
第３節 支援計画作成のための評価  

はじめに 

クライエント29) の持つ問題の多くは重層的である。たとえばひきこもりが単に就労意欲やスキル

の問題ではなく，家族間の葛藤や何らかの外傷体験と関連していることは珍しくないし，中には精

神疾患や発達障害が潜んでいるケースも認められる。また，薬物非行などの反社会的な問題行動が

付随していたり，家庭の経済的困窮を招いたりしている場合もある。したがって，その解決のため

には，さまざまな専門家の協力が要請されることが多い。特に問題が深刻な場合，専門家同士が緊

密に連携し，少年の周辺にきめ細かな支援のネットワークが形成されることが望まれる。 

その際，要となるのが，アセスメント（査定）と支援計画である。的確なアセスメントがなされ，

それに基づいて具体的・現実的な支援計画が作成されるならば，それらはいわばネットワークの共

通言語のような役割を果たす。それらが正確に伝達され，それに基づいて情報が交換される中で，

連携が円滑化し，支援はより組織的なものとなってゆく。クライエントの抱える問題がはっきり見

えないままでは，有効な支援は難しいし，計画や見通しが全く立たないようでは，実質的な協力は

困難である。アセスメントと支援計画が共有化されるからこそ，ネットワークが生きて動き出すの

である。 

もちろん，アセスメントはレッテル貼りであってはならないし，支援計画は一方的な命令書で

あってはならない。それらは，クライエント自身と支援に携わる者が，「今，何が問題であり，そ

の解決のために何をしようとしているか。」を確認し，ネットワークを有効に機能させていくため

の道具にすぎない。したがって，実際の支援の中で疑問が浮かんだり，失敗や停滞が生じたりした

場合は，その道具としての有効性が常に再検討されるべきである。アセスメントや支援計画は，あ

くまで支援のためにあるのであって，自己目的化されてはならない。 

このように重要性は極めて高いけれども，祭り上げられるべき存在ではなく，絶えず有効性を問

われ，修正されてゆく道具・・・それがアセスメントであり，支援計画なのである。 

 

１ アセスメントのための面接  

（１）基本的な姿勢 

ア クライエントと一緒にアセスメントする 

（ア）クライエントは変わりたがっている 

クライエントが相談窓口に来るきっかけはさまざまである。自発的な場合もあれば，誰かから

勧められてくる場合もある。親に強引に連れられて来る場合もあるだろう。中には全く口を利か

ないクライエント，投げやりな態度が目立つクライエントもいるかもしれない。 

 
                                                                                                                                                                     
