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第3章 インタビュー調査結果

平成18年度～22年度に静岡県内児童養護施設を退所して就職した人のうち、39名 に職員が直接会ってイン
タビューした内容をまとめたものである。
なお、インタビューの項目については、P50の「インタビューの内容」を参照下さい。

I,入所前に感じていたこと
1.家庭や家族のこと

小、中学校にまともに行っていなかったので、自分で決めてきた。
何も党えていない。考えないようにしていた:

家庭や家族については、姉妹がケンカばかりして、嫌だなと思った。

全吊寮岳鍬ごン ミ塚あほ離省ぞ詔薄輸聡岳
。期は母親に暴力をふるうことがあったので知ヽだった。
にいるのはもっと嫌だった。

絶逮鑑 猛造墨難幕勝 沈省畳結筆だ衆羅 身
然、小学校で先生に別室に呼ばれ、施設に行くこと

幼児だったので記憶にない。

幼児での入所なので覚えていない。自分のイメージでは、目を開けたら施設のグラウンドが目の前にあった。

庭引取になったが、家族内で自分だけが別の部屋で寝起
が自分をひきとるといってくれたが断つた。ご飯を食べさせ

き落とされそうになったことも覚えている。その後、父親
まもう俺の子どもじゃない」と言われた。それで、泣きな

両親と弟と4人で生活していたが小学3年生の時に母親がいなくなり、役所の人に「ドライブに行く」と言つて連れてこられ
たのが児童養護施設だった。

月」にどうも思っていない。

里親さんの家が嫌だったので良かった。

以前にも児童養護施設に入つていたので、またかと思ったが、それ以外は特に何も思わなかった。不安などはなかった。

これから先どうなってしまうのかと思っていた。イ可か良くわからなかった。

乳児院から入所したため、覚えていない。

余要顧鱗

のがなく、生きるのに必死だった。学校の先生に施設の存在を教えられた。良いところだと聞いたので

親がいなかったので、なんとも思わなかった。
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2.施設入所にあたって不安だったこと

知らない場所で生活することに対する不安を抱えていた児童が多く、以前より指摘されていたことではあるが、入所に
当たってはこうした不安を少しでも軽減できるような取組みが必要であると考えられる。入所前の事前見学や事前説
明、入所理由など年齢に応じてT事に対応していく必要性が感じられる。

施設はどんなところか不安だった。

施設は怖いところじゃないかと思っていた。

施設には来たくなかった。

字L児 院からいるからあんまり覚えてない。

施設がどんなところかわからなかったけれど、とにかく家から離れたかった。

中学生の時に施設に入つたが、ゲームや外出がなかなかできないと聞いてあまり入りたくないと思った。

漠然とした不安はあったように記憶しているが、あまり覚えていない。

色々と規則が多くてうるさく感じていた。施設が出の中であったため不便を感じていた。特に高校への通学は交通手段が
自転車しかなかった為に大変であった。

家は嫌だったが、施設も妹だった。イメージが悪かった。

人と目‖染めるか不安。やっていく自信が持てなかった。

入所に対する不安は全くなかった。

とにかく父親と離れたかったので、施設入所することに拒否感や不安はなかった。

施設入所した時は安心したけれど人の多さに不安もあった。部屋のメンバーははじめは怖かったけど優しくしてもらえて
安心した。

訳もわからず入所したことになったが、その頃のことは余り覚えていない。理由がわからず、しかも親と離されて知らない
人の中に入れられ、年上もたくさんいて怖かつた。

どんな人がいるのかな?と思った。
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エロ入所してから感じたこと

1.施設の生活やルールについて

あてがわれた場所」でしかないならば、「主体
日課やルールについて、常にその目的や理
、参加意欲を促し、主体性を育てながら共通

るヽ子どもがいたことも事実である。

人間関係があることを学んだ。食事を一緒にすることを経験した。高校に入り勉強するようになった。

ソフトボールの練習が妹だった。小4の時就寝時間が早かつたのが嫌だった。高校受験の前期試験で不合格となり、そ
の後受験校を変えてしまい勉強への意欲を失つてしまった。家族については考えないようにしていた。

