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1．はじめに

2．児童養護施設をとりまく現状と研究動向

「生い立ちの整理」を通して未来を生きる力を育む
―全国児童養護施設インタビューにおける職員の語りから―

同志社大学大学院 社会学研究科社会福祉学専攻　田　中　弘　美

特集4

　2013年、文部科学省科学研究費「貧困に対す
る子どものコンピテンシーをはぐくむ福祉・教育プロ
グラムの開発」の一環で、全国の児童養護施設に
対し、児童の退所に関する取り組みについて質問
紙調査を行った。
　その中の質問の一つに「退所の際に、児童に対
して児童自身のケース（入所理由の説明等）を開
示しているか」という項目があった。これに対する回
答は、「原則全ての児童に行う」が8.6%、「児童に
よって異なる」が62.2%、「原則行わない」が29.2%
と、施設による実施状況や方針の相違が如実に
表れた興味深い結果であった。
　また、「ケースの開示を行う（ことがある）」施設に
は自由記述欄で、開示にあたって気をつけているこ
と、取り組みについて述べてもらった。その結果、主
に以下の3点に注意が払われていることが明らかに
なった。①児童本人が状況を理解し受け止められる

成熟度に達しているか、②開示の内容やタイミング
に関する状況判断、③開示が児童に与えうるインパ
クトとそれを支える体制である（宮田・田中 2013）。
　しかしながら一方で、不明な点もいくつか残っ
た。例えば、①そもそも、なぜ児童自身に対してケー
スを開示するのか？②いつ、どのような状況が開示
のタイミングなのか？③開示とその支援をめぐる職員
の役割とは具体的にどのようなものか？といった点
である。
　本稿では、前述の質問紙調査に続いて行った、
児童養護施設職員へのインタビュー調査の結果か
ら、上の3点への答えを探ってみたいと思う。なお、
本稿では職員の語りを重視し、紙面の許す限り、
多くの語りをそのままの形で紹介する。そのため、
時に対立する見解も出現するが、そのことが逆にこ
のテーマをめぐる本質的な複雑さのより立体的な
理解につながることを期待したい。

　1997年の児童福祉法改正以降、児童養護施
設が担うべき役割として自立支援が強調されてき
た。2004年法改正では、施設の目的に「退所した
者に対する相談その他の自立のための援助」すな
わち「アフターケア」が加わり、2010年には厚生労
働省による「退所児童等アフターケア事業1」が開

始された。このような背景から、アフターケアの実態
や課題への注目は近年高まりをみせている（伊藤
2013、2010；『子どもと福祉』編集委員会編2013；
ブリッジフォースマイル2011）。
　他方、自立支援におけるもう一つの柱は「インケ
ア」である。横堀（2012）によれば、狭義の自立支

１  児童養護施設などを退所した児童の社会的自立を支援するための国庫補助事業。内容は、アフターケア支援を一般事業化し、
自治体が NPO 法人などに事業委託するものである（費用負担は国と地方自治体が折半）。主に、東京都、大阪府、鳥取
県などで先駆的に実施されている。
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援が施設退所前から退所後の時期に特化した、
リービングケア・アフターケアを指すとすれば、インケ
アを含む日常生活の中での積み重ねの支援は、広
義の自立支援として位置づけられる。また、自立支
援との関係でいえば、厚生労働省は「社会的養護
の課題と将来像」（2011）の中で「自己肯定感を
育み自分らしく生きる力、他者を尊重し共生してい
く力、生活スキル、社会的スキルの獲得など、ひとり
の人間として生きていく基本的な力を育む養育を
行う必要がある」と述べている。
　それでは、インケアの中で、子どもが将来自分で
生きていくための力や意欲、またその基盤に想定さ
れる自己肯定感（自尊心・自信）は、どのように蓄
積されるのだろうか。その一つの手がかりが、ケース
の開示をめぐる支援にあるのではないかと筆者は
考える。
　そこで着目されるのが、「生い立ちの整理」や「ラ
イフストーリーワーク（LSW）2」と呼ばれる取り組み
である。

　この「生い立ちの整理」の重要性は、近年ますま
す注目され実践も広がりつつある。だが、研究に関
しては現時点ではまだ少なく、上記の永野（2012）
の他に、山本（2011）、全国児童養護施設協議会

