
実践論文子ども社会研究17号ノo"′･"(J/Q/C"〃Sr"dy,I'b./7,ルノy,2011:95-108

性問題行動をもつ生徒に対する支援過程と課題

－学内外での支援体制づくりを中心に－

野坂祐子

1．問題

性問題行動とは、他者への性加害や性的な逸脱行動など、相手や自分を傷つけるような不

適切な性的言動をいう。子どもの発達に伴って生じる性行動は自然なものであるが、自分や

他者にリスクを生じさせる性行動は、性問題行動として捉えられる。Johnson(2002)は、子

どもの発達過程における性行動を、①自然で健康的な性行動、②反応的性行動、③過剰だが

相互的な性行動、④性加害行動の4つの段階に分類し、子どもの性行動の段階を正確に評価

しながら治療計画をたてる必要性を述べている。藤岡(2006)も、性的自由と性暴力行動は、

断絶的なカテゴリーではなく連続体として考えることが適切であり、また、司法手続きに乗

らない性犯罪であっても、他者に危害を加えるものに関しては対処が必要であると指摘して

いる。このように、性問題行動は行動記述的な定義だけでは捉えきれない。現在、欧米では

性暴力の定義として、①同意の有無②対等性の有無、③強要|生の有無が判断基準として用

いられることが多い（藤岡2006;カーン2009a-c)。つまり、問題となる性行動とは、非対等

な関係性において、相手の|司意を得ることなく、支配的な手段を用いた性的言動を指すとま

とめることができる。

このような性問題行動は、本人の健全な発達や人間関係を阻害するだけではなく、被害者

を生み、他者の権利や健康を侵害するものである。近年では、学校内で生じた性問題行動は

学校危機と捉えられており（学校危機管理研究会2001)、加害生徒への指導や介入と同時に、

被害生徒への対応やケアをすることが求められている（武川2005;野坂2010)。しかしなが

ら、一般的に生徒の性問題行動は見過ごされやすく、しばしば加害生徒と被害生徒双方への

対応の遅れにつながりやすい。性暴力が被害生徒へもたらす心身の影響は深刻であり、適切

な支援がなされないことで生活への不適応や自傷行為、他者への暴力などの問題が生じる場

合がある（宮地2006；小西2008)。

性問題行動に至る要因はさまざまであるが、コミュニケーションスキルの問題が大きいと

いわれている（藤岡2006,2010;浅野2008)。性問題行動は自分の感情を抑圧し、相手の感

情を無視した行動であるうえに、本人はそれが間違った行動であることを認めず、自分の責

任を逃れるために、認知の歪みによって自分の行動を合理化するものだからである。その根

底には、自分への自信のなさやむくわれない思い、怒りの感情などがあり、それらを自分よ

り弱い相手に向ける。このように、性問題行動は無力感や不全感によって生じる誤ったコミ

(のさか・さちこ大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター）
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ユニケーションの問題であると指摘されている。また、そうした気持ちの背景には、いじめ