29） 「来談者」，「専門家のサービスを受けている人」の意。「患者」より広い概念。 



だが，どんな場合であれ，本人に全く問題意識や改善意欲がないということはあり得ない。少

なくとも面接の場にいる以上，漠然としたものではあれ，「このままではよくない。」，「何と

かしたい。」と思っていることは間違いない。ただ，挫折の積み重ねで絶望していたり，周囲へ

の不信感を募らせていたりすると，相談の枠組みに乗せることは容易ではない。しかし，そのよ

うなケースほど，より良い人生を強烈に渇望していることが多い。 

（イ）クライエントは自己探索をしている 

クライエントは変わりたがっており，そのための手立てを求めている。だから，自分の現状を

見直し，なぜこうなったのか，何が悪かったのか，どうすれば良かったのかを探ろうとする。自

分にはどんな特徴があって，何ができるのかを知ろうとする。彼らはそうして懸命に自己探索を

続けるのである。 

それが成功し，自力で突破口を発見できれば，そもそも相談には来ない。私たちのクライエン

トは，さまざまな理由で自己探索が不成功に終わっている人たちである。彼らの自己探索は袋小

路に入り込んだり，同じところをぐるぐる回ったりしていることが多い。 

（ウ）アセスメントは自己探索の援助である 

私たちの仕事は，彼らの自己探索を援助することである。つまり主体はあくまでクライエント

にある。彼らに全くやる気がなければ，私たちにできることはほとんどない。仮に嫌がる相手か

ら強引に何か聴き出したところで，それが彼らの成長に資することはあり得ないだろう。 

クライエントの自己探索は絶えず行きつ戻りつするし，意欲も大きく変動する。私たちは，あ

る時は方向を指し示し，ある時は励ましつつ，協力して自己探索を進めていくのである。 

私たちのアセスメントのイメージは，遠くから対象を眺めている観察者ではなく，彼らの半歩

後ろに付き添う同行者である。もちろん，客観的な情報の収集を怠るべきではないが，その価値

はクライエントに役立つかどうかで決まる。彼らの役に立たない情報は無価値であり，それを私

たちだけが知って喜んでいても仕方がない。 

イ よく話を聴く 

（ア）真剣に聴く 

「よく話を聴く」というのは，ひたすら迎合したり，話を合わせたりすることではない。別に

ニコニコする必要もなければ，無理に相づちを打つ必要もない。大切なのは真剣に聴くというこ

とである。 

クライエントは重大な困難に直面している。確かにその口調自体は軽いものかもしれないし，

冗談まじりかもしれない。しかし，そこには必ず必死なものが隠れているはずである。だから私

たちも真剣に聴かなければならない。彼の言いたいことを理解しようと努めなければならない。

そういう姿勢ならば，相づちは自然に出てくるだろうし，分からなければ何度も確認するはずで

ある。 

また，そうして真剣な姿勢で聴いていると，クライエントの姿勢も一層真剣なものになって

くる。真面目に聴いてくれる相手に，それほどいい加減な話を続けていられるものではない。



面接を重ねるうちに，次第に浮ついた調子が消え去り，大切な話が語られるようになることが

多い。 

（イ）ペースを合わせる 

クライエントは一人ひとり違う。自己探索のスピードも，打ち解けやすさも，会話のテンポも

さまざまである。このペースが食い違うと，面接はうまくいかないし，互いに消耗してしまう。

よく聴くためには，できるだけペースを合わせる必要がある。 

クライエントがゆっくりと探索する人ならば，こちらもどっしり構える必要があるし，どんど

ん進んでいく人には，遅れずについていかなければならない。同様に会話のテンポや声の調子も，

なるべくクライエントに合わせるべきである。特に，クライエントを置き去りにして結論を急い

だり，一方的に解釈を述べ立てたりすることは避けなければならない。 

もちろん，あまりに極端なペースにはついていけないことも多い。その場合，「悪いけど，早

過ぎる。」，「もう少しゆっくりしてくれないか。」などとストレートにクライエントに頼むと，

案外協力してくれることが多い。ついていけずに，話を聞き流したり，生返事をしたりするより

は，ずっと有益である。 

（ウ）クライエントから教わる 

クライエントと私たちは生活経験が全く異なるし，知識や関心の範囲も大きくずれていること

が多い。だから彼らの話を聞いていても，知らないこと，意味の分からないことがしばしば出て

くる。そんなとき，知ったかぶりをしていると，話の筋が見えなくなってしまうし，どうかする

と｢知ったかぶり」を見抜かれてしまう。むしろ，分からないことは分からないと率直に伝え，

説明を求めることが望ましい。 

説明を求められて，気を悪くするクライエントは見たことがない。大半は喜々として教えてく

れる（日頃，教えられてばかりいるから，教えるのがうれしいのかもしれない。）。そしてそれ

によって今度はクライエント自身も率直に「分からない。」と言えるようになるのである。 

ウ よく感じる 

（ア）感じたことを大切にする 

私たちのアセスメントは，客観的事実の収集に尽きるものではない。事実をクライエントがど

うとらえ，どう感じているかを明らかにすることが非常に重要である。クライエントの判断や行

動を左右するのは，彼の感じていることだからである。 

クライエントの感じていることを明らかにするためには，こちらも感受性をフルに動員する必

要がある。たとえば「お母さんが帰ってきてとてもうれしい。」という言葉。もしクライエント

がうれしそうな表情でそれを口にし，お母さんの様子を楽しげに話すとしたら，彼は本当にそう

感じている公算が強い。しかし，彼が同じ言葉をこわばった表情，平板な口調で言ったとしたら

どうだろうか。よほど鈍くなければ「何か変だ。」と感じるに違いない。私たちはその感覚を大

事にし，母子関係についてもっと詳しく調べるべきであろう。その意味では，彼が「何を語った

か」よりも「どう語ったか」の方が重要な場合も多いのである。 



したがって私たちは，クライエントの言葉のみならず，その表情や口調，仕草，服装，化粧な

どの非言語的なメッセージにも注目しなければならない。特に話の内容と表情のずれ，奇妙な大

仰さ，仕草の変化等には気を配りたい。また，「寂しそう」，「不自然」など，何となく感じた

ことや漠然とした印象も心に留めておいた方がよい。アセスメントが進むにつれて，その実体が

はっきり見えてくる場合がある。 

（イ）感じたことにこだわらない 

自分の感じたことは大切にしなければならない。だが，それに固執してはならない。 

アセスメントが進む中で，個々の感覚や印象はさまざまな情報と関連づけられ，総合され，最

終的には全体像の中に整合的に位置づけられることが多い。だが，その途中では，一見すると相

互矛盾や食い違いが生じる場合がある。その際，最初の印象にこだわり，それに反するものを早

まって切り捨ててしまうと，浅い，表面的なアセスメントに終わってしまいかねない。 

非行少年を例に挙げると，最初，無反省でわがままで大変「けしからん」印象を受ける少年が

いる。だが調査を進めるうちに，悲惨な生い立ちや，その中での健気な努力が分かってきて，「か

わいそう」と感じることがある。逆に，最初，「かわいそう」な印象を受けた少年が，面接を重

ねるうちに，案外自己中心的で傲慢なことが分かり，「けしからん」と感じるようになることも

ある。もちろん，これは矛盾でも何でもない。非行少年たちは天使でも悪魔でもなく，その両面

を持っているのだから。 

アセスメントが適切になされるならば，私たちの感じたことの多くは，一見矛盾するように見

えても，どちらも否定されることはなく，全体像の一部に取り込まれていくものである。 

（ウ）感受性をリフレッシュする 

ひどく疲れたり，ほかのことに気をとられたりすると，私たちの感受性は一時的に鈍化してし

まう。そうすると，普段なら気づくようなことを見逃したり，軽視したりしやすくなる。また，

視野が狭くなり，目立つことだけに気をとられ，全体への目配りができなくなってしまうことも

多い。 

これらの問題を回避するためには，まず自らの感受性の状態をモニターすることが必要である。心

身の不調や疲労感は当然警戒すべきであるが，面接前に何となくおっくうになるというのも重要なサ

インである。また，本人には自覚がないのに，同僚は不調に気づいているような場合もあり，日頃か

ら相互に「最近疲れているんじゃないか。」と言えるような関係は貴重である。 

このような場合の対策は休養しかない。ただ，身体が疲れているのでなければ，アセスメントと関

係ない仕事をするのも休養になる場合がある。また，スポーツや料理などがリフレッシュになるとい

う人もいる。いずれにせよ，感受性の水準を自分の努力だけで長く維持することは困難であり，休養

の仕方を各人各様に工夫することは不可欠である。 



（２）具体的留意点 

ア 環境を整備する 

環境は面接の効率を大きく左右する。劣悪な場でも面接を深めることは不可能ではないが，そ

れに要する時間や労力は非常に大きくなってしまう。逆に良い環境は面接を助けてくれる。 

まず部屋。これはあまり広くない方がよく，机と椅子を置いて少し余裕がある程度が望ましい。

最も重要なのは物音であり，特に人の出入りの物音がすると落ち着かない。アセスメントの場で

は，プライバシーが赤裸々に語られるのだから，間違っても立ち聞きされるようなことがあって

はならないし，その気配があるだけでも，面接は進みにくくなる。 

机は事務机ではなく，テーブルのようなもの，椅子もパイプ椅子やソファは避けたい。壁は落

ち着いた色で塗られている方がいいし，床もピータイルよりは絨毯がよい。 

以上は専門的な配慮というよりも，その部屋に入る人の緊張を和らげるための当たり前の工夫

であり，プライバシーが守れる，温かい雰囲気の，こじんまりした部屋であればよい。アセスメ

ント自体，多かれ少なかれ緊張を強いるものなのだから，せめて環境はリラックスできるもので

あるべきである。 

イ 予習をしておく 

アセスメントはぶっつけ本番で臨むべきではない。事前に入手できた資料には目を通しておく

べきであるし，そこから面接のポイントをいくつかピックアップしておくことが望まれる。クラ

イエントも私たちも互いに貴重な時間を使うわけであるから，準備を疎かにしてはならない。 

一般に「先入観を持ってはならない。」と言われるのは，準備をしないということではなく，準備

したことをいったん括弧に入れ，いつでも修正できるようにしておくということである。先入観が全

くないことなどあり得ないので，自分の先入観からどれだけ距離がとれるかが問題なのである。 

また，使う予定の心理検査やチェックリストがあれば，事前に準備しておくことは言うまでもない。 

ウ 逐一順番に質問しない 

アセスメントのための面接においては，生育史，家族関係等，質問すべきことが山ほどある。

したがって，それらを順序立てて効率よく聴いていきたいという気持ちになるのは無理からぬと

ころである。しかし，強引にそのようなやり方をしても，集まってくるのは往々にして役に立た

ない情報ばかりとなる。なぜなら，クライエントの多くは，面接の場でどこまで語ってよいのか，