（2011）『季刊「児童養護」』において、いくつかの
実践事例が紹介されるにとどまっている。
　より学術的な研究としては、曽田（2013、2014）
が児童養護施設におけるLSWの取り組み状況を
調査している。8か所の児童養護施設を対象とした
インタビュー調査結果から、LSWの実施方法・内
容・課題が整理され、主な実施者（施設長、心理
療法担当職員、生活担当職員）によって実施内容
に違いがみられるという指摘は特に興味深い（曽
田 2014）。
　しかし、どちらかというと実践的な方法論に焦点
が置かれているため、本稿のように「生い立ちの整
理」をめぐる支援と、子どもが生きていくための力や
意欲、あるいは自己肯定感の回復・獲得との関係
を探ろうとするものではない。

3．研究方法

１）調査対象
　調査対象は、前述の質問紙調査において後日イ
ンタビュー調査に協力可能と回答した児童養護施
設である。最終的に調査の承諾を得た23か所の
施設を対象とした3。対応は、質問紙の回答者と同
一人物、あるいは児童養護施設で一定年数以上
の勤務経験者（主任クラス以上）に依頼した。
２）実施方法
　インタビューは半構造化面接法で実施し、調査
協力者の了解のもとICレコーダーに録音し逐語記
録を作成した。調査期間は2013年5月から8月、実
施時間は各施設約1時間であった。内容は、質問
紙調査の項目全般について聞いており、「生い立
ちの整理」については全ての施設に必ず聞いた項
目ではない。そのため、今回の分析は全インタビュー

施設23か所のうちから「生い立ちの整理」に言及が
あった12か所の施設の回答に絞った（表1）。

表1．分析の対象とした施設一覧

2  1970 年代に英国で始まった支援である。詳しい内容については Ryan and Walker（2007=2010）、楢原（2010）などを
参照されたい。

3  質問紙調査のなかでインタビュー調査に協力可能と回答した全 40 か所の施設を、地域的な偏りを最小限にするため大都市圏、
地方の中枢拠点都市圏、地方の中心・中小都市圏の 3 地域に分類し、各圏域から7 ～ 10 か所、計 25 か所を抽出した。
絞り込んだ施設に改めて調査協力を依頼した結果、23 か所の施設から承諾を得た。

施設 地域 回答者
施設A 地方中心・中小都市圏 施設長
施設B 大都市圏 ケアワーカー
施設C 大都市圏 養護主任
施設D 大都市圏 主任指導員
施設E 地方中心・中小都市圏 統括主任
施設F 大都市圏 家庭支援専門相談員
施設G 地方中枢拠点都市圏 施設長
施設H 大都市圏 主任
施設I 地方中枢拠点都市圏 主任保育士
施設J 地方中心・中小都市圏 副施設長
施設K 地方中枢拠点都市圏 施設長
施設L 地方中心・中小都市圏 家庭支援専門相談員
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4  インタビュー回答部分の記述における［ ］内、下線については、それぞれ筆者による補語および強調である。
5  子どもが自らの父母を知る権利は、子どもの権利条約（第 7 条）に定められている。また、児童養護施設における対応としては、

2012 年 3 月に出された「児童養護施設運営指針」の中で、「子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族
の状況について、子どもに適切に知らせる」と示されている。

３）倫理的配慮
　調査協力者に対して本研究の趣旨と方法、研
究倫理遵守事項を記載した文書を事前送付し、そ
れに基づいてインタビュー当日に口頭で説明を行っ
た上で、調査協力への同意・承諾を得た。また、調
査協力者に後日、逐語記録を郵送し記載内容に
ついて確認した上、研究に使用する同意・承諾を
書面にて得た。その後、細かい表現や個人情報な
ど必要な箇所については、調査協力者の意向に

基づき修正を行った。なお、本調査は、同志社大
学倫理審査委員会による承認を得ている（承認
番号：364）。
4）分析方法
　「生い立ちの整理」に関する支援について述べ
られたインタビュー内容を抽出し、本稿の着眼点で
ある「生い立ちの整理」をめぐる①目的、②タイミン
グ、③職員の役割の3項目に分類し、整理を行っ
た。