ルールは厳しかったが、同年代の話せる子どもたちがいて楽しく生活できた。

怖い人もいたけど、優しい人も多かったし、なんとなく楽しくできた。ただ昔は本当に厳しかった。

いろんな職員がいたけど、苦手な職員は避けるようにしていた。書き取りをやってたら、字が汚いといわれて1ページ丸ご

将是催縫義違誓雲誓愁訴毯』智澄懇啓査
てヽ摘垢つてわざと遅銅ることもあった。ずっと家に帰りたい囲っていた

家に比べると御飯もちゃんと食べることができて、天国のような場所だった。ただ友達づきあいが大変だと感じた。ちょっと
仲が悪くなったりすると陰で文句を言われたり嫌がらせをされることがあった。

球技大会など、みんなで力を合わせて取り組む行事は楽しかった。ユニットに移ってからは、少ない人数で楽しく生活で
きた。

特に支障はなかったが、門限は気になった。

入所期間が長かつたため、自然に受け入れていた。高齢になって入所してきた子は大変かもしれない。バイト代が使えな
かつたの嫌だった。

施設内での生活やルールについて。時間が厳しい。

制限がある。

年々ゆ たり前だと思っていた。入所した時、
全然知 歳年下の男児にいじめられたり、髪を
引っ張 心強かった。

門限が厳しく、夜の友達との付き合いに参加できなかった。(施設の職員に対して)何故親でもないのに(いろいろ)そん
なこと言われなきゃならないのか、と思つていた。施設にいたくなかったから、いるだけでも苦痛。自由がない、日課が厳
しいこと。他児たちからのいじめ (いじめられることも、いじめることもあった)。 本当は嫌なのに、いじめる側に回らないと、
今度は自分がいじめられる。
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男児からの理不尽な暴力。でも自分は絶対にやらないと決

つたが、生活は全般的に楽しかった。同学年男児にいじめら

自由が無い。

昔獣蓄派巳吾見
た`。それまで不数であったので、知り

と思った。思奉期だったので、生活のペースを作られたが、

生になってからするべきことの理解はした。印象に残る出来

のが妹だった。個室が欲しかつた。一人で絵を描いたりし

なかった。買い物も充電式のものは購入できないなど自由
があつた。ネL拝は面倒くさかった。高
サッカーは施設に来て始めたが、

ずに行かせてもらえなかったこと、高校生の円限も18時だっ

花鱗 塁 義 俸 越 閣 厳雛 慕キ秘 習 F

入所しているときは、「施設に拘束されている」と感じていた
設           楽しかった。高校生の頃
べ            た`ので、早く出たかった
活

小学生の頃のことは余り覚えていない。サッカーははじめは
の少なさと門限のせいで友達とあまり遊べなかったことが不

何か困ったことや嫌なことがあると「腕が痛い」と言つて泣い

勝墨凛鸞躍 F縁鏑 隼播色野担麟 1

めを受けていたが職員には言わなかった。「いじめられる子」

遊んでいる時間が短いと思った。

こんなものかな。

不満はたくさんあったが、決まりだから仕方ないと感じていた

以前にも児童養護施設に入っていたし特別何も思わなかっ
い。普通の家では毎月の小遣いとは別でお金がもらえたりす

否囲罫隣品ぱ
電限や就寝時間、お小遣い、入浴時間等、決められていることが多く、普通の家庭と比べて自由が少な

診敷瑠 き発豊拓髄 ネ携敦婆こ無ぢ之
も厳しくない拘強も教えてくれ翻境なのに観しなかっ

外部との接触が少なく、おいて行かれる気がした。印象に残る出来事～サッカー大会。感動して泣いた。
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友達が携帯電話を持っているのがうらやましかった。自由がないと思っていた。

決まりがあるから、のびのび遊べない。

学習は嫌いで、勉強しなかった。どうでもよかったと思うも施設の生活は、みんなでワイフイと楽しかった。強制的にナッ
カーや野球を先輩からやらされたのが印象的だが、今となっては思い出であり、今、またやりたくなってきた。
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になるほど一般家庭と施設生活の違いを痛感することに

