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不 適切な養育を受けた子 どもへ の学習支援
一学習支援者 との 関係性 に焦点 を当てた児 童養護施設 にお け る実lltに つい ての検討 ―
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↑llls research wお based on the learning support system for maltreated cШ

dren For tlus

research,learning supporters had to fュ 11■ six conditlons h order to get viable results Those

condltlons ware below;(1)The learttg supportes had to be lll■ e feld of educatlon and
had bttic skms assOclated with cndren(2)For tlle ist condltlon,learmlg,pporters had
to form a msung relatonshlp wlth children for tllem to learn nitll coddence(3)PrO宙

dmg

a separate enwironment for the chidren that wお dlfferent from tlleir daily life(4)The
envionlnent shotlld h″ e been pr"ided for the children resllarly(5)Personallze stlpport

was pro宙 ded for each child conformed to their motlvaton and ability(5)The learning
supporters needed to complete tral― g and have muliple stlper宙 sed tral― g sesslons(6)

Lear― g supportes should have a clear and conclse goal of their career ttough Supewlse
and tralttg As a result,the rela■ onshp be● veen the clllldren and their supporters was an

unbreakable one Also, the children becalne more actively and open ininded with their
supporters in their learning en宙 ronlnent Finally,tlle chldren's test scores mproved wblch
strengthen their relatlonship lt made a posituve cycle that the children didn't have before
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問題と目的

児童養護施設 (以 下,施 設)に は,様 々な理由に よって家族 と生活 で きない子 どもたちが暮
らしてい る。特 に,近 年 では虐待 を理由に施設に措置 されてい る子 どもたちが増加 してお り
,

彼 らに対す る支援 を進めることが重要 な課題 となってい る。そ もそ も,施 設 は,児 童福祉法 に
よって,「 保護者 のない児童 ,虐 待 されてい る児童 など,環 境 上養護 を要す る児童 を入所 させて

,

これを養護 し,あ わせて退所 した者に対す る相談そ の他 の 自立のための援助 を行 うことを 目的
とす る施設」 (児 童福祉法第41条 )と されてお り,日 々の子 どもの暮 らしを支援す ることと共 に

,

自立 に向けた支援 を行 うことが重要 な役割 となってい る。 自立 に向けた支援 としては,長 谷川
(2009)は 「生活指導」「学習指導J「 金銭管理 の意識 づ けJ「 対人関係 の支援 Jを 挙げてい る。
本稿 では,こ の 中で も「学習指導」 について焦点 を当てたい。
東京都福祉保健局 (2011)に よると,児 童養護施設等 の児童福祉施設 を退所 して10年 未満 の
1児

童養護施設 春風寮

2児 童家庭支援 セ ンター はるかぜ

50

井

出 智

博

森

岡 真

樹

後

藤

洋 子

退所者 に対する調査で,最 終学歴が中卒 であ るものの割合力234%,高 率 であるものの割合 が
583%,大 学・短大・専 門学校等 であ るものの割合 が 151%で あるの に対 して,同 年 (平 成22年 )
の学校基本調査 にお け る高校等 へ の進学率は980%,大 学等へ の進学率 は654%で あ り,両 者
の間 には大 きな開 きが見 られる。また,ホ ームレス支援 をおこな う団体 がお こなった調査 (特
定非営利活動法人 ビッグイシュー基金 ,2010)で は,調 査対象 となった50人 のホーム レスの内

,

6人 (12%)が 施設 出身者 で あ り,一 般人口に占める施設出身者 の割合 (01〜 02%)と 比較
す ると,施 設出身者は一般家庭 出身者 の約70倍 ホーム レスにな りやす いこ とが示 されてい る。
つ ま り,施 設か ら巣立つ子 どもたちは,社 会的貧困の底辺に位置づ けられ,社 会的弱者 として
生 きていかなければならない リス クを抱 えて施設を巣立 ってい くので ある。 こう した問題の背
景には,彼 らがおかれた経済的な背景や情緒的,行 動的 な問題だけではな く学習面の課題 があ
る。数井 (2003)は 虐待 を受けた子 どもた ちの学校不 適応や学習上の問題 について,諸 外国 に
おける調査 をもとに述べ てい る。その中には,虐 待 を受けた男児 で学習や学校生活へ の動機づ
けが低下 してい るとい う指摘 (Vondett Barnett&Cicdheti,1989)や 留年 の率,読 解力

,

計算力の領域で一般児童 よりも被虐待児童が劣 つていたとい う指摘 (Rowe,E&Eckenrode,
1999)等 が含 まれている。また,施 設で暮 らす子どもが抱える問題は虐待の問題だけではな く
,

施設に入所 している子 どもの約23%が 身体的なもの も含め,障 害 を抱えていることも明らかに
なっている (厚 生労働省,2009)。 こうしたデータからは,施 設 で暮 らす子 どもたちの学習支
援 においては,被 虐待経験 による愛着障害の影響や基本的生活習慣の未確立などの問題だけで
はな く,発 達障害等の問題をも視野に入れながら,施 設やそこで暮 らす子 どもたちの実情に応
じた支援を行 つてい くことが必要 となっていることが分かる。
さらに, こうした子 どもたちの持つ特性の問題だけでな く,施 設 とい う生活環境が子 どもた
ちの学習に与える影響 も指摘されている。澤入 (2009)は 児童養護施設の子 どもたちが学習 に
取 り組む時間は一般家庭の子 どもたちに比べて短 く,一 般家庭の子 どもたちの学習時間は学年
が上がるにしたがって長 くなってい くのに対 して,施 設で定められた学習の時間にだけ取 り組
み,学 年が上がっても学習に取 り組む時間が長 くならないことを示 し,そ の要因 として,施 設
環境が影響 していると指摘 している。確かに,施 設にはさまざまな年齢の子 どもが生活をして
お り,特 に大舎制の施設では賑やかな環境で子 どもたちは生活 している。また,職 員が子 ども
たちの学習 をしっか りと指導する時間的な余裕 もなく,1人 で学習に集中できる環境を確保す
ることが施設設備面からも難 しいのが現状である。
また,施 設で暮 らす子 どもたちが学習に取 り組むのが困難な理由は,施 設の環境的な要因だ
けではなく,学 習 を教えるものとの関係性が重要であるという指摘 もある。長尾 (2010)は 施
設で暮 らす被虐待児に対する学習支援では,① 子 どもに学習時間お よび学習支援者が安全であ
ることを伝えてい くこと,② 子 どもが脅かされず安心できる距離を保 って関係作 りをすること
,

③子 どもの世界を積極的に共有 してい くこと,④ 子 どもの気分や体力の状態を適切な状態に調
節することが重要であると指摘 している。
ここまで述べてきたように,児 童養護施設児童にとって学習の習慣 を身に着けることや学力
を身に着けることは彼 らの将来を左右するほど大きなことであるとともに,彼 らの学習 を支援
することには大 きな困難さがある。こうした中で,本 稿 では,先 に述べて きた施設児童の学習
を巡る問題や学習支援において求め られることをもとにして,① 教育の内容 と方法 に二定のス
キルを持つ支援者が,② 子 どもが安心 して学習に取 り組むことができる関係 を築 きながら,③

