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児童養護施設入所経験者の大学生活

西本佳代

1．はじめに

本稿の目的は、児童養護施設入所経験者の大学生活の実態を明らかにし、彼らに対する支

援の在り方について考察することにある。

児童養護施設とは、何らかの事情で保護者と一緒に生活できない子どもたちが生活する場

である。児童福祉法には、「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要

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）と記されている。平成26年

10月現在、全国601カ所の児童養護施設で28,183人の子どもたちが生活している（厚生労働

省2015)。虐待や父母の精神疾患、拘禁等、子どもたちが児童養護施設に入所する理由は多

様かつ複合的である。そうした児童養護施設入所の背景に、貧困の再生産の問題があること

が指摘されている（堀場2013等)。貧困の再生産を断ち切るために教育は有効な手段となり

うる。しかし、学校教育費における私費負担の大きい家族依存型の日本の教育システムでは、

｢経済的・社会的に不利を負わされた子ども・若者ほど「家族依存型」教育システムから早期

に「排除」され､「自立」を強制される」(青木,2008,p.215)。これは児童養護施設で過ごす子

どもたちにもいえることであり、義務教育以降の段階の教育を受けることは、彼らにとって

大きな課題となって立ち塞がっていた。

児童養護施設で過ごす子どもたちの進学に関する研究は、長く、高校進学問題として展開

してきた。教育福祉論を提起した小川利夫等が『ぼくたちの15歳一養護施設児童の高校進学

問題』を著したのが1983年のことである。児童養護施設で過ごす子どもたちは、義務教育の

修了年限に達したとき、すなわち15歳になったときに高校進学か就職かという選択を迫ら

れる。進学であれば児童養護施設での措置継続だが、就職の場合、基本的には児童養護施設

からの退所を求められる。その厳しい現状について報告し、進路保障の在り方について検討

を行ったのが、今から約30年前のことである。当時（1984年)、一般家庭児童の全日制高校

への進学率が92.9％だったのに対し、児童養護施設で過ごす子どもたちの進学率は35.4％に

とどまっていた(Godman訳書,2007,p.230)。

児童養護施設で過ごす子どもたちの全日制高校への進学率は、進学に際しての特別支援費

の公費支弁といった後押しを得て、徐々にではあるが上昇した。1990年には49.5％、1993

年には54.0%となり(Godman訳書，前掲書)、最近の調査では、高等学校、中等教育学校

後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校を含めた高校等への進学率が95.4％に達した

(にしもと・かよ香川大学）
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ことが示されている（厚生労働省2015)。これは、全中卒者の高校等への進学率98.4%と比

べてかなり近い値だといえる(')。

高校等への進学率が上昇してくると、次に問題となるのが大学等'21への進学である。平

成26年度学校基本調査によると、大学等に進学する全高卒者は56万3千人で、全体の53.8

％にものぼる。そうした時代においても、児童養護施設で生活した子どもの大学等進学率

は11.4％にとどまっている（厚生労働省2015)。こうした現状を反映して、近年、研究面で

も大学進学の問題について取り上げられるようになってきた。その内容は大きく①大学進

学の意欲や条件について扱ったもの（永野2012、NPO法人こどもサポートネットあいち編

2012、吉村2011)、②大学卒業を可能にした条件について扱ったもの（長瀬2011)にわけら

れる。①について、例えば永野(2012)は、進学意欲・条件として、向上心や自身の境遇の

育ちのなかでの目標の有無、モラトリアムの肯定を含めた進学イメージの有無、経済面での

保障、周囲のサポートの有無を挙げており、彼らの大学進学率を上昇させるために有益な視

点を提示してくれる。

その一方で、忘れてはならないのが、大学卒業のために何が必要なのかという視点である。

認定NPO法人ブリッジフォースマイル調査チームの調査では、過去10年間に大学等に進学

した児童養護施設退所者のうち約3割が退学しているという(:;}。この数は、施設が把握して

いる者の数であり、連絡をとることのできない者をあわせると、実際にはさらに多くが退学

していると考えられる。児童養護施設入所経験者にとって、大学進学はゴールではなくあく

まで通過点である。途中で退学したのでは奨学金という名の借金を抱えて社会に放り出され

ることにもなりかねない。

その点、長瀬(2011)では、8名の大学等卒業者を対象としたインタビュー調査から、卒

業を支えた要因として、人並み以上の頑張り、社会資源を駆使する、社会資源をつなぐ人

的ネットワークの3点を指摘しており、興味深い。しかし、既卒者を対象とした調査であり、

現在大学に通っている児童養護施設入所経験者がどのような生活を送り、何につまずいてい

るのかという動態は明らかでない。児童養護施設入所経験者たちの大学卒業を支えるのであ

れば、彼らが今抱えている困難に目を向けなければならないだろう。そこで、筆者は、児童

養護施設入所経験者を積極的に受け入れている私立X大学をフィールドとして、これまで

児童養護施設入所経験者の大学生活の実態を調査してきた。

私立X大学は、約10年前から児童養護施設入所経験者を対象とした奨学制度を設け、彼

らの大学進学を支援してきた4年制の地方小規模大学である。私立X大学の奨学制度では、

児童養護施設入所経験者の1，2年次の授業料は全額免除、3，4年次に半期約25万円、2年

間あわせて約100万円の授業料を支払うことになっている。また、私立X大学は偏差値30

台のボーダーフリー大学であり、学力による選抜はほとんど機能していない。児童養護施設

入所経験者の大学進学にあたっては、経済的な負担と学力の低さが足かせのひとつになって

いるが(4)､私立X大学の場合、経済面と学力面での障壁は少ないといえる。以下では、学習面、

経済面、進路選択に焦点を絞り、彼らの大学生活における困難について検討する。
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2．調査方法