１）なぜ「生い立ちの整理」を行うのか？
　「生い立ちの整理」を行う目的としては、以下が
あげられた。①子どもが自己否定に陥ることを回避
する、②子どもの権利擁護の視点から実施する、
③親との関係性を子ども自身に構築させる、という
3点である。
①　子どもが自己否定に陥ることを回避する
　まず、入所時に子どもが入所理由を正しく理解
することの重要性が、複数の施設からあげられた

（施設A, B, C, D, F）。とりわけ被虐待児の場合
には入所が自己否定につながることが強く懸念さ
れ、より一層の注意が必要であることが強調された。

「入所の時点で『なぜ施設に入るか』を確認していま
す。特に虐待が原因の場合は『あなたのせいではない』
ということを何度も話して、それでも来てから『自分が言う
ことを聞かなかったから虐待された』という言い方になる
ので、親が間違っていたことがわかっていても『自分が悪
い』と言うお子さんもいるので、『それはあなたが自分を守
る手段だったよね』と面接で話したりします」（施設B）

「子どもたちの特徴としては『自分が悪かったから［施設
に］入ったのではないか？』と、被虐待の子どもは特にそう
ですが、そうでない子どもも親御さんと生活できないこと
に対しての負い目をもっている子どもが大半です。その中
で自尊心とか、自分はできるんだという自己肯定感はも
ちにくい環境があるということですね」（施設D）

4．分析結果4

②　子どもの権利擁護の視点
　次に、子どもの知る権利についての言及があっ
た5。しかしながら、その権利擁護の積極性につい
ては施設によって程度の差がみられた（積極的：
施設A, 消極的：E, I, K, L）。

「知る権利は子どもにあるので、…逆に自分たちは言わ
ない、隠すことの方が子どもにとってものすごく失礼だな
あと私は思います。子どもの人生なのに、その子の人生
を自分たちは知っているのに、黙ったり隠したりとか、自
分たちはそういう権限は持っていないと思うので、子ども
が知りたいことに関しては、きちんと答えてあげるべきだと
思います」（施設A）

「子どもから自分のことを疑問に思った時には、誠実に答
えたり調べていくのが私たちの役目だと思っていますの
で。子どもから発した時は一緒になって探っていったりき
ちんと伝えたりします。あえては言わないですね」（施設
K）

「うちでは卒園していく時に『ちゃんと自分のケースを見
せましょう』という積極的な考えは持ってないです。これ
から先どういうような形になるかわかりませんけど、今のと
ころはそんな感じですかね」（施設L）

③　親との関係性を子どもに構築させる
　最後に、子ども自身が親との関係性や距離感を

（再）構築する手段として有効であることが指摘さ
れた（施設A, G, H）。反対に、入所理由の理解不
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足が親と適度な距離感を築くことを難しくするケー
スも紹介された（施設C）。

「［生い立ちの整理を］したことによって、子どもが吹っ切
れるというか、覚悟を決めるというか」（施設A）

（父親が刑務所にいることを知らなかったケース）「去年、
お父さんの方から本当のことを手紙で書いてきてショック
だったみたいで。予想もしなかったということですが。見
せた方がいいと刑務所まで面会に行かせろと［職員に
言った］。職員と一緒に行って、それで腹が括れたという」

（施設G）

「お母さんにしてもらいたい、愛されたいというのがあるか
ら。求めても求めても、欲しているようには来ないじゃない
ですか。そこで粘る。何とかならないかと思って諦めきれ
ない。そうじゃなくて、自分が変わっていくことで踏ん切り
をつけていく。そこを超えると精神的自立ですよね。お母
さんとも良い関係がとれて、『何もしてくれてねえじゃない
か』と怒っていたのが『しょうがないな、あの人じゃ』という
諦めに入りつつ『お母さんはお母さんだし』と言えるよう
になれば」（施設H）

「確かに施設に入所させた親であったとしても、やっぱり
親子関係って切れない部分もあるから、単純に『そこを
割り切って親子関係を切りなさい』というわけにはいかな
いです。子どもも、頼られることもわかった上で関わりを求
めたりということもあるから、なかなかそこを『いや、だめだ
よ』とは言えないなと。ただそこで見限るか、また一緒に
関わりを持つのかというのは、ある程度本人の意志かな
と思いますね」（施設L）