医Ｊ
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日常の生活から切 り離 された空間で,④ 定期的に,⑤ 個別に対象児童のモチベーションや能力
に合わせて,学 習支援 をおこなう。さらに⑥支援者は定期的にスーパーバイズや研修 を受けな
がら学習支援 に取 り組むことで, 自らの実昧の方向性 を精査する, とい う学習支援 を実践 し
その効果 と意義について検討す ることとした。以下に,施 設やそこで暮 らす子 どもたちの実情
を示 しながら,本稿における学習支援の特徴点 と,そ うした取 り組みを行う理由を整理 した。
,

①教育の内容 と方法に一定のスキルを持つ支援者が
そもそも施設職員は子 どもたちの学習を支援す ることや教育に関して特別な知識 とスキルを
・
持 つている訳ではない。加えて,児 童養護施設の職員は子 どもの日々の生活 を支援 しているが
,

児童福祉施設設置最低基準 によつて定められた職員配置の基準 はおおむね 5人 の子 どもに対 し
て 1人 の職員 となっている。 しかし,こ れに職員の勤務 ローテーシヨンを考慮 に入れると,子
どもたちが学校から帰 つて来てからの時間帯に 1人 の職員が支援 しなければいけない子 どもの
人数は、おおむね10人 γ15人 となる。特別な学習支援のスキルを持たない施設職員が これだけ
の人数の子 どもの生活を支援 しなが ら学習 を見ることは非常に困難である。さらに,先 述 した
ように施設で暮 らす子 どもたちは知的な問題,発 達障害の問題に加え,不 適切な養育の影響 に
より,低 学力であつた り,集 中して学習に取 り組 むこと自体が困難な場合 も少なくないため
,

学習支援 においても特別な配慮 を必要 としている。施設で暮らす子 どもたちの中にも塾に通つ
た り,施 設によつては外部のボランテイアの方に学習支援に来てもらった りするとい う取 り組
みがおこなわれているが,子 どもたちの置かれた状況や子 どもたちの特徴に十分に配慮 した学
習支援が行われているとは言い難い状況にある。そこで,本 実践では,将 来,教 育の内容 と方
法 に一定のスキルを持つ,学 校教員 となることを目標 にしている教員養成課程の学生を学習支
援者 とす ることで,子 どもたちの実態 に応 じた学習教材 の準備や体系だつた学習支援 を行 うこ
とを目指 した。
②子 どもが安心 して学習に取 り組むことができる関係を築きなが ら
不適切な養育を経験 した子 どもたちの多 くは大人 との信頼関係 を構築す ることが困難な状態
にある。 これは日々の職員や学校教員 との関係 にも困難さを生 じさせてお り,学 力を身に着け
ることはおろか,学 習の習慣や学習に取 り組 もうとするモチベーシヨンの形成 も困難にさせて
いる。そ こで,本 実践では子 どもが学習支援者 との間に安心 して学習に取 り組 むことができる
関係 を構築することを重視 した。
③ 日常の生活から切 り離 された空間で
児童養護施設では2歳 から18歳 までの子 どもたちが生活 している。特 にX園 のように大舎制
と言 われ, 1つ の建物が細かいユニ ツトに仕切 られない形で子 どもたちが生活をしている施設
では多 くの子 どもたちが生活空間を共有 してお り,一 人一人の子 どもたちが学習に集中して取
り組むことが難 しい環境 となっている。そこで,本 実践では近隣の公民館を会場にすることで
子 どもたちの生活環境 とは異なった場を学習の場 とすることとした。
④定期的に
宇賀神 ら (2007)は 児童養護施設児童の愛着をめぐる特徴 として,① 乳幼児期 に母親 と愛着
関係を形成することなく成長 してきていること,② そのために厚着やマーキングをした り,攻
撃的な行動をした り,大 人の愛 を独占す るような行動が顕著にみられること,③ 従 つて施設で
はさまざまな事件を引き起 こす ことが多いが,児 童養護施設のスタッフの長期的な養育によつ
て徐 々にではあるが行動の改善がなされてい くと述べている。被虐待経験の有無にかかわらず
,

52

井

出 智

博

森

岡 真

樹

後

藤

洋

子

施設 で暮 らす子 どもはすべ て,親 や家族 との分離 を経験 してお り,愛 着 に何 らかの課題 を抱 え
てい る ことが少な くない。見捨て られ不安 を持 つ子 どもたちは、大人 との関係 の 中で さまざま
な試 し行動 を見せ るが,そ れは暴 言暴力 のような攻撃的行動 として現 れた り,他 者 との関係 を
積極的に築 こうとしない拒否的行動 として現 れた りす る。 こう した問題 に対 して心理療法 では
治療 の「構造」や「枠」 と言 われるものを重視す る。治療 の「構造」や「枠」 とは時間や場所
など子 どもとの約束事 と言 い換 える ことがで きるか もしれない。つ まり,子 どもとの間で毎週
何曜 日の何時か ら何時まで, どこで, とい うような約束事 を決め,そ れを守 ることで愛着に課
題 を抱 えていて も子 どもはその関係 を徐 々に信 じようとす るが,逆 に,今 度 はいつ なのか わか
らない,次 回来て くれるか どうか もわか らない,状 況では子 どもたちが持 つている不安 を喚起
す ることにつ なが って しまう。そ こで,本 実践 では毎週金曜 日の19時 か ら20時 半 とい う「構造」
を作 り,そ の約束 を子 どもたち と守 り続 けて学習支援 に取 り組 んだ。
⑤個別 のモチベーシ ョンや能力に合わせて
学校教育 にお ける特別支援教育 につい て,文 部科学省 は「障害のある幼児児童生徒 の 自立や
社会参加 に向けた主体的な取組 を支援す るとい う視点 に立ち、幼児児童生徒 一 人一 人の教育的
ニーズ を把握 し、その持 てる力 を高 め、生活や学習上の困難 を改善又 は克服す るため、適切 な
指導及 び必要な支援 を行 う もの」 としてい る。実際 には特別支援教育 は障害があ ると診断され
た子 どもに限定 されず,特 別 な配慮 を必要 とする子 どもた ちに対 して行 われてい る。児童養護
施設で暮 らす子 どもたちの中にも特別な配慮 を必要 とす る子 どもた ちが多 く暮 らしてい ること
は先述 したとお りである。特別支援教育 は包括的教育 と呼 ばれる考え方 に基 づ き,一 人一人の
教育的なニーズ に基 づいた教育支援 を行 うものであ り,施 設で暮 らす子 どもたちへ の学習支援
にお いて も特別支援教育の考 え方 を導入す る必要があ る。そ こで,個 々の子 どもたちが持つ教
育的 ニーズ に応 えるために,本 実践 では一人の子 どもに一人 の学習支援員 を担当 として決め