児童養護施設入所経験者を積極的に受け入れている私立X大学にて質問紙調査とインタ

ビュー調査を実施した。質問紙調査の実施は2013年11月であり、調査対象者の属性は表1

の通りである。私立X大学αキャンパスには調査当時193名が在籍しており、質問紙調査

の回収率は71.5％である。そのうち、児童養護施設入所経験者(表中では【入所経験有】と

表記)36名から回答を得ることができた。なお、比較対象とするため、私立X大学に通う児

童養護施設への入所経験のない学生（表中では【入所経験無】と表記)102名についても結果

を表示している。分析は人文・社会学系のコースにサンプルを限定して行った。

一方、インタビュー調査は2012年9月から2014年3月にかけて16名の児童養護施設入所

経験者を対象に実施した。本稿では、そのうち象徴的な語りをした8名について取り上げる

調査対象者の属性は表2の通りである。

なお、これらの質問紙調査とインタビュー調査については、私立X大学の倫理委員会に

調査計画を提出し、許可を得た上で実施した。質問紙調査は、文面で研究の趣旨、個人情報

の保護、回答の自由について説明し、回答をもって同意を得られたものとした。また、イン

タビュー調査については一人一人に文言・口頭にて研究の趣旨、個人情報の保護、回答の自

由について説明し、同意を得た。

表1．調査対象者の属性（質問紙調査）

性
胱
胱
跳

甦
秘
跡
榊

男
０
８
３

５
６
６
１
２
２
２

女性

50．0％

31.4%

36．2％

2年生

42．9％

16．7%

23．4％

今三平
口n1

100.0%(36)

100.0%(102)

100.0%(138)

3年生

8．6％

33．3％

27．0％

入所経験有

入所経験無

合計

4年生

20．0％

22．5％

21.9%

その他

0．0％

0．0％

0．0％

合計

100.0%(35)

100.0%(102)

lO0.0%(137)

入所経験有

入所経験無

合計

＊＊

注:…はP<0.001,＊*はP<0.01、＊はP<().()5｡()内は度数。以下、｜叩様に表記

表2．調査対象者の属性（インタビュー調査）

調査対象者｜施設入所期間 性別 学年（インタビュー年月）

大学3年生（2012年8月）

大学4年生（2014年3月）

大学3年生(2012年8月）

大学3年生（2012年8月）

大学2年生(2013年11月）

大学2年生（2014年1月）

大学4年生(2014年2月）

大学4年生(2014年2月）

大学2年生（2014年2月）

出身高校

男性 普通科小6から高3Aさん

坐
坐
坐
韮
韮
垂
辨

翻
榊
鵠
》
細
榊
翻

小5から高3

中2から高3

2歳から高3

中2から高3

高1から高3

小4から高3

5歳から高3

Bさん

Cさん

Dさん

Eさん

Fさん

Gさん

Hさん

205



子ども社会研究21号

3．大学生活における困難

児童養護施設入所経験者たちは、大学に進学した後にどのようなことを困難に感じている

のか。その全体像をつかむため、まずは質問紙調査の結果をみてみたい。表3は、大学生活

を続ける上でどのようなことを大変だと感じているか問い、得られた回答である。

この結果からは、学習面での困難を感じている児童養護施設入所経験者は少ないこと。そ

の一方で、経済面や人間関係において困難を感じている児童養護施設入所経験者が多いこと

がわかる。具体的にみてみよう。「授業のレベルについていくのが大変である」の項目に該当

する（｢とてもあてはまる」もしくは「少しあてはまる」と回答すること。以下同様に表記｡）

と答えた者は、【入所経験有】16.7％、【入所経験無】24.0%となっていた。私立X大学の偏差

値が30台ということもあってか、学習面での困難を感じる児童養護施設入所経験者は少ない。

その一方、児童養護施設入所経験者の多くが困難を感じているのは経済面での負担である。

｢学費の負担が大変である」の項目に該当すると答えた【入所経験有】は77.8％【入所経験無】

は60.4％、「生活費の負担が大変である」の項目に該当すると答えた【入所経験有】は94.4％

【入所経験無】は66.3％、「経済的に大学に通い続けることが難しい」の項目に該当すると答

えた【入所経験有】は50.0％【入所経験無】は23.8％､｢アルバイトと勉強の両立が大変である」

の項目に該当すると答えた【入所経験有】は80.6％【入所経験無】は22.8％となっていた。い

ずれの内容についても児童養護施設入所経験者の方が該当者の割合が高くなっていることが

わかる。

表3．大学生活を続ける上での困難

とても

あてはまる

少し

あてはまる

あまりあて

はまらない

全くあて

はまらない
△言J
ppl

授業のレベルについて1

のが大変である

人所経験有

人所経験無

合計

100.()%(36）

100.0%(96)

100.0%(132)

().0％

6.3％

4.5％

16.7％

17.7％

17.4％

50.0％

45.8％

47.0％

33.3％

30.2％

31.1％

学我の負担が大変である 入所経験有

入所経験無

合;1．

38.9％

25.7％

29.2％

38.9％

34.7％

35.8％

100.0%(36)

100.0%(101)

100.0%(137)

13.9％

24.8％

21.9％

8.3％

14.9％

13.1％

生活費の負担が大変である 入所経験有

入所経験無

合計

1()0-0%(36）

100.0%(101）

100.0%(137)

55.6％

32.7％

38.7％

38.9％

33.7％

35.0％

5.6％

23.8％

19．0％

0.0％

9.9％

7.3％

★★

経済的に大学に通い続ける

ことが難しい

人所経験有

人所経験無

合i汁

100.()%(36）

100.0%(101)

1()0.0%(137）

13.9％

3.0％

5.8％

36.1％

20.8％

24.8％

36.1％

50.5％

46.7％

13.9％

25.7％

22.6％

★

アルバイトと勉強の両立が

大変である

入所経験有

入所経験無

合計

100.0%(36)

100.0%(101)