相手をどれだけ信頼できるのかを決めかねている状態だからである。そこに一方的に次々質問を

浴びせても，浅い紋切り型の答えしか返ってくるわけがない。また，そもそもクライエントは，

自分自身や身の回りの問題について十分整理して理解しているわけではなく，語ろうにも語れな

いことが多い。面接を続ける中で，次第に緊張がとれ，頭が整理されて，やがて本当に役立つ情

報が得られるのである。 

したがって，面接においては，まずクライエントが語りたいこと（それは何よりも「現在困っ

ていること」であろう。）を優先すべきである。生育史等は，それが一段落したところで聴き始

めるのがよい。また，途中でもクライエントが何かにこだわったような場合は，そこを詳しく聴



いていくべきである。チェックリストを逐一順番に埋めていくような面接はすべきでないし，結

局は効率的でもない。 

ただそのようにすると，よほどうまくいかない限り聴き落としが出てくる。それは面接後に整

理して次回に尋ねるべきである。もしも面接に不慣れで，重要な事項を落としそうな場合は，面

接終了前に少し時間をもらってメモを整理し，聴き直せばよい。 

その意味で，アセスメントのためには一度の長い面接よりも何度かの短い面接の方が効率的で

ある。「面接→復習→面接」というプロセスを踏めば，クライエントの話の流れを中断させるこ

とはないし，聞き落としを防ぐこともできる。また，面接と面接との間に，双方が自分の考えや

感情を整理することができ，それも面接の深まりにつながる。 

エ 聴きにくいことを聴く 

面接で聴くべきことは，気軽に答えやすいことばかりではない。特にアセスメントにおいては，

クライエントにとって触れられたくないことが，しばしば重要な意味を持つ。そのような場合，

私たちはそれに直接触れることなく，周辺を探りつつ，自発的に語られるのを待つことが多い。

しかし，無限に待ち続けることはできない。いつかは聴かなければならないのである。 

少年鑑別所におけるアセスメントにおいて，「聴きにくい」ことの典型的な例が性的虐待であ

る。たとえば，女子の非行が，売春などの性的逸脱を伴って急速に拡大し，しかもそれが自己破

壊的な色彩を帯びているような場合，私たちは性的虐待という観点からも事例の検討を進める。

父が継父で，素行上の問題の大きい人だったり，母との仲が悪かったりするならば，なおさらで

ある。このような事柄は簡単に聴けるようなことではない。だが，触れずに済ませられるような

ことでもない。その有無は，医療で言えば腫瘍が良性であるか悪性であるかに匹敵するような重

大性を持つ。少なくとも尋ねてみないで済ませるわけにはいかない。 

そんなとき私たちは，「これからとても嫌なことを聴かなければならない。しかし非常に重要

なことだから聴かずに済ませるわけにはいかない。当然，答えたくなければ答えなくてもよい。」

と断ってから正面切って尋ねる。「あなたのような非行のパターンの女性は，身近な人からいた

ずらされた経験があることが多い。何かそういう恥ずかしい目にあったことはないか。」 

もちろん，正直な答えが返ってくるとは限らない。もし性的虐待があっても，クライエン

トの信頼がまだ得られていない場合や，クライエント自身に語る準備ができていない場合は，

単に否定されるだろう。しかし，聴いてみなければ始まらないのである。「そんなことを聴

いたらクライエントとの関係が悪くなるのではないか。」と二の足を踏むかも知れないが，

関係が悪くなろうがどうしようが，聴かねばならないことは聴かねばならない。また，ある

程度関係ができた後に，真剣に正面から聴くならば，クライエントが私たちを見限ってしま

うようなことは少ないように思われる。 

そこまで深刻ではなくても，クライエントの話にどうしても嘘を感じる場合，脱線していく

話を元に戻したい場合など，口を挟みたくなる場面は多い。そんなときには，やはり「言いに

くいけれど」，「悪いけれど」，「腹が立つかもしれないけれど」と断ってから，自分の疑念



や要望を真面目に伝えるべきである。無神経に介入したのではないということが分かってもら

えれば，案外うまくいくことが多い。 

（３）聴取すべき内容 

ア ニーズ 

私たちの支援はクライエントのニーズに対応しているからこそ意義がある。その意味で，クラ

イエントのニーズの把握はアセスメントの出発点だと言える。ただし，クライエント自身，自分

が何を求めているかを明確に理解しているとは限らない。少なくとも面接の最初の段階では，

ニーズは漠然とした問題意識，不全感，不満のような形をとっていることが多い。したがって，

クライエントのニーズをつかむためには，「何を求めているか。」よりも「今，困っていること

は何か。」からアプローチしていく方がうまくいくようである。そもそも私たちの前に現れる以

上，全く困っていないことはあり得ない。いやいや保護者に連れられてきて，「自分は別に困っ

ていない。」と言い張る若者がいたとしても，「ご家族はどういうことで困ってらっしゃるので

しょう。」と問えば，それなりの答えが返ってくるはずである。 

そうして「意欲がわかない。」，「就職口が見つからない。」，「シンナーがやめられない。」

などの「困っていること」が示されれば，次はそれについて，より具体的に尋ねていく。問題の

始まった時点，そのきっかけ，これまでの経過，比較的調子の良かった時期，悪かった時期，現

時点での危機の深刻さ，これまでとった対策等々である。 

このうち，「比較的調子の良かった時期」については，詳しく聴くと好転の鍵となる要因が潜

んでいる場合がある。たとえば普段は意欲の乏しいクライエントが，母が入院した時だけは一生

懸命家事をやったとするならば，母がパートに出て，本人に家事を分担させるという選択肢があ

るかもしれない。逆に，「これまでとった対策」は，選択肢を絞る方向での利用価値が高い。ク

ライエントやその家族はこれまで散々いろいろな手段を試してきており，同じことを改めて繰り

返しても効果は期待できないからである。また，「現時点での危機の深刻さ」は，援助や介入の

緊急性を査定するうえで重要である。あまりに余裕がなければ，即座に対応措置をとったり，他

機関に協力を仰いだりする必要が出てくるだろう。 

こうしてクライエントのニーズがある程度明確化しても，それを固定的にとらえてはならない。

アセスメントが進んでいく中で，ニーズが変化することもあるからである。たとえば，最初のニー

ズは職場の対人関係の悩みの解決であっても，その背後に神経症的な症状があることが分かり，精

神科へのリファー（紹介）が必要となる場合もあるだろうし，もともとやりたい仕事が別にあるこ

とが分かり，円滑な転職こそが課題となる場合もあるだろう。その意味で，クライエントのニーズ

は最初から確定したものではなく，支援の中で変化していくものだと考える方がよい。 

イ 生育史 

ニーズをある程度つかんだ後，生育史や家族関係など，その背景となっている状況を聴いてい

く。生育史の聴取は，通常，幼少時からの出来事を順次聴いていくことが多い。事前に何らかの

調査用紙を用意して記入してもらい，それに基づいて聴けば，より効率的である（ただし，その



確認や穴埋めだけでは本当に重要なことはつかめない。）。具体的な項目としては以下のような

ものが挙げられる。 

①出産状況，発育状況，養育者，障害等。②家庭内のトラブル，転居，同居家族の変動等。③

学校適応，成績，転校，受験，クラブ活動，不登校，いじめ等。④職場適応，仕事の内容，給料，

転職，怠休，徒遊等。⑤友達関係，異性関係，交遊範囲等。⑥趣味，特技，熱中したこと等。⑦

犯罪，非行，補導歴，施設歴，飲酒，喫煙，自殺自傷等。 

もちろん，これらすべてを同じ重みで聴く必要はない。ニーズとの関連で重要な事項は集中し

て聴く必要があるし，関係の薄いところはざっと確認するだけでよい。ただ一見ニーズと無縁に

見えても，クライエントが妙に熱心に話すような事柄は無視してはならない。いわば地下水路の

ような形で，ニーズと強く結びついている場合があるからである。また，もしクライエントの口

が重ければ，趣味や修学旅行など楽しいエピソードから聴き始めると，それが突破口になること

が多い。しかも，そのようなエピソードからは，クライエントの長所や，活力，志向などがうか

がえることがあり，それは今支援していく際に，貴重な手掛かりとなる。 

ウ 家族関係 

家族について有益な情報を得るのは簡単ではない。もちろん，家族構成や年齢，職業，経済水準等

を一通り聴くことは可能であるし，ある程度ラポール（クライエントとの心的融和）がとれれば，ア

ルコール依存や暴力などの家族の問題行動についても，なんとか話してくれることが多い。しかし，

父や母がどのような性格や特徴を持った人物なのか，その人となりをつかむのは難しい。直接「どん

な人か」と聴いても，「普通」と言われるのがおちである。それは気恥ずかしさや警戒心のせいだけ

ではない。私たち自身も，自分の家族について正面から「どんな人か」と問われて，うまく表現する

ことは難しいはずである。誰でも，ごく身近な人については客観的に語りにくいのである。 

そういう場合，エピソードを中心に聴くことが有効である。父や母が，ある特定の場面におい

て，どんなことを言い，どんな行動をとったかを，その前後の状況も含めて詳しく聴いていく。

取り上げる場面は，「母に一番腹を立てたとき」，「初めて非行がばれたとき」などクライエン

トにとって重要な場面が良い。それを具体的に聴いていくうちに，自ずとその人となりが分かっ

てくることが多い。 

ただ，生育史にも言えることであるが，こうして得た情報は，クライエントによって主観的に

色づけられている。極端に言えば，クライエントが語るのは，あくまでクライエントにとっての

家族であり，生育史でしかない。それだけに相互に矛盾していたり，客観的情報と食い違ってい

たりする場合がある。そのずれが大きい部分については，タイミングを見てクライエントに伝え，

じっくり再検討してみる必要がある。そこに問題の中心が隠れている場合も多い。 

エ 現状の再確認 

一通りの聴取を終えた後，一日の流れを時間に沿って細かく聴いていくと有意義である。最近

の特定の一日，朝何時にどこで目覚めたか，朝食は誰と何を食べたか，何時に家を出てどこへ行っ

て何をしたか，誰に会ったか，帰宅して何をしたか，寝たのは何時か。・・・これらを詳しく聴



いていくと，クライエントの実際の生活の姿が見えてくる。また，クライエントのニーズについ

て，改めて聴き直すことも重要であり，これもまた，クライエントの現状を再確認する意味を持っ

ている。いずれにせよ，過去に遡って話をした後，もう一度現在の姿を見直すというプロセスが

必要となるのである。 

そして，このようにして再確認した現状と，これまで聴取してきた生育史，家族関係とを対照

し，クライエントのある程度統一的なイメージが形成されたならば，ひとまず面接が一段落つい

たと言うことができる。ただ，これはあくまで一段落であり，心理検査の結果や外部情報が得ら

れれば，その都度，面接にフィードバックし，再検討していかねばならない。 

 