2.学習日施設外での生活について

梨塞詔野繰洋ち兌蔦垂そ築魂:ポ訳巧瑞凝縮磐窪論捨儀品暫番
いる。サッカー大会に季球技

譜輝雪当濫耳欝著筆尻免醤習ユ権堤層筆a馬)馳獄 モ衡 難 濁 ふぎ
報 代に塾は識 がないと思ってい

高校が商業科だつたかたら、部活動でも資格を取ろうと思っていた。(実際に取れた)あまり進学は考えていなかった。

瑠 はやりたくなかっム 嫌いだっ名 学校は楽しかった状 部活動硯 同学年男陥 じめられ名

商業高校はとても楽しかった。

施設に入所していたことで他人の目が気になった。

中学校の時は結構授業をサボったりしていたけど、先生は施設には連絡しなかったようだ。

高校時代は友人に「自分は施設に入所している」と言えなかった。小中学校では友人は施設入所していることを知ってい

をダ
、特に中学生時代は友人は自分に対しては親の話は絶対にしてこなかった。すごく気を遣われ0ち のを感じてい

普通。
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3.家庭や家族について

縫螺駄批手亨サ号ユ賃継客3畿を聖婚早毛転馴 笠盤性品岩とを退慈 も拓解
与ぎ雛舗哩馴 野暮崩搬琶糠1撫脚糖統段ケ雪「譜舗増就ていることとして「家族口親族に関すること」を456%が回答していることを見ると、施設を退所した後の家族関係に対し

、退所
ねて
で抱え
であ

祖母の対応が多かったから、血がつながってだけという感

待はあまりしていなかった。どうせまたどこかへ逃げると思っ

窪腎鏡絋 韮ち最尼!｀

馴頂番に家庭復帰させる予

は母親とは感じていなかった。退園し自立してからは母に

弟や妹のこ独気にはなった。会いたかった時もあったので
薄 名当鞣 歎鞠 幌肇承辞

らったが、相手
施設から断られたのは残念だった。絵画展表彰式で姿を見 i

家族に関しては(母子家庭だった)、 思奉期になって一気に帰省するのが妹になった。卒業時点で母親は行方をくらませ
てしまったが、今、現れて「会いたい」と言われても会いたくない。

「親はどんな人だろう」とずっと思っていた。帰省に行けなかったことは寂しかった。6年生の時に母親の状況 (覚醒剤使
ックだったけど、きっと戻つ
、家に帰れるというより「自由
は帰れないのか。」と残念に

いたらいたで良かった。

何もなかった。

家庭については、兄が良くしてくれた。父は、自分に関心が無い。
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独り立ちをするとき 「一人でやっていけるか」「職場
の人とうまくつきあえ でにどんな準備をしておくのかを
施設でもっと考えてし 構えなどを日常生活の中で、ま
たリービングケアとし いく必要がある。

回.退所するにあたって、どのような不安や困難を感じていたか

就職決定後は希望、期待が大きく、特に不安は感じていなかった。

会社が遠くて不安に思った。社員寮だったので契約等について教えておいてもらえばよかった。

社員寮の一人暮らしに不安であった。安心感がないと感じていた。

高校を中退したため、仕事が続くのか、本当にこれでよかったのか不安だった。

今まで周りに人がいて当たり前だったけど、一人の音F屋になって自分ひとりで生活できるか不安だつた。

朝起きて仕事に行けるかが″い配だつた。

親とは縁を切りたかったが、連絡が来たり、職場にのりこんできたらと不安だった。

仕事が続くか不安があった。

生活全般や仕事に対して不安だったが、やるしかなかった。

魯澄ざ輩誌盆 ぞ
らないと思っていた。寮に夕、るため、不安をあまり感じなった。面作Jく さいし、苦労したくないので、できれ

不安で一杯だった。一人でやつていけるのか ?仕事を続けられるのか ?など。

仕事が続くかどうか。

わからないことが多すぎる。(銀行の振込み方法など)

花無製 ジ晶男隷
=、

爵職。儒鋒是悦ゆ
がいたから、一人になるのは不安だつた。船場の人0

:理 由を、出る時でもよかったので、教えてほしかった。

人間関係が不安だった。

そんなにない、むしろ何でも自由になると思つていたから、楽しみの方が大きかった。

自由になれるから、わくわくしたが、仕事ができるか ?人間関係は ?(他の従業員の人は怖いか ?)な ど心配だった。

不安はたくさんあった。在園中アルバイトをするように言われていたのにやらずに後悔した。東京に対し良いウワサがな
かつた。(近所付き合い。悪い人等)ゼロからのスタートになる事が,い配だった。

いろいろやっていけるか心配だつた。

不安に思う気持ちより、期待感でやる気がみなぎった感じだった。

やつと施設を出て自由になるつて思った。周りに知り合いがいない心細さはあった。ちゃんとやっていけるかどうかは不安
だった。
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一人暮らしへの不安 (自 炊など)があった。

退所日寺はやっていけるかドキドキした。就職はなんとかなるだろうと思った。

向                                 自分の働いているというイメージが持て
ずェ                                らなくなるとは思っておらず廿かった。自
立                                 ハローワークでも自分専用のファイルを
職