や虐待、性暴力の被害などの傷つき体験があることが少なくない（カーン2009a,2009b;浅野

2008;野坂2010)。過去の傷つきや被害体験を考慮しつつ、生徒の不全感や無力感からの回

復を支えていくと同時に、加害行為をした責任を果たすよう指導する必要がある。

子どもの性問題行動への対応については、海外では実証にもとづいた介入の実践や研究成

果が集積されており、日本においても児童福祉施設や児童相談所などで実践が重ねられつつ

ある（大阪府立修徳学院2008,2009;浅野2008;大|仮府子ども家庭センター2010)。しかし、

学校での実践についてはほとんど報告がされておらず、学校内で性問題行動の支援を行う際

の問題や留意点は明らかにされていない。学校における支援体制づくりの実践例を検討する

ことは、今後の取り組みを広げる一助になると考えられる。

2．目的と方法

本研究の目的は、性問題行動をもつ生徒に対する学校での支援実践について、実践開始の

契機からの経過を追いながら、生じた事象や課題を整理し、学校内外での支援体制づくりの

特徴や課題を明らかにすることである。取り組みの経過に伴い、実践に関わった教員の認識

や行動にどのような変化がみられ、また教員の変化が実践にどう反映されたかを、支援体制

づくりの観点から考察する。

方法として、近畿圏の公立支援学校1校（高等部）におけるフィールドワークと事例検討

を行った。本分析の対象にした調査期間は、取り組みが開始されたX年9月から、実施経過

途中のX+1年12月までである。この期間に月1回程度、計15回の学校訪問と、キーパーソ

ンである養護教諭Aとのメールや電話による随時の打ち合わせを行った。調査者は、支援内

容について助言を行う立場をとりながら、学校内の動きについての観察や教員に対するイン

フォーマルなインタビューを実施した。学校訪問時は、生徒への指導にあたる教員や養護教

諭との事例検討を中心に行ったほか、保護者への面談や生徒の行動観察などを実施した。1

回の訪問時間は約3時間であった。

本分析では、支援体制構築の初期の経過に焦点をあてるため、主として対象校が最初に個

別フ･ログラムを実施した男子生徒Bの事例をふまえながら、教員の言動や学校内の動きにつ

いてのフィールドノーツを引用する。教員の認識については、おもに養護教諭Aの発言をも

とに検討していく。

なお、本文中に引用した生徒の事例は、本人が特定されないように内容を損ねない程度に

修正している。また、事例の呈示については対象校の同意を得た。

3．事例

1）対象校の特色

対象校は、集合住宅の多いベッドタウンに位置し、自然に囲まれた環境でありながら、最

寄り駅周辺には商業施設が立ち並ぶ環境にある。対象とした高等部の生徒数は150名余りで
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あり、教員は50名弱と、一般校よりも生徒に対する教員数の割合が高い。学級は少人数制で、

担任も複数配置がなされている。養護教諭は2名であり、そのうち約15年の経験をもち、対

象校での勤務が2年目(X年当時）であった養護教諭Aが、生徒の支援に関するコーディネ

ーター的役割を担っていた。

対象校では、以前より生徒に対する清潔指導や性教育など、身体や性に対する個別指導を

行っており、X－1年には学校内で体系的な性教育を実施するための委員会が立ち上げられ

ていた。こうした過去の取り組みが、本研究を受け入れるための準備性を高めた要因と考え

られた。また、日常の生徒対応や指導において、障がいをもつ生徒への個別支援や具体的な

介助等を行っていることも、性問題行動をもつ生徒への支援プログラムの導入に至った要因

と考えられた。

2）実践の経過

学校内の支援体制構築の経過と支援上の課題を検討するために、時系列的に事象の展開を

まとめる。本文中、対象者の発話やメール等の記述箇所は「」で明記し、事象として意味

があると考えられた現象をく〉で表している。

(1)第1期：プログラム開始前一問題の「顕在化｣－

X年9月に、養護教諭Aから男子生徒Bについて調査者に連絡があり、当該生徒の担任2

名と養護教諭2名が相談に訪れた。主な相談内容は、生徒Bが｢女性用のトイレを覗こうと

する」ことや「廃棄ゴミを隠し持つ」こと、またそれらに付随したマスターベーションなど

の行動面への指導に関するものであり、生徒B自身については「入浴時の洗浄が不十分」で

あることと、その背景に「保護者の多忙さ」があることが語られた。

話し合いの中で、教員は当該生徒に対して「指導が入りにくい」ことに困難さを感じてお

り、生徒の「知的な理解」の程度が阻害要因であると解釈していた。教員にとってく扱いに

くい事柄＝指導が入りにくい内容〉であり、かつ、〈指導する場面〉に主たる関心が向けられ

ていた。その一方、初回の話し合いでは、生徒Bの生育歴や家庭の様子については十分に語

られなかった。保護者に対しては「多忙さ」とともに「学校への不十分な関与」が言及され、

そうした保護者の状況がく生徒の問題行動の原因〉の一つとして捉えられているようだった。

話し合いのなかで、生徒Bの高等部入学以前の生活状況について検討することで、保護者

の「不十分な関与」はむしろく生徒の問題行動による結果〉である可能性も考えられた。もし、

当該生徒が小学校や中学校の時期に、学校から再三の注意や叱責を受けていたり、地域でも

孤立したりしている状況である場合、保護者は高等部に対する関与も消極的にならざるをえ

ないと推測されたからである。こうした当該生徒の過去の経緯について検討したことで、教

員間に生徒Bの家族もまたニーズを有する支援の対象であるという認識が持たれ、当該生徒

の支援においては家族に対するアプローチも行っていくという方向性が共有された。

当初、教員は生徒Bの問題を感じてはいたものの、あくまでく指導の入りにくさ〉に基づ

く、いわばく教員にとっての問題〉という認識で捉えられていた。しかしながら、検討の過

程で、〈生徒およびその家族のもつ困難さ＝扱うべき事柄〉として捉え直しがなされた。話し
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合いのあとの「指導の手がかりが得られた」という語りは、教員がく扱うべき事柄>が明確に