,

学習支援 をお こなった。
⑥支援者 は定期的 にスーパ ニバ イズゃ研修を受けなが ら学習支援 に取 り組む ことで,自 らの実
践 の方向性 を精査す る
先述 してきたように,学 力や学習に取 り組 むモチベー シ ョンに課題 を抱 えてい るだけではな
く,他 者 との関係 を築 くことに困難 さを抱 えてい る子 どもたち との学習支援 におい ては,学 習
支援者 自身がその関係 の 中で感 じる様 々な感情や想 い を整理 しなが ら,関 わ り続 け る必要があ
‐
る。そ こで,本 実践 Chは ,学 習支援者 には定期 的に研修やスーパーバ イズの機会 を設ける こと
とした。研修やスーパーバ イズ はおおむね月 1回 の頻度 で実施 し,児 童福祉施 設 における心理
臨床経験 を持つ教員養成課程 の大学教員 や施 設心理職 が研修 の企 画やス ーパーバ イザ ーの役割
を担 った。 また,そ う した研修 の中では,学 習支援者同士 がお互 いの実践内容 にういて話 し合
い,互 い によ り良い支援 を行 うためにどのような ことに取 り組めるかについ て話 し合 う機会 も
設け ることとした。
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Ⅱ 被虐待児へ の学習支援の概要

1

対象児童
学習支援 の対象 とな ったのは児童養護施設 X園 に入所 中の中学生 4名 である

い

(Table l)。

ずれ も何 らかの被虐待経験 を有 し,家 族 とともに暮 らす事が困難 な状 況 にあるためにX園 に措
置 され,生 活 してい る。 また,児 童相談所 による心理判定書 によると, ウェクスラー式 の知能
検査 による IQは 70台 前半 〜90台 前半 に位置 し,能 力的には平均 か ら境界域 に分布する子 ども
たちで あった。
Tab博 1 対象児童

児童 B
児童 C
児童 D

2

中3
中3
中2
中1

女女男男

児

学習支援者
学習支援者 は,教 員養成課程 に在籍 し,教 員免許状 の取得 を目指す学生であ る。心理学関連

の講義 の際 に取 り組み の趣 旨を説明 し,興 味がある と意思表示 を した学生 に対 して別途説明会
を開催するとともに,施 設職員か らも取 り組 みの趣 旨や対象 となる子 どもたちについての概要
を説明 して もらい,希 望 した ものが学習支援者 となった。

3

学習支援者へのサポー ト

学習支援者には,週 1回 の学習支援 を行 うことに加 えて, 1ケ 月た 2ケ 月に 1回 程度 の学習
支援 に関す る勉強会へ の参加 を要請 した。勉 強会 は,学 習支援者 同士で,対 象児童 とどの よう
なことに取 り組 んでい るかや どのような困難 さを感 じてい るか とい う学習支援 の現状 につい て
の話 をした り,こ のよ うな ことに取 り組みたい とい うことを話 して もらい,そ れに対 して他の
学習支援者 と一緒 にアイデアを出 し合 い, どのように取 り組むかについて話 をす る場 とした。
また,勉 強会 には臨床心理学 を専 門 とす る教員養成課程 の大学教員が参加 したほか,X園 の職
員 も時 々参加 した。

4

学習支援の実施時期
学習支援 はY年 6月 〜 Y+1年 2月 までの期間 に行 われ,平 日の19時 〜20時 30分 の間 に行 わ

れた。実施回数 は全29回 で あ る。

5

学習支援の実施場所

日常の生活 か ら切 り離 された空 間で実施するために, X園 か ら車 で10分 ほ ど離 れた場所 にあ
る地域 の公民館の30畳 ほどの 1部 屋 を借 り,各 対象児童 に担 当 の学習支援者 を選定 し,毎 回
,

同 じペ アで学習 に取 り組 むこととした。

6

学習支援の効果ついての検討
学習支援者 の記録 を基 に して,lEl々 の対象児童に対する学習支援 の内容 を事例研究 として提

示 し,考 察す る。 また,事 例研究 を補足する指標 として個 々の対象児童 の学習成績 と学習 コン
ピテ ンス に関する尺度, 自尊感情に関す る尺度について,学 習支援実施前,実 施後 の比較 を行
う。なお,学 習成績 については,X園 の子 どもたちが通 う中学校 では,学 年順位 は示 されず

,

各学年 の平均値 と当該児童 の得点のみが通知 されてい るため,平 均値 と当該児童 の得点 の差異
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をもとに考察することと した。
学習支援 は直接的 な学習成績 の向上だけではな く,子 どもたちの学習 に対する有能感 に影響
を与 え:学 習 に取 り組 む姿勢 に影響 を及 ぼす と考 えた。また,そ う した学習 に対す る有能感 は

,

一般家庭 で生活す る子 どもに比べ て著 しく低 い (井 出,2014)と されてい る施設児 童 の 自尊感
情 を向上 させ ると考 えられる。そ こで,学 習支援 の効果 を検討す る速度 として,桜 井 (1992)
の児童用 コンピテ ンス尺度 の下位尺度 であ る学習 コンピテ ンス と自尊感情 を用 い る こととした。
Ⅲ 実践について
ここではそれぞれの児童 に対す る学習支援 の状況 を,学 習支援者 の記録 を中心に示 しなが ら
,

対象児 童の様子 を事例 と して報告す る。

1

児童 A:中 学 3年 女子

児童相談所 による心理判定所見 によると,Aは ウェクス ラー式 の知能検査 において平均域下
位程度 の知能指数 を示 し,言 語理解 がやや低 い とい う特徴 があることが示 されている。普段 の

X園 の生 活 では,周 囲 に対 して高い攻撃性 を示 し,対 人関係が不安定 で,他 者 と信頼関係 を構
築す ることが 困難な様子が見 られる。学習上 の課題 としては,全 般的 に 自信がな く,中 学 3年
にな り,受 験 を意識 し始 めた ことによつて,多 少学習意欲が上向い てきた ものの, 自主的に学
習 に取 り組 む姿 はほとんどみ られない。特 に,漢 字 の書 き取 りや英単語 を書 く作業 には取 り組
むが, 自ら考 え,問 題 を解 くとい うことにはほとん ど取 り組 まない。学習支援 を開始す る直前
の学校 の試験 の成績 では,平 均値 に比べ非常に低い得点 となってい た (Table 2)。
Table 2 児童Aの 成績・学習 コンピタンス得点
国語
社会
姜彙有自
理科
英語
合 言十
学 習 コンピタン ス
自己価 値