100.0%(137）

30.6％

3.0％

10.2％

5〔).0％

19.8％

27.7％

11.1％

35.6％

29.2％

8.3％

41.6％

32.8％

★★★

学生同士の人Ⅲl関係が大変

である

人所経験有

入所経験無

合計

100.0%(36)

100.0%(101）

100_0%(137)

11.1％

5.0％

6.6％

％
％
％

０
９
５

５
４
７

２
１
１

30.6％

34.7％

33.6％

33.3％

45.5％

42.3％

教員との人間関係が大変で

ある

入所経験有

入所経験無

合,;|‐

100.0%(36)

100_0%(100)

100.0%(136）

％
％
％

８
０
４

２
５
４

25.0％

9.0％

13.2％

47.2％

42.0％

43.4％

25．0％

44．0％

39.0％

★

大学をやめたいと思うこと

がある

入所経験有

入所経験無

合計

100.0%(36）

100.0%(101)

100.0%(137)

19.4％

18.8％

19.0％

36.1％

19.8％

24.1％

19.4％

26.7％

24.8％

25.0％

34.7％

32.1％

自分のやりたいことがみつ

からない

入所経験有

入所経験無

合iil･

19.4％

17.8％

18.2％

100.0%(36)

100.0%(101）

100.0％(137）

36.1％

25.7％

28.5％

25.0％

30.7％

29.2％

19．4％

25.7％

24.1％

206



児童養護施設入所経験者の大学生活（西本）

また、経済面と同様に、児童養護施設入所経験者たちが大学生活を続ける上で困難に感じ

ているのが、人間関係である。「学生同士の人間関係が大変である」の項目に該当すると答え

た【入所経験有】は36.1％【入所経験無】は19.8％、｢教員との人間関係が大変である」の項目

に該当すると答えた【入所経験有】は27.8％【入所経験無】は14.0％というように、こちらも

児童養護施設入所経験者の方が該当者の割合が高くなっていた。

こうした経済面での負担や人間関係構築の難しさがあるためだろうか、児童養護施設入所

経験者たちは必ずしも私立X大学での生活を肯定的に受け止めているわけではない。「大学

をやめたいと思うことがある」の項目に該当すると答えた【入所経験有】は55.6％【入所経験

無】は38.6％、「自分のやりたいことがみつからない」の項目に該当すると答えた【入所経験

有】は55.6％【入所経験無】は43.6％というように、半数以上の児童養護施設入所経験者が

大学をやめたいと思うことがあり、自分のやりたいことがみつからないと答えている。

質問紙調査の結果からは、大学に進学した児童養護施設入所経験者の中には、経済面や人

間関係について困難を感じたり、大学をやめたい、あるいは将来の夢がないと考えたりする

者が一定数いることがわかった。このうち、経済面での困難と将来の夢については後にイン

タビュー調査の結果をまじえて検討するが、次項では、まず学習面での困難についてみてみ

たい。

3.1．学習面での困難

先述の通り、私立X大学の授業のレベルについていくのが大変だと答えた児童養護施設

入所経験者は数少ない。しかし、授業のレベルが簡単だからこそ彼らが抱える困難がある。

あらかじめ、議論を先取りするならば、施設の優等生として育てられた児童養護施設入所者

たちは、私立X大学に入学し、授業のレベルの低さに!'讐然とする。そして、“自分にもっと

適した”他の大学・短期大学・専門学校への転学、あるいは退学を考えるようになる。まず

は、AさんとGさんの語りをみてみたい(5)。

Aさん

＊

Aさん

＊

Aさん

メディアの授業。あれを、留学生に合わせたら困ります。

う－ん、困ります。どう困られますか？

スーー、 授業の進度とか、 テストの難しさとか。 ですね。

つまり、低いというか、

低いですね。自分が求めてるもの_より。

G さん入学してみると やっぱ授業の感じ とか、すごい、いらいらして 何、あの人

＊

Gさん

たち、みたいなんで、1カ月ぐらいは、辞めよつかな－みたいな。

ああ、思ってたんだ。

そう。何か、国立に受からなかった子たちが、どんどん何か、何ですか、予備

校とか、通い始める時期で。1年、頑張れば、国立、国公立、目指そつかな－

とも思った。

207



子ども社会研究21号

複数の修学地を持つ私立X大学は、それぞれの修学地を結んでテレビ会議システムを利

用した遠隔授業を行っている。調査を行ったαキャンパスとは別のβキャンパスでは、留

学生が主に学んでいる。Aさんの話は、βキャンパスから発信される授業内容が、留学生

を対象として構成されており、そのレベルの低さに困ったというものである。またGさんは、

αキャンパスの話ではあるものの、他の学生の受講態度の悪さが気になり、浪人して国公

立大学を目指そうと思っていたという。

Aさん、Gさんのつまずきは、授業のレベルについていけないことが原因で生じているも

のではない。それよりもむしろ、自分が期待していた授業のレベルに私立X大学の授業の

レベルが達していないからこそ生じているといえる。彼らがこのように感じる背景には何が

あるのか。続いて、大学入学以前の学習状況と大学選択の理由を聞いた質問紙調査の結果か

ら考察したい。

表4は､高校3年時の授業外学習の時間を聞いた結果を示したものである。ここからは､【入

所経験有】の学生の方が【入所経験無】の学生より、概して授業外学習時間が長いことがわ

かる。｢0時間」と答えた学生は、【入所経験有】30.6％に対し、【入所経験無】58.4％となってい

る。また、｢3.1時間以上」と答えた学生は、【入所経験有】11.1％に対し、【入所経験無】3.0％と

なっている。多くの児童養護施設は、全ての子どもを塾に通わせるような経済的余裕をもち