なったことによるものと思われた。この後、迅速に学校内での事例検討が定例化することに

なったのは、教員の動機の高まりによると考えられた。

ただし、この時点では、生徒の問題行動について「性問題行動」としては十分に認識され

ておらず、それに対する具体的な方策は明らかになっていなかった。

(2)第I1期：プログラム導入期一教員間のチーム形成一

生徒Bに対する個別プログラムを実施するにあたり、学校内で取り組みの進め方について

流れと位置づけが検討された。図lの通り、個別支援にあたっては、「方針の検討」｢情報収

集と整理｣｢保護者面談(情報把握と伝達)」「ケース会議」という一連の流れに沿って進める

ことし、生徒への対応について教員が一人で判断せず、問題を抱え込まないための体制が目

指された。｢保護者面談」で行うべきことなどは、実際に保護者対応の経験を重ねながら留意

点が加筆されていった。

当該生徒に対する個別プログラムは、図2の流れで行われた。毎月の事例検討会では、養

護教諭と担任、学年担当、生徒指導担当者など、生徒に関わりのある教員が、支援の経過や

気づいた点を報告し、指導や教育が困難だった点を中心に検討しながら、その後の計画を立

てた。事例検討会では、学習のための教材の開発や改良、プログラム内容の選定や教示方法

の決定がおもな検討内容であったが、教員の生徒理解を深めることもねらいであった。

この時期は、個別プログラムを実施するうえでの具体的な作業や準備が多く、教員の物理

的な負担は少なくないと推察されたが、事例検討会では活発な意見交換がなされ、活気が

感じられた。共同での作業を通じて、〈教員同士のチーム形成>が進められたように思われた。

一方で、事例検討会に参加する教員は限られており、当該生徒に関わりのある教員すべてが

事例検討会に参加していたわけではなかった。養護教諭Aが中心となり検討会への参加を促

しながらも、放課後の時間帯に開催される事例検討会への参加は任意であり、教員の自主的

な学習の場として機能していた。

個別プログラムの教材開発にあたっては、翻訳された性問題行動の治療教育用テキスト

(ハンセンら2009;カーン2009a-c)を中心に、児童福祉施設内や在宅での指導報告書(大阪

府立修徳学院2008,2009;大阪府子ども家庭センター2010)を参考にしながら、知的障がい

をもつ当該生徒に合わせた個別プログラムが作成された。教材は生徒に合わせて加工・修正

され、柔軟に用いられた。

個別プログラムの開始前に実施した生徒Bと保護者への聞き取りから、生徒Bが小学校高

学年の頃に雑誌等で性情報に触れたのち、中学生になってからは性的な情報への固執や収集

がみられるようになったことや、性的な雑誌の万引きが繰り返されていたことが明らかにな

った。また、小学生の時から体臭などを理由に同級生からいじめを受けており、高学年まで

夜尿が続いていたことや、保護者が多忙であり一人で過ごすことが多い生活状況も把握され

た。過去のく性情報への接触〉やくいじめ被害〉の経験と､現在のく孤立した生活状況〉のほか、

自己と他者の物のく境界線の認識が不明瞭〉であることや、物を借りたり購入したりするた

めのくコミュニケーションスキルが不十分〉であることなどが要因となって、現在の性問題
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生徒Bへの個別プログラムの導入にあたっては、個別指導にあたる教員と当該生徒のラポ
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に過ごす時間を増やし、家庭内でのコミュニケーションを増やしてもらい、入浴時のサポー
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図2対象校における個別プログラムの進め方