「虐待を受けて帰るところがないはずなのに『お金を稼
いでお母さんに謝ったら許してくれるかな』と、とんでもな
いことを言う。…入所理由をちゃんとわかってない子は、
高校生になっても『そうやったらお母さん許してくれて一
緒に住んでくれるかもしれない』と簡単に口にする子ども
もいて、まだまだだなと」（施設C）

２）いつ「生い立ちの整理」を行うのか？
　「生い立ちの整理」を行う時期・タイミングに関す
る論点は、以下の3つに整理できる。それらは、①
きっかけを作りやすい時期、②子ども自身の状況、
③タイミングである。
① きっかけを作りやすい時期
　「生い立ちの整理」を行う時期としては、前述の

「入所時」の他に、子どもの成長過程において節目
となる時期があげられた（施設A, L）。これは主に、

進路について話をする機会（学校の進級・卒業
時、就労時など）である。他にも、性教育と一緒に生
い立ちの整理も行うという施設もあった（施設B）。

② 子ども自身の状況
　次に、子どもがどのような状態にある時が「生い
立ちの整理」を行う時期と捉えられているかについ
ては、「子どもが情緒的にも安定しているとき」（施
設E, J）と、「子どもに不安的な言動（や非行）がみ
られたとき」（施設A, K, L）という正反対の見解が
同時にみられた。

「ある程度、普通に職員と会話ができたり、悲しみとか喜
びを自然と表現できたり、その子が受け入れられるような
落ち着いている状態、思春期でぐらぐらしている状況もあ
りますので、そういう時に言えば逆効果ですので、落ち着
いた頃だよな、と見計らって話をします」（施設J）

「最終的な判断は職員で協議した結果ですが、不安定
であった場合、一つのルーツなり情報を開示することに
よって不安定さが軽減するのではないかということがあり
ます」（施設K）

「どうしても課題に向き合えなくて、ちょっと色々な行動に
出ちゃっている時に整理をするとかですね。やっぱり荒
れる時ってあるんですね。その原因というのは『自分が
施設で生活している理由がわからない』とか『いつに
なったら自分がお家に帰れるのか』とか『引き取られるん
だろうか』とかが見えなかったり、そういう時かなと思いま
すけどね」（施設L）

「…色々な非行なことをやったときこそはすごく大きな
チャンスです。問題を起こすのがゼロの子はなかなかい
ないので、何らかの形で問題だったり、思春期といわれ
る時期はそういうことが山ほどやってくるので…。だから
一番難しいのは何もない中で話をすることですね。何も
ないのに『あなたの人生は』と言うのは、ちょっと難しいで
す」（施設A）

③ タイミング
　最後に、「生い立ちの整理」を行うタイミングにつ
いては、なるべく早い時期に行うべきか（施設F, 
G, H）、そうでないか（施設J）、ここでも見解が分か
れる形となった。

「その子の場合は、お母さんがどうなっているか、名前も
知らなくて。退所前に『あなたが会いたいと思った時に
は、ここに連絡したら、こうつながっていくからね』という情
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報だけは慌てて伝えたんですが。それもあって、家族関
係の整理を小さいうちからやった方がいいねと」（施設
H）

「前まではそれ［自身の境遇に対する疑問］が言える子
がいなかったので『うん、どうなんだろうな、それは』と適
当に済ませていたんですが、それをきちんと整理してやら
ないといけないなと。家族関係の生育歴を作って、この
子にはここまでは告知というか伝える、書くシートを作って
整理してやって、小さい頃からある程度伝えておいた方
がいいかなと思って」（施設G）

「他の施設では幼児さんからやっていて『うちとは違う
な』と思って」（施設F）

「告知は早いうちにした方がいいと言われているんです
が、ケースバイケースかなと思いますよね。…早ければ早
い方がいいだけではすまない。心には必ず傷が残ります
ので、その傷を受けながらも、克服できるくらいの、そうで
あっても『俺って、この施設でこれだけ愛されて守られて
いるんだ』と思えるくらいの［環境が必要］」（施設J）

