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Ⅰ．問題の所在

「義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律」が平成28年

12月に公布され，今後は不登校の状態にある児

童生徒に対してより多様な教育機会が設けられる

ことが期待される。しかし一方で，当該児童生徒

のそだちを支援するということにおいては，教育

機会が確保されるとともに，教育・指導・対応の

質的な課題について継続して考えなければならな

いだろう。

『生徒指導提要』によれば，不登校に対する基

本的な考え方として，「不登校の解決の最終目標

は社会的自立」であり，「不登校の児童生徒がど

のような状態にありどのような援助を必要として

いるのか，その都度見極め（アセスメント）を

行った上で適切な働きかけやかかわりを持つこと

が必要」であるとされている（文部科学省，

2010，188ページ）。不登校児童生徒に対する指

導の目的は単に学校に登校できるようにすること

ではなく，児童生徒自身が自己指導能力を獲得

し，自立への道を主体的に歩み始められるように

することと言えるだろう。

このような生徒指導のための理論的背景として

は，『生徒指導提要』を通読してみればわかるよ

うに心理学（教育心理学，臨床心理学，認知心理

学等）が主に用いられている。とりわけ，児童生

徒理解や教育相談に関する箇所ではそれが顕著で

ある。一方で，この生徒指導論における大きな理

論的背景である心理学については，繰り返し「理

論と実践の乖離」が指摘されている。この詳細に

ついてここで議論する余裕はないが，例えば佐藤

（1998）は，教育実践における複雑な文脈におけ

る複合的な問題の解決は，従来の心理学的研究で

は達成されず，心理学が旧来の心理学から越境

し，アクション・リサーチを中心とした実践的

研究を発展させることによって乗り越えるべき

であるといった指摘をしている。また，「理論と

実践の乖離」の問題には，「実践そのもの」をど

のようにして学問（理論）にするのかという側面

がある。つまり，フランスの社会学者ブルデュ

（Bourdieu, P., 1998）のいう「実践の論理」をど

のようにして構築するかという問題である。そこ

で注目したいのは「事象そのものへ」を旗印とし

た現象学，とりわけ現象学的精神医学に代表され

る本質直観の手法を用いて人間学的な意味連関あ

るいは価値連関の解明を重視する現象学的人間学

の視点である。

現象学的人間学では，人間と世界，心と身体の

関係などの「関係」そのものの意味や価値を読み

解くことが重要視される（木村，2007）。前述し

た生徒指導の課題解決のためには，従来の心理学

的な研究に加えて，児童生徒と教師，教師と教師

あるいは教師と保護者といったように「関係」に

着目した生徒指導の方法について検討することが

重要なのではないか。
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そこで本研究では，さまざまな立場の人が関わ