トをしてもらうように依頼した。また、子どもが安全で充実した余暇が過ごせるようなモニ

タリングが必要であることを説明し、保護者の協力を求めた。

この時期に生徒Bのほか、別の男子と女子2名の計4名に対する個別プログラムも開始さ

れ、それに伴い、生徒に関わる教員が増えたことから事例検討会への参加人数も増加した。

生徒の抱えている問題は多様であったものの、多くの教員が支援のニーズのある生徒への個

別対応について一緒に検討するようになり、少しずつ学校全体で取り組む姿勢が見られるよ

うになった。

しかし同時に、事例検討会での報告や養護教諭Aからの連絡には、「当該生徒が性の指導

はいやだ、受けたくないと言っている」という内容が挙がるようになり、教員側の意欲の高

まりとは逆に、生徒の動機づけが十分に形成されていない様子がうかがえた。おそらく、プ
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ログラムの開始時は、当該生徒も教員が個別に関わってくれることや、普段とは異なる学習

をすることに一時的な興味や関心を抱いたものの、定期的な学習に参加することで自分の抱

える問題に取り組むことへの抵抗が示されたのではないかと考えられた。こうした事態から、

教員間でく生徒の動機づけの重要性〉が再確認され、個別プログラムの開始前と実施初期に

おいては、生徒自身が自分の問題を改善したいというニーズを明確化し、問題への直面化に

伴う生徒の心理的な負担に共感しながら、積極的なサポートをしていくことが重要であると

いう方針が明確化された。

また、当該生徒に対する支援の困難さは、生徒の抵抗感だけではなく、教員側の抵抗感に

もよるのではないかと考えられた。さまざまな問題行動のなかでも、とりわけ性的な側面が

顕わになる性問題行動に関しては、教員が生徒に対して具体的な聞き取りができるようにな

ればなるほど、教員は性的な情報や暴力的な内容の話に晒されるようになる。支援を行うな

かで、教員が当該生徒のく性問題行動の深刻さ〉に直面したことによる抵抗感と考えられた。

この時期、養護教諭Aは自分自身の抱いた精神的な負担感について、「頭ではわかっていて

も、覚悟を決めるというか、広く捉えるというのは難しいものですね」と記している。養護

教諭Aは､生徒の性問題行動に対する支援は教員の知的な理解だけではなく、教員自身がく覚

悟を決めること〉によって、生徒の問題を理解することができると捉えていることがわかる。

実際に、生徒への支援が深まれば深まるほど、生徒に関わる教員の逆転移も生じやすくなり、

無力感や否定的な感情が生じやすくなる。調査者は、その否定的な感情は自然なものである

ことを共有し、それに対して自責感を抱いたり、抑え込んだりする必要がないことを伝え、

むしろ教員同士で抵抗感について話し合うことを促した。

また、この個別プログラムの実践は対象校での初めての取り組みであったことから、取り

組みを牽引してきた立場でもある養護教諭Aは「指導しても何も変わらないではないかと思

われるのではないかと、結果を焦り過ぎた」と、この時期の自分を振り返っている。生徒の

行動はすぐに変わるわけではないとわかってはいても、周囲の教員の視線を意識して焦燥感

にかられた養護教諭の状況が推察される。

この時期は、当該生徒と教員の両者にとって、心理的にも物理的にも負担が大きい時期で

あったと思われる。よい方向へ進めるか、悪い方向へ動くかの分岐点(criSis=危機）であっ

たといえる。〈危機的な状況〉のなか、しかし生徒への支援は継続された。

(4)第Ⅳ期：プログラム継続期一生徒の変化の可視化一

個別プログラム開始から4カ月ほど経過すると、それまでのく危機的な状況〉が変化し、

事例検討会でも再び当該生徒のくよいところ〉が語られるようになった。また、教員自身の

くよい気分〉が話されるようになった。たとえば、養護教諭Aは「本人（＝当該生徒）が、自

分の認知の仕方が違っていたんだとわかると、すっと（その生徒の）表情が変わり、声のト

ーンが低くなってきて、気持ちが落ち着いてくるのを経験しました」と興奮気味に述べた。

<生徒の表情や声や気分の変化〉を目の当たりにした教員が、〈教員自身の気づき〉に対して、

驚きとともに肯定的な感情を抱いている様子がわかる。

性問題行動の背景には、何らかの「認知の歪み（思考の誤り)」がある（ハンセンら2009；
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カーン2009a-c)。認知行動療法の原理で示されているように、ある状況に対する認知が人の

