
第５節 生活支援  

１ 生活自立支援の意味  

生きづらさを感じ自分を見失ってしまった若者が，自分を取り戻し社会参加を実現するために，

「生活」を通した自立支援の意味を明らかにする。 

 

（１）標準的な生活が姿を消した 

昭和30年代前半の日本の社会には，農村地域や商業地域などに標準的な生活が存在した。その生

活は，長い年月を費やして培われた知恵によって構築され，地域に暮らす者は，その生活の流れに

沿って暮らしていけばおおむね幸せな人生が保証されるものだった。しかし，高度経済成長の波が

押し寄せ三交代勤務が始まってからというもの，生活の中身が徐々に変わりだし，最近のように24

時間オープンの店がたくさん出現するに至って，日本社会の標準的な生活は完全に姿を消した。こ

の流れの勢いは，核家族の家庭内の一人ひとりの生活にも影響を及ぼすようになってきている。母

親の多くが外に仕事を持ち，父親は相変わらず仕事に追われ，子どもは夜遅くまで塾に通い，帰宅

もバラバラで，そろって食事をすることもなくなり，当然のこととして家族間のコミュニケーショ

ンも不足しがちな生活が続くこととなっている。その結果，家庭での生活がどうあるべきであるか

ということすら考えたこともなく，ただ惰性で勝手に個々に暮らしているのが，現在の家庭生活の

現実ではないだろうか。そういうことで現在は，個々人がそれぞれに独自の生活を組み立てていか

なければならない，とても難しい時代ではないかと思う。子どもや青年期をこのような時代に過ご

した若者たちには，日常の生活の力がどういうものなのかを知る由もなく，かと言って戻るところ

もないまま波間を浮き沈みしながら，ただ漂っているのが若者たちではないだろうか。 

 

（２）生活は自立支援の土台部分 

20世紀は科学の時代であったといわれている。特に後半の半世紀は，科学技術が急速に進歩し，

それぞれの分野における専門細分化が進んだことで横のつながりが希薄になり失われていく傾向

が強められた。しかし，教育や医療，農業などの各分野は我々の生活から発生したものであって，

本来は有機的につながり合った一つのものと言える。現に，一人ひとりの生活においては，風邪を

引けば薬を飲んで休養し，資格取得のためには勉強もし，収入を得ようとすれば働きに出たりもし

ている。そういうとらえ方をするならば，生活にはあらゆる分野のすべての要素がつながり合って

含まれていることになる。であるから，長年にわたって青少年の健全育成に関わってきた経験から，

「生活にはすべての教育的な要素が含まれている。」と言い，「教育は生活から」と言ってきた。

人の能力が開発されるのにも，生活はすごい影響があって，質の高い生活によって能力は開花され，

バランスのとれた人間形成も可能となる。生活は自立支援の土台となるものである。 



（３）便利さが人間のつながりを切った 

科学技術の進歩は，人々の生活にも大きな影響をもたらした。さまざまな機能を備えた携帯電話

が急速に普及したことで，生活は便利になったが，反面，同じ屋根の下で暮らす家族同士でさえも，

個々人の動きが把握できないという孤立化を生んでいる。便利という言葉には，開発された家電製

品のように他人の世話にならなくても自分一人ですることができるという意味合いが含まれてい

る。スイカやパスモ，カーナビゲーションやETCのような便利なものの普及は，人間同士のつなが

りをますます切っていくことになっている。このような時代に生まれ育った若者たちの中には，人

との交わりをすでに「わずらわしい」と感じる人たちも少なくない。このような認識の上に立った

生活の見直しと工夫は，人との交わりやつながりを前提とする社会参加を目指す自立支援にとって

大切なことである。 

 

（４）生活とは刻々変化するもの 

学校や職場の日課は，あらかじめ計画されたものを計画に沿って実行していくものだが，生活は

必ずしも予定したものが実行できるとは限らない。たとえば，突然大地震の被害に遭ったとしたら，

すべての約束がキャンセルされるだけでなく，被害の状況によっては，住む家も失い避難所生活を

余儀なくさせられることになるかもしれないし，肉親を失い途方に暮れてしまうかもしれない。こ

んな予想もできない現実が，自らの意に反して目の前で繰り広げられるのが生活である。このよう

な生活に対処していくには，柔軟な心こそが必要となる。自立支援で生活をテーマにすることは，

どんなときも，どんなことに対しても柔軟に即応できる心を身に付けることができるからである。 

 