ることになる不登校の児童生徒の指導のなかでも

特に教師の役割に着目し，筆者のこれまでの不登

校生徒に対する指導実践の経験 1）をふまえて，実

際の教育現場でよく見られる指導事例を整理し，

そこで生じる可能性の高い問題に対する指導内容

について考察する。そして，これらの結果に基づ

いて不登校の児童生徒の指導における指導方法の

一般的な枠組みを現象学的人間学の視座から提示

してみたい。

Ⅱ． モデルとしての「不登校の児童生徒への

初期対応」の実践例 

1．不登校児童生徒の現状と類型

文部科学省（2020）の「令和元年度児童生徒の

問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査結果について」によれば，小・中学校におけ

る不登校児童生徒数は181,272 人であり，不登校

児童生徒の割合は1.9％で，不登校の要因の主たる

ものは，「無気力・不安（39.9％）」，「いじめを除

く友人関係をめぐる問題（15.1％）」，「親子の関わ

り方（10.2％）」となっている。さらに，高等学校

における不登校生徒数は50,100 人であり，不登校

生徒の割合は1.6％で，不登校の要因の主たるもの

は，「無気力・不安（33.8％）」，「生活リズムの乱

れ・あそび・非行（15.0％）」，「いじめを除く友人

関係をめぐる問題（12.1％）」となっている。

『学校教育辞典（第3版）』（今野ら，1988）によ

れば，不登校の分類について「従来の神経症的登校

拒否（不安など情緒的混乱によるもので，分離不安

型や息切れ型，甘やかされ型に分類できる）ばかり

でなく，無気力傾向や遊び・非行傾向，学業不振に

よるもの，いじめ等学業不振以外で学校生活に理由

のあるもの，その他に分けられる」としている。ま

た，「現在の学校生活に意義を見いだせず，本人ま

たは保護者の意思で登校を拒否したりするもの（意

図的な拒否による）」もあげられている。

以上をふまえたうえで，本稿においては学校教

育現場での教育実践における指導についての考察

を進めるにあたり，主に登校を望みながら情緒的

混乱や無気力傾向の状態にある児童生徒を対象と

することを想定し，これらの児童生徒への指導に

ついて主題化したい。

小林（2004）は，不登校の初期段階でのタイプ

分けについて，「ストレス因によるタイプ分け」

と「ストレス反応によるタイプ分け」をおこなっ

ている。小林（2004）の分類によれば，文部科学

省（2020）の調査は，おもに教師の側から把握し

た「ストレス因」に着目したものと見ることがで

きるだろう。小林（2004）が述べているように，

不登校の渦中にある児童生徒が自身の問題のきっ

かけを語れるとは限らない。多くの場合，語りた

くても「うまく語れない」，「筆舌に尽くし難い」

ものと解される。一方で小林（2004）の「ストレ

ス反応によるタイプ分け」という視点では，不登

校の児童生徒が併発する症状から当面の対応を定

めるということになる。小林（2004）は，これら

の症状を「不安反応」，「無気力反応」，「攻撃反

応」に分類し，それぞれに対する対処や留意点に

ついても述べている。以下では，それぞれの事例

について小林（2004）の分類をもとに，筆者自身

の高等学校での教育実践経験をふまえて現象学的

人間学の観点から考察を進めたい。　

2．指導実践例とその現象学的人間学的考察

ここでは以上で取り上げた小林（2004）の「ス

トレス反応によるタイプ分け」を参考にして，筆

者が直接的，間接的に指導に関わった複数の不登

校のケースをモデル化したい。言うまでもなく，

不登校の児童生徒が以下のいずれかの類型にぴっ

たりと分類できるということではない。不登校の

児童生徒に対する指導について実践的な考察を行

うにあたっては，先行研究の分類をふまえて，そ

れぞれの類型に筆者が経験してきた具体的な複数

の事例を組み合わせて，それらをモデルとして位

置づけ考察の対象とすることにした。確かに具体

的な一例に関して深く考察することから一般性を

もった事実を構成することも重要であるが，本稿

のように，後に考察する「指導方法の一般化」を

目指す場合，当該類型における複数の事例で確認

できる個人ごとに異なるさまざまな現象のバリ

エーションに通底する「原型」的なモデルについ

て考察することもまた重要と考えたためである。

以下では，モデルとしてあげたそれぞれの反応を
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に対しては「認める」，「褒める」ことが基本的な