感情を引き起こし、それにより行動が選択されるものと捉えられる。この考え方は、当初、

<指導する場面〉すなわちく行動で示された現象〉に関心が向いていた教員にとっては、まだ

馴染みの薄いものであったと思われる。また、生徒の感情を受容し、共感することに重点を

置いていた養護教諭にとっても、気づきがあったようである。養護教諭Aは、事例検討会で

認知に関する指導について話し合った際､「ハツとしました。目から鱗です。(途中省略)気持

ちにばかり目がいっていました。気持ちを変えるには、認知を変えないといけないんですね。

なぜか、うまくいかないと思っていました」と語り、これまでの情動に焦点をあてた関わり

についてくうまくいかないと思っていた〉とふりかえった。

こうした教員自身の捉え直しは、助言した調査者の説明によってのみ生じたわけではない。

養護教諭Aが述べた「(これまで)発達障がいの生徒には、その場の状況のやりとりを再現し

て、相手の気持ちなどをわかってもらうようにしていました」という言葉は、過去に自分が

行った別の実践例をふりかえり、生徒が相手の気持ちを理解できるようになるために行っ

てきたやり方のなかに、〈その場の状況の再現〉によって状況認知を促すステップが自然に取

り入れられていたこと、しかしくその場の状況の認知〉の指摘が足りなかったことに気づき、

自分の実践の意味づけを変えたことを示している。

〈危機的な状況〉からの転機を経たことで、教員の支援に対する動機は再び高まったよう

に見受けられた。当該生徒の性問題行動そのものは、この時点ではほとんど変化がみられて

いなかったが、教員のく生徒の行動の捉え方〉が一転したことで、当該生徒の行動に向けら

れていた否定的な感情が変化し、〈生徒が変化する可能性を感じる〉ことができるようになっ

たと思われた。

(5)第V期：プログラム展開期一つながりの活用一

教員がく生徒の変化の可能性を感じる〉体験を持ったことで、個別プログラム開始から半

年を迎える頃には、学校内での事例検討会のみならず、地域の相談機関や福祉支援機関など

学校外の職員を交えての事例検討会や情報交換の場が持たれるようになった。それぞれの教

員が積極的に学ぶ場を求めるようになり、学校外での研修を受けたあと、学校内で他の教

員と情報を共有する動きなどもみられた。「(支援のなかで)足りないところがわかりました。

でも、これもまた、すっといかないことが多いのが、うちの生徒です。コツをつかむという

か､『これだ』というのがわかるまで、何回もチャレンジします」(養護教諭A)というように

うまくいかない実践も前向きに捉えるようになったことがわかる。

また、当初は消極的な関与をしていた教員も、事例検討会に参加し、自分の意見を述べる

ようになった。<教員がさまざまなつながりを活用する〉という動きは、個別プログラムのみ

ならず、学校内での生徒への支援体制を拡充させた。たとえば、個別支援に加えて、集団に

対する包括的な性教育を実施する計画が立てられた。また、性加害への指導を発端に開始さ

れた個別プログラムの実践をふまえて、性被害の経験をもつ生徒への支援を充実させていく

ことも検討されるようになった。

個別プログラムにおいては、当初から学校が働きかけていた当該生徒の保護者の態度が少
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しずつ変化していき、保護者が学校に立ち寄ったり、教員との話し合いに参加したりする機