（５）教えるのではなく伝えるのが生活 

生活の場面では，いちいち教えるのではなく，一緒にやることで技術や知識はもちろんのこと，

それよりももっと大事なことである取り組む呼吸を伝えていくのが一大特徴である。 

であるから，何をするにも一緒でなければ伝えることはできない。動物の子どもたちは親たちが

やることを見よう見まねで真似をしながら身に付けていく。人間もそれと全く同じではないかと思

う。呼吸さえ伝授しておけば，後は自ら体験を積むことで習熟していく。つながりを失ったバラバ

ラの生活で，若者たちは呼吸を学ぶ体験がほとんどなくなってしまっている。 

 

（６）しなければならないことを優先するのが生活 

したいことよりも，しなければならないことを優先してやらなければならないのが生活の特徴の

一つである。以前，NHKスペシャルで，「好きなものだけ食べたい。」という番組が放送された

ことがあった。物質的に豊かな社会で育った小中学生たちが，嫌いなものは食べずに，好きなもの

だけを食べている現状を紹介するものだった。30代の親たちの３割が家族に対して手料理を出さな

くなり，お惣菜を買ってきて冷蔵庫に入れておき，帰宅した者が勝手に冷蔵庫から食べたいものを

出して，電子レンジで温めて独りで食べるという。この食べたいものだけを食べるという傾向は，

したいことだけをするにつながり，したくないことはしないという傾向と同じである。自立支援で

大切なのは，生活を通して，しなければならないことを優先して実行できるようにすることである。 



２ 生活自立支援のスタイル  

ここでは，若者たちを社会参加につなげるために，どのような環境で生活し，何をするのが効果

的なのかを探り，生活自立支援のスタイルを提示することとする。 

 

（１）多種多様な体験こそが問題解決力を育てる 

最近の子どもたちは指導者からの評価を気にする余り，苦手なことや下手なことを避け，できる

ことにしか手を出さない傾向にある。また，先に述べた「したいことしかしない」ので，体験が著

しく少なくなっている。そして，「できることしかしない」と「したいことしかしない」ことで，

困難をともなう新しいことに挑戦するのを極端に嫌がり，その機会をほとんど持たないまま歳を加

えていっている。長い人生のうちには，特に現代社会においては，新しいことに取り組まなければ

ならないことが必ず生じる。そのハードルを越えていく力をつけるためにも，若い時に，できるだ

け多くの新しい体験をしておくことが必要である。その豊富な体験こそが問題解決力を育て，行き

づまらない人生を実現していくことになるからである。 

 

（２）一緒にやって見せることが大事 

小学生の子どもたちと一緒に風呂に入ると，きちんと体を洗うことができない子どもが多いこと

に気づく。アトピー治療の専門家は，体を洗うことを指導することで7割が改善すると言っていた。

小学生の時にできなくても，二十歳にでもなればできるようになるだろうと思っているのは間違い。

二十歳になっても風呂にきちんと入ることができない若者が多く存在する。そこで，生活は伝える

ことが特徴と言ったように，一緒に風呂に入ることで，洗い方を伝えていく。また，生活体験をす

る合宿所では薪割りをするのだが，ヨキ（薪を割る柄の長いオノのようなもの）で丸太を割るとき

に，大学院の学生が近づいてきて，「何センチの高さから振り下ろせば割れますか」と尋ねられた

ことがあった。彼にとって言葉や文字で学習することが大事なのだろうが，まず，割ることができ

る人がやっているのを見て，それから真似をしてやってみることしかないのだ。このことは，体を

洗うことや薪を割ることだけでなく，すべてのことに対して言えることである。 

 