施設では一番年上だったけど、社会に出ると一番年下になるのが不安だったし、ギャップの大きさを感じた。

高校の時は部活をやっていてアルバイトをしていなかったので、お金がないことが不安だった。

仕事が長続きするか心配だつた。就職するときに、違う生活に慣れるか、ちゃんとした生活が出来るか心配だった。

分からない。

シ堺亀整伊

一人で会社の社員寮へ住むということが不安でたまらなかった。なかなか自分に自信がなかったので、不安は

会社でうまくやれるかが″心配だった。作業面。人間関係両方。

職場での人間関係や、一人暮らしをすること。お金のことが,い配であった。

一人暮らしが不安であった。ご飯をどうするか。騒がしいところにいたので、一人になるのが怖かった。
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転職、職場 施設職員や里親だけではなく、友
人や同僚、 しかし一部には、相談できず一人
で悩んだあ ることは自分で行い、わからないこ
とは質問す ―ションスキルを身につけることは、入所中に施設が行う
べき支援の最も重要な要素の一つである。

き、具体的な助けを期待できる」存在であるわけだ
在が社会的に保障されていくことが必要ではない
とは間違いない。施設でのインケアやリービングケ
制度面でも支えるシステム構築が求められる。

IV.退所後はどんな状態にあったか、何を感じたか。また、困難を感じたときに、どのように対処
したか

大変だったことや困難に感じたこと 相談相手や対応

1年 目で5月 病になりその後仕事を辞めてしまった。 話をする人がいなかった。現在は生活
支援施設の方に相談している。

仕事の休みが月に5日 しかなく、朝10時から夜の10時まで働いていて大変だっ
た。 施設の職員に相談した。

寮で教えられたことが社会人になってわかるようになった(言葉づかい)。 アパート
を探すときに自分一人では契約のこととかわからなかゎた。

アパートを借りる時には職員の人に付
き添つてもらった。その時に住民票と
か、年金のことを教えてもらつた。

仕事を辞めた時、次の仕事が決まってからやめるように言われていたが、そのま
まやめてしまった。お金のことは少しは心酉己だった。

兄には相談したが、施設には相談しな
かった。

結婚を考えたことがあったが、親のことがあって前向きに考えることができなかっ
た。職場の人たちに対して家庭環境のことで引け目を感じることがあった。

親友に相談したり、自分で考えたりし
た。携帯の契約の時には寮の先生に
お世話になった。

就職をして、体力には自信があると思っていたが、精神的にも疲れて、社会人は
大変だと感じた。

親に相談して、退職をした。その後し
ばらく職を転々としていたが、今は続い
ている。

生活が大きく変わったことはないが、兄と一緒に生活することになったこと。兄の
ことが多少気がかり。入社した会社 自体に問題はないが、もう少しよく考えて決め
れば良かったと思う。

仕事の配置が変わり、面作Jな仕事が増えた。

職場での人間関係。 友達に相談した。

就職したこと。車を買ったこと。20歳 の誕生 日を迎えたが、一人前になったとは
思わない。就職し、時間に厳しくなった。会社での上下関係、言葉使い口挨拶は
中学・高校 (の部活)以上に気を使う。

職場の同期に話す。
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全て自分のお金で管理しなければならない。銀行の振込み方法や宅急便の利
用方法がわからない。一人の生活となり、今まで経験じていことに出会った時。そ
ばに頼れる人がいない。

友人に相談

一人で寂しくなったことはあった。
20歳 は一つの節 目かな―と思っている。(まだだけど)