２ アセスメントのための心理検査  

（１）留意点 

ア 正しく実施する 

心理検査はマニュアルに沿って正確に実施しなければならない。それを前提に標準化されてい

るからである。誰かのやり方を模倣したり，自己流のやり方をしたりしたのでは，適切な解釈が

できない。 

また，その検査を受けるに当たって必要とされる能力や動機づけが不足していると，正しい検

査結果は得られない。たとえば，手の動きにくい人に素早く回答を記入する知能検査を行っても，

正しく能力を測定できないし，真面目に答える姿勢がなければ，どんな性格検査からも意味のあ

る解釈は引き出せない。実施上のハンディの少ない人が，適度にリラックスしつつ，真剣に検査

に取り組むというのが，適正な検査のための必須条件である。 

したがって検査者は，検査を実施する過程もよく観察しておく必要がある。クライエントの意

欲は検査の途中でも変動し，上の空になったり，よそ見をしたりする場合があるし，マニュアル

で想定されているのと異なったやり方をしてしまう場合もある。その意味で，実施結果だけを見

て解釈するのは，なるべく避けるべきである。 

イ 個々の検査の特徴と限界を知る 

心理検査は種々の理論や研究に基づき，クライエントの特定の側面について探る目的で作成さ

れている。したがって，適切に標準化され，高い統計的妥当性を持つ検査であっても，ターゲッ

トとなっている側面以外については，原理的に解釈できない。特定の検査結果によって，人格全

体を云々するのは，たとえば心電図だけですべての病気を診断するのと同様に危険なことである。

逆に，その特定の側面について言えば，一定の客観性を持った指標として，アセスメントにいか

すことができる。 

したがって心理検査を実施するに当たっては，そのターゲットを定め，絞り込んでいく必要が

ある。一般には，まず実施の容易なタイプの知能検査と性格検査を実施し，知能や性格の特徴を

大まかにつかんでから，個々のクライエントのニーズや問題性に応じた検査を選択，実施してい

くという方法がとられることが多い。このような検査の組み合わせをテスト・バッテリーと呼ぶ。

心理検査の有効性は，テスト・バッテリーがクライエントのニーズや問題性と合致しているかど

うかに大きく左右される。 

ウ クライエントにフィードバックする 

心理検査は基本的にクライエントのために実施するものであり，その結果をフィードバックす

るのは原則である。しかも適切なフィードバックはアセスメントの目的にも合致することが多い。 

先に述べたように心理検査は一定の限界を持っているが，その結果をクライエントに投げ返し

て反応を観察し，意見を聴くと，プラスアルファとして新たな情報を得ることができる場合があ

る（もちろん，検査の特徴や限界について，できるだけ分かりやすく説明することが大前提であ



る。）。フィードバックが適切になされれば，クライエントは自分にとって耳が痛いような所見，

劣等感を刺激されそうな所見についても，自分に当てはまると思うときには，率直に肯定し，実

際その傍証となるようなエピソードを語ってくれることが多い。また，検査結果について語り合

う中で，クライエントが自己理解を深めたり，新たな見方を提示してくれたりすることもあり，

それもアセスメントに役立つ。その意味で，心理検査を行う者の仕事は，検査の実施，解釈のみ

ならず，このフィードバックの過程まで含めるべきだと考える。 

 

（２）主な心理検査 

ア 知能検査 

知能検査は，多くのクライエントに対して同時に，しかも比較的容易に実施できる集団式知能

検査と，個別に実施する個別式知能検査に分けることができる。 

集団式知能検査の代表的なものの一つが，「新田中B式知能検査」であり，少年鑑別所におい

ても基本的なテスト・バッテリーに組み込まれている。この検査によって知能水準を大まかに測

定した後，知能に問題がありそうな場合や，知能の詳細な診断がクライエントのニーズに即して

いるような場合には，個別式知能検査を用いて，よりきめ細かく調べていくことになる。 

WAIS－Ⅲ，WISC－Ⅲなどの個別式知能検査においては，言語的な能力，処理速度，計算能

力，抽象的思考力など，知能のさまざまな側面を把握することが可能であり，そこからクライエ

ントの得意なところ，不得意なところを明らかにし，支援に役立てることができる。ただし，得

意，不得意のアンバランスがあまりに大きな場合には，発達障害などの問題が潜んでいる場合も

あり，専門家へのリファーも検討しなければならない。 

知能検査の取扱いにおいて，特に気をつけなければならないのは，知能指数（IQ）の一人歩き

である。どんな知能検査も知能全体を包括的に測定できるわけではなく，知能の特定の側面を，

特定の見地から測定しているにすぎない。したがって，知能指数はあくまでクライエントの知能

を把握するための目安と考えるべきである。 

また，知能検査で示された値は，「それだけの能力がある。」という証拠になるが，逆に示され

なかったからといって「能力がない。」と即断するのは危険である。今後の成長，発達の余地を考

慮しなければならないし，何らかの要因で能力の発揮が妨げられている可能性もあるからである。

クライエントにフィードバックする際にも，このような知能検査の限界を丁寧に伝え，その結果は，

伸ばすべき長所，補うべき短所について考える手段として用いるよう心掛けねばならない。 

イ 性格検査 

性格検査は，クライエントに一定の質問項目について答えさせ，その結果を主に統計的に処理

する質問紙法と，あいまいな刺激を提示して，それに対するクライエントの反応を分析・評価す

る投影法に大別できる。 

質問紙法は比較的容易に実施が可能であり，解釈にもそれほどの専門性を必要としないことが

多い。少年鑑別所においては，犯罪や非行に関連の深い人格特性を測定する目的で作成された法



務省式人格目録（MJPI）が基本的なテスト・バッテリーに組み込まれているが，一般にはMMPI，

YG性格検査などが広く使用されている。 

これらはいずれもクライエントの性格特性について広く浅くつかむことを目的にしたもので

あるが，質問紙法の中には，測定する特性や領域をより絞り込んだものもある。たとえば，顕在

性不安検査（MAS）は慢性的な不安の強さをターゲットとした質問紙法であり，東大式エゴグラ

ム（TEG）は，交流分析に基づいた人格構造の理解を目的とした質問紙法である。クライエント

のニーズ次第では，これらの検査もテスト・バッテリーに組み込む必要がある。 

投影法は，質問紙法と比較するとクライエントが自由に反応できるため，分析の材料が豊富であ

り，そこから引き出せる解釈も多彩である。反面，専門的な訓練が十分なされないと，解釈が主観

的，恣意的になりやすい。特に代表的な投影法であるロールシャッハ・テストや絵画統覚検査（TAT）

の解釈には，かなりの知識と経験を要するので，初心者は適切な指導を受けることが必須である。

また，バウム・テスト，文章完成法なども，本格的な解釈には一定の専門性が必要である。ただ，

作成された絵や文章をもとに，検査者とクライエントが話し合う中で，クライエントの心情や関心

事を明らかにしていくという，面接を補助するような活用方法をとることもできる。 

ウ その他 

新版職業レディネス・テスト，田研式職業興味検査などの職業に関連する検査，CRT運転適性

検査などの運転に関連する検査，学力を診断するための各種の検査など，多くの検査が開発され

ているが，その活用に当たっては，知能検査，性格検査と同様，クライエントのニーズとのマッ

チングと，検査結果の適用範囲についての正確な理解が必要である。 

 