（３）主人公意識を育てる 

若者たちの多くは，責任を負わされることを極端に嫌い，そのような立場に置かれると，そのプ

レッシャーからストレスになって，自ら退いてしまう傾向がある。我々のところでは，一人ひとり

の存在を神輿の担ぎ手と見て，「みんなで担いでいこう。」と呼びかけることにしている。主人公

意識とは，独りで神輿を担ぐことではなく，全体に気配りをして互いに助け協力しながら，みんな

で神輿を担ぐことである。ものごとを進めるには，一人でやるよりも，実力の違う複数の人たちと

協力しながらやる方がはるかに難しい。竹
たけ

箒
ぼうき

で合宿所の庭を掃く場合でも，一人でなら小学５年

生でもちゃんとやれるが，学年が違う子が３人でやろうとすると，急に難しくなる。全体に対して



目配り，気配りをしながら主人公意識を育てるには，常に流動的に変化している「生活」の中で培っ

ていくのが効果的である。 

 

（４）３歩以上は走る 

だいぶ以前に，親が子どもに「早く，早く」と言うのは良くないということが流行し，大人たち

が口に出さなくなったことで，それ以後に育った子どもたちの行動が極端に遅くなってきた。「遅

いのはその子の個性だから待ってあげましょう。」というのがその根拠であるが，常に待ってくれ

るものだという気持ちからか急ぐことができなくなった。できるだけ早く行動することは，動きに

ともなってアタマも回転するわけだから，我々のところでは，脳を刺激するために，「３歩以上は

走ろう。」と言うことにしている。動作が遅くて自立できない人たちが結構いることを思うと，生

活の中で急がなければならない時の訓練はしておかなければならないことである。 

 

（５）台所は宝の山 

行きづまりを感じて立ち往生している若者の多くは，考え過ぎるほどよく考える。考えてばかり

いて，一歩踏み出して行動することが苦手だ。そんな彼らと台所に入って一緒に食事の支度をする

ことにしている。台所は他の生活空間と比べると比較的狭いところに，大きい物から小さい物まで

のさまざまな種類の道具や皿があり，それらを毎日使い分けて調理している。しかも，調理は水加

減，火加減，塩加減など，加減が重要になる。バーチャル体験ばかりで実体験が不足している人た

ちには，この「加減」が身に付いていないのが特徴の一つに挙げられる。「加減」を体験し身に付

けることができるのが台所である。献立を立てるのは企画力，野菜を刻んだり，ガスの火を上手に

使い込むのはマネージメント力，そして，複数の人と台所に立てば，否応なしにコミュニケーショ

ン力が身に付く。しかも，ガソリンの値上げにともなうバイオエタノールの生産で農産物などの高

騰が続くなど，台所からは世界も見える。このように，自立支援をするには宝の山とも言える台所

を大いに活用するべきだと思う。 

 

（６）日常生活と非日常体験のバランス 

一つにじっくり取り組み持続する力は，目立つことのない日常生活によって培われる。生活の力

とはそういうものを言うのだと思う。生活リズムが整っている日常生活がきちんとしていれば，非

常時には実力が十分に発揮される。まつりなどの行事のような非日常体験は，日常生活の潤滑油と

しての役目がある。日常生活と非日常体験の量のバランスが，自立支援には重要なポイントとなる。 

 



（７）自立支援には少し不便な生活環境が適している 

若者が，生活を通して社会参加を目指し自立支援をするには，いつでも何でも自由に手に入れる

ことができる環境よりも，少し不便な生活環境が適している。他人と力を合わせ助け合うことで，

つながりを回復し，バーチャル体験が過剰にならず，手足を動かし汗を流して実感できる実体験の

量を増やすことで，思い切って（＝考えることを一旦止めて）一歩前に進むことができる呼吸を体

得できるからである。さらに，食事をきちんととることで生活リズムが整い，台所の体験などの小

さな成功体験を蓄積することによって自信を取り戻すことができる。 

 

 おわりに 

生活を通しての自立支援では，支援者と支援される者とは同じ生活者として，共に道を歩む同志

的な関係でなければならない。この関係こそが生活自立支援のスタイルそのものだと確信する。 

 