あわせていない。そうした中、「先生たちが直接行って、裏では、塾の費用を半額にしても

らった」(Aさん）というようなやりくりを施設職員が行い、彼らの学習が支えられている○

続く表5は、高校3年時の成績を聞いた結果を示したものである。ここからは、【入所経験

有】の学生の方が【入所経験無】の学生より、概して成績が良かったことがわかる｡「上の方」

と答えた学生は、【入所経験有】22.2％に対し、【入所経験無】7.8％となっている。また、「中の

上」と答えた学生は、【入所経験有】27.8％に対し、【入所経験無】25.5％となっている。「上の

方」と「中の上」をあわせると、【入所経験有】の半数が該当している'61。児童養護施設で生活

する子どもたちの学習意欲や学力は必ずしも高くない。そうした中、Gさんは「普通科の進

学校に進学したのが（自分の児童養護施設で)2人目とかで、すごい期待されて」いたと振り

返る(7)。私立X大学に進学した児童養護施設入所経験者たちは、周囲より高い学力を示すこ

とで、出身施設の優等生として大学進学を期待されるようになるのである。

入所経験有

入所経験無

合計

入所経験有

入所経験無

合計

0時間

30.6％

58.4％

51.1％

上の方

22.2％

7.8％

11.6％

表4．高校3年時の授業外学習時間

0.1～1時間

41.7％

27.7％

31,4％

1.1～3時間

16.7％

10.9％

12.4％

中の上

27.8％

25.5％

26.1％

表5．高校3年時の成績

中くらい

38.9％

23.5％

27.5％
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中の下

2.8％

20.6％

15.9％

3.1時間以」

11.1％

3.0％

5.1％

下の方

8.3％

22.5％

18.8％

合計

100.0%(36）

100.0%(101)

1()0.0%(137）

望へ雲L
Iゴロ1

100.()%(36）

100.0%(102）

100.0%(138）

★★

★★
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表6．現在通っている大学に入学した理由

奨学金制度が充実しているから
一
三
脚

〈
口

少しあてはまる どちらでもな’ 全く

あてはまらない

とても

あてはまる

あまり

あてはまらない

入所経験有

人所経験無

合計

％
％
％

６
９
９

０
１
９

８
１
２

13.9％2.8％ 2.8％

17.8％41.6％1 1.9％

1 6 . 8 ％ 3 1 . 4％9.5％

学力ﾚべﾙが自分にあっていたから

100.0%(36)

100.0%(101)

100.0%(137)

合計

岬
一
砂
一
畔

★★★

全く

あてはまらない

少しあてはまる どちらでもない あまり

あてはまらない

とても

あてはまる

人所経験有

人所経験無

合計

珊
一
慨
一
鋤

％
％
％

９
８
１

２
１
２

２
２
２

40.0％

40.6％

40.4％

峨
一
峨
一
砂

14.3％

12.9％

13.2％

100.0%(35)

100.0%(101)

100.0%(136）

これらの結果からは、児童養護施設入所経験者たちは、出身施設の「優等生」として期待

されて育ったこと、また、私立X大学で学ぶ学生の中では、比較的高い学力レベルにある

ことがうかがえる。しかし、彼らは自らの学力レベルにあった大学に進学できるわけではな

い。続く表6は、現在通っている大学に進学した理由を聞いた結果を示したものである。こ

こからは、奨学金制度が充実していることを理由として挙げる児童養護施設入所経験者がほ

とんどであることがわかる。｢奨学金制度が充実しているから」に該当すると答えた【入所経

験有】は94.4％となっている。その一方､「学力レベルが自分にあっていたから」に該当する

と答えた【入所経験有】は31.4％にとどまっている。

程度の差はあるものの､大学に進学する児童養護施設入所経験者の多くは､｢施設の優等生」

として育てられている。児童養護施設から大学に進学する子どもが数少ない中、児童養護施

設の職員あるいは後輩たちからの期待を背負い、塾に通わせてもらう等の特別な配慮を受け

て、彼らは勉強を続ける。その結果、ボーダーフリー大学に通うのであれば、問題ない程度

の学力を彼らは大学入学前に身につけることができている。しかし、経済的に余裕のない彼

らは、自分の学力にあった大学ではなく、奨学金制度が充実している私立X大学に進学せ

ざるをえない。｢施設の優等生」として育ったはずの自分が、ほとんど勉強したことのない学

生や日本語の苦手な留学生と一緒に授業を受けないといけない。その憤りが、私立x大学

における学習面での不満として噴出する。彼らが実際に、私立X大学よりも偏差値の高い

大学に合格できるかどうかは不明確である。けれども、経済的理由によって、他大学に挑戦

できなかったということ自体が彼らの不満の要因をつくっているのではなかろうか。自分の

学力にあった大学に進学する。ある意味当然ともいえるこの権利を彼らが獲得するためには、

さらなる経済的支援が求められる。

3.2．経済面での困難

児童養護施設で生活した子どもたちが大学に進学するにあたって経済的支援は欠かせない。

しかし、やみくもにお金を渡せばよいというわけではないことも本調査からはうかがえた。

先述の通り、私立X大学では4年間で約100万円の授業料が必要となる。これは、奨学金を

借りてアルバイトをすれば、決して捻出できない金額ではない。けれども、この金額を支払

えずに私立X大学を辞める学生は後を絶たない。次に、調査対象者の中でも、特に授業料
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の納入が困難になったHさんとCさんに着目し、その語りを検討したい。