３ アセスメントのまとめ方  

（１）少年鑑別所におけるアセスメント 

ア 収容鑑別の流れ 

面接や心理検査で得られた情報は整理，集約され，クライエントやその置かれた状況について

の全体的な理解に統合されていかなければならない。そのプロセスは，アセスメントの行われる

場や位置付けによってさまざまであろうが，参考までに少年鑑別所における収容鑑別（家庭裁判

所で観護の措置の決定がなされ，少年鑑別所に収容された少年に対して行うアセスメント）を例

示する。 

図５－４は収容鑑別の流れである。面接と心理検査が流れの中心に位置し，そこに行動観察，

医学的診断，外部資料などが加えられ，最終的に判定会議に集約されて，鑑別結果通知書という

レポートが提出される。ただし，情報の集約は判定会議の場だけではなく，それ以前の段階から

随時行われ，少年の問題を理解するための仮説もその都度修正されていく。そのプロセスこそが

重要であるので，以下に具体的に説明する。なお，モデルとしたのは少年鑑別所においてしばし

ば見られるケースを想定し，かなり単純化して作成したフィクションである。 

 

図５－４ 収容鑑別の流れ（平成21年版犯罪白書より） 

 

 

イ モデルケース 

17歳，無職の男子少年。今回の非行は共犯1名とのひったくり。これまでの非行歴は最近の万

引程度であり，少年鑑別所への入所は初めてである。 

入所時の調査における印象は「頼りない」，「弱々しい」というものであった（第一印象は，少

年の一面にすぎないが，その後の変化を見るうえで重要であるため，記録しておく必要が大きい。）。 



初回の面接では，小学校時に両親が離婚し，以後，実母と祖母に育てられてきたこと，小中高

と熱心に野球に取り組んでいたが，けがで野球部を退部した頃から，不良交遊が始まり，高校を

中退して怠惰な生活に陥っていることなどが分かった。このような情報と先の印象を組み合わせ

ると，もともと意欲や主体性の乏しい少年が，スポーツという目標や枠組みを失って崩れてしま

うというパターンの典型のように思えた。 

だがその後，少年は別の面を見せ始める。少年鑑別所での生活に慣れるにつれて，ぐんぐん元

気が回復し，得意な運動の場面はもとより，初めて経験するロールプレイングの場面でも，積極

的に他の少年をリードする積極性，主体性を見せた。しかも，自己本位のリーダーシップではな

く，運動の苦手な少年を気遣うなど共感的な行動も観察された。また性格検査においては，社交

性や顕示性が特徴的であった。一方，実母との面会では，年齢に比して依存的で，甘えたような

素振りがやや目立った。職員に対しても，親和的だが，何かと支持を求めるような依存的なとこ

ろが見られた。 

また，家族関係については，最近になって祖母が倒れ，実母が働きながら介護しており，少年

にまで手が回らない状態であることが明らかになった。また外部情報として，社会調査を行う家

庭裁判所調査官から，離婚前後，相当長期間家庭が混乱し，以後，少年がかなり「甘えん坊」に

なってしまったという母親からの情報が入手できた。これは少年の依存性の問題の背景と考える

ことができる。 

このような情報を総合すると，「もともと意欲や主体性の乏しい少年が，部活動の挫折によっ

て生活目標や枠組みを失ったため，生活が崩れた。」という当初の仮説よりも，「依存性の問題

を残している少年が，家庭でのサポートを失ったことにより不安定化し，そこに部活動の挫折に

よる生活目標や枠組みの喪失が加わったため，生活が崩れた。」という仮説の方が妥当と考えら

れた（もちろん，この新たな仮説にはなお精密化や検証の余地があるし，生活の崩れから非行に

至るプロセスについても何らかの仮説の提示が必要となる。）。 

収容鑑別の中では，このようにさまざまな情報を入手し，組み合わせつつ，仮説を繰り返し設

定し，最も有力な仮説を選択していくという作業が常時行われている。収容鑑別はおおむね１か

月間に集中して組織的に行われる特殊なアセスメントであり，一般的なアセスメントはより緩や

かなペースで進むことが多いはずであるが，情報を収集しつつ仮説を絞り込んでいくプロセス自

体は変わらないと思われる。 

 

（２）留意点 

ア 中心的な原因を把握する 

クライエントが陥っている問題状況の原因は無数にある。それらを片端から列挙していくの

は容易であるが，それでは支援のポイントがつかめない。その中心をまず明らかにする必要が

ある。 

前述のモデルケースの場合，「年齢に比した場合の依存性の強さ」，「家庭でのサポートの低



下」，「部活動の挫折による生活目標や枠組みの喪失」を中心的な原因として指摘した。それら

は，クライエントが繰り返し語るテーマを掘り下げていったり，心理検査の結果や行動の特徴を

集約したりする中で，次第に浮かび上がってきたものである。「クライエントがなぜこうなった

のか。」という疑問を念頭に置きつつ調査を続けていれば，それらは最も有力な説明概念として，

自ずと明らかになってくることが多い。 

ただ一般的には，クライエントの資質上の最大の弱点，最もクライエントを苦しめている環境

要因，最近の重要なエピソード等が関連していることが多いので，焦点が絞りにくい場合は，ま

ず，それらを確認することから始めることが近道であろう。 

このようにして中心的な原因が定まり，その周辺に他の主要な原因や，それらの相互作用等を

適切に位置付けることができれば，問題状況の構造はひとまず把握できたことになる。 

イ 長所や資源を見出す 

アセスメントの初心者は往々にしてクライエントの欠点や問題点の指摘に終始しがちである。そ

れらは確かに目立つものではあるが，その列挙だけでは，あまり支援の役には立たない。なぜなら，

それらについてはすでに大半が指摘され，何らかの対応がとられており，現時点で新たな手掛かり

にはなりにくいからである。むしろ長所や資源をいかす方が解決の近道になることが多い。 

アセスメントを行う者は，どうしても物事の暗い面，否定的な面に敏感になりがちなので，私

たちは意識的にクライエントの長所や彼の持つ資源を見出すよう努めなければならない。 

ウ 保留・修正する 

100パーセント完全なアセスメントはあり得ない。いくら入念に情報を集めても，はっきりし

ない部分は必ず残る。もちろん，私たちは支援に役立つアセスメントをすればよいのだから，ク

ライエントのすべてを知る必要はない。しかし重要と思われる部分に確信が持てない場合もない

とは言えない。 

そのような部分については，「～であることも考えられるが，現状では断定できない。」など

として結論を保留すべきである。分からないことを分からないと言い，疑問が残ることは疑問が

残ると言っておかないと，アセスメントの信頼性は大きく損なわれる。 

また，アセスメントを終了した後に，その結果と食い違う情報を入手することも稀ではない。

特に実際に支援が開始されると，思いもかけぬ展開となり，事前の予想が覆される場合がある。

そんなときにはアセスメントの修正を躊躇
ちゅうちょ

してはならない。アセスメントと支援は相互作用しつ

つ，互いの精度と有効性を高めていくものであり，アセスメントは常に修正に対して開かれてい

なければならない。 

エ 他機関と連携する 

クライエントのニーズはさまざまな領域に重層的に関連していることが多く，アセスメントに

当たって他機関の協力が必要となる場合がある。 

代表的なものは精神疾患や発達障害の疑いのある場合であり，これらには精神科医などの専門

家へのリファーが必要となろう。また，犯罪，非行や自己破壊的行動が見られるようなときには，



警察や少年鑑別所の相談機能の活用も考慮すべきである。 

オ 目的に応じて記載する 

まとめの記載方法は，その目的や使用方法によってさまざまであり，場合によっては箇条書き

やフローチャートのような記載の仕方も考えられる。参考までに，前述のモデルケースについて

項目立てて記載した，ごく簡単なまとめを図５－５に示す。なお，これは鑑別結果通知書の記載

様式とは異なるものである。 

 

図５－５ まとめの一例 

現状：高校中退後，不良仲間と怠惰な生活を送っており，その中でひったくり，万引きなどの非

行を散発的に反復している。 

問題点：子どもっぽい依存性をいまだかなり残した少年であり，周囲から十分な支持や受容が得

られないと不安や不満を高めやすい。最近，実母が祖母の介護に追われるようになり，家庭のサポー

ト力が低下したことから不安定になってきており，加えて，熱中していた部活動に挫折し，生活目

標や枠組みを見失ってしまったため，せつな的，享楽的な構えを強め，生活を崩している。 

長所・資源：家庭や学校への適応は最近まで良好であり，常習化した問題行動もない。保護者と

の関係も現在まで保たれている。また，知能や社交性，統制力等に特に問題はなく，サポート体制

の強化と，生活目標の再確立がなされれば，生活の立て直しは可能である。 

 