関わりとなるとしている。

この場合，実際の指導実践の方法としては，

「本人の長所を見つけて褒める」，「本人のできて

いる部分について認める」，「本人の頑張りを認め

る」などの対応が考えられる。これらの対応によ

り本人の自己肯定感が高まる場合もあるだろう。

しかし一方で，本人が今の自分を認めていない状

態において，教師がその状態を褒めることで，余

計に本人が惨めな気持ちになるという可能性もあ

る。また，教師から「今のままでよい」と言われ

ても本人がそのように思えるかどうかは別の問題

ということもある。そして，実際には無気力な状

態にあって自身としては「頑張っていない」と

思っているところに，教師が「頑張っている」と

評価することへの矛盾を感じることで，逆に本人

が教師への反発を強めてしまう可能性も否めない。

この類型の場合も，前述したような彼らの世界

を理解するために現象学的人間学的な努力が求め

られる。

（3）攻撃反応を示す不登校児童生徒

文部科学省（2020）の調査結果では，「友人関

係をめぐる問題」や「親子の関わり方」など，人

間関係の問題が不登校の要因としてあげられてい

る。この場合，人間関係のもつれが背景となっ

て，不登校の児童生徒が攻撃的な反応を示すとい

うことがある。

小林（2004）は，適度な怒りはむしろ状況を変

化させようという意志とエネルギーの強さを示す

としたうえで，怒りの背後にある本人の「願い」

に注目する必要があるとしている。この場合，実

際の指導実践の方法としては，「本人の気持ちに

寄り添い，怒りをしずめる」，「本人の不満に理解

を示す」，「本人の願いをなるべく聞き入れる」な

どの対応が考えられる。

たしかに，これらの指導をおこなうことで攻撃

反応が緩和することが期待できるだろう。しかし

一方で，本人の怒りが家族や友人，教師などに向

けられたものである場合，このような対応はその

怒りをかえって助長して人間関係の溝を深くして

しまう危険性がある。さらに，本人の抱く不満が

正当なものでない場合もあり，教師が本人の不満に

示す不登校児童生徒に対して，初期段階でおこなわ

れる指導について，多くの個別ケースで行われた指

導に共通して見られた指導上の困難や問題点に留意

し，教育現場において実践される可能性が高いと考

えられる指導内容を対象として考察を行いたい 2）。

（1）不安反応を示す不登校児童生徒

文部科学省（2020）の調査結果からも，不登校児

童生徒には「不安」という要素が大きく影響してい

る。これに対して，現場の教師は児童生徒の不安を

和らげ，取り除くことを念頭に置くだろう。小林

（2004）も「穏やかに，落ち着き，せかさず，ゆっ

たりと静かに一緒にいることから始める」ことで本

人の居心地が少しでもよくなりそうな時間と空間を

つくり共有することが重要であると述べている。

この場合，実際の指導実践方法としては「本人

の不安な気持ちを受けとめて理解する」，「すぐに

登校しなくても大丈夫であると伝える」，「本人の

やりたいことや趣味の話をし，それに付き合う」

などが考えられる。しかし一方で，不安な気持ち

を受けとめて理解している間に時間が過ぎてい

き，高等学校であれば単位修得や進級が危ぶまれ

る可能性も出てくる。また，登校を促さないこと

で当面の不安が解消されても，現実的には学習な

どに遅れが生じ，人間関係が希薄になることで新

たな不安が生まれる場合もある。本人に寄り添う

指導についても課題がある。本人の居心地のよい

時間や場所は言うまでもなく必要であるが，その

後本人と学校や社会との間のギャップがかえって

大きくなってしまうという危険性も否めない。

現象学的人間学的な観点からは，不登校の児童

生徒の観察と交流を通じて彼らの世界（Welt）と

そのあり方（Sein）を解明しなければならない

し，さらにいつその指導を行うかという介入の時

期の問題が存在する。

（2）無気力反応を示す不登校児童生徒

文部科学省（2020）の調査結果にも，不登校児

童生徒には「無気力」の傾向が多く見られること

がわかる。

小林（2004）は，無気力については気分として

は憂うつな感じが背後にあり，無気力反応を示す

児童生徒に一喝したり激励したりするのは逆効果

であるとしている。そして，このような児童生徒
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のように，多種多様なあり方を示す不登校に対応