<Hさんの場合〉

①施設での生活の反動でお金を使いすぎてしまう

Hさんもうほんと、施設がめっちや厳しかったんですよ。ケータイ、まあ普通なんか

もしれんけど、ケータイ持ったらいけない、お小遣いは、高校生2000円で、1

回しか遊び行けなくて、月1、で、プラスその1も施設の先生と一緒なんですよ。

－中略一

金銭面も、普段、自分の手に1万円札とか持つわけなかったんですよね。高校

でも。ほんとに。だから、何か、うわ、諭吉がいる、みたいな。あったら、こ

う使ってしまうし、で、友達とも遊んだことなかったから、ほんとに。厳しく

て、5時までには帰ってきなさい、とかだったから、もう、それがすっごいこう、

やっとできるっていうのが、もうどんどん出てきちゃって。で、うん。そんな

んだからもう、一気に、何か、 歯止めが効かない自分がいました

Hさんは、児童養護施設が「めっちや厳しかった」と語る。そうした状況が大学に入学し

た途端に一転し、急に自分で使えるお金を持たされることになる。奨学金とアルバイトで稼

いだお金をあわせれば、月々に15万円程度をHさんは受け取っている。しかも、私立X大

学では、1，2年生の間は授業料を支払う必要がない。3年次以降の授業料のことを考えなけ

れば、自分の欲しいものを買い、遊びたいように遊ぶことのできる状況が生じている。そう

した中、自分の使いたいようにお金を使う、「歯止めが効かない自分」がいたとHさんは振

り返る。

②友人にお金を貸す

Hさんは、金銭管理がうまくできず、インタビューを行った大学2年の後期の時点で、3

年次以降の授業料を貯金できていなかった。それにもかかわらず、Hさんは友人にお金を貸

してしまったという。

Hさん何か、お金が、何かもう、ちょっとないとかだったら貸さなかったんですけど、

何か、何かいろいろごたごたあったみたい、みたいなん言われて、はは、何か、

生活できるお金もないとか言われたら、貸しちゃうじやないですか。はは。

－中略一

最初は6万貸したんですよ。そしたら、何か、まあ、就職先が決まらない、み

たいな。そっからまた6万貸して。

－中略一

で、返しいよ、みたいな、ちょっとずつでいいけ、返しいね、みたいな。って

いってたんですけど、やっぱ返ってこなくて。
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その後、Hさんは大学の指導担当教員に相談し、授業料納入計画を作成した。その納入計

画に基づき、また、大学に授業料納入の猶予を認めてもらい、授業料を分割して支払った。

このHさんは、ぎりぎりながら授業料の支払いが可能になった学生である。一方、金

銭管理をすることができず、結局大学を除籍になった学生もいる。次に紹介するCさんは、

授業料を支払うことができず、大学を除籍になった。まずは、大学在籍中のCさんの語り

をみてみたい。

<Cさんの場合〉

①交友範囲が広がり、ギャンブルにはまり、授業料を払えなくなる

Cさんいや、もう、1年生の時は自分で言うのもなんですけど、しっかりしてたと思

うんですけど。あの、2年生ぐらいになって、まあ、あの周りの、人間関係と

いうか付き合いが増えたっていうのもあって、まあ、それで、いろいろお金を

使う機会が増えてっていうのもありますし。あと、先輩からギャンブルを教え

てもらって、で、まあ、そんなのとかにはまってしまったりとかで、崩れたの

はあるんですけど。たてなおし中ですね。

Cさんは、1年生のときは、「しっかりしてた」はずが、学年が上がるにつれ、付き合いが

増え、ギャンブルにはまり、「崩れた」という。大学3年生の夏にインタビューをした当時は

｢たてなおし中」ということだったが、授業料が払えないまま、半年後には除籍となっている‘

こうしたCさんをはじめとした除籍者・退学者の様子について、Cさんと同じサークルに

所属していたFさんは次のように語る。

②目先のことにお金を使い、大学を辞める

Fさん多分、アルバイトとか、覚えたら、 ある程度、生活できるじゃないですか。 つ

ていうのを思ったら、別に、あの－、ちゃんとした仕事就かなくてもって、い

うのがあって、やっぱちゃんとした仕事就くのにも大変じゃないですか。苦労

もするし、それ、それからの、あの、大変さもあるじゃないですか。でもバイ

トって、すごい楽じゃないですか。楽だと思うんですよ。だから楽なのと、ま

あこれぐらいでいいやっていう思いで、多分、辞めたんだなって思うんですけ

ど、僕は。

－中略一

もうほんとお金だと思うんですよね。 この学寶を払う のが、もう、多分ネック

だと思うんですよ。だから2年まではとりあえずいて、3年ぐらいから、多分、

ピョッて辞めちゃう子とかが、すごい多いと思うんですけど。そう。学費です

よね。で、やっぱ、目の先、この目先のことにいっちゃうじゃないですか、学

費を貯めるっていうのも最初はあると思うんですけど、やっぱ欲しいもんとか、

遊びとかがあると、そっちにお金を使っちゃう じゃないですか、で、結局、お

余があんまたまってない状態で、3年とか4年とかになると、やっぱ払えませ金があんまたまってない状態で、3年とか4年とかになると、
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んっつって、で、学校にも、それ、それ、の、が理由で来たくもなくなります