３）「生い立ちの整理」をめぐる職員の役割
　「生い立ちの整理」の支援に必要と考えられる
職員の役割については、以下の3点に整理できる。
それらは、①タイミングの見極め、②子どもとの信頼
関係の構築、③職員自身の自覚・覚悟である。
① タイミングの見極め
　職員の役割として述べられたのは、その子に
合った「生い立ちの整理」のタイミングを見極めるこ
とである。そのためには、職員が子どものちょっとした
変化を見逃さないことが大切である（施設A, E）。

「小学校5年生のときに、すごく出来の良い子で、もちろ
ん学校はうまくやっている子が、わーっと泣き出して。不
意打ちで友達に『お前の親、何をしてるの？』って聞かれ
て、自分は『はっ』と、『俺の親どうしているだろう』と思っ
たらびっくりした。驚いたことによって、帰ってきたときに

表情が悪くて、職員が『知りたいの？』と聞いたら『うん』っ
て。そのときに職員はよく気がついてくれたな、と。その子
のしんどさに気づいてくれて、それをちゃんとつないでく
れて、それをよかったなあと思いました」（施設A）

② 子どもとの信頼関係の構築
　また、「生い立ちの整理」には、子ども自身が信
頼できる職員との関係性が不可欠であることもあげ
られた（施設B, C）。

「寄り添って支えてくれるワーカーとの信頼関係。ワーカー
とともにつらい作業をしていく。振り返りは、つらい作業で
すので」（施設C）

「生い立ちの整理で、お題目のように『私たちは君たちの
ことをすごく大事なんです』と言っても、『俺たちがそう思
わないと意味がねえ』って言われて、『その通りだよね』
と。それはすごく勉強になって。子どもにも言うんですけ
ど、『だから教えてほしい』って。『あなたたちがどういう時
に、そう思うの？』と聞くんですけど」（施設B）

③ 職員自身の自覚・覚悟
　最後に、職員自身が「生い立ちの整理」の重要
性を自覚し、また覚悟をもって行うことが必要である
との指摘があった（施設E, G）。

「客観的な入所の事実、親との関係を話して『あなたは

悪くないよ』ときちっと伝えられる、その役割が児童養護
施設にないと、子どもはケアできないかなと私は思いま
す」（施設E）

「職員にも『今年度から覚悟を決めて［生い立ちの整理
を］やろうか』と。それをやるには職員が相当メンタルが強
くないと。一緒に振り回されて落ち込んでいると［だめ
で］、元気づけていかないといけないので、職員も相当
覚悟がいる。一生抱えていくことなので。うちの職員も伸び
てもらわないといけないので、子どもだけでなく」（施設G）

　本稿では、児童養護施設の子どもたちに対する
「生い立ちの整理」の支援に関して、①なぜ行うの
か、②いつ、どのようなタイミングで行うのか、③その
際に職員はどのような役割を担うのかという3点を、
施設職員へのインタビューから検討した。
　第1に、「生い立ちの整理」を行う目的としてまず

5．考察とまとめ
あげられたのは、入所時点で子ども（特に被虐待
児）が陥りやすい自己否定の思考を断ち切るとい
うことである。子ども自身の自尊心や自己肯定感を
育み伸ばしていくためには、入所が「自身の非に
よってではない」という事実を子どもと一緒にはっき
りと確認することを通して、スタートラインを整えること
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が何よりも初めの一歩であることが示唆される。林
（2013、65頁）は、子どもの自尊感情の回復につい
て、「自己否定感を自己肯定化」させることで人間
への基本的信頼を回復し、それが将来への生きる
力につながると述べている。
　また、「生い立ちの整理」は子どもが親との関係
性を自ら（再）構築していくために重要な過程であ
るとも捉えられていた。職員の語りの端々にみられた

「吹っ切れる」「覚悟を決める」「腹を括る」「踏ん切
りをつける」といった言葉は、過去を受け止め、納得
し、次のステージへと一歩踏み出した印象を与える。
　ただし、親子の関係性というものはそれほど容易
に「割り切れる」ものではなく、そこまでの過程にお
いて、あるいは漸く一歩が踏み出せた後の過程に
おいても、様々な「揺らぎ」を生じさせることがみてとれ
る。だが、そのような「揺らぎ」を客観的に目の当たりに
しても、それは本人自身が乗り越えなければならない
過程であるため、強く介入できない（すべきではない
と自制する）職員のもどかしさも語りから感じられる。
　いずれにせよ、事実を知るということにはショック
や痛みが伴うことは言うまでもない。しかし、谷口