会が増えていった。第1期でも述べたように、性問題行動をもつ生徒の保護者の多くは、学

校への関与が消極的にならざるをえない経緯を持っている。そうした保護者に対して学校が

援助するというスタンスをとり続けたことが、保護者の学校への関与を高めることにつなが

ったと考えられた。保護者と学校が協働関係を築くことは、性問題行動をもつ生徒にとって

は効果的なモニタリングを進めるうえで欠かせないものであり、なにより保護者が安定した

状態で子どもに関心を向けることは、家庭内のコミュニケーションの量と質を高めることに

つながる。例えば、生徒Bにおいては、｢廃棄ゴミを隠し持つ」などの行動について、保護者

が子どもの行動に気づくようになり、その際に子どもに声をかける機会が増えた。次第に、

生徒Bからも「廃棄ゴミを持ってきてしまったとき」にそれを隠すのではなく、事実を保護

者に打ち明けるようになり、徐々に「廃棄ゴミを持ってくる」行為そのものも減少した。生

徒Bが個別プログラムのなかでコミュニケーションスキルを身につける学習を重ねたことも、

保護者とのやりとりをスムーズにした一因であると考えられた。親子双方の変化によって親

子関係の状態が変わり、そうした集団力動が生徒Bの性問題行動や性情報への固執を緩やか

にしたのではないかと考えられた。

性問題行動に至る要因は多様であり（藤岡2006；カーン2009c)、当該生徒の行動変容に

与えた要因を一つに同定することはできず、また、調査時点では生徒Bの性問題行動がなく

なったわけではない。しかし当初､教員にとってく扱いにくい事柄〉であった生徒Bの行動は、

その後、教員にとってく生徒のニーズを表している事柄〉として認識されるようになり、行

動の背景にある「認知の歪み」｢萎縮した気持ち」｢攻撃性・衝動性｣｢友人関係の狭さ」などと

いつたく具体的な課題〉として捉えなおされるようになった。それによって、例えば｢生徒

Bが友人関係を広げるにはどんな支援が必要か」という具体的な支援目標が設定されるよう

になり、プログラムに直接関わらない教員も当該生徒への介入がしやすくなったようであっ

た。

また、事例検討会のなかで、教員から生徒Bの保護者の気持ちを考える意見が出されるよ

うになった。前述のように家庭と学校の関係が密になったことで、教員の保護者理解が深ま

り、保護者や当該生徒に対するアプローチもより親和的なものに変化していった。

1年余りの個別う。ログラム実施のなかで、教員は生徒の性問題行動を変容させるには、生

徒自身の自己肯定感や自尊心を高めていくことが本質的な課題であると捉えるようになり、

生徒間の対人関係の拡大や家庭と学校のつながりを密にする環境調整が行われたことで、当

該生徒の性問題行動の軽減を図ることができたと考えられた。

3）学校における個別支援の特徴と問題

学校内で生徒の性問題行動への支援を行う場合、児童福祉施設や相談機関で実施する場合

とは異なるいくつかの特徴をふまえる必要があると考えられた。個別支援の実践を通じて明

らかになった相違点と共通点は次のものである。

(1)個別プログラムの位置づけ
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学校内で個別プログラムを行う場合、どの時間を使い、誰が対応するのかといった指導時