していかなければならないということ自体が，現

場での指導や対応を行き詰まらせてきた。多様な

不登校児童生徒に対する指導や対応は，すべて現

場の教師や学校に委ねられてきたのである。もち

ろん，指導をおこなうにあたっては保護者との協

力も重要であるし，スクールカウンセラーや他の

専門家の意見を取り入れ，チームで指導をおこな

うことも可能である。しかし，保護者と話し合

い，チームで指導の方向性を決めて協働し，それ

ぞれの教師が役割を遂行するとしても，やはり実

際には当該児童生徒と対峙した一人ひとりの教師

が，それぞれに児童生徒とかかわり，関係を築

き，やり取りをしていくことが求められる。

つまり，どんなに困難な事例であっても，その

場その場で最も適した指導方法を教師自身または

教師チームが考え，実践しなければならないとい

う大きな教育的課題は依然として教師たちの前に

立ちはだかっている。しかし，このことは生徒指

導方法のカオスを意味しない。様々なバリエー

ションに対応した指導方法は，コンピュータの

OSにも似た実践的思考の構築によって，いくつ

かの指導類型に基づきながら本質的に対応できる

からである。これは，フッサール現象学における

「種」から「類」への段階を上昇する普遍化の手

続きである「類的普遍化」の作業と同様である

（木田ら，1994，105ページ）。本研究は，この教

育的課題に具体的な方向性と方法が与えられるこ

とを目指すものである。

Ⅲ． 生徒指導の方法に関する現象学的人間学

的考察

前述した指導実践例を参照しながら，以下では

不登校児童生徒の指導の一般的枠組みを現象学的

人間学の立場から考察したい。

1．生徒指導の前提条件

（1）児童生徒の現状の確認

① 児童生徒を「見る」ということ

『生徒指導提要』によれば，児童生徒理解のた

めには共感的理解が求められ，そのためには児童

生徒の生育歴や環境などの客観的事実を知る必要

があるとされている（文部科学省，2010，40

理解を示してしまうことで誤った方向に導いてしま

う可能性も否めない。また，本人の願いそのものが

学校や教師にとって受け入れがたいものである場合

もあるだろう。怒りをしずめたり，願いを聞き入れ

たりすることは口で言うほど容易なことではなく，

この不登校のケースについては，教師が教育的な限

界を感じることも多いように思われる。

したがって，このようなケースでは，本来的な

意味で彼らの立場に立って，彼らの世界に住み込

めることが求められる。

（4）指導実践例の現象学的人間学的考察

以上（1）～（3）のケースで見てきたように，

不登校児童生徒に対する初期段階での指導におい

て，教師がよかれと思ってやったことが結果的に

は功を奏さないということは少なくない。それど

ころか，教師がよかれと思ってやったことが裏目

に出る場合さえある。このように，教育実践にお

いて最善の方法を選び取ることは至難の業である

と言えるだろう。

それゆえに不登校児童生徒の指導や対応はケー

スバイケースだとされ，指導方法論についてはこ

れまで事例研究などを通して考えられてきた。も

ちろん，これらの事例研究の成果は教育実践に対

して多くの示唆を与えてきた。しかし，実際にこ

れらの研究成果を個々の教師が自らの指導実践に

生かすためには，事例を参考にしながらも，それ

ぞれの場所での工夫やアレンジを必要としてきた

ことも事実である。事例研究の成果と実際の教育

実践のあいだには，理論と実践の乖離にも類似す

る「隔たり」があることも見逃がせない。

言うまでもなく，現場の生徒指導においては，

マニュアル的・操作的な方法は個々の具体的な指

導には当てはまらないことが多く，児童生徒を型

に当てはめ，それぞれの型に対応する方法を講じ

るという手法は実りがないことは，以上の指導実

践例を通しても明らかである。児童生徒は一人ひ

とり多様であり，一人として「同じ」児童生徒は

いない。それは不登校児童生徒についても同様で

あり，一人として「同じ」不登校状態にはないの

だから，型に応じた指導や対応は存在しないとい

うことであろう。本研究が「原型」としてのモデ

ル事例を考察対象としたのもこのためである。こ
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き，教師には不登校の児童生徒との匿名的な共同