家 (祖母宅)へ行ったり、施設へ行って
みたり、施設の卒園生と出かけたりす
る。

親がいれば、子どもを産んでも手伝っ
てもらえた。施設にいる間に、里親さん
との関係を深めておけばよかったとも
思つた

に変わって、生活リズ
なヽいこと。何をやるに
ンや印がもらえず困つ

香    激 鋼 罫櫻 総益齢
施設の職員に相談。

転職。仕事でできることが増えた。
人間関係。前の仕事の内容の方が厳しかった。今は良かったと思っている。

仕事の先輩 (40歳 くらい)。 プライベート
のことも相談にのってくれる(原付の免
許、メガネを買うなど)、 親切にしてくれ
る。

就職後、会社の寮に入ったが「しばり」が多く感じ、アパートに引っ越した。 友人に相談し解決した。

自由になれた。今はすごく楽しい。(一人暮らしを始めて)就職に関して、知りたく
ない事を知ってしまった。大人は汚い。

周りの人に相談した。そして、色々な考
えを知り色々な事を学べた。

入社してすぐに適正検査を受けた結果、自分の所属希望ではない部署に行くこ
とになった。

同僚になった同郷の友人や上司にな
んでも相談するようにしてきた。また施
設の担当や保育士に話を聞いてもらう
こともあつた。

引つ越しは職員が手伝ってくれたので、心配なフ点はなかったが、新しい職場ヤコ1買

れるまで、大変だった。

正社員って、責任もあり、めんどくさいと思う。バイトの方が楽だった。それほど、
ひどく困つたことはないが、寝て忘れるようにした。あまり、考えない様にしたが、
精神安定剤のお酒の量はとても増えた。

職場で仲の良い人が辞めたり、職場の人材が安定しない事があった。
上司には自分の意見を言うようにして
きた。
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最初に就職したホテルで一緒に働い
ていた上司に相談したら別のホテルを
紹介してく れたので転職した。現在は
そのホテルで日給制で働いている。

まだ施設に妹と弟がいることもあり、規
のことでは施設から情報を教えてもらっ
たり相談しながら考えていく。住民票に
関しては委任状を書いてもらい、職員
が住民票の転出届の手続きをしてくれ
た。

れてい
ら話をし
結局そ

はほとんど行かない。
交際している彼氏 (大学生)と は高校時代の同級生で家族ぐるみでかわいがっ

豪Yttrぉ差ぁ径舞颯「

外の大学で下宿しているが、彼氏が居なくても彼の実

彼氏の家族 (母親や祖母)が 、家庭事
情も話をしてあるので本当に良くかわ
いがつてくれていて、いろいろ相談に
乗つてくれている。週に2度くらいは泊
まりに行くが歓迎してくれる。野菜など
をくれたりするので食費も余りかからな
いで助かる。

就職してからSESに は4回顔を出した。「立派になった」と褒められた。

母親のことは、祖父母にも相談したり、
施設に相談したりしている。
仕事のことは先輩にも相談している。

里親さんの所や施設に行っていろいろ
話を聞いてもらっている。里親さんは本
当によく面倒を見てくれるので時々泊
まりに行ったりしている。成人式のため
に着物を買つてくれるといっていた。

「
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困難は感じなかった。誰もいないからヒマだった。

友人や、会社で仲良くなった同僚に愚
痴を言ったりしながら今もやっている。
親にも施設にも相談しなければならな
いようなことは今までの所はない。

病気の時、世話してくれる人がいないことに心細さと困った。
一人の生活は楽しみもあつたし、ルールが無くなることは大きかった。自分の
ルールをどう決めるべきかを考えた。仕事は楽しみだつた。

会社の人達が送迎など色々助けてく
れた。倒れた時には施設の担当者ヘ

連絡して、すぐに来てくれた。施設から
アフターケアで来てくれることで相談な
どできて嬉しかつた。

初任給を貰った時は感動した。「こんなにもらえるのか ?Jっ て思った。先輩から
違法薬物を勧められた時に、人間関係を保ちながら断る事の難しさを感じた。

職員に電話で相談すると、すぐに対応
方法を細かく教えてくれた。バックアッ
プしてくれることを約束してくれたの
で、職場の上司に相談できた。

祖母がお金を貸してくれたり、色々と助
けてくれた。

困難と思わず、前向きに取り組むように
した。

困つたことは、食事、家事をどうするか。やり方が分からないではなくて、やる気が
ない。習慣になっていない。 特にない。相談もしない。

親がいないので、アパートなどの契約ができなかった。保証人が大変である。携
帯電話を持てない。

職場の上司に頭を下げて、お願いし
た。
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V口 退所後に、施設職員とどのような関わりがあるか

彦警整楼蓄訴鯛曝ど認講緒学夢鞘 ぅ雅囲を訪問して近況を伝え臥行事に参加したりと様々な
_―に答えてくれた人達は、基本的に施設や職員との関わり

が維持できている例である。しかし、既に住所がわからずアンケートの送付さえできなかった16名 、また送付したが戻つ
てこなかった17名 にとっては、施設がどういう存在であわたのかを考えさせられる。