間の枠組みを明確にしておく必要がある。その際、通常の学校生活の妨げや支障とならない

よう考慮しなければならない。一般の支援機関と異なり、学校では行事や時間割の都合によ

って、個別プログラムの頻度や時間の変更が起こりやすい。それらの事情に対しては柔軟に

調整しなければならないが、個別プログラムの枠組みがあまりに流動的だと定期的な学習の

積み重ねができなくなってしまう。

また、学習のなかで当該生徒の心理的な問題に触れる部分があったり、具体的な性教育を

実施することから、生徒にプログラムを実施する際には、事前に保護者の同意を得ることが

必要である。当該生徒に対しても、何のためのプログラムなのかを伝えることで学習の動機

づけを高めることができる。

学校内での個別プログラムの実施においては、時間枠の確保や担当教員の調整、保護者の

インフォームドコンセントなどを行うことが求められ、これらの手続きを踏まえることで当

該生徒に安定した学習機会を提供することができる。

(2)学習における主体性の確保

少年院などの矯正教育機関での教育や家庭裁判所等を通した措置とは異なり、学校で実施

する性問題行動の治療教育プログラムには、強制力や社会的な圧力がない。そのため、学校

ではあくまでも生徒の主体的な選択を尊重しながら介入することになる。生徒の意思を中心

に据えた援助ができる半面、学習の継続においては生徒の主体性や動機に頼らざるをえない。

そのため､学校が当該生徒に継続した学習機会を提供するには､さまざまな配慮が必要になる。

とくに、生徒が自分の性問題行動を明らかにする「開示」の学習項目においては、生徒の

否認や回避によって、学習を進めることは容易ではない。当該生徒の多くは、個別プログラ

ムを開始する前は、思考の誤りを用いて自分の行動を否認し、責任逃れをしようとする行動

パターンを持っていた。自分の性問題行動を認め、それを説明する開示の項目は、性問題行

動の再発防止のうえで重要な学習であるが、社会的な強制力がない学校で実施することの難

しさがあった。

しかし、教員が支援的な姿勢で生徒に働きかけ、励ますことによって、当該生徒は次第に

自分の性問題行動を認め、開示した自分自身を教員に受容してもらえたと感じたようであっ

た。当該生徒にとって開示が困難であったのは、都合の悪いことを認めるばつの悪さだけで

はなく、関わりをもつようになった教員の信頼を失いたくないという不安や、性問題行動を

認めることで事態が悪化してしまうのではないかという恐怖感などもあったと思われる。開

示の学習項目に限らず、生徒が正直に話したことが受容されるような環境づくりが、学校で

の介入時には欠かせないと考えられた。

(3)生徒の特性に合わせた指導方法

本研究の対象校は支援学校であったため、当該生徒の発達や障がいを考慮した指導の工夫

が必要であった。子どもの特性に合わせた対応を行うことは、どの機関でプログラムを実施

する場合でも共通に求められる配慮であるが、とくに支援学校では個別支援のニーズが高く
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経験豊かな教員のスキルも高いことから、日常における指導上の工夫を性問題行動をもつ生

