかったこと誌幸いだといわねばならな

Po [写真#14)では，切片数は 2枚で，すげ替えでは

あるが台紙中央に男性が童かれたc 箱庭の空間図式17)

を参考にして，これが A君の自己像だと考えると，

やっと居場所が定まったと考えることができる O この

作品の後，程なくして放課後登校が姑まっている O し

かし，担任は，エネルギーがない，耕作に飽きたと受

け取めた。このように コラージュの解釈は多義的で、

あり，今回のように，治療者との直接的な椙互交流が

図れない場で制作された作品では 作者の感想を聴く

か，コラージュ療法研究者のスーパービジョンを求め

ることが必要である O また 「安全性と回避性」とい

う心理療法の基本から 嫌左ら「嫌だ」と言える治療

関係のなかでコラージュを導入することが基本であ

り，詐品から混乱は見られなかったとはいえ，コラー

ジュの導入には注意を要する。

次に， A君から感じられた，攻撃性と怒りについて

考察する。被の作品から誌 西村 (2006)の「非行傾

向生徒のコラージュ作品に見られる自己表出J18) と

類似した点が多く見られた O 報告の生徒は A君より

年長で品るが， r学校への不、満が多く，居場所もなく

問題行動という形で自己表現している」という状況は，

問題行動が外に向かつて顕在化するか，内在北して閉

じこもるか方向性の違いであり 彼らの内的世界は共

通する部分が多いことが推灘された。即ち，吹き出し

文字，すげ替え，擬人化であり，骸骨，顔などの部分，

大仏，車，格闘系を含むアニメ(写真#2)，砂漠

(写真#引など，彼らが選び使用した写真や絵は非

常に合致していた O 性的な表現は 中学 3年生と A

君とでは年齢差があり 生徒らの表現のように宣接的

ではないが， (写真#10) と(写真#11)から性的関

心は窺えた。 f男子は小学生には殆ど異性像は登場し

ないが，中学生になって急に増加する」という森谷の

報告 19}があるが A君のターニングポ千ントと思わ

れる(写真#10) からは大人の女性〈母親または担

任)像が登場し，それが 4作続いた。これらに登場す

る女性誌皆笑顔で島るが 毘じ作品に登場する男性は

魔女(写真#12)であったり 女性の周辺で{宅しさ

を漂わせている O 強い祖父と母親;まいても，毘-1ヒの
モデルで忘る父親の存在が薄い家庭にあって，男性性

の問題，自我同一性の問題が A君の不登校に影響を

及ぼしていることも推測された。克童期はJ清緒的に未

熟であり，感'請を言語化することができないまま内在

化した怒りや攻撃性を溜め込んでいることがある。 A

君は，宿題のコラージュで一気に吐出したことで感情

の浄生が得られたと思われた。また 担任の承認を得

たいという無意識の欲求も楊いたことが，夕方，担告

の訪問時に顔を出し f面白かったよ」という感想に

力づけられ，作品を通じてのコミュニケーションが図

られたと考える。

A君の作品の特散は 吹き出し文字(メッセージ性

が高p) が多いことが挙げられるが，今回の「宿題コ

ラージュ」のような 相互交流的な関わりができなか

った場では，コミュニケーションの媒分として A君

の心を理解するのに役立った。擬人化した表現がいた

るところに見られたが 語接持に意味を問うても笑っ

ているだけで答えない A君の真意は，筆者らが正確

に把握できたと泣いえなt~o しかし，今回のコラージ

ュ制作法，コミュニティ・アプローチの接点を作るも

のとして，相応しい状況での他症例に応、用しうる可能

性があると考えられる O

以上，何度も繰り返される不登校の対応には，担任

を中心とするコミュニティ支援が必要であることを述

べたが，根本的対応には 十分な心理査定をして異常

を見定め，問題に対して総合的にかかわり，心理，行

動の変容を求めることを吾指す正当な心理治療が必要

であると考える O

U 結論

不登校状態を操呼返す4年生男見に f宿題コラージ

ュ法jと「かばん登校jを導入した。宿題でコラージ

ュを創作することは 造彰的制作に興味があり作品入

費の経験がある A君の場合大きな抵抗がなかった

可能性がある O 受け入れて耕作した作品に惑情を表出

した結果，カタルシス効果が得られ，情動が安定した

ことが集団復帰に繋がった可龍性が示唆された。また

連日訪れる担任との接触を通じて それにはコラージ

ュ作品が介在したが 総合的コミュニケーションの拡

大が図られ学級復婦の大きなモーメントとなったもの

と思われる。コラージュ制作は ソーシャル・サポー

トの接点、を作るものとして 椙応しい状況での他症例

に応用しうる可龍性があると考えられた。また， rか
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ばん登校jは，帰属集自成員の働きかけが奏効したも

のと思われるが，担任・級友の作る集団同一性への意

識が喚起され強化された可能性が十分にあると推察さ

れた O

以上から， rコラージュ法」が全ての不登校児に受

け入れられて，産ちに応用できるとはいいがたい点が

ある。但し，更に展開例を重ねて検討したいとの意欲

を与えるものである。不登校児支援には担f壬教諭を中

心とした人間的つながり コミュニティ・アプローチ

の視点での働きかけが何よりも重要であり，根本的対

応には，十分な心理査定をして異常を晃定め，問題に

対して総合的に関わり 心理行動変容を巨指すため

の心理治療が必要である。
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Abstract 

The aim of this research was to investigate the support for children not attending school， through considering the advanta-

geous effects of "homework-collage" and "going to school with a school satchel" as concrete measures for community-sup-

port in which even non-specia1ists in the education of children take part in order to understand the mental state of students 

who refuse to go to school without any app訂 entreason. 

The c1ient in this research is a child who has refused to go to school many times every year since the first grade and has 

not attended school at all since the fourth grade. After careful analysis of his collage wor・ks，we found the features which we 

had discovered in our previous study : "Discovery of psychologica1 aggression through the collage method". 

However~ this case also suggests that the problems of "taijin kyδfu" (fear of people) and "identity crisis" lie in the inner-

most recesses of the phenomenon of his school refusal. 

A community approach， which involved a c1inical psychologist， brought a certain measure of success regarding school 

refusal. 

We can put these research results to practical use as one of the effective approaches to helping children refusing to go to 

school. To use the specialized skill of collage therapy in a community approach is one of the effective approaches to help-

ing children refusing to go to school. 

Key words : support for children not attending school， homework collage， aggressiveness， community approach 

つd
今
中4

i
 