し、で、やっぱ来なくなるって、この悪い連鎖で、やっぱバイトもしなきゃい

けないってのもあるじゃないですか、それで来れないっていうのもあるじゃな

いですか。っていうのもあって、やっぱこう、巡り巡って、もう。もう辞める。

ええ、そう。のほうが楽だし。絶対に．

Cさんたちは「楽だから」大学を辞めたのではないか、とFさんは言う。Cさんは、児童

養護施設職員(8)になりたいという夢を抱き、大学に進学した。しかし、「欲しいもんとか、遊

び」を優先させ、大学1，2年生の間に授業料を貯めることができていない。そのことが理由

で大学から足が遠のく。一方、生活するためにアルバイトは長時間続けなければならず、ま

すます大学に来にくくなる。Cさんは、アルバイトでも「ある程度、生活できる」というこ

とを知っている。そうした中、「これく舗らいでいいや」という思いから、大学を辞めたのでは

ないかとFさんは語っている。

これらHさんとCさんの事例からは、彼らにとっての金銭管理の難しさがうかがえる。

私立X大学に通う児童養護施設入所経験者たちは、4年間で約100万円の授業料が必要とな

る。単純に計算すれば、一月に2万円貯金できれば、4年間で貯めることができる金額であ

る。奨学金を借りてアルバイトをすれば、決してそれは不可能な金額ではないだろう。しか

し、HさんもCさんも遊びを我'|曼し、貯金するということができなかった。あればあるだ

けお金を使ってしまう。

Hさんによれば、それは施設での厳しい生活の反動だったという。児童養護施設に入所し

ているときは、遊びから距離をとり、｢施設の優等生」として生活していた。それが、大学に

入学すると、自分を制御してくれる人はいなくなり、遊び続けるという状態に陥ってしまっ

た。施設での管理された生活と施設退所後の自由な生活とのギャップに戸惑い、金銭管理の

能力を身につけることができない。HさんやCさんにとって制御してくれる人がいない中で、

自分を律することがどれだけ難しかったかわかる。

3.3進路選択における困難

HさんやCさんのような状態はなぜ生じているのか。その問いを解く手がかりとするた

め、最後に、大学に進学した児童養護施設入所経験者たちの進路選択における困難を紹介

したい。私立X大学は、一学部一学科の中に、幼児教育系、スポーツ系、経営系等のコー

スを持っているが、児童養護施設入所経験者は、主に幼児教育系のコースで学んでいる。彼

らの多くは、児童養護施設職員になりたいという夢を抱き、保育士資格と社会福祉士受験資

格が取得できるコースを選択するのだ。実際に、今回のインタビュー調査に協力してくれた

16名中10名が､入学当初は児童養護施設職員になりたいという夢を持っていたと語っている。

しかし、その夢が大学4年間継続することはほとんどない。大学の授業や実習を通して、

児童養護施設職員の仕事について学び､「ほんとにそう思って（大学に）きたのかな｣(Dさん）

と、自分の夢について疑問を持つ学生もいる。また、実際に就職先を選ぶ段階になって、「給

料が少ない。でそう考えたら、いやあ生きていけるのかって感じになって。いや結構俺の園

勺1戸）

竺坐二
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でも、結構、そういうことで辞める人多かつたんすよれ」(Bさん）と、給料が少ないことを

理由に、児童養護施設職員になることを選択しない学生もいる。さらに、「何か将来的には、

その児童養護施設で働きたいとは思ってるんですけど。何か自分が大学卒業してから、す

ぐ､、その施設の先生になるのは、何か自分の気持ち的にも多分、整理がつかないと思ったか

ら、まず始めに、うん。まあ、保育園とかで働いてから、その施設に行きたいとは思ってま

す」(Eさん）というように、気持ちの整理がつかないことを理由に児童養護施設職員になる

ことを避ける学生もいる。

児童養護施設職員になるという夢を見失った後、他の夢を見つけたり、“適当な”就職先を

見つけられたりする学生はいい。しかし、その夢を見失うことで、退学や除籍を選択する学

生もいる。そこで、彼らにとって、児童養護施設職員になるという夢は何なのか、以下では

Aさんを事例に検討してみたい。

Aさんは、児童養護施設職員になりたいという夢を抱き、私立X大学に進学した学生の

一人である。｢3.1.学習面での困難」で紹介した通り、｢施設の優等生」として育ち、私立X大

学の授業レベルの低さに畔易している一面もある。Aさんは、授業レベルの低さに文句をい

いながらも、保育士資格と社会福祉士受験資格取得のための授業や実習を問題なくこなして

いた。しかし、最終的には、当初希望していた児童養護施設ではなく、障がい者支援施設へ

の就職を決める。筆者は、Aさんが児童養護施設職員を目指していた3年生の8月と、障が

い者支援施設への就職を決めた後の4年生の3月の2回、インタビューを行うことができた。

その2回の語りから、彼にとっての児童養護施設職員になるという夢について考えたい。

<施設職員を志すまで～2012年8月インタビューより～〉

まず、2012年8月に実施したインタビューから、Aさんが児童養護施設職員という夢を抱

くまでの経緯を確認したい。ポイントとしては、①憧れの職員との出会い、②子どもの気持

ちがわかる、③施設への恩返し、④施設職員による強化、が挙げられる。

⑩憧れの職員との出会い

Aさん

＊

Aさん

自分の担当の先生がいるんですけど その先生が仕事してる姿を見て、 たぶん

施設の先生の中でその人が一番信頼が厚いんじゃないかなと思うんですけど、

他の子から見ても。

どんな面で？日々のやり取りというか。

堅苦しい人じゃなくて、自分と同じで自由っていうか、ルールには囚われない

ですけど、人間として大事なことはちゃんと叱りますけど、それ以外はちょっ

と門限破ったりとか、思春期やったら、他の子やったら脱走したりとかあるじ

ゃないですか。それを叱るんじゃなくて、「いろいろつらい事あったんよれ」

とか言って、寄り添うような感じで。つらい時にそうやってしてくれる先生や

ったから。

Aさんが児童養護施設職員を志すきっかけとなるのは、憧れの職員との出会いだったとい
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う。つらいときに寄り添い、叱るときには叱るけれども多少のことは大目にみてくれる、皆