171 ‑113

‑219
‑279
‑249
‑300

‑265
‑250
‑196
‑196

58

‑46
29
53
104

‑1217‑1020 197
13
12 ‑1
10 13
3

Ⅲ実施後の学習成績は 中学 3年 で学年末試験がなかつたために 2学 期末試験の成績を記載 している

支援 にあたつた学習支援者 は,支 援を始 めた当初の様子 を,「 学習 に対 して拒否的, とい う
「仕方なく私の指示 に従 つて くれて
訳ではなかったが,決 して意欲的とい う訳ではなかった」
いるみたい」 と述べている。支援者が取 り組む学習内容 を提案するとその話は素直に聞 くもの
の,次 の回までにやつて くるように と宿題 を出しても,自 分では取 り組 まずに施設の職員 に
ゃ ってもらっていた。

Aは 表情 も乏 しく,積 極的に学習支援者 との関係 を作 ろうとは しなかったため,学 習支援者
はAと の関係 を深めることを目的として,学 習支援の各回の冒頭には日常の話をして導入 しよ
うと試みたが,Aは 学習支援者の話には耳 を傾けているものの,自 分のことはほとんど語 ろう
としなかつた。そこで,学 習支援者は自ら自分の関心のあることや自分の生活 について話をす
ることから始めた。こうした話の中で,学 習支援者はAが 特定のミュージシヤンに興味 を持 っ
ているということを知ったため,話 のきつかけを作 るために, タブレット型端末を持参 し,そ
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のミュージシャンのプログやプロモーションビデオを見 ることを試みた。Aは 喜 んで一緒にブ
ログやプロモーションビデオを見ていたが,そ の うち, ミュージシャンの歌 う歌の歌詞に出て
くる英語の意味 に興味 を示す ようになった。そこで,歌 を一緒に聞き,歌 の全体的な内容 を掴
んでから,英 語の歌詞を部分的に訳す ことに取 り組んだ。
こうして少 しずつ関係が構築 されて くると,Aは 学習支援の日を楽 しみに待つ ようにな り
徐 々に学習支援者に対 して自分の話 をして くれるようになってきた。学習支援の後半の方では
,

,

Aの 方から学習支援者のことについて尋ねた り,悩 み事 を話 してくれた りするようになった。
学習支援 の内容 として,始 めた当初は市販の間距集を使おうとしたが,問 題を見る前から取
り組むことに拒否的であった。そこで,問 題集ではな く,学 習支援者が手書 きで,毎 週 5問 だ
けの問題 と解法を書いたプリン トを準備 した ところ,問 題数が少ないことでゴールが見えるの
で, これならで きそうと感 じて くれたのか課題に取 り組 むようになった。また,そ の中でわか
らない問題があると「 これは無理だよ。できない」 と学習支援者に「で きない」 とい うことを
伝えられるようになってきた。

2学 期に入 ると,Aは 学校での成績が上がったこと, X園 の 3年 生で最 も良かったとい うこ
とを嬉 しそうに学習支援者に話 した。同時に,担 任からは数学をもっと頑張 らなければ目標 と
している高校 の受験 は厳 しいと言われたことも話 している。学習支援者 は,そ れまでAは 自分
の苦手な ところにはで きるだけ触れず,で きない ところを学習支援者 にも見せない ようにして
いたと感 じていたが,こ の話を通 して,成 績が上がったことを喜んでいるだけではな く,受 験
を意識 して苦手なところを克服 していかなければならない とい う自覚 を持ち,昔 手さについて
も学習支援者 と話 をす ることができるようになったと感 じていた。学習支援 を開始 した当初か
ら,A自 身 も「勉強は全 く分からない」 と言うほど,学 習に対する自信 はない児童であった。
問題 を解 くときにも, 1問 ごとに「 これであっているの ?」 と学習支援者に尋ねて くるほどで
あったが, こうした話の中で,Aは 「数学の試験では大問 1の 計算問題だけはで きるようにな
るJと い う目標 を立てることができるようになっていた。その後,Aは 3学 期 に高校を受験 し
,

合格することができた。

Aの 学習支援実施前 (2年 次の年度末テス ト)と 学習支援実施中 (3年 次 2学 期末 :3年 で
あるために,年 度末テス トはない)の 学校での試験の成績 と学習支援実施前後の学習 コンピタ
ンス, 自己価値の得点 をTable 2に 示 した。試験の成績については,社 会科 を除 くすべての教
科で,学 年平均点 との差が小さくなっている。特 に,Aは 学習支援では,英 語 と数学 を中心に
取 り組んだが,英 語では大きく得点 をあげている。
2 児童 B:中 学 3年女子
児童相談所による心理判定所見によると, Bは ウェクスラー式の知能検査において境界域の
知能指数を示 している。入所時には自分 に自信がなく,主 体的に取 り組むことが難 しかったが

,

徐 々に学習にも自ら取 り組む姿勢が見られるようになって きている。日常生活では表面的には
適応的な行動を見せるが,精 ネ
申な未熟 さや自信の無さから自己表現が十分にで きず,情 緒的な
不安定さが身体化することが多い児童で もある。学習については,得 意な教科 とそ うでない教
科の差が大 きく,国 語や社会では平均点 とそれほど大 きな差は見られないが,数 学や理科,英
数学に関してはB自 身も「よくわからない」 と強い苦
手意識 を持ち,わ からない問題には挑戦 しようとしない様子が見られる。

語 では大 きな差が見 られる

(Table 3)。
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TaЫ e3 児童 Bの 成績・学習コンピタンス得点

社会
数学
理科
英語

合計

学習コンピタンス
自己価値

‑99
‑15
‑229
‑19
‑190 ‑177
‑140
‑66

84
210
13
74

737 ‑520 217

13
12 ‑1
10 13
3

*実 施後の学習成績は,中 学 3年 で学年末試験がなかつたために2学 期末試験の成績を記載している

Bは 初回の学習支援時から学習支援者 に対 して好意的な態度 を示 し,徐 々に好 きなアイ ドル
のことや友人関係のことなどを話 していた。学習支援者は, Bに は学習に取 り組 もうとい う意
欲があり,支 援者 との関係 も良好である一方で,特 に数学に強い吉手意識 を持つているため
数学 を中心に取 り組 んでいる。 Bは 基本的な四則演算や分数の計算については理解 してお り
,