４ 支援計画  

（１）支援計画の作成 

ア 目標を設定する 

支援計画の目標は，クライエントと話し合い，そのニーズに合わせて決めてゆくこととなるが，

「自立する。」，「対人関係を改善する。」などという抽象的な目標だけでは，クライエントは

努力しにくいし，私たちも支援のしようがない。目標をできるだけ細分化，具体化していくこと

が必要である。 

たとえば「自立する。」なら，その下に「就職する。」，「○○円貯金する。」，「家に金を入れ

る。」などの小目標が設定できるし，「就職する。」は更に「ハローワークに行って自分に合った仕

事を探す。」，「採用されるまで何社でも面接を受ける。」などの小目標に分けることができる。 

具体的で実現可能な目標を設定できるか否かは予後を大きく左右する。小さな目標でも，実現

できればクライエントの意欲は高まるし，周囲の見る目も変わる。特に若者は小さなきっかけで

大きく変わっていくことが多いため，ステップ・バイ・ステップで小さな達成を積み重ねていく

方法が有効である。 

イ 可能な支援を具体的に示す 

適切な目標が設定されれば，次にその実現のために私たちに何ができるかを考える必要がある。

主体はあくまでクライエントであり，順調に目標が達成されるならば，やるべきことはあまりな

い。私たちは達成しにくそうなポイント，失敗しそうなポイントに焦点を当て，そこに支援を集

中すべきである。 

たとえばハローワークに行くこと自体に尻込みするようなクライエントがいれば，一緒に行っ

て利用の仕方を教えるべきかもしれないし，就職面接に失敗するとすぐ意気消沈するようなクラ

イエントは，受容的な面接で支えることが必要かもしれない。また，クライエントの問題は，福

祉，職業相談，精神医療等，さまざまな領域に関わっていることも多いため，必要に応じて他機

関の協力も求めなければならない。そもそも一人の専門家がクライエントのあらゆるニーズに応

じることは不可能であり，私たちはできるだけ協力者を増やすという方策をとるべきである。専

門家であるか否かを問わず，クライエントを見守り，支援するネットワークが広がっていくこと

が望ましい。 

ウ 記録する 

支援計画を組織的に進めていくためにも，評価・検証を行うためにも，記録の整備は不可欠で

ある。支援計画の記録はあまり煩瑣
は ん さ

であってはならないが，少なくとも大目標，小目標，支援す

るポイントと具体的な支援方策，連携機関・協力者等を盛り込むことは必要であろう。そして，

目標達成の度合い，支援の効果を随時記載していけば，評価のために役立つとともに，関係者が

支援の状況を概略的につかむことが可能となり，支援のネットワークの緊密化にもつながると思

われる。 



（２）支援計画の評価 

ア クライエントと一緒に評価する 

支援計画の評価において，クライエントは一方的に評価される対象でなく，評価の主体である。

私たちはクライエントと話し合いながら，目標をどれだけ達成できたか，どこが足りなかったか，

支援は十分だったか，ほかにどんな支援が必要かを明らかにしていかねばならない。 

大切なのは，良くなった点を重視することである。どんなささいなことであっても改善があれ

ば，それに注目し，高く評価することが望まれる。クライエントの多くは失敗に慣れており，さ

らにそれを指摘しても，発奮材料にはなりにくい。むしろ，成功体験を大きく取り上げ，それを

糸口に問題に立ち向かわせることが望まれる。 

イ 悪者探しをしない 

評価を進めていくと，問題解決の障害となっている要素が浮かび上がってくる場合がある。家

族関係では，親の態度が変わらない，支えてくれないといったケースも見られる。だが，家族に

原因を帰して更なる努力を求めても，たいていはうまくいかない。なぜなら家族の方も介護，貧

困などの問題で手一杯なことが多いからである。その場合，家族まで含めて支援する体制を作っ

ていかないと，ない物ねだりになってしまう。単なる悪者探しは倫理上間違っているだけではな

く，実践上も無益である。 

ウ 楽観的な姿勢を失わない 

クライエントについて深く知れば知るほど，その問題の解決が簡単なものではないことが分か

る。そもそも本人の努力や工夫で簡単に解決するならば，彼は相談機関に現れたりしない。主観

的にも客観的にも状況はかなり厳しいのである。 

ただ，私たち援助する側の人間は楽観的でなければならないし，前向きの姿勢でクライエント

を引っ張っていかねばならない。そして，その楽観は必ずしも根拠のないものではない。なぜな

ら若者たちの場合，周囲から支えて，何とか現状を維持していれば，成長が問題を押し流してく

れることも多いからである。また，彼らには新たな出会いによって局面を打開する力も豊富に備

わっている。いわば時間は若者たちの味方なのであり，だからこそ支援する側には粘り強さが求

められるのである。 
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５ 現場の実践例（若者自立塾Y－MACの実践から）  

（１）(株) K2インターナショナルジャパンの紹介 

(株)K2インターナショナルジャパン（以下「K2」という。）は不登校やひきこもり・家庭内暴力

など，さまざまな生きづらさを抱えた子供達・若者達を支援している。そのような若者達の最終的

な自立の方法を模索し続けながら【住まう場所】をつくり【食べていくための手段】として飲食店

を展開するなど，K2の活動は若者たちと共に成長し，変化をしてきた。 

20年前に活動を開始し，96年に株式会社化，現在は事業内容により株式会社，有限会社，二つの

NPO法人を併設し事業展開をしている。このような事業展開は出会った若者たちと，彼らが生きて

いくことを【きれいごとでなく支える】という現実に向き合ってきた結果である。 

 

（２）自立塾を受けるに当たって 

平成17年度から厚生労働省の施策である「若者自立塾」事業を受託しているが，この事業を実施

するに当たって，私たちが今まで取り組んできた20年間の実践に加え，意識をして《目に見えるカ

リキュラム》の構築を行った。 

自立塾という入口から来る若者は，今まで私たちが関わってきた若者たちと同じくさまざまな生きづ

らさを抱えていることに変わりはないが，状況，年齢，抱えている問題，終着点はかなり違っている。 

《目に見えるカリキュラムの構築》は，目に見えない若者の不安を取り除く一つの手段である。 

さまざまな層の若者たちがまず入口として入りやすいという安心感を持ち，そして参加した若者

の知的欲求・精神的欲求が満たされ，それぞれが達成感を感じる。そのうえで実際に一人ひとりに

必要な個別支援と集団支援を行う。共同生活はそのための大切な基盤となる。 

 

（３）自立塾の具体的なプログラム 

K2が運営する若者自立塾Y－MACには，アウトリーチからカウンセリング，共同生活，座学研

修，各種ボランティア，自営店舗での研修（プレOJT），外部企業での研修（OJT）等の段階があ

り，個別の支援計画に沿って自立へのステップを作っている。支援計画は本人や親御さんとの入寮

面談に沿って作成し，入寮から１週間め，１か月め，２か月め，３か月めに行う本人とのカウンセ

リング，保護者，スタッフとの話合いをもとに調整していく。 

支援内容は個々の関わりからスタートし，段階を経るにつれてY－MACの中での集団，地域活動，

企業，サークル等での集団的な活動が増え，就労・自立へと促していく。 

しかし，大切なのは本人が社会に出た後に戻れる場所，人とのつながりがあるという安心感を

持って出ていけるかどうかで，それが最終的に１番の支えになると思っている。 

 