からも信頼の厚い先生がAさんの担当の先生だった。その先生の仕事ぶりをみて、児童養

護施設職員を目指すようになったという。

②子どもの気持ちがわかる

Aさん

＊

Aさん

先生たちに代わって、自分がいけんことはいけんで叱る時もあったし、それも

好きでしたね㈲

中間に入って、みたいな仕事？

先生がおらんとこで、やっぱり_自分らが一番近いから、その子ども目線に。そ

こで言ったり、で、そこで変わっていく姿を見るのが楽しいな、と。

児童養護施設職員になるという夢を抱くのと同じくして、Aさんは児童養護施設の子ども

たちの世話をするという経験をする。児童養護施設で育った自分だからこそ、施設で過ごす

年下の小中学生の気持ちもわかる。そうした思いから、「先生たちに代わって」年下の子ども

たちの世話をし、彼らが変わっていく姿を見る事を楽しむようになったという。

③施設への恩返し

＊

Aさん

ずっと見ていけるっていうのが一番強い？

はい。あと、施設で育ってきて、その恩返しをどっかで返したいな と思って。

児童養護施設で過ごす子どもたちの気持ちがわかるから、児童養護施設職員になりたい。

その思いと同様に、Aさんの夢を支えているのが｢施設への恩返し」という考えである。こ

れまで育ってきた児童養護施設に恩返しするため、施設職員になることを希望していること

がわかる。

④施設職員による強化

＊そこまでのこだわりを支えるものって自分で分析してどう？

Aさんやっぱ一番近くで働いてる人を見てきたからかなと思うんですけどね。

＊一番身近な働いてる人が職員さん。

Aさん支えるもの、無いですね、特に。ただ、 なりたいって言った時に、先生たち

が喜んでくれたから、自分趣なったら喜んでくれるんだ、と思って。

児童養護施設職員になりたいという思いを支えているものを聞いた際に、Aさんは、「支え

るもの、無いですね」と言いながらも、その答えとして、施設職員が喜んでくれたことを挙

げた。児童養護施設職員になりたいという思いを持ったAさんを、施設職員が後押しして

いる様子がうかがえる。

Aさんは、自分の担当職員に対して憧れを抱いていた。それと前後して、年下の子どもの

世話をする経験をし、自分に向いている仕事として児童養護施設職員を意識するようになる。
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また、児童養護施設へ恩返ししたいという思いが、施設職員になりたいという夢をさらに後

押しする。そうしたAさんの夢に対し、施設職員は肯定的な評価を示し、Aさんは、児童

養護施設職員になることを決意するのである。

こうした語りは、Aさん以外の児童養護施設職員を目指していた学生についても聞かれた。

多少の違いはあれ、①憧れの職員との出会い、②子どもの気持ちがわかる、③施設への恩返

し、④施設職員による強化の4点が、彼らが児童養護施設職員になりたいという夢を語る際

のポイントとなっているといえるだろう。

彼らが、児童養護施設職員になることを目指し、私立X大学に進学するまでのストーリ

ーはよく似ている。しかし、大学入学後、実際に児童養護施設職員になるという選択をする

者はほとんどいない。そのため、自分の進路選択にしたがって、何らかの形でこれまで語っ

てきたストーリーを修正することになる。Aさんの場合、障がい者支援施設を就職先として

選択するのだが、就職が決まった後、「福祉への恩返し」というキーワードを用いて、自分の

進路を再定義している。最後に、卒業間際のAさんの語りをみてみたい。

<自分にとっての児童養護施設～2014年3月インタビューより～〉

①福祉に返す

＊自分の意識を作ってる人たちってどうだったの。友達とかでもいいし。

Aさんう－ん、やっぱり施設の先生、かな。この人たちみたいになりたい。この人た

ちと一緒に働いて、働きたい。そうじゃなくっても、この人たちみたいに、誰

かのために、力になりたい。今まで、 こう福祉に支えてもら ったぶん、俺も福

祉に絶対、返すぞっていう、モチベーションは、常に思ってましたね。

Aさんは、3年生の8月の時点では、これまで育ってきた児童養護施設に恩返しすることを、

施設職員を希望する理由のひとつとして語っていた。それが、障がい者支援施設への就職が

決まった後の4年生の3月の時点では、「福祉に対する恩返し」が、自分の大学生活を支えた

ものとして語られることになる。自分を育ててくれた児童養護施設職員へ恩返ししたいこと

は変わらない。しかし、児童養護施設に勤務する可能性のなくなった今、児童養護施設に直

接恩返しすることはできない、そこで、福祉という概念を用いて、障がい者支援施設で働く

ことが児童養護施設職員に対する恩返しになるという整理をAさんはしている。

②自分のいた児童養護施設へ戻りたかった

Aさん児童養護施設に戻り、戻り、戻りたいなっていうのはあるんですけど、そのと

き、戻ろうって思ったときに、今、いる児童がいなかったりすると、どうなの

かなって。それやっぱ、今いる児童がいるからこそ、こう、すごい信頼関係で。

－中略一

今の、この状態で行くぶんには多分、全然いいと思うんですけど、何年後かす

ると、その人たち、もういないから、うん、戻る。でもなあっていう。

－中略一
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施設職員になるんであれば､今､あの、自分がいた施設、しか､ないと思いますね