,

自ら問題 に取 り組 むことができるが,通 分が複雑 になった りす ると問題 に取 り組むのに時間が
かかるようになって しまっていた。 しか し,で きないわけではな く,自 信がないのか手が上
まってしまうことが多かったので,「 間違って もいいから大丈夫だよ」 と声 を掛けると最後 ま
で計算 をや り遂げ,結 果的に正 しい答えを導 くことがで きていた。学習支援者 は,Bの 数学 に
対す る苦手さは数学的な知識の不足や無理解によるものだけではな く, 自信の無 さ,間 違える
ことに対す る不安の強さが影響 していると考えていた。問題 に取 り組むたびに,「 間違 っても
いいから大文夫だよJと 声 を掛け,や り遂げた時に「できたねJと 傍 らで声を掛け続ける様子
が見 られた。また,英 語では基本的な単語の意味 を覚 えることがで きていなかったため,単 語
を学ぶことから始めている。その中で学習支援者はBが 日本語 との関連が分か りやすい ものや
部活 に関連するものであれば興味 を持 つて覚えられるとい うことを把握 し,英 単語でカルタを
作 り,遊 びながら英単語を覚 えることに取 り組んでいた。
こうした学習支援 の中で次第に,Bは 昔手意識が強かつた数学でも「わかる」「できる」 と
言うようになった。 こうしたBの 言葉 を象徴するように,学 習支援実施前 (2年 次の年度末テ
ス ト)と 学習支援実施中 (3年 次 2学 期末 :3年 であるために,年 度末テス トはない)の 成績
を比較すると,国 語 を除 くすべての教科で平均 との差が縮まっている。

3

児童 C:中 学 2年 男子
児童相談所による心理判定所見によると, Cは ウェクスラー式の知能検査 において平均域下
位程度の知能指数 を示 し,動 作性 IQに 比べ,言 語性 IQの 方が高い とい う特徴があることが
示されている。普段 のX園 の生活では,主 体性 に乏しく,困 難なことがあると人に依存す る傾
向が強い児童であったが,中 学生になり,徐 々に,多 少の困難でも自分の力で取 り組 もうとす
る傾向が見 られるようになってきている。ただし,学 習成績は低 く,学 習支援 を開始する直前
の学校の試験の成績では,平 均値 に比べ非常に低い得点 となってぃた (Table 4)。
学習支援者は, Cと の関係 を「お互いに緊張せずに過 ごせる状態を目指 したが,実 現できず
ぎくしゃくした関係が続いた」と記録 している。 Cは 学習支援 を開始 した当初,高 校受験 のよ
うな具体的な目標がある訳ではなかったこともあ り,学 習支援の時間を自ら積極 的に利用 しよ
;

うとする傾向はそれほど強 く感 じられなかった。学習支援の時間は,宿 題 をする時間であ り
学習支援者が隣にいるにも関わらず,漢 字の書き取 り等の宿題に黙 々と取 り組 んでいた。その
,

″′
Ｅυ
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様子 を客観的 に見てい ると,作 業 に没頭 し,学 習支援者 との関 わ りを避け よ うと してい るよう
にさえ見 えた。結果的に,Cの 学習へ の取 り組み は,学 習 に取 り組 んではい るものの,そ れは
成果 として成績 に結 びついてい るとい うような ものではな く, 日の前 の作業 を こな してい るだ
けのような,被 効率的な学習 になってい た。学習支援者 は, こ う した Cの 学習へ の取 り組み を
「課題 をこなすために機械的に作業 を してい る」 と表現 し,「『勉強 とは作業す る ことだ』 とい
うイメー ジを変 えて,学 習 の際に想像力 を膨 らませていけ るように してあげる こと」 を学習支
援 の 目標 に したい と述べ てい る。
学習支援者 は,学 習成績 を上 げ る ことや学 ぶことを主たる目的にす るのではな く,ま ず,C
と一緒 に何 かをす るとい うことを 目的 として,ゲ ームや Cが 興味 を持 ってい ることに取 り組み
始 めた。 しか し,そ れで も学習支援者 は Cと の関係 は ぎくしや くしたままだったと感 じていた。
11月 くらい までそ の よ うな状態 が続 い てい たある学習支援 の前 日, Cは 学習支援 を コー デイ
ネー トし,毎 回引率 をしてい た X園 の職員 に「学習支援 に行 きた くない」 と話 した。職員が話
を聞 くと, Cは , 自分がや りたい と思 ってい る学習 と学習支援者が準備 して くれ る教材 とがず
れてい て, 自分 がや りたい勉強がで きてい ない と感 じてい るとい うことを話 した。 また,そ う
した ことを学習支援者 に伝 えてみた ら, と促す と, Cは 学習支援者 に嫌われて しまうのではな
いか, とい う不安 を語 った。そ こで, X園 の職員 は学習支援 の時間 を使 い, Cと 学習支援者が
話 をす る時間 を設けた。職員 は Cが 話 をして くれた内容 を代弁 して, Cの 気持ちを伝 えた。学
習支援者 はそれを聞 き,そ れ以降の学習支援 に反映 させることとした。 Cは 学習支援者が学習
課題 を準備す るのではな く, 自分 が学習 したい教材 を選んで学習支援 の時間に臨み たい とい う
意向を持 つていたので,そ れ以降の学習支援 の時間には,持 参 した学習課題 に Cが 取 り組 むの
を学習支援者がサポー トす るとい う形 で行 われる ことになった。 この話 し合 い以降, Cは 以前
よ り,集 中 して学習 に取 り組 む ことがで きるようになった。

Cの 学 習支援 実施前 後 の 学校 で の試験 の 成績 と学 習 コ ン ピテ ンス, 自己価 値 の得 点 を
Table 4に 示 した。試験 の成績 については,社 会科 と数学 では大 きく点数が伸 びてい る‐ 方 で
理科 は得点が下が り,他 の科 目ではほとんど変化が見 られなか った。 コンピテ ンス尺度 では

,

,

学習 コンピテ ンス, 自己価値共 に得点が上昇 してい る。
Table 4 児童 Cの 成績 ・学習 コンピタンス得点
国語
社会
数学
理科
英語
学習 コンピタンス
自己価値

4

‑115 ‑111
‑227 ‑144
‑140
‑78
‑93 ‑149
‑172

‑167

‑746 ‑649
13
12
10
13

04
83
62
‑56
05

97
‑1
3

児童 D:中 学 1年 男子

児童相談所 による心理判定所見 によると,Dは ウェクス ラー式 の知能検査 におい て平均域 の
知能指数を示 してい るが ,ワ ーキ ングメモ リー は境界域程度である一方,処 理速度 は平均域上
位 で あるな ど,能 力間でばらつ きがみ られる。 X園 の生活 では,攻 撃性 ,衝 動性が強 く,普 段
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か らイライラ して,落 ち着 きが ない様子 が 目立 つ児童 である。学校 の試験 の成績 では,国 語以
外 で平均値 に比 べ て低 か つた (Table 5)。 D自 身 は宿題が提 出で きない ために,学 習 の必要性
は感 じてい るが,実 際 に取 り組 むことはで きてい ない。
Table 5 児童 Dの 成績 」学習 コンピタンス得点
国語
社会
数学
理科
英語
合計