-----------------------------------------------------------------------------●  NPO法人子どもと生活文化協会（CLCA）会長 和田重宏  

 



３ 現場の実践例（あすくるの「自分探し」・「生活改善」支援）  

（１）生活支援「自分探し」事例：中学生 

ア 支援開始当初の状況： 

授業妨害・エスケープ，対生徒暴力，対教師暴力，器物破損，窃盗，無免許運転など，学校内

外でさまざまなトラブルを起こしていた。 

イ 支援開始当初のあすくるでの様子： 

暴言を吐き，大声で奇声を発し，机を蹴るなど常に突っ張っていた。ゲームをすれば不正を繰

り返し，卓球をすれば無茶苦茶な打ち方をして試合にならないことがあった。注意してもなかな

か聞き入れなかった。 

ウ 連携： 

学校，児童相談所，家庭（電話，来所，訪問） 

エ 支援内容： 

１日２～３時間で週に３日の通所から始めた。対話とさまざまな体験活動。支援開始当初は学

習支援も行い，パソコンを使ってアルファベットの入力を覚えることもしたが，すぐに飽きてや

らなくなった。保護者も本人も卒業後は就職すると早々に決めたため，学習意欲が全くなかった。 

少年の現状を受け入れ，楽しく会話したり体験活動を多くして指導的なことは控えめにした。 

オ 体験活動： 

身体を動かすことが好きなのでキャッチボール，卓球，パットゴルフなどのスポーツ。 

一定時間何かに集中して取り組むことができるように，トランプやボードゲームなど。トラン

プやゲームでの得点計算が計算力向上に役立った。 

さまざまな活動を試みる中，木工作業をすることになり，本人の希望でCDラックを製作した。木

工作業を始めると，それまでに見せたことがないような集中力を見せて，指導している職員の指示に

も素直に従っていた。うまくでき上がり，本人自身が木工作業に向いていることを発見した。 

カ 結果・考察： 

支援開始後，あすくる内での暴言は減り始めゲーム中の不正も減少していった。自分があすく

るで受け入れられていると感じ始めたからだと思われる。 

さまざまな活動をする中で，木工作業が自分に向いているということに気づき，将来への展望

を持つことができた。学校からの職場体験では自ら建設業を選び，工務店で体験活動をした。 

 

（２）生活支援「生活改善」事例：中学生 

ア 支援開始当初の状況： 

学校内で友人とのトラブルが原因で不登校になった。入学時より人間関係でのトラブルが続い

ていた。昼夜逆転の生活で，あまり風呂にも入らず着替えもせず，という生活が続いていた。  

学校へ行かず家での生活も不規則で乱れていたため，親子関係が悪化していた。 



イ 支援開始当初のあすくるでの様子： 

学校やトラブルのあった友人への嫌悪感をあらわにしていた。 

ウ 連携： 

学校，家庭（電話・来所） 

エ 支援内容： 

毎日約３時間通所。高校進学を目指し，学習支援を中心として，学校復帰を目指した。 

人間関係を良好に保つことが苦手だったので，若い大学生や年配の教員退職者など幅広い年齢

層のあすくる青少年支援サポーターが対応し，価値観・人間観・人生観などを広げることを試み

た。特に思春期の性の問題に関して年配の支援サポーターが親身に相談に対応した。 

毎日通所することで生活リズムが整い，それにともなって親子関係も改善されていった。 

オ 結果・考察： 

同級生のいる教室には入れなかったが，放課後登校，体育祭の見学など学校との連携で何度か

登校できた。高校進学後は人間関係を良好に保ち，友人も増え有意義な学校生活を送っている。 

 

-----------------------------------------------------------●  草津市立少年センター・あすくる草津支援コーディネーター 佐野正明  

 