（４）その後のフォロー 

３か月の入塾期間が終了した後も本人の希望があれば，プログラムの継続，海外就労体験，ボラ

ンティア活動をしながらのステップアップができる。また就職した後も引き続き住む場所と食事の

提供を受けられ，仲間づくりも継続できる。自営店舗での雇用の受け皿があり，そこで働く先輩達



がいる・・・。そのような場があることで，３か月という期間がきっかけづくりの機会となり，現

実として定着した就労・自立へとつながっていく。 

K2は，目の前にいる生きづらさを抱える若者たち一人ひとりに向かい，その子たちのニーズに

従って支援をしてきた。必死の思いで相談にくる親御さん，さまざまな問題に葛藤する当事者に

とって，ありきたりのプログラムや言葉がけでは意味がない。 

彼らは目に見えない不安に立ちすくみ，将来に希望を持てずにいるのだ。 

私たちのするべきことは，まず彼らの漠然とした不安を目に見える具体的な不安に変えること。 

そして，目に見える不安を解消するために具体的な場とロールモデル（行動の基盤となる存在）

を提供し，諦めずに何度でも失敗できる環境を整えてあげることであると思っている。 

 

（５）今後の課題など 

現実として自立塾に来る若者たちの中に

は，自覚のあるなしに関わらず精神的な疾

患，知的障がい，発達障がいの状態を抱え

た若者たちも少なくない。彼らに対しての

見立ては生活の中，さまざまな活動の中で，

また保護者からのヒアリング等も合わせ総

合的に判断しなければならない。そのうえ

で私達の守備範囲と範囲外とに分けて，専

門分野への適切なつなぎと連携，医療・福

祉・専門機関・行政等との連携により，本

人を中心として包括的に支援し，また孤立

させないことが何よりも大切なポイントで

あると考えている。 

そのためには私たちの活動自体がたくさ

んの人とつながり，開かれた場所になることをいつも念頭において活動している。 

 

ますます高年齢化・深刻化している若者の状況に対して私たちが現在提案していることは，親御

さんたちが１対１で子どもに接するのではなく，チームとして若者たちを支えるシステムをつくっ

ていくこと，その中で若者たちが社会に合わせ矯正させられるのではなく，彼らがそのまま持って

いる個性と能力の範囲で自立し，支え合って生きていける仕組みを広げていくことだと考えている。 

 

（６）査定と支援計画の実施（活用）状況，効果等 

若者自立塾Y－MACにおいて，支援計画を進める過程についてご紹介したいと思う。 

ア アセスメントの基準 

まず，入塾を希望する参加者，保護者に対して行う私たちのカウンセリング，面談は対象者と

保護者がどのような状況にあり，私たちの提供するプログラムに参加できるか，また参加できな

い場合は他のプログラムや他の機関で適切な紹介先があるかを見定めることが主な内容となる。



その後の具体的な事柄については共同生活と並行していく。 

イ 限られた時間の中で行う面談，アセスメント 

私たちのような団体ではあまり多くの時間を面談に使うことはできないため，保護者，対象者

に質問票を記入していただき，それにしたがって面談を行う。 

保護者には生育歴から家族関係，これまでの経過などを，対象者には自分から見た家族につい

て，悩んできたこと，学校での体験などをできるだけ細かく書いていただく。 

これは時間の短縮だけではなく，言葉では語れないことの聞き取りやその後，支援をスタート

した時に問題となった状況において見直し，検証するための資料にもなる。 

ウ 抱え込まないで必要な支援につなぐ 

自立塾には非常に幅広い相談があるため，自立塾として面談を行う中で対象と考えられる方は

約半数，その中で実際に参加するまでに至る人は１，２割である。 

対象者でないと判断する例は共同生活に適応できない（自傷，他傷行為，アルコール中毒等の

専門家介入領域，医療領域，経済的な問題，等々）場合はほかの支援手段の情報を提供し，必要

に応じて実際にその団体や機関にこちらから連絡を取っていく。 

いろいろな窓口や機関，団体を転々とさ迷ってたどり着いた方も多く，面談時の適切な判断と

つなぎは非常に重要な役割であると思っている。 

エ 共に考えるという姿勢 

上記のようなつなぎも本人や保護者の納得なしに行ってはトラブルになりかねない。必要な支

援であっても心の問題を抜きにしての支援には結果がともなわないと感じている。特に初期面談

での判断は非常に難しく，代表者や責任のあるスタッフ，経験豊富なカウンセラーのみが対応し，

必要があれば専門家の判断を仰ぐようにしている。 

何より本人や保護者がどのように納得をし，次の段階に進めるかを見据えながら，共に考え歩

んでいくという姿勢で支援を行っている。 

オ 支援計画を本人に伝え，先の見通し目標を持って活動させる。 

Y－MACでのカリキュラムは月２回の入寮日があり，ほぼ個別でのスタートとなる。大卒の若

者も小，中学齢からの不登校経験者も，10年以上のひきこもりからの若者も仲間としてここで生

活し，最初は同じプログラムを受講する。 

しかし，進み具合や目標，必要な期間は一人ひとり違うので，各節目での個別面談によって振

り返りを行い，その後の支援計画を修正，確認していく。 

同じ場を共有していても，それぞれが自分の目標に向かって進んでいるのだということの確認

がとても重要な作業となっている。 

また，支援計画は短期的な目標，中長期的な目標を立てるが，本人が安易な道を選択したがる

ことも多く，そのような場合はいくつかの選択肢を用意し，本人がその中から決断し進むという

方法が有効だと感じている。自ら決めたこととその後の検証を繰り返し，やりたいこととできる

こと，できないことを自覚するためにさまざまな体験を行っている。 

カ 支援計画は日々変わる。 



支援計画の修正は本人との定期的なカウンセリング，面談を通して行うが，その間にさまざま

なカリキュラム，就労体験，ボランティア体験，当番，寮での生活等を通してスタッフ，外部協

力者，就労先の職員さんなどからの意見が大きく影響している。 

最初の見立てでは非常に問題の少ない若者と思った場合でも，実際に生活をすると，たとえば

《体の具合が悪いことを理由に決まったスケジュールで動けなかったり》，《生活もコミュニケー

ションもよくできているが，いざ仕事体験をすると非常にごく常識的な行動ができなかったり》，

《生活の中では気づかなかったことが，仕事を一緒にした現場から発達障がいの疑いが大きく出

てきたことなど》，保護者にも気づかなかった問題点が共同生活の場，また自営店舗での研修の

場，地域コミュニティの中での複数の視点によって明らかになっていくのである。 

スタッフ間ではメーリングリストにより個々の塾生のちょっとした日常の変化について毎日

情報交換をし，必要に応じて専門家へのつなぎなどを含めて支援計画の修正を行っている。 

キ これらの取組による効果 

私たちのような共同生活をともなう支援現場においては，対象者との距離が近い分，その場そ

の場の感情（なんとかしてあげたい…など）で行動してしまう恐れがあるが，それは決して当事

者に対して良い結果を生み出さないと実感している。私たちの現場では各持ち場（研修スタッフ，

事務局，自営の各店舗の店長，寮など）の担当者が一定の支援計画に基づいて一人の対象者に対

しチームで対応しているのだということを確認し合い，情報を共有することが最も大切で，その

ことが団体としてのリスクマネージメントになり，対象者に対しても有効な支援を提供すること

に大きく影響していると感じている。 

しかし，私たちの行っている支援計画やアセスメントはまだ完成されたものではな

い。今後は更に内容を精査し，他の団体にも提供できるような支援計画を作っていく

ことが現在の課題だと思っている。  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ●  若者自立塾Y－MAC 岩本真実  