徒への支援に役立てることができた。

当該生徒の多くは自分の思いや考えを言葉で伝えることが苦手であったため、学習の際に

は、発声練習や話しかたのワークなども実施された。また、言葉による教示だけではなく、

動作や図示による教示や確認などが行われた。さらに同支援学校では、他者との身体的距離

が近すぎたり、衝動的に他者の身体に接触してしまう生徒が少なくないことから、対象校で

はお互いの境界線を尊重するための具体的な指導が行われていた。これは生徒に対してのみ

ならず、教員自身も生徒への対応や介助の際に不要な身体接触をしていないかを見直し、生

徒の境界線を侵害しないよう留意されていた。

このような身体調整や動作計||練、また教員の適切な対応についての検討は、他の学校や機

関においても役立てられるものと考えられた。

(4)本質的な問題への支援

一方、学校という場に限らず、さまざまな場での支援に共通してみられるニーズとして、

性問題行動の背景にある生徒の自己肯定感と自尊心の問題が挙げられる。個別支援を実施し

た全事例に共通して、生徒の自己否定的な認知や被害的な思考がみられた。「自分なんて何

をやってもダメだ」とか「どうせ自分のことはわかってもらえない」といった否定的で絶望

的な認知によって、無力感や孤独感、怒りの感情がわき、それをまぎらわすために固執的な

性行動を繰り返したり、より弱い立場の者への支配や威嚇として性暴力をふるうという悪循

環が把握された。こうした生徒の自己否定的な認知や被害的な思考の背景には、過去のいじ

めや家庭内でのネグレクトなどの経験が影響していることが推察された。それらの被害体験

が、現在の無力感や怒りの感情につながっていると考えられた。

こうした性問題行動をもつ子どもの特徴やパターンは、矯正教育機関や児童福祉施設など

での実践例と重なるものであり（藤岡2006,2010;浅野2008)、学校での介入に限らず本質

的な問題であると考えられる。本実践では、学校という場の特徴を生かし、生徒の無力感や

孤独感を軽減させるために、多くの教員が当該生徒に関わる機会を増やしたり、生徒間の交

流の機会を設けたりし、さらに保護者に積極的に働きかけて家庭内のコミュニケーションを

促進するように配慮した。このように学校や家庭の環境調整を図ることで、当該生徒の自己

肯定感や自尊心の向上を目指したことは、学校という場の特徴を活かした実践として有意義

であったと思われる。

4．まとめと今後の課題

本研究では、支援学校の高等部で取り組まれた性問題行動をもつ生徒への支援体制づくり

について、生徒への個別プログラムの開始時から1年余りの間の実践の経過をフィールドワ

ークと事例検討からまとめ、学校で性問題行動の支援を実施する上での困難さや可能性につ

いて考察を行った。

高校（高等部）生の性問題行動は、支援学校のみならず高等学校でも起きている問題であ

105



子ども社会研究17号

り（野坂2011)、対象校に固有の問題ではない。今回、対象校が生徒への個別支援を開始し

た背景には、支援学校の生徒のほうが性問題行動が顕在化しやすいことや、教員が生徒の生

活により密着した関わりを持っているという指導上の特徴によって、一般校よりも早く対応

の必要性が認識されたのだろうと思われる。支援学校は、生徒数に対する教員の割合が高い

ことから個別指導を実施しやすいメリットがあるが、生徒の発達や障がいの程度に合わせた

配慮が求められるという難しさもあった。

学校内の支援体制構築の経過の分析から示されたのは、まず、教員の生徒の性問題行動に

対する捉え方がく扱いにくい事柄>からく扱うべき事柄〉に変わったことを契機に、当該生徒

への事例検討会が定例化し、学校内で積極的に情報共有がなされることになったことである。

性的な事柄はしばしばく私的な問題〉とされ、それがく問題の潜在化〉や、時にく隠ぺい〉に

つながる危険性がある。しかし、第1期に、教員が問題をく扱うべき事柄〉と捉えたことが

支援体制構築の土台になったといえる。そして、それは教員が個人で扱う事柄ではなく、学

校全体で取り組む事柄であるという認識が持たれていたことを表しているのが、第Ⅱ期で

早々に形作られたく学校内での対応の流れ>である。支援学校では、平素から生徒の対応や

介助において、複数の教員によるチームでの動きが基本になっている。そうした支援学校の

性質もく教員同士のチーム形成〉を円滑にしたと思われた。

第1Ⅱ期は、当該生徒と教員がともに抵抗感を抱き、個別プログラムの実施の困難さに直面

した時期であった。教員の意欲の高まりと当該生徒の意識にずれが生じ、さらに支援が深ま

るにつれて明らかになるく性問題行動の深刻さ〉について、教員の無力感や否定的な感情が

強まった。これらの負担を乗り越えるためには、教員がく覚悟を決めること〉も必要とされ

ていた。こうしたく危機的な状況〉を脱する契機となったのは、教員がく生徒の表情や声や

気分の変化〉を目の当たりにするという体験によるものであり、当該生徒の変化が可視化さ

れたことにより、支援が継続される動機が維持された。この第1V期では、当該生徒の変化の

みならず、教員自身がく生徒の行動の捉え方〉を変化させるという動きが起こっていた。生

徒と教員の双方が変化し、〈変化の可能性を感じる〉体験は、第V期での支援の発展につなが

った。当該生徒の性問題行動に対する具体的なアブ°ローチがなされたのは、ほとんどが第V

期に入ってからであった。家族へのサポートも含めた支援体制が確立し、学習の導入に至る

までには、その時期までになされたようなさまざまな実践の積み重ねが必要であったと考え

られる。また、それまでに実施してきた基本的な学習の成果が、第V期になってからあらわ

れてきたとも捉えられる。いずれにしても、〈生徒のニーズを表している事柄〉を教員が把握

し、当該生徒の自己肯定感や自尊心を高めるための働きかけや環境調整を行ったことが、直

接的または間接的に当該生徒へ影響したのではないかと考えられた。

対象校で実施された取り組みは、他の学校でもそのまま活用されうるものではないが、支

援を導入するうえでの準備や実施、そして展開と維持という局面は、どの機関における実践

でも共通するのではないかと思われる。学校が個別プログラムを実施するには、時間あるい

は環境などの物理的な制限がある一方で、生徒が一日の大半の時間を過ごす場であり、かつ

学び育ちあう場としての学校が果たせる役割は、決して小さなものではないと考えられた。

本研究で検討した実践内容は継続途中のものを含み、当該生徒の性問題行動の改善や学校
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の支援体制の長期的な評価については今後の課題である。学校において生徒の性問題行動に

対する個別プログラムが導入され、生徒への教育的支援として学校内に位置づけられる経過

を検討したが、その内容は継続的な検討によって再評価されるべきである。また、当該生徒

の理解を深めるには、より専門的なアセスメントの実施が求められる。アセスメントの内容

や位置づけ、把握された生徒の問題に対する支援内容の決定と実施、卒業後の支援体制構築

など、取り組むべき課題は多く残されていることから、引き続き支援体制のあり方を検討す

ることが必要である。
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