４ 現場の実践例（兵庫県立神出学園の実践から）  

（１）学園の概要 

本学園は，平成６年10月，神戸市西区に開設された全国初の公立の全寮制フリースクールで，対

象は中学校を卒業し，不登校等を経験した兵庫県内に在住する20歳未満の人である。現在は男子32

名女子21名，計53名在籍し，期間は２年以内で，平成21年４月までは月曜日から金曜日まで活動し，

金曜日の午後帰宅する４泊５日コースであり，平成21年10月からは月曜日から木曜日まで活動し，

木曜日の午後に帰宅する３泊４日コースに変更した。（現在は３泊４日への移行期間なので両コー

スが併存している） 

また，平成21年５月からは，毎月１～３回程度，金曜日に対象年齢を25歳以下に拡大した１日交

流体験コースも実施している。職員は，専任17名，非常勤嘱託員16名，非常勤講師8名が学園スタッ

フとして支援に当たっている。 

 

（２）支援の内容 

ア 支援目標   

①自己理解の深化，②対人関係能力の構築，③自立心の確立，④進路選択能力の育成 

イ 支援体制   

生活面や進路相談，プログラム（農園・動物飼育・野外創造）等は教務スタッフ，個別カウン

セリングやグループワークは心理スタッフ，健康面は保健師，寮生活の指導は男女各２名の生活

指導員がそれぞれ担当している。また，精神科医（嘱託）をアドバイザーとして定期的にケース

検討会を実施している。在籍期間を６か月ごとに分け，それを１ステージとし，各ステージごと

に支援目標を設定しながら評価し，到達度に応じて目標や支援方法等を検討，再構築する（支援

相談会議）。その際，個人情報の管理に十分留意しながら，全スタッフが情報の共有化を図りつ

つ，日々の支援を行っている。 

 

（３）支援の実践例（新しい環境になじみにくい男子園生Ａ君） 

多くの学園生は，入学前の学校や家庭でさまざまな葛藤を抱え，自尊感情が低い。Ａさんもその

一人で，高校で不登校になった。複雑な家庭環境で育ち，中学時代から人間関係につまずき，心に

深い傷を負って，家庭で自傷行為を繰り返していたが，入学後は，学園内でも自傷行為が見られた。 

新しい環境に適応しにくい園生が，支援により次第に集団生活にとけこみ，自分なりの課題を解

決していく過程を示す。 

＜生育暦から＞ 

本人は３人きょうだい（姉，姉）の末っ子である。長姉とは９歳，次姉とは６歳違いで，一人っ

子のような状態で育った。両親は過保護に育てたという自覚がある。乳幼児期は大きな問題はな

かったが，小学生の時から初めての場所や場面には不安がる子であった。中学２年生の２月，風邪



をきっかけに休みはじめ，その後，不登校になった。不登校の理由は分からない。中学３年生の6

月からは適応教室に少しずつ通い始めた。 

中学校を卒業して通信制高校に入学。「人としゃべられるようになりたい」という気持ちを持っ

て，本学園に入学した。（15歳） 

 

＜入学後の経過＞ 

Ⅰ期 学園生活に慣れるまでの不安の高い時期（X年4月入学～X年7月まで） 

食堂で食事ができず，寮の自室にこもっている状態が続いた。食事は寮の自室で摂っていた。プ

ログラムには，ほとんど参加できず，寮で過ごすことが多かった。 

入学後１ヶ月ごろ，担当が関わることで，初めて食堂で食事ができた。２ヶ月して，スタッフの

支援の中で，同期で入学した男子らとバスケットをするようになった。 

２ヶ月を経過してから，Ａ君の好きなバスケットをきっかけに男子園生と交流でき，担当がいな

いときでも，園生同士で食事ができるようになった。プログラムにも参加できるようになり，３ヶ

月目に入るころには担当にもふざけたり，冗談を言うようになった。 

 

Ⅱ期 様々な問題と直面する時期（X年9月～X+1年3月） 

学園生活にも慣れてきて，ビオトープ作りという新たな目標が見つかり，それに励み始めたが，

同時にゲームに興じて，就寝時刻が遅くなり，生活態度についてスタッフから注意を受けるように

なった。 

６ヶ月をすぎる頃，今後の支援のため，知能検査をおこなった結果，知的には問題なかった。こ

の頃，本人は，バスケットカレッジに進学したいと言うようになった。 

８ヶ月経つ頃，積極的にプログラムに参加するようになり，いろいろな人と交わりたいという気

持ちが出てきた。しかしながら，まだこの頃は，外部の人が来園すると隠れるといった行動もみら

れ，限られた形での適応であった。また，異性への興味を示し，女子園生とは話せていないことを

気にし，次年度の目標とした。１年経ち，本人のことをよく知っている職場で，アルバイトを始め

た。 

 