主観の世界が構成されることになる。ただしこの

ままでは，つまり単に感情移入しただけでは，教

師は不登校の児童生徒を受け入れているとは言え

ない（Husserl, 2013, 365ページ）。

フッサールの感情移入には，共に行為するこ

と，知覚のはたらきのなかで共に生きること，感

じることが含まれており，感情移入の側面は人格

的な影響という観点から，共に苦しむこと，共に

喜ぶこととしてもとらえられる。フッサールは次

のように述べている。「私が行なうことは，たん

に自分からするだけではなく，その人の指図です

るのであり，私の働きかけにおいてその人の意志

が効果を現わす。ともに苦しんだり，ともに喜ん

だりしながら，私はたんに自我として苦しむので

はなく，私の苦しみのうちに他の苦しみが生きて

いる。あるいはその逆に，私が他者のうちに沈潜

し，その人の生を生き，とりわけてその人の苦し

みを苦しむ」（Husserl, 2015）。ここにおいて教師

は，不登校の児童生徒を指導の対象として措定す

るための，対象を対（ペア）として構成する「対

化」（Paarung）と不登校の児童生徒を類似のもと

して構成する「連合化」（Assoziation）によって

「共感」を成立させることができるのである

（Husserl, 2001）。

このような感情移入による共感の成立は当たり

前のように捉えられるかもしれない。しかし，発

達障害などの特徴をもつ児童生徒との共感の成立

の困難さについては指摘されているところであり

（土屋，2021），本研究の対象である不登校のよう

な課題をもつ児童生徒との共感についても，その

成立のためには指導する教師に能力が求められる

ことになるであろう。このような能力は教師の専

門的な実践的指導力であると位置づけられる。さ

らに，適切な生徒指導のためには，教師は感情移

入による児童生徒との出会いが成立したことに満

足してはいられない。なぜなら，不登校の児童生

徒の現状の確認のためには様々な意識レベルで児

童生徒と「交信」しなければならないからである。

② 児童生徒と「交信する」ということ

教師は前述した不登校の児童生徒との共感の場

において言語的，非言語的なやりとりを繰り返し

ページ）。ここでは児童生徒を「共感的に理解す

る」という点に焦点化して，生徒指導を行うにあ

たって重要な児童生徒の現状確認の方法について

現象学的人間学的な立場から検討したい。

児童生徒の現状を確認するためには，まず「直

接見る」ということが重要になる。Ⅱの2で見て

きた（1）～（3）の指導実践例においても，それ

ぞれの不登校児童生徒の示す症状だけではなく，

語られることのない児童生徒の本質を「見る」こ

とが求められていたことは明らかである。

ここでいう「見る」とは，対象である不登校の

児童生徒を自分の向こう側において行動主義のよ

うに客観的に観察することを意味しない。「見る」

とは，フランスの哲学者メルロー＝ポンティ

（Merleau-Ponty, M., 1967）が言う「対象のなかに

身を沈めること」を意味している。このためには

シュトラッサー（Strasser, S., 1978）が述べてい

るように，教師は児童生徒と消極的ないし積極的

な意味で「共に－生きる」（mit-leben）というこ

とが求められる。そのためにはまず教師は，不登

校の児童生徒の気分や雰囲気を「感知」しなけれ

ばならない。つまり，シュミッツ（Schmitz, H., 

1978）の意味での児童生徒の身体的な「状態感」

（Befindlichkeit）を自らの身体で感知するのであ

る。「言葉にならないもの」，「沈黙の世界」がもつ

「雰囲気的なるもの」，「気分づけられたもの」が身

体能力によってとらえられるのである（中田，

2008）。このことは先ほどのメルロー＝ポンティの

言をふまえれば，不登校の児童生徒理解とは，間

身体的出会いと換言できるであろう。前述のよう

に，不登校の児童生徒は自分の状態を語りたくて

もうまく語れない場合が多い。よって以上のよう

な意味において，教師には深い次元での雰囲気や

気分に敏感になれる身体能力が求められるのであ

る（土屋，2017）。このときわれわれは，現象学の

鼻祖フッサール（Husserl, E.）の意味での「感情

移入」が生じていることを見逃してはならない。

フッサールは感情移入を，自らを他者の状態の

なかに置きいれること，自らを他者のなかに投入

して考えることと述べている（Husserl, 2013，

247-248ページ）。教師が児童生徒のなかに自らを

「置きいれる」とき，あるいは「投入する」と
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理解されるとしている。不登校は病気ではなく，