Aさんは、児童養護施設職員になりたかったという自分の夢を振り返り、その背景にあっ

たのは、自分のいた施設に戻りたいという思いだったと認めている。自分のいた施設とは、

|と1分の知っている児童が生活する施設である。自分が育った時期に児童養護施設で育ったい

わば弟や妹のような存在。そうした存在があったからこそ、児童養護施設職員になりたいと

いう夢を抱いていたのだとAさんは語っている。

こうしたAさんの語りをみてみると、児童養護施設職員になりたいという彼の夢が、児

童養護施設との強い結びつきの中で生まれていることがわかる。自分の育った施設に戻るた

めに、児童養護施設で働きたいと思う。担当する施設職員のようになりたいと思い、施設職

員が喜んでくれるから施設職員を志す。それは、「児童養護施設で育った自分」の存在価値を

最大限高めてくれる夢のようにみなされている。

また、この夢のおかげで、Aさんは大学進学ができたといっても過言ではない。いつか自

分の育った児童養護施設に戻り、恩返しするために大学に進学して児童養護施設職員になる。

その夢を達成するために勉強し、「施設の優等生」という立場を強固なものにしていく。児童

養護施設で過ごす子どもが夢を持つことは困難だと言われる中、児童養護施設職員になると

いう夢は、Aさんたちの大学進学を支える要因として機能してもいる。

問題は、大学入学後、その夢が長く続かないということである。大学に入学し、これまで

一緒に生活してきた児童養護施設職員との間に距離ができる。また、大学の授業や実習を通

して、児童養護施設職員という仕事を専門性を持った仕事として客観視することが求められ

る。そうした状況の中で、児童養護施設職員という夢を手放す時がやってくる。

児童養護施設職員になるという夢は、彼らにとって、「児童養護施設で育った自分」を肯定

し、「施設の優等生」という立場を得るきっかけをつくってくれたものである。それを捨てる

ことは容易ではない。

4．おわりに

本稿では、児童養護施設入所経験者の大学生活について、私立X大学で行った調査結果

をもとに検討してきた。最後に調査結果を整理し、それをもとに彼らに対する支援の在り方

について考察したい。

私立X大学に進学した児童養護施設入所経験者の中には、「施設の優等生」として育てられ

ている者が多くいた。そのため、志願者がほぼ全員入学できる状態にある私立X大学で学

ぶことで彼らの学習意欲が損なわれる場合もあった。児童養護施設入所経験者でも簡単に入

学できる学力レベルの大学を準備することが重要なのではない。彼らが自分の学力レベルに

あった大学を受験できるよう、経済的に支援することが求められている。

児童養護施設入所経験者に対する経済的支援は重要である。しかし、やみくもにお金を渡

せばよいというわけはでないことも本調査からは明らかになった。私立X大学では、児童

養護施設入所経験者たちは、4年間で約100万円の授業料が必要となる。それは、決して貯

勺1戸
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めることが不可能な金額ではないが、HさんやCさんは遊びに使ったり友人にお金を貸し

たりすることで、その金額を用意できなかった。

なぜ、彼らは金銭管理をすることができなかったのか。Hさんの語った通り、児童養護施

設での生活の反動が理由のひとつとして挙げられるだろう。大学に入学すれば、自分の行動

にレスポンスを与える施設職員は側にいない。自由に使えるお金もある。その中で、自分を

制御する能力が育っていないということである。

児童養護施設での密接な人間関係のもと、「施設の優等生」という立場を獲得してきた彼ら

にとって、退所後にどのように自分を位置づけるかは難しい問題である。最後に紹介したA

さんは、自分の育った施設に戻りたい、憧れの職員のようになりたいから施設職員を目指し、

そのことを施設職員が喜んでくれたと語った。大学に入学するまでのAさんにとって、自

分の育った児童養護施設が世界のすべてだったのだろう。児童養護施設の保護下で育ち、施

設職員と信頼関係を結ぶことが、彼らの基盤を築き、彼らの大学進学を支えたことは想像に

難くない。しかし、児童養護施設退所後は新しいストーリーが求められる。児童養護施設の

退所後こそ彼らの真価が問われている。

とはいえ、新しいストーリーを見つけることは簡単なことではない。いろいろなことに挑

戦し、順調にいかないことが許される環境が必要とされる。そこでまず考えられるのが、ア

フターケアの充実である。アフターケアとは、児童養護施設退所後に、退所者に対して行わ

れる援助のことを指す。18歳の退所年齢をもって支援を終了するのではなく、児童養護施

設をはじめとした関係諸機関が継続的に必要な支援を行う。2005年の児童福祉法改正でも、

児童養護施設退所者へのアフターケアが施設業務として位置づけられており、その早期の充

実が望まれている。

また、大学に進学した児童養護施設入所経験者に限定するのであれば、大学という場を新

しいストーリーを見つける場として積極的に位置づける必要があるのかもしれない。大学に

進学した児童養護施設入所経験者の困難は、ストーリーの模索の中で生じているようにみえ

る。その模索を手助けするため、大学版スクールソーシャルワーカーや臨床心理士の登用が

欠かせないのではなかろうか。児童養護施設ではない。だからといって、就職して働くほど

の社会の厳しさを味わわなくてもよい。そうした状況で､児童養護施設入所経験者たちが｢失

敗」しながら学ぶことができればいい。大人たちは必要以上に先回りせず、けれども見放さ

ない。そうした根気強い取り組みが求められている。

以上、児童養護施設入所経験者の大学生活の実態について明らかにするため、私立X大

学で実施した質問紙調査とインタビュー調査の結果を検討してきた。本槁で紹介した調査結

果は、これまでほとんど注目されてこなかった児童養護施設入所経験者の大学生活を明らか

にする上で一定の意味を持つものと考える。しかしながら、本調査は私立X大学に通う児

童養護施設入所経験者のみをサンプルとしている。今後、さらに対象を広げ分析を行う必要

があるが、その点については今後の課題としたい。

へ可弓
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全中卒者の高校等への進学率は平成26年度学校基本調査(確定値)による。

｢大学等」とは大学、短期大学、高等専門学校高等課程のことを指す。

2012年の調査時から過去10年の問に、大学、短期大学、尊'Ⅱl学校等に進学した児童養謹施設退

所者のうち、施設が現状を把握している654人について回答が得られた。調査は2012年6月実施。

584施設にアンケートを送付し、154施設から回答を得ている。

吉村(2011)によれば、児童養護施設で過ごす高校生が大学進学を考えない理由は､｢働きたいから」

34.2％､｢お金がかかる｣32.4％､｢勉強が好きじやない｣15.3％､｢学力が足りない｣8.6％となっている。

＊はインタビュアーを表している。以下同様に表記。

調査対象者の中には、いわゆる優等生に属さない学生も存在するが、彼らの分析については別槁に

譲りたい。

｢｣の中の()は筆者による補足。以下同様に表記。

児童養護施設には､｢児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及

び調理貝並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない｣(児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準第42条)と定められている。調査対象者のいう児童養護施設職員とは、

この中でも特に児童指導員、保育士のことを指している。

(4）

１
１
５
６
１
１

１
１
７
８
１
１
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