Ⅲ期 個人的な課題に向き合った時期（X+1年4月～X+2年1月） 

アルバイトと通信制高校と学園生活を円滑に図る方法について相談し，学園登園日とアルバイト

の日程を決め，実行していった。通信制高校のレポートも出すようになり，勉強にも取り組めるよ

うになった。 

プログラムの中でも，特に，ビオトープ作りが非常におもしろくなったようで，野外創造のプロ

グラムに打ち込むようになった。１年５ヶ月経つ頃には，ギターの練習を始め，バンドの一員とな

り，学園祭でもバンド演奏した。 

同時に，カウンセリングでは，個人的な相談をするようになった。早期回想（幼い時のエピソー



ド記憶から性格を分析する方法）からは，自分に自信がなく，他社が自分に迫害を加えてくるといっ

た構えを抱いていることが分かった。順調に見えるが，入園後１年経っても，基本的な構え，考え

方は変わっていないことがうかがえた。 

１年２ヶ月経って（Ｘ+１年６月），Ａ君は，「女子園生と話せるようになりたい」というので，

事情を聞くと，ほんの少ししかしゃべられない，体感としては喉の抵抗感（熱い，紫色，）という。

そこでカウンセリングの中で，催眠やトラウマ処理の技法を使ったところ，かなりスムーズに話せ

るようになってきた。メンタルリハーサル（心の中で会話の練習）を契機に，実践の機会をスタッ

フが上手に設定するうち，Ｘ+１年11月には女子に囲まれ楽しそうにする姿も見られるようになっ

た。 

 

Ⅳ期 現実の課題を乗り越え修了を迎えた時期（X+2年2月～修了） 

「女子と話せることはできるようになった」「親の言うことにうっとうしさを感じることが多く

なった」と語る中で「バスケットカレッジへの進学は，やめようと思う」と，現実的判断を下せる

ようになった。 

３月，修了生代表の挨拶をすることになり，原稿を書いている途中，学園生活での過去のことを

思い出し，つらくなり，書けなくなるという事態が発生した。そこで，カウンセリングの中で，そ

の気持ちを処理し，楽になり，この２年間の自分の変化に喜びながら挨拶原稿を書くことができた。

その結果，修了式では皆の心を打つ感動的な挨拶をし，本人も満足して修了した。 

現在はアルバイトをしながら，通信制高校に通っている。保護者からも順調に過ごしていると聞

いた。 

 