よって不登校児童生徒は「患者」ではない。しか

し，ビンスワンガーの内的生活史の視点は不登校

の児童生徒の指導において大変示唆的である。不

登校の児童生徒のこれまでの生活のなかでいった

い何がいまの情況を生み出した動因になったか

を，問い重ねによる交信によって把握すること

は，彼らの世界やあり方を本質的に理解すること

につながるだろう。

（2）指導目標の確認

上記のような手続きを経て不登校の児童生徒の

「現在の状況」が確認できたならば，次に指導目標

の確認が必要となる。一人ひとりの不登校状態に

ある児童生徒の「生きる力」を伸ばすためには，

まずその指導の目標はどのようなものなのかを明

らかにしておく必要がある。すなわち，児童生徒

がどのような状態になればその指導は一応の区切

りとなるのかを明確にしておかねばならない。　

また，指導のプロセスにおいては，児童生徒は

さまざまな状態になるので，指導プロセスのそれ

ぞれの段階でどのような状態になれば，その指導

は効果を発揮していると評価できるのかという評

価基準が必要である。ただし，この指導目標と評

価を検討する際には，先入見に囚われないことに

留意しなければならない。ともすると，教師は自

分の価値観や学校文化として固定化された価値観

にとらわれた生徒指導を行ってしまうことがあ

る。生徒指導のプロセスでは児童生徒は教師に対

してさまざまな姿を見せる。それは時には教師に

とって承服しかねるものかもしれない。しかし，

このような場合，教師は自分の先入見にとらわれ

ず，そのことそのものを考える必要がある。

フッサールは，われわれのごく普通のものの見

方には，必ずさまざまなレベルでドクサ（憶見）

が含まれているので，出来事の本質を捉えるため

には，自然なものの見方に付きまとっているドク

サを意識的に「エポケー」（判断中止）すること

が必要であると述べ，これを「現象学的還元」と

呼んでいる（木田ら，1994，125-132ページ）。こ

の現象学的還元を行うことによってはじめて，わ

れわれは先入見にとらわれることない児童生徒の

本質に迫ることができる。したがって，生徒指導

ながら相互理解を生み出す必要がある。Ⅱの2で見

てきた（1）～（3）の指導実践例においても，そ

れぞれの不登校児童生徒への言語的，非言語的な

働きかけが大変重要であった。ここでのやりとり

は，不登校の児童生徒の心情に寄り添った生化さ

れたものでなければならない。教師が不登校の児

童生徒と交信するためには，不登校の児童生徒へ

の共感能力とそれに基づいた心情的な共鳴が求め

られる。そのために教師は，不登校の児童生徒に

言葉で一方的に働きかけるのではなく，場の雰囲

気や表情，身振りなど非言語的な交信材料を駆使

し，不登校の児童生徒の心情について現象学的人

間学的な解釈を通して，彼らの心情を教師自身の

なかに再構成する作業を忍耐強く繰り返し行わな

ければならない。このことが本来的な意味におけ

る「児童生徒の身になって考える」ということだ

ろう。ただし，このことは言語による不登校の児

童生徒との交信が意味を持たないというわけでは

ない。教師には感知・共感する能力だけではな

く，児童生徒との言葉にしにくい心情を紡ぎ出す

ことができるよう，問い重ねる能力も必要であろ

う。教師と不登校の児童生徒のあいだで行われる

有効な，問いを重ねるやり取りは，不登校の児童

生徒自身が無意識の底に沈ませた心情を露呈さ

せ，立ち直りの思いもよらない契機になるときが

ある。また，教師と児童生徒のこのような対話

は，児童生徒のなかに主体性を形成し自立するた

めのきっかけを生み出すと考えられる。さらに，

この問い重ねによる交信で確認しておかなければな

らないのは，不登校の児童生徒の「生活史」であ

る。児童生徒の現在は，児童生徒のこれまでの人生

の延長にあるということは言うまでもない。した

がって，不登校の児童生徒の心情を理解するために

は，その「生活史」を問題にせざるを得ない。

これに関連して精神医学者のビンスワンガー

（Binswanger, L.）は，患者の「生活史」への着目

を指摘している。ビンスワンガーは，患者個々の

「史実」の確認によって逐次的に立証しうる外面

的な出来事（外的生活史）ではなく，より内面的

な意味連関である「内的生活史」の重要性につい

て述べている（Binswanger, 1976）。この内的生活

史に着目することによって患者の全人的な事態が
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を観察する能力のレベルが問われることになる。