事をしたり遊びに行ったりという話もでていた。このように
間外や自分の体日を使用したものであり、退所した人と

大きな支障となっている。また、職員が行
子どもの方は個人的な関わりとして期待

仕事に就いている時は宿泊にきていた。現在は電話での連絡がとれている。

連絡をとれるようにしている。

年に数回、施設に顔を出している。また、いろいろと面作Jを見てくれた職員とは電話でたまに話す。

専門学校の夏休みや冬休みには寮に帰省をした。お世話になった先生とはメールでやり取りをしている。

遊びに行くことは何度かあったが、電話やメールで相談することはあまりしなかった。

あまり顔を出さないが、何かあると連絡する職員はいる。

たまに懐かしくなって顔を出すことがある。知っている子たち(後輩)とサッカーや野球をしたりしている。

施設を訪れ、近況報告など、話をする。

施設に顔を出したり、メールをする。

ご飯を一緒に食べに行き、現在の状況報告や生活のアドバイスをしてもらった。

施設に行って話す。

時々施設を訪ねる。

節 目でのメール連絡。

たまに施設に行って話す。

退所後1年くらいは相談にいったが、その後はなし。理由は「来るなJと言われたから。

相談、顔を出すくらい。

行く機会もなく、関わりはほとんどなし。

特に相談も無いため関わりはほとんどない

時々施設に行く等して関わった。

現在も入所している兄弟のことと家族の事で何回か相談をした。今後も何かあれば相談したい。

連絡しようと思ったけど、なかなかできなかった。

メールのやりとり。電話、手紙のやりとり。ケーキなど送ったね。お某子の詰め合わせも。

施設には気が向いたら行くと言う感じ。
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何度か施設に遊びに行ったり、職員がホテルに泊まりに来てくれた。メールでのやりとりもしている。

たまに電話やメールで連絡を取り合っている。    1

-緒に食事に行ったり、アパエトと施設が近いのでいつでも行ける安心感がある。

メールや電話で連絡を取り合っている。

時々食事にも行くし、施設にも顔を出している。

担当だった職員とボーリングに行つたり、時々施設に遊びに行く。

連絡が取れる人と食事に行った。

いつでも相談できる関係。施設行事にも連絡をくれて招待してくれるので、参加しやすい。元担当者が一番相談しやす
い。

施設の行事などイベントがあれば参力日したいと思つている。何か困つた事があれば電話で相談したいと考えている。

メールと電話でやりとりしている。

月に1回程度施設に行き、職員と世間話をしたり、仕事の話をしたりしている。何かあれば気軽に相談に乗つてもらえる。

よく施設には遊びに行っている。子どもに玩具を買つてもらったりもする。

施設に遊びに行っている。後輩と遊んだり、職員と話したりしている。

施設に遊びに行つたときに、世間話程度に関わっている。
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VI.現在困つていることはあるか

ミイトではなく正社員になりたいが、中卒では難しい。

― ン。

きた。自分は関わらないようにしているが、姉は気にしてい
る(年上)。 引つ越し等の手続きがわからない(施設の
のいろいろな手続きとなると、あまり知らない。

したい。経済面で困っている。

体的には困つていない。

工場のラインの稼働体市Jが変わって、従業員も減ってしまった。自分のやりたい作業工程ではない部署での仕事になっ
ている。

摘 張鼎嬌系拾蚤
聰 結婚退職 。子どい できた駄 め しめ と酌 。自斜 印ま母励 治 かったか駄 母親の気持ち

会社の人達はとても良い人が多いので、特に困つていることはない。

今困つていることは、来年成人式を迎えるが着付けなどはどこに頼めばよいかとぃうことくらいで、他には特にない。

捨屑胃整鯛
貝叫な仕事でストレスがたまりやすい。貧血気味で頭痛もよく起こる。4日 に1回くらい頭痛栗を飲む (食生

性感染症にかかってしまった。           1
仕事が忙しい。1亡 しい時は朝3時から始まる。

貝ぞダ盲召ご整湯潔晶発副科張揚既博権糸鋼
震とかあつたとしてむ怖くなかったと思曳でも今は一
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三交代勤務の生活リズムが大変。

転職し、今はアルバイトであるため収入が少ない。そのため祖母から毎月2万 円ほど借りてしまっている。節約を考えてい
るが収入に不安がある。

仕事が忙しい。食事と睡眠が取れていない。    1
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「もっと勉強しておけば良かった」「進学しておけば良かつた」などの後悔、「施設に入所していたから進学できた」「自分
とは、職員に
う感想があり、
のかに大きく影