＜考察＞ 

思春期・青年期の発育課題について，エリクソンは自我同一性（アイデンティティ）という概念

で説明した。つまり，思春期・青年期の人にとって，さまざまな課題（学業などの活動，友人や異

性との付き合い，親との付き合いなど）に取り組みながら，自分の能力や関心，興味を適切に評価

できるようになり，社会の中で自分の位置づけを学び，やがて社会で役割を果たすようになってい

くというのである。 

Ａ君の場合，入学当初は，対人緊張，場面緊張が強く，退行的な状態にあった。しかし，スタッ

フの支援のもと，集団生活に次第に慣れてきた段階で発生した偶然の機会を活かすことで，居場所

を見つけることができ，学園内での位置を明確にしていった。半年から１年経過後には，野外創造，

バンドなど役割を果たすという体験を積み，勉強という課題にも取り組み始めた。そのような過程

の中で，心理スタッフとの面接では，女子園生と交流するという新たなテーマを出し，その課題に

挑戦し，時間をかけながらも比較的うまく乗り越え，自信が育った。とはいうものの，そのころに

なってやっと「親の言うことにうっとうしさを感じることが多くなった」と言うような，年齢より

も遅い思春期を迎えた。入学当初の集団に参加できなかった体験はトラウマ的な体験として残って



いたが，トラウマ処理の方法を学び取ることで，それも克服し元気に修了していった。 

学園での２年間の生活は，教務スタッフと心理スタッフの連携の下，いろいろな課題に取り組ま

せ，結果として，自信を育て，自立への援助過程の一つとなっていたと思われる。しかし，まだま

だ思春期の過程にあり，これからも幾多の課題を乗り越えていかなくてはならないことは予想でき

る。ただ，２年間の本人の成長を鑑みると，その課題も乗り越えていけるのではないかと期待して

いる。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------●  兵庫県立神出学園校長 出村多惠子  

 



５ 現場の実践例（若者自立塾「キャリア・ビレッジ」の実践から）  

厚生労働省の委託事業として取り組んでいる若者自立塾「キャリア･ビレッジ」では，週5日を運

営日とし，表５－３のようなカリキュラムを運営の基本にしている。 

 

表５－３ カリキュラム 

 項   目 

 6：00 起床･洗面 

 6：30 点呼，ラジオ体操，朝礼，班に分かれ清掃，朝食準備 

 7：15 朝食，片付け，身支度 

 8：30 労働体験へ 

 9：00～12：00 労働体験 

12：30～14：00 帰着・昼食・自由時間 

14：00～15：30 資格取得学習（YESプログラム６領域） 

15：30～18：30 自由時間・資格取得学習（個別） 

18：00～19：30 班に分かれ風呂準備，夕食準備， 

19：30～20：00 夕食，終礼，片付け 

20：00～22：00 自由時間･入浴・資格取得学習（個別） 

22：00～23：00 日記記帳，就寝準備 

23：00 消灯 

 

当塾では生活自立支援を「生活訓練」と呼び，その狙いは以下のとおり。 

 

（１）生活のリズムを確立し，訓練終了後の就労が可能な体力と根気を養い自己効力感を向上させる。 

他塾と違い，午前中の労働体験を必須としている。入塾１～２週間程度の期間でキャリア・コン

サルティングのノウハウを活用して適性・能力を把握し，近隣の企業や商店での３時間程度の労働

体験に出かける。塾外での労働体験では受入先に負担がかかると判断した者には塾内でトレーニン

グを施す。また午後からは資格取得学習を中心にしている。塾生用パソコンを６台設置し，個別の

進度で学習できるよう環境を整えている。その取組具合に関しては各自の自主性を重視しつつ，最

終的には卒塾までに一つは資格取得を果たすよう目標管理をしている。いずれも「継続」による積

み上げが変化へとつながることを実感する経験であり，彼らの自己効力感の涵養に有効である。 

 

（２）最低限必要な社会人らしさを身に付ける。 

訓練終了後に，就労（進学）意欲のみが構築されたとしても，雇用側が受け入れたいと感じられ

る人物でなければ就労には結びつかない。そのため，塾を「職場」と見立て，共同生活のさまざま

な場面を指導機会とし，彼らの経験不足を補うこととしている。挨拶を例に挙げれば，労働体験出

発時の「行ってきます」，「行ってらっしゃい」，自由時間の外出時の「○○に行ってきます」，

「ただいま戻りました」，共有スペース入退室時の「失礼します」，「失礼しました」，などであ



る。入塾当初はスタッフのみがそれらの挨拶に言葉を返している状態だが，徐々に他の塾生にも反

応するよう求めている。ほか，「報告」，「連絡」，「相談」の意識付け，いわゆる「５Ｓ（整理・

整頓・清潔・清掃・躾）」の徹底，塾内生活分掌による責任感向上など，共同生活型という特性を

最大限いかすことを心掛けている。 

必然的に，支援に当たる側の資質として，支援者自身が上述の事柄をある程度高い水準で備えて

いなければならない。個々の事情を把握し理解は示しながらも，彼らが社会人として受け入れても

らえる人材たらんことを願い指導に当たれる支援者であることを，キャリア･ビレッジの理想とし

ている。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------●特定非営利活動法人 ICDS理事長 深谷潤一  