学習コンピタンス
自己価値

前

後

‑09

‑

‑155 ‑
‑120 ‑
143 ‑
‑124 ‑
550 ‑

前一後
―
―
―
―
―
―

13
12 ‑1
10 13 3

学習支援者 の記録 による と, Dは 初 めて顔 を合わせた時か らどこか遠慮 してい るように感 じ
られた とい う。学習支援 をしていて も, 自ら質問をす ることはな く,学 習支援者 自身,会 話 を
してい てぎこちない と感 じた と述べ てい る。 2回 日以降 の学習支援時 には,学 習内容 に関する
ことだ けではな く,学 校や X園 での生活 のことについて学習支援者 か ら質問 し,会 話 を楽 しむ
ことに加 え,学 習支援者 自身 もDが 興味 を持 った大学や 自分 の家族の こ とについて話 をするよ
うに した。 こうしたや り取 りの 中で学習支援者 はDに 学校 での学習 をどれ くらい理解で きてい
るのか, どの ようなことが問題 になってい るのかを尋 ねてい る。 これに対 して Dは 「数学 ,国
「英語 や数学 は宿題が多 く提 出
語 ,社 会 では授業内容が理解で きず に寝て しまうことが多 い」
が大変で,期 限内に提 出で きないこ ともあ る」「 どの授業 も板書 をノー トに書 き写す努力 は し
てい るが,理 解 で きない ことが多 い」 と答 えてお り, 自分 の置かれた状況 を客観的 に分析 し
,

問題点 を挙 げることがで きるDの 能力 の高 さの一端が示 されてい る。
こ う した Dに 対す る学習支援 の 中で,学 習支援者 は二 人の関係性 が大 きく変 わつたポイ ン ト
が 2つ ある, と振 り返ってい る。 1つ 目は夏休みの課題 として出され た読書感想文 に取 り組 ん
だ ときの ことである。 Dは 読書感想文 の書 き方が分か らず,取 り組みた くて も取 り組めない状
況 にあ つた。そ こで,最 初 は短 い文章 を作 らせてそれを添削す るとい う方法 も試み よう と考え
たが ,そ のことさえ難 しい とDは 訴 えた ので,学 習支援者 が実際 に読書感想文 の見本 を書 い て
示す ことに した。結果的に この方法 は, 自分 で考 えて文章 を組み立ててい くとい うDが 昔手 と
す るワーキ ングメモ リー を用 い るのではな く,手 本 の真似 をす るとい うDが 得意 とす る作業的
な能力 を用 い ることであ ったため,Dは 読書感想文 を無事 に書 き上げる ことがで き,学 習支援
者 に対 して「 わか りやす く教 えて くれ てあ りが とう」 と感謝 の気持 ちを伝 えてい る。 この後 の
学習支援 では,Dは それまでにも増 して学習支援者 を頼 るようにな り,学 習内容 に対す る質問
だ けではな く,生 活に関す ることも含 めて,い ろい ろな ことを質問す るようになってい る。

2つ 目は学習支援 の中にタブ レッ ト型端末 を導入 した ことである。学習支援 は毎回,90分 間
行 われてい たが, Dは 90分 間集中 を持続す ることは難 しく,短 時間の学 習 をし,そ の 間に休憩
の時間を挟 んで,再 び短時間の学習に取 り組 むとい うことを繰 り返 していた。その休憩時間 に

,

タブ レッ ト端末で漢字や英単語 の書 き取 り,地 図のパズル等遊 びなが ら取 り組め るアプリケ ー
シ ョンに取 り組 めるように した ところ, こうした学習 を楽 しみなが ら行 うよ うにな り,結 果的
に学習に取 り組 む時 間が伸 びてい つた。
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こ う した学習 を進 めてい た Dで あ ったが ,期 間中 に措置解除 とな り, X園 を離れる ことと
なった。
Ⅳ 考察
本実践 では①教育 の内容 と方法 に一定 のスキルを持 つ支援者 が ,② 子 どもが安 心 して学習 に
取 り組 む ことがで きる関係 を築 きなが ら,③ 日常 の生活 か ら切 り離 された空間で,④ 定期的 に

,

固別に対象児童 のモチベ ーシ ヨンや能力 に合 わせて,学 習支援 をお こな う。 さらに⑥支援者
⑤イ
は定期的 にスーパーバ イズや研修 を受けなが ら学習支援 に取 り組 むことで, 自らの実践 の方向
性 を精査す る, とい う 6つ の特徴 を持 つた学習支援 を展開 した。 ここではそ う して行われた学
習支援 の効果 と特徴点 の意義 について考察す る。

1

学習支援者 と子どもの関係性

この学習支援 におい て,学 習支援者が最 も重視 したのは対象児童 との 間の関係性 であ る。児
童 Aや Dと の取 り組みでは,学 習支援者が対象児 童の ことを理解 しよう とす るだけでな く,対
象児童 に学習支援者 のことを理解 して もらお う と自分 の関心 のあ ることや生活の ことについ て
自己開示 をしてい る。学習支援 を開始 した当初 ,学 習支援者 たちは対象児童 に勉強 を教 える こ
と,成 績 を上げる ことを 目標 に していたため,既 製品の ドリルを数冊準備 し,対 象児童 が どの
程度学習 を理解 してい るかを測定 しよう としていた。 しか し,学 習支援者 に対する定期的な勉
強会や スーパーバ イズでは,勉 強 を教 える ことや成績 を上げる ことでは な く,対 象児 童が学 ぶ
ことを楽 しい,こ の人 (学 習支援者)と 一緒 に何かす る ことは楽 しい と思えるような時間にす
るにはどう した らいいか とい うことを考 えてほ しい, とい うことを伝 え, どのように した らそ
の ような時間を提供 で きるかについて学習支援者 同士 でアイデアを出 し合 って もらうように し
た。
虐待 を受け るな ど,幼 少期 に不適切 な養育 を受 けて きた子 どもたち はAttachmentに 課題 を
抱 えてい ることが少 な くない。それは日々の施設 における対人関係 を中心 とす る,様 々な問題
の要因 となってい ると同時に,学 習 に も大 きく影響 して い る。林 (2010)は Attachmentの 機
能 を生体 の安全調整 システム と文化伝達 や模倣 の単位 で ある ミームの伝達 (Dawkins,1976)
とい う 2つ の側面か ら考察 してい る。 この うち, ミームの伝達 とは,子 どもと信頼 で きる他者
との 間で構築 された Attachlnentの 関係 を通 じて,言 葉や行動様式,規 範 な どの文化 が伝達 さ
れる機能 のことを指 してい る。子 どもたちの学習 もこの ミームの伝達か ら考察する ことが で き
る。 つ ま り,学 習 とは子 どもとAttachment対 象 で あ る大人 との 間で伝達 される もので あ り
学習支援 の対象児童 と学習支援者 との間に一定 の Attachmentが 形成 されてい 在ければ効果的
,