教師はこのようにして不登校の児童生徒の心情

世界を共感能力によって把握し，教師自らが指導

計画を代行するための「足場」をつくり出す。次

にこの足場を出発点として教師は，実際に自らの

世界のなかで不登校の児童生徒に成り代わって作

成した指導計画を歩んでみて，児童生徒の視点

で，立場で，その計画のなかに欠落している指導

内容を把握することによって，再度，指導計画を

練り直すことができる。そして修正された指導計

画は再び教師の代行的な能力によって点検され，

実際に使用するための指導計画が構築されること

になる（土屋，2017）。

しかし，このようにして構築された指導計画も

計画ができたからといってすぐに不登校の児童生

徒に適用するわけにはいかない。介入時期の問題

がある。

（2）介入時期の選択

通常の学習でも同様であるが，違和感や忌避感

情をいただいている児童生徒に強引に介入して学

習を強要しても指導は成功しない。また，教師が

一方的に指導を行いすぎると児童生徒の主体的な

学習や活動の妨げになってしまう。Ⅱの2で見て

きた（1）～（3）の指導実践例においても，教師

による指導が一方的である場合，指導そのものが

逆効果になるという可能性が示された。

したがって，教師は交信の結果をふまえつつ，

代行的な能力によって確認された指導計画を整え

た上で，適切な指導介入の機会が到来するのを待

たなければならない。プランニングされた指導計

画が効果を発揮するか否かは，この適切な介入時

期の見極めにかかっており，実際の指導現場にお

いては重要な関心事である。しかし，この介入

は事前にプログラミングできればよいが，状況

によっては即興的に行わなければならないこと

がある。オランダの現象学的教育学者であるボ

イテンディク（Buytendijk, F. J. J., 1967）が言う

ように，人間の行為は意味や価値のひとつのシス

テムによって組織化されており，時空間的秩序

と価値論的秩序のなかにおかれている。しか

し，これは人間の行為がすべて計画的であるこ

とを意味しない。人間の行為は固定的・確定的

のプロセス全体あるいはその段階における指導目

標は，フッサールの意味での現象学的還元が施さ

れた結果得られた指導目標として確認されなけれ

ばならない。

2．生徒指導の道しるべ

（1）指導計画の作成と適合化

指導目標の確認が行われた後には，「指導計画」

が作成されなければならない。『生徒指導提要』に

も，不登校児童生徒の指導・支援計画をふまえた

実践について記されている（文部科学省，2010，

189ページ）。このことは，児童生徒の指導計画の

作成にあたっては，特に，不登校のような，個別

に課題を抱える児童生徒の指導においてはオー

ダーメイドの要素が求められることを意味してい

る。さらに，この指導計画の作成においては，教

師が当該の児童生徒が現実に適応できる計画であ

るということを前提としなければならない。児童

生徒が実際に主体的に歩むことができる指導計画

の作成のためには，教師はこの計画が不登校の児

童生徒に適応するか否かを本人に「成り代わって」

「歩んでみる」ということが必要である。そこでは

不登校の児童生徒の世界に「住み込み」，その世界

に「共生」できる能力が必要となる。

例えば，不登校の状態にある児童生徒の場合に

も，「なぜ学校に登校できないのか」に注目する

のではなく，そのような状態にある児童生徒の生

きる世界に「住み込み」，彼が何を感じ，何を

思っているのかを本来的に感じる必要があるとい

うことである。もちろん，その際には教師は自分

の固定的な価値観をエポケーし，現象学的還元を

遂行しなければならない。このようにして児童生

徒の生きる世界を「代行」できる教師はまず，児

童生徒と出会える共通の心情世界を教師自身のな

かに構成する。ここで注意しておきたいのは，教