（2011、100頁）も指摘するように、それを子ども自
身が客観的に受け止めることができれば、親の人
生のコンテクストから一旦離れ、自分の人生をどの
ように生きていくのかを考える、次の段階のスタート
ラインに立てるのかもしれない。
　第2に、「生い立ちの整理」を行う時期やタイミン
グについては、相反する見解が共存していた。とり
わけ前述の質問紙調査の結果から、子どもが安定
しているときに行われるべきものという仮説を持っ
ていたが、今回の調査では、不安定な時期こそ過
去や未来についてじっくりと話すチャンスであるとい
う見解が複数の語りから得られた。また、不安定な
言動の要因として「生い立ちの整理」が十分にで
きていなかったことがあげられたことは本調査の大
きな収穫であるといえよう。
　このように、「生い立ちの整理」はその方法論の
レベルにおいては施設により見解が異なる部分が
まだ多くある。しかし、その目的においては、子どもが
自分自身の人生を歩んでいくための諸段階におい
て重要な意義を有しており、支援されるべきこととし
て施設職員から認識されている。

　にもかかわらず、子どもはこの支援を「当然受け
るべきであり、その権利を持つ」と明言した施設は1
か所に過ぎなかった。他の施設においては、それほ
ど積極的に行っていない、もしくは行っていたとして
も子どもからの発信があった場合のみ、つまり「リアク
ティブ」な対応となっていることがわかった。現状では、
このような施設の方が多数派であるかもしれない。
　しかし、その場合、子どもからのサインが見落とさ
れている可能性も高いのではないだろうか。自身の
生い立ちについて知りたいという気持ちがあったと
しても、子どもが必ずしも言語化し発信するわけで
はなく、また環境や雰囲気が発信しにくい状況を作
り出すこともあるだろう。そうだとすれば、子どもたち
自身が、生い立ちを知る権利を持っていることを知
り、気になることを聞いてもいいんだと思えるような
環境を整備していくことに、今後はより一層の力が
注がれなければならない。ただし、そのような環境に
は、一人一人の子どもをより個別的にケアしていく
ことが必要であり、現状が抱える人材や業務量（時
間）の問題を考慮すれば、職員個人がどうにかでき
ることではない。
　第3に、「生い立ちの整理」を支援するための職
員の役割については、それほど多くが語られたわけ
ではないが、どの語りにも非常に強い、示唆深い
メッセージが込められていると思われる。特に、職員
自身が「相当の覚悟」を持って、子ども一人一人の
生活や人生に向き合わなければならない支援であ
るという指摘は、ますます注目されつつあるこの取
り組みを単なる実践論にとどめず、インケアの根本
的なあり方を見つめ直す動きにつなげることの重
要性を示している。
　以上のとおり、児童養護施設の子どもにとって、
過去を知り、受け入れ、そして未来を生きていく力
や意欲を育む過程において、「生い立ちの整理」
は非常に重要な支援の一つである。児童養護施
設の職員にもその重要性が認知され、実施するべ
きものとして概ね前向きに捉えられつつある。しか
し、全国の児童養護施設のうち、本稿で扱った12
か所のインタビュー結果のみでは限定的であると言
わざるをえない。そのため、今後はさらに調査の規
模を拡大し、内容も深化させていく必要がある。
　とりわけ、子どもたちが有している基本的権利と
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して「生い立ちの整理」を捉えている施設が少ない
ことは気になった。この点は前述の山本（2011）で
も懸念されているが、どうすればこのような認識が
浸透していくかを検討するとともに、家族・親族の
意向と子どもの「知る権利」が衝突する場合の対
応についてもさらなる議論が必要であろう。
　また、支援者としての職員の役割に関して、子ど
もとの信頼関係はどのように構築されるか、より良
い関係構築に不可欠な勤務体制・環境はどういっ
たものか、といった点をさらに具体的に明らかにし、
それを施設の職場環境、社会的養護の質の向上

につなげていくことが大切である。
　したがって、今後は職員を対象とした調査の拡
充とともに、権利や意見・意志をもつ主体として子
どもを捉え、その視点に立った調査・研究を進め、
本稿で得た成果を発展させていきたい。
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