な学習は進 まない。 しか し,先 述 したように施設 で暮 らす子 どもの多 くは Attaclunentに 課題
を抱 えてい る ことが少な くない ために,学 習支援 を行 う際 には対象児童 と学習支援者 の関係性
の構築 に取 り組 む必要があると同時に,そ の関係性 こそが学習支援 の成否 を分ける重要な要因
となる。
そ こで,「 ⑥支援者 は定期的 にスーパーバ イズや研修 を受けなが ら学習支援に取 り組 むことで
自らの実践 の方向性 を精査す る」 ことによつて,学 習支援者 は単 に勉強 を教 える とい うだけで

,

は な く,対 象児 童 と学習支援者 である自分 との間 に起 きてい ることに目を向け,「 ②子 どもが
安心 して学習に取 り組む ことがで きる関係 を築 きなが らJ学 習支援 を進めた ことによつて,学
習支援 を進めて い く,対 象児童 と学習支援者 の 間の 関係性 が構築 されてい った。 また毎週決
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まった曜 日の決まった時間に「④定期的に」学習支援を行 つたことも,対 象児童と学習支援者
の関係性 を深めることに役立ったと考えられる。

2.対 象児童に合 つた学習教材や教示方法の準備
児童Aの 学習支援では,既 製品の学習教材 を用いるのではな く,対 象児童が取 り組みやすい
5間 程度のプリン トを作成 した り,児 童 Bの 学習支援では英単語のカルタを作 り遊びながら英
単語を覚えることに取 り組んだりすることが行われていた。対象児童が理解できるような教材
を準備 した り,教 示方法 を考 えた りすることは,施 設児童への学習支援だけではなく,す べて
の教育活動においても重要なことであり,現 代の特別支援教育の根幹をなす包括的教育の理念
を反映するものである。
ただし,施 設児童のように不適切な養育を経験 してきた子どもたちへの学習支援 においては

,

違 った側面からこうした活動 を考察することができる。すなわち,対 象児童に適当な学習支援
教材 を提供することは,そ れ自体が学習支援者 と対象児童の関係性の構築 を意味す るとい うこ
とである。学習支援者力■ナ
象児童に適当であると思われる教材や教示方法を提示す ることによ
り,対 象児童は学習支援者に理解 されたと感 じたり,安 心を感 じた りする。こうしたや り取 り
は不適切 な養育の中で子 どもたちが構築 してきた内的作業モデル (Intemal wOrking Model:
Bowlby,19質 )の 修正に寄与す ると考えられる。特 に,本 稿における実践で示 してきた対象
「自分はで きない」
「勉強は嫌い」 というイメージを
児童たちは「学校での勉強がわからない」
持 っている。つまり,学 習 を教えて くれる人に対 しては「 どうせ自分にわかるような教え方は
して くれない」,学 習す る主体 である自分に対 しては「 自分にはで きない」 というイメージを
持 っているのであるが,学 習支援者が対象児童に合わせた学習教材や教示方法を準備 した りす
「自分にもできるか
ることにより,「 この人だったらわかるように教えて くれるかもしれない」
もしれない」 とい う内的作業モデルの修正が進むことになるのである。
こうした過程は「①教育の内容 と方法 に一定のスキルを持つ支援者が」
「⑤個別に対象児童
のモチベーションや能力に合わせてJ学 習支援を行 うことによって引き起 こされた。児童Dと
の学習支援では, どうしても自分では取 り組むことができなかった読書感想文の作成 において

,

学習支援者 はDの 能力の特徴 を捉え,読 書感想文を作成するという課題 を自分で考えながら文
章 を書いてい くとい うワーキングメモリーを用いるのではなく,手 本の真似をするとい うDが
得意な能力 を用いるような学習支援を行つた。結果 として,学 習支援者が自分にもで きる方法
を考え,支 援をして くれたことにより,Dは 読書感想文 を書 き上げることができ,「 わか りや
す く教 えてくれてあ りがとう」 とい う自分の気持ちを伝え,そ の後,学 習支援者にいろいろな
ことを頼るようになっている。
また,「 ③ 日常の生活から切 り離された空間」において学習支援 を行 つたことによ り,子 ど
もたちは普段の施設での人間関係から解放 されているようにも見えた。施設では集団生活 を
送 ってお り,子 どもたちは多少なりとも他の子 どもから見える自分を意識 しているのか,他 児
に熱心に学習に取 り組 もうとす る姿 を見せようとしない。初めて学習支援を行 つた 日,普 段 と
違 う公民館に集まり,学 習支援者 とのペアに分かれて取 り組み始めた子 どもたちの様子 を見て
施設職員は普段 と子 どもたちの様子が違うと感 じていた,と い う。 こうした普段の姿 との違い

,

は,普 段 とは環境や相手が異なるとい うことだけではなく,そ うした新 しい関係性の中で,そ
れまで施設の中で構築 してきた「自分はこうだ」 とい う他者 に対する虚勢のような ものや自分
に対す る内的作業モデルから解放されたことによってみられたのではないだろうか。また,集
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団生活 の場 で あ る施設 は彼 らにとつて刺激 に満 ちた騒が しい環境 で あ る。Attachmentに 問題
を抱 えてい る子 どもは自己調整機能に課題 を抱 えてお り,気 持 ちを切 り替 える ことが困難 で あ
る。つ まり,学 習 に取 り組 まなけれ ばい けな くて も,何 かを我慢 して他 の何かに取 り組む こと
が 困難 であ る場合 が少 な くない。そ こで,場 所 を変 える こと自体が ,子 どもが気持 ちを切 り替
える ことにつ なが り,学 習 に向 き合 いやす くな る重要 な要因 とな っていた と考 え られる。