師が「代行」する生徒の様相は，児童生徒が自身

で意識的に理解している「能動発生」の様相だけ

ではなく，自身が意識化していない，意識の奥底

に潜む「受動発生」の様相そしてその中間にある

「受容発生」の様相も含まれなくてはならない

（Husserl, 1997）3）ということである。言うまでも

なく，ここでは前述した教師の不登校の児童生徒
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ではなくて，可能なものの余地を考えに入れ

て，ある程度まで開かれているのでなければな

らない（Buytendijk, 1967）。このことは，適切な

介入時期の見極めはきわめて即興性が強いことを

示唆している。よって，ここでも不登校の児童生

徒の指導の際には，児童生徒をよく「見る」とい

うこと，よく「交信する」ということが重要であ

ることは明らかである。

なお，付言しておけばこのような介入時期を見

極める能力は，カナダの現象学的教育学者ヴァン

＝マーネン（Van Maanen, M.）の言う「教育的タ

クト」の教育的判断（pedagogical discretion）と

近い能力かもしれない（村井，2014）。

Ⅳ．まとめ

本研究では，不登校児童生徒の指導実践例をふ

まえて，現象学的人間学の観点から指導の方法論

について考察を行った。その結果，不登校の児童

生徒の指導方法の枠組みとしては，「児童生徒の

観察」，「児童生徒との交信」，「児童生徒行動・心

情の代行的な把握」，「指導計画の作成と介入時期

の判断」といった，指導上重要となる視点を取り

出すことができた。また，それぞれの指導上の観

点には，現象学的人間学の立場によってこそ理解

できるいくつかの指導ポイントも確認することが

できた。

今後はそれぞれの指導観点について厳密な考察

を加え，より実践的な指導を立案，実行するため

の指導上の実践知を解明することが必要である。

筆者による現象学的反省分析の限界があるため，

本研究の成果は現時点で明らかにされた範囲のも

のであるが，今後の指導実践を考察する際の枠組

み基盤として役立てられると考えられる。
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注

  1）  筆者は過去に教師として不登校や学校への不適応の

状態にある生徒の受け入れを行っている高等学校で

の教育実践の経験をもつ。担任として生徒の指導に

携わるほか，学校心理士の資格を有する管理職とし

て教師チームへのコンサルテーションもおこなって

いた。

  2）  広田照幸・伊藤茂樹（2010）『教育問題はなぜまち

がって語られるのか？「わかったつもり」からの脱

却』日本図書センター 170ページ以下には，教育問

題への解決策について，問題解決の手段はひとつで

はなく，それぞれの手段の一つ一つに対して複数の

（ときには真逆の）結果があり得ることが述べられて

いる。本稿では，筆者の経験に基づいた「モデルと

しての指導実践例」を通して，不登校児童生徒につ

いての指導手段は型に応じてひとつに限られるもの

ではなく，「ある目標を達成するためには同時に多様

な手段が講じられ，その結果もまた多様である」と

いうことを示すことを目的とした。

  3）  フッサール（1997）はその著『受動的綜合の分析』

のなかで人間の意識を受動層，受容層，能動層に階

層化している。受動層は自我意識の関与しない受動

志向性によって構成される内在経験の世界で，受容

層は自ら意識して何事かを為そうとする能動層の能

動的志向性に先立ち，能動的に志向する前の受動層

にあって，その心情的感覚が自我によって誘い込ま

れ，それを受け入れる傾向をもつ意識層を意味して

いる。
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