６ 現場の実践例（特別支援教育における査定～発達障害学生支援計画作成のための評価～） 

学校教育においては，平成19年度より特殊教育から特別支援教育体制への移行にともない，小・

中学校では，発達障害（学習障害，注意欠陥／多動性障害，高機能自閉症，アスペルガー症候群な

ど）のある児童生徒に対して，適切な支援を行うための支援体制の整備を進めている。また，幼稚

園や高等学校においても，このためのモデル事業が実施されている。文部科学省は教育の構造改革

の一環として，大学教育の改革を進めている。この中で，大学などの高等教育機関は，学生の多様

な個性や能力から生じる学習ニーズに的確に応じることが求められている。この多様な学習ニーズ

には，障害に起因して生じるニーズも含まれる。このような情勢から，将来は支援を受けた発達障

害のある児童生徒の高等教育機関への進学が増加してくと予想される。 
一方，平成17年4月に発達障害者支援法が施行された。この法律では，発達障害のある学生の状

態に応じて，大学及び高等専門学校において，適切な教育上の配慮をすることを求め，教育的な支

援の必要性が明示されている。 
発達障害は，外見上からは障害と理解されない場合が多く，周囲がどのように理解していくか，

学習上のニーズや行動上の困難性について，どのように支援していくかが課題となる。大学などに

おいては，これらの学生への支援体制を整備していくことが重要である。 
平成17年に独立行政法人国立特殊教育総合研究所が行った全国の大学・短期大学・高等専門学校

1,272校の学生相談もしくは保健管理部門の担当者を対象とした調査によると，発達障害もしくは

発達障害があると思われる学生の相談は，229校（回答を得た797校中）であった。すべての発達障

害の学生が学生相談室を利用するわけではないことや学生相談室の担当者が必ずしも発達障害を

専門としているわけではないことから，ここで示された数以上の学生が在籍していると考えられる。

表５－１に，発達障害のある学生が呈する困難例を示す。 

 
表５－１ 発達障害のある学生が示す困難の例 

困難の領域 記述例 

対人関係や大学での

生活上のトラブルに

関すること 
 

「友人とうまく付きあえない」，「約束を守ることができない」，「サークルや級友とトラ

ブルを起こすことが多い」，「孤立している」，「余暇時間が適切に使えず，学内各部署に

きまり切った質問をして回っている」，「集団が苦手なため単独で休息できる空間を見つけ

ると常に使用する」など 
 

学業上の問題に関す

ること 
 

「講義についていけない」，「ノートが取れない」，「提出期限が守れない」，「課題や単

位取得が予定通り進まないことからくる自己否定感」，「科目履修の管理が困難」，「本人

は一生懸命学業に取り組んでいる様子であるが，成果が上がらない」，「授業中，突然はず

れな質問をするため，授業が中断される」など 
 

行動・情緒面の問題

に関すること 
 

「物事がうまくいかないことで感情のコントロールが困難になり，パニックになる」，「自

己主張が強く，自省に欠く」，「気持ちが落ち込みやすい」，「自尊心が低く，自分はダメ

な人間であると訴える」，「感情的に起伏が多い」，「不適応場面でカッとなり，手が出た

りする」など 
 

就労の問題に関する

こと 
 

「進路を決められず就職活動がうまくいかない」，「対人関係の形成に困難があるのにもか

かわらず，そういった能力を高く要求される職種を選ぼうとして失敗をくり返す」，「対人

関係が主体の仕事や臨機応変が必要な仕事は困難」，「やりたい職業がみつからない」など 
 



表５－２に，これらの困難性に対して，高等教育機関（２工業高等専門学校，５大学）が実際に

実施している発達障害のある学生に対する支援例を挙げる。 
どの機関においても基本的には，既存の組織を利用して，保健センター（もしくは保健室）や学

生相談が中心となって，支援を展開している。A校やD大学では，専門的な知識・技能を有するカ

ウンセラーや精神科医が専門家として関与し，保健センターや学生相談を中心とした取組が報告さ

れている。その他，特徴的な取組として，B校では，障害学生就学支援プロジェクトを立ち上げ，

月例会議を開催し効果的な解決方法の検討を行っている。また，C大学では障害の枠に限定せず，

同じような取組を行っている。具体的には，学生支援懇談会を開催し，教職員が共通認識を持って

支援を展開するための会を運営している。また，専門的な知識・技能を持つ教職員が，発達障害の

ある学生の対応へのアドバイス等を行い，他の教職員を支援する体制を構築している。このような

会が機能するか否かは大学等の規模にも左右されるが，有効な取組である。 

F大学では，障害のある学生だけでなく，学習に困難さのある学生の学習支援をラーニングセン

ターという組織で実施している。発達障害のある学生に対しても学習支援を行い，同時に学生相談

室において心理・生活全般に対する相談，教職員を対象に発達障害に対応するための知識やスキル

アップを狙って，発達障害研究会による勉強会を開催するなどの取組があった。学習支援を組織的

に行っている大学等であれば，このようなラーニングセンター等が発達障害のある学生の支援にお

いても有効に活用できると考えられる。 

E大学，G大学では，発達障害を含む学生全体の支援のために，関連する部署間の学内の連携が

スムーズになるように，既存の組織の改編を行っている。保健センターや学生相談室等のスタッフ

だけでなく，学生課や学生センターや就職課やキャリアセンターなど，学生と直接に対応する職員

の理解が高まることと，保健センターや学生相談室等とが効果的に連携することは，発達障害のあ

る学生の支援において必要不可欠なことであると考えられる。 

 

表５－２ 高等教育機関における発達障害のある学生への主な支援例 

A校 
 

学生相談室（各教科選出された５名）と保健室（看護師１名，保健室補助職員１名）が中心となって対応。 
非常勤スクールカウンセラー（臨床心理士２名）が専門的知見に基づいて相談とアドバイスを行う。 

B校 
 

障害学生就学支援プロジェクト（メンバー： 副校長，教務主事補，学級担任，学科学生相談員，心理カウン
セラー，保健室看護師，校長が指名する教職員）において，学生の対応策を検討。 

C大学 
 

基本は担任に相当するアドバイザーが対応し，必要に応じて専門的知識・技能を持つ教職員が支援。 
全学的に学生支援を検討する学生支援懇談会などで支援策を検討。 

D大学 
 

カウンセリングルーム（保健管理センター併設）が中心となって対応。 
学習面の配慮等は修学支援委員会で検討。 

E大学 
 

保健センターが中心となって対応。学生相談室が保健センター内にある。非常勤の精神科医がおり，相談を

つなぐ。 

F大学 
 

学生相談室において心理・生活全般に対する相談。ラーニングセンターにおいて学習支援。 
学生相談室が中心となって発達障害研究会による勉強会を行う。 

G大学 
 

保健センターと学生相談室において対応。保健センターではMHAテストの後，必要な学生を精神科医が面接
する。カウンセリングセンターで全般的な心理・行動面の相談や支援を行う。 

 



この他，各高等教育機関では，具体的に以下のような取組を行い，学生の生活，学業面で効果を

上げている。 

（１）教職員のための学生サポートブックを作成し，発達障害についての説明を行うことにより理

解啓発を図っている。 

（２）定期的な学内連携会議を持ち，関係者間で情報を共有している。 

（３） 学生相談室においては，本人への自己理解を促すよう本や資料を用いながらカウンセリン

グを行っている。 

（４）不安軽減のためのカウンセリングやサポートグループ（仲間からの心理的サポート）を活用

している。 

（５）レポートの書き方を指導したり，大学院生等にチューターを依頼している。 

（６）SST（ソーシャル・スキル・トレーニング）を行っている。 

（７）ボランティアの学生サポーターを利用し，試験前の予想問題と模擬回答の作成や過去問など

を集める手伝いを行っている。 

（８）試験のスケジュール，教室などを事前に確認するように助言している。 

（９）キャリアサポートセンターと共通理解を図りながら，職業について調べ，現実的な職業・職

種に目を向けることができるようにしたり，アルバイトを奨励している。 

（10）卒後のフォローを円滑にするために，地域の発達障害者センターとコンタクトをとり，来談

させている。 

 

これらの支援の実践例からは，発達障害学生支援に際して，以下の６点を踏まえることが重要で

あることが明らかになった。①相談窓口を明確化する，②発達障害に関する自己認識（自己フィー

ドバック）のためのカウンセリングを行う，③周囲の理解を促す取組を恒常的に行う，④学内外に

おいて支援をつなぐため，関係者間で共通理解を図る取組を行う，⑤学内外の人的・物的リソース

（資源）の利用を図る，⑥卒後を見越した地域の専門機関との連携を図る。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------●  国立特別支援教育総合研究所総括研究員 原田公人  