Ⅷ口今振り返って、入所中の生活をどのように受け止めているか

すごく楽しかった。みんな優しかった。ご飯もおいしかった。

入所していなかったら家での生活が普通の生活だと思っていた。

勉強しておけばよかったと後悔している。中学に戻つてやり直しをしたい

勉強しなかったのでしっかりやっておけばよかった。

厳しくてはやく寮を出たかつたけど、今考えると高校卒業までいればよかった。

専門学校に行けたのは寮に入っていたおかげだと思う。家にいたら高校に行けたかもわからない。

長かつた。ただそれだけ。

いろいろあったが、話を聞いてくれる先生がいてよかった。

日うるさいと感じることはたくさんあったが、自分たちのことを考えてくれていたと思う。

楽しかった。(戻れるなら、戻りたい)入所中はいろいろ不満もあつたが、今考えれば、贅沢をしていたと思う。

長かった。

決まりが多すぎると思っていた。入所中は仕方がないと思っていたが、今は「集団生活だつたから、決まりが多いのは当
たり前Jだと思う。

退屈だつた。

毎 日食事を三食、栄養も考えられて、きちんと用意されて恵まれていた。もっときつい生活をしている人もいるし…。ある
程度の生活習慣も身につけた。

職員の人たちは、自分のことを思って言ってくれていたのだと感じる。

我慢して高校だけでも出ておけばよかった。資格や免許を取つておけばよかった。

楽しかったが、もう入りたくない。

厳しかったけど、友だちと出会えたので良かった。

家庭内の暴力から逃げられて、高校にも行かせてもらえたので今があると思つている。

施設に入つて良かったと思う。

マイナスではなかった。

楽しいことが多かった。

マイナスのことばかり言われて心を閉ざした時期もあつたが 自分にとって成長の場だったと思える。
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門限のことなど不満もあったが、今の自分が居るのは施設で生活させてもらったおかげだと思っている。

自分にとつて、そこは「当たり前の場所」だつた。施設を出て行くこと自体想像がつかなかった。

察馨騨 予雀r楽室俗潮翁ぷ睡当&響塚豚琶ミ垂墓玲〔月ヌ班背荘託ら車ま昔逢麒 キ塩↑『
たことは申し

施設には感謝している。

楽しかった。サッカーをずっと続けていたから、部活推薦で今の会社に入社できたことも含めて、やっていて良かったと思
9。

良かったと思う。ここにいなかったら洗濯とかしなかった。

特にない。集団行動だったし口・・。

小遣いで我慢することを覚えたから、無駄遣いはしないと思っている。ルールがあったことはそれなりに良かった。

大人から注意を受けるのが妹だった。例え自分が悪いことをしたとして、そのことについての注意だとしても嫌だった。ま
た施設に戻つて生活してもいい。みんないるから安心できる。

掃除、洗濯等の生活習慣が身についた。健康面も良好であった。食事や招待行事についてありがたかったと思う。

ぐ―たらな生活をしていた。平和だつたような気がする。

-46-



し

つて子どもたちに寄り添い続けることが、いつの日か必ず伝

Ⅷ口施設に対する受け止め方は入所中とは変化しているか

入所して家庭での生活というものがわかった。お世話になった。

今は親しい人や、過去を話す必要があるなら、話せるようになった。施設にいたことを特に気にしていない。

勉強しておけばよかったと後悔している。中学に戻つてやり直しをL/たい。

厳しいところが多かったが、いろんな人がいて社会勉強になったと思う。

社会に出て、寮のことを外から見て変わったと思う。

社会人になって仕事が続かない時に、自分の性格や耳すところをなぜ厳しく言われていたかわかった気がする。

一人で生活するようになって社会に出てから変わった。

特に変化していない。

特に変わっていない。

前々から、「恵まれているな―」と、思っていることはあった。食事については、一人暮らしをしてから、より思うようになっ
た。

施設に居る間はものすごい制限されていて(ものすごい大きい壁に覆われているイメージ)、 施設を出たら急に全部が取
れたような感じで、社会に出れば何でも自由に過ごせると思っていたが、そうではなかったから。

同世代の友人がほとんど高校へ行っているから。再就職の際、資格が無くて困つたから。

働くことの厳しさを感じ、受け止め方が変わったように思う。

変わつていない。先生たちも大変だったと思つた。

変化した。特に自分が仕事をはじめて気付いたことがたくさんあった。

入所中は、いろいろ縛られていやだったが、退所してからは、いろいろ教えてもらったりしたし、まあ学園にいたことも多少
役に立ったかなと思う。きっかけは、特にはない。

普段の生活でもつと自分たちができる事があったのではないかと思う。たとえば、食事の手伝いや掃除など、自分が一人
暮らしを始めて普段自分がやるような事(家の事をやる)感覚。