3

直接的 ,即 時的な支援

本実践 における学習支援 はすべ ての対象児童 に学習支援者が付 き,個 別に行 われた。 こう し
た環境下 で,学 習支援者 は対象児童 の反応 を細 やかに観察 し,そ の様子 に応 じて関わ りを続 け
た。 これまで是正が求 め られて きた ように施設へ の職員 の配置基準 は非常 に低 く,現 実的 には
1人 の職員 (お とな)が 10名 以上 の子 どもたちの支援 に当た らなければな らないのが実情 で あ
る。本来,Attacllmentに 様 々な問題 を抱 えてお り,健 常 な子 どもたちよ りもさらに手厚 い支
援 を必要 とす る子 どもたちであるが,施 設 での生活で も十分にお となか らの関わ りを受けられ
てい る訳ではない。 さらに,一 般家庭 にお ける家庭学習 の時間 に該当す る.施 設 に帰 つてか ら
の学習 の時間に職員 が子 どもの学習 を見る ことは非常 に困難で あ る。先述 した とお り, 1人 の
職員が多 くの子 どもの学習 を見なければな らないばか りでな く,施 設職員 自身 は学習 の内容や
学習指導 の方法 につい ては専 門ではないため,中 学生 ,高 校生の学習 を支援す る ことは容易 な
ことではない。
一方 で,本 実践 では教員養成課程 の学生が学習支援者 を務 めた ことによ り,専 門的 と言 い切
ることはで きないが,「 ①教育 の内容 と方法 に一定 のスキルを持 つ支援者 が」「⑤個別 に対象児
童 のモチベー シ ヨンや能力 に合わせて」子 どもたちの学習 を支援 した。児童 Bへ の学習支援 過
程 に表 されてい るように,児 童が学習 に取 り組む際,「 で きないJ「 きうと間違 えてい るJと 自
信がな く,な かなか先 に進 まなか った り,場 合 によっては課題 に取 り組 む ことを放棄 して しま
うこともある。 しか し,学 習支援者が個別 に児童 の傍 らで学習 を支援す ることによ り,子 ども
の取 り組みに応 じて励 ました り,課 題 に贋 くたびに「今 , ここで」支援 を した りす る ことが可
ニ
能 となった。学習支援者が こう した支援 を行 うためには「⑥支援 者 は定期的 にス パーバ イズ
や研修 を受けなが ら学習支援 に取 り組 む ことで, 自らの実践 の方向性 を精査する」 こと も必要
であ った。子 どもの特徴 を理解 した り,対 象児童 と学習支援者 との間で起 きてい る ことを,施
設職員 や大学教員 か ら助言 を受 けた り,同 じく学習支援 を して い る他 の学習支援者 か らの
フィー ドバ ックを受けることな どを通 して対象児 童 に対する理解 を深める ことによって,対 象
児童 にあ つた,直 接 的,即 時的な支援 を行 うことが可能になった。

4

学習支援者 と施設職員の連携によ つて深まる学習

本実践 は,学 習支援者 であ る学生だけで取 り組 んだだけではな く,X園 の職員 と教員養成課
程 の大学教員がサポー ト体制 を整 え,定 期的な勉強会 やスーパーバ イズ を開 きなが ら進めた。
先 に述べ て きたような実践 は,学 習支援者 の力 による ところが大 きいが,こ う したサ ポー ト体
制 も重要な役割 を果た した。特 に児童 Cへ の学習支援 では, Cと 学習支援者 の思惑 が一致せ ず

,

学習支援 が機能 してい なか った。その時,施 設職員が間に入 り, Cの 考 えや言 い分 を学習支援
者 に伝 えることで軌道修正 をし,学 習支援 が機能す るように支援 した。 こう した ことは,対 人
関係 上の課題 を抱 えていた り,能 動的な活力が乏 しい子 どもが多 い (出 石 ,2001)と される施
設児童へ の学習支援 では頻繁に起 きる。常 に子 どもと学習支援者 との間で起 きてい る ことにつ
いて把握 し,サ ポー トす る体制 を整 える ことはこう した取 り組 みを進めるためには不可欠 であ
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り,単 に,学 習支援の人手 として,学 生が家庭教師のようにして学習支援 をするだけでは不十
分である。
Ⅳ まとめ
本実践 における学習支援の特徴 は,単 に学習成績 を向上させた り,知 識を獲得 した りするこ
とを目標 とす るのではな く,不 適切な養育を経験 した子 どもたちが,学 習支援者 との信頼関係
を構築 し,学 ぶことの楽 しさや喜びを感 じられるような学習支援 としようとしたところにある。
学習支援者 との間に信頼関係 を構築することに問題が無 く,学 ぶことに動機づけられた子 ども
たちへ の学習支援では家庭教師が行うような知識や問題の解き方に関する学習支援でも十分な
成果を上げることができるかもしれない。 しかし,虐 待を受けるな ど不適切な養育を受けて き
た子 どもたち,あ るいは施設 とい う環境に育って きた子 どもたちに対する学習支援においては
学習 "を 支援することだけではな く,学 習に取 り組 む土台 とな
る学習支援者 との関係性の構築から取 り組むことによって,子 どもと学習支援者 との間に安心
感や信頼感が生まれ,支 援 を受け入れた り, 自分が分からない ところを聞 くことがで きるよう
それだけでは不十分であ り,

になる。その結果,学 習に主体的に取 り組むことができるようになり,そ の成果が学校などの
成績の向上 として目に見える形で表れて くる。さらに,そ の成果は子 どもたちのコンピタンス
を向上 させ,学 習支援者に対する信頼感が高まり,学 習への取 り組みが進んでい くとい う肯定
的な循環過程をとるようになると考 えられる

施設で暮 らす子 どもたちに対 して
学習を支援す る際には,「 他者 を信頼するJ「 自分を信頼する」 とい う力について特別な配慮 を
(Figure l)。

要する子どもに対する特別支援教育であり,こ うした教育的支援をおこなうことを通 して子ど
もたちの「他者を信頼する力」
「自分 を信頼す る力Jを 醸成 しようとす る視点を持つ ことが必
要である。

学習支援者詢
関係づくり

゛
さら嶋 安心感・
信頼感の日まり

コンピ

"ス

引
回

学習支援の循環過程

の向上

●慶
憂ヨ

支援を受ける
分からないところを聞く

学習に取り組む

FigureJ 学習支援の循環過程

不適切 な養育 を受けた子 どもへ の学習支援
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本研究 では, 1か 所 の施設 にお ける単年 の取 り組 み を取 り上 げた。先 に示 した事例 のように
対象児童 と学習支援者 との関係性や学習へ の取 り組みの様子 につい ては一定 の成果が見 られた

,

が ,学 習成績 や コンピタ ンス につい ての実証的な検討 を行 うのに十分 なデー タを得 るには至 ら
なか った。 こ う した実践 を継続 し,十 分 なデ ー タを蓄積す る ことによって実証的な検討 を行 う
ことを今後 の課題 の 1つ としたい。 こう した研究 は同時 に,こ う した学習支援 を行 うこと (教
育 の機会 )が 不適切 な養育 を経験 した子 どもたちの治療的な機会 ,成 長促進的 な機会 となるこ
とを実証す ることにもつ なが り,不 適切 な養育 を受けた子 どもに対 す る治療的 アプローチの幅
を広げ る ことに貢献す る研究 にもなると考 えられる。
また,本 研究 で対象 とした ような社会的 な養護 を要す る子 どもたちに対 す る支援 にお いては
新 たな支援 の取 り組み をどの ようにして継続す るか とい うことが重要な課題 となる。つ ま り

,

,

意味ある取 り組 みであ つて も,そ の取 り組み を継続する経済的な問題 や マ ンパ ワーの問題 が解
決 しなけれ ば,一 時的 な取 り組 み として終 わつて しまうことになる。本研究 では,単 に学生が
家庭教師 のように して施設児童 に学習支援 を行 つたのではな く,施 設 と大学 の研究室 ,学 生が
協働す ることによって学習支援 を行 った。持続可能な システム とす るためにそれぞれが どのよ
うな取 り組み を進めれば良いか とい う視点 か らの検討 も必要 であ る。
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付記
本 稿は子 ども虐待防止世界会議名古屋2014に おけ る研究発表 に加筆修正 した ものである。