施設生活では上下関係があったり、反面教師となる先輩もいた。しかし、そうした環境の中で、良い意味でも悪い意味で
もしたたかさも身につけたと″8う。

施設に入所していたときは不満もあったが、今思うといるいろ教えてもらえた。本当に楽しかった。

社会に出て、いろいろ苦労を知ることで気づくことがある。
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施設に入所中よりも、より現実的に感じる事が多い。お今の管理などを施設でちゃんとやってくれたことで、今の生活を保

変化した。やはリー人でいると,い細い。支えてくれる人がいると安心する。

た余導者と寄た茎を喜忘危書ド査
切だしありがたかった1思うよ〕こなった。招待行事も自分では行くお金もないし、ありが

何によって変化したかはわからない。
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区.その他

施設への注文、後輩へのメッセージなどが意見として多く上がってぃた。中には「その場所に自分が確かに存在してい
たことを記憶にとどめて欲しい」というような心に浸みる貴重なことばがあつた。

員の対応についていけないこともあった。(ペナルティが厳

いとわかることも多い。施設のルールは多いような気がする。

隣 藩似武
の携帯電話を持てなかったり、部活にもお金がかかっていたので、施設にいるときの高校生への支援を

不満はあると思うが、楽しむことが一番。進路についても納得するまで考えた方が良い。社会に出てから困らないように、
ルールはルールでしっかり守るようにした方が良い。

小遣いはなるべく貯金しておいた方がよい。保証人になったり、お金を絶対貸したりしない方が良い。

是ぞ釈畳7さ機翼贔胡 軽佑機 路捕ず
して高校だけは出た方が良い。中卒だけは絶対に避け

がんばって高校だけは卒業した方がいい。職員のいうことを聞くように 1

仕事は土木はやめた方がいいよ。やりたい仕事に就いた方がいいよ。(前 向き)

お小遣いが少なく、高校生の時は大変だった。

X払築 思苔Rそ晨撤
卜
幌

。考えを否定する前に可能性を与えて欲い 、ある職員から
よ」と言われたことは今でも納得がいかない思いとして残って

いる。

一人ひとりの気持ちをもつとよく聞いてあげてほしい。

どんな支援が必要か考えたことがない。あっても自分本解決出来た。

ま総塩導鯉 各ほ客薇蛭ダを満製唇格描蹴 子堪淵亀後や奄留坑鵠 どら急、江
子どもたちに

退所後も継続して支えてくれることで安心できれば良い。卒園生が施設内で自由に行動できないことは寂しい。

現在入所している児 事が
たくさんあるので、今 するこ
とも難しいことであり、

と、孫のように可愛がってくれる。とても嬉しい。私のことも「娘」とも紹介してくれるが「おと
なヽい。本当の親ではないから。どんな親でも親戚でも会わせて欲しいし、居場所がわか
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≪インタビューの内容≫

～聴き取りの具体的項な項目～

1・ 【基本事項】
2.

①年齢 :   歳
②性別 :( 男 ・ 女 )
③退所年月 :平成   年   月
④在所期間 :   年   ヶ月
⑤最終学歴 :

⑥現在の居住地 :

3.【入所前】
①入所前に感じていたこと

・家庭や家族について
,⌒      ・施設入所にあたって不安だったこと など

4. 【入所中】
①入所してから感じたこと

。施設内での生活やルールについて
・学習、施設外での生活について
・印象に残る出来事
・家庭や家族について など

②退所するにあたって、どのような不安・困難を感じていましたか。

5.【退所後～現在】
①これまでに経験した節目ごとにどのようなことを感じましたか。

(退所した後に感じたこと、考えたこと、困つたことなど)

(例 )生活全般 (一人暮らし)、 進学、就職 (人間関係や仕事内容など)

転職、引つ越し、恋愛、結婚、育児 など

⌒、   ②上記のような節目で困難を感 じた時に、どのように対応しましたか。
・どのような困難を感じたことがありましたか。
・困難に対応するために誰のどのようなケアを求めましたか。

(誰に相談したか、どのような支援を得たか、など)

③退所後に、施設職員とどのような関わりをしてきましたか。

6. 【現在】
①現在、困つていることはありますか。

②今振り返って、入所中の生活をどのように受け止めていますか。

③上
司懇予紫七雪Z祭t参所雪雪表1手去筈戸

から変化しましたか。

7=【その他】             |
(例)どんな支援があると良かったですか。
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