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１．はじめに

　　 “ふと，Ａは窓際に立ってじっと外を眺める。「学
校…この地球上でいらないのは，学校」。向か
いの校舎が見える。午前中の授業中の校庭。誰
もいない。〈いらない…じゃあ，地球上でいるも
のって？〉「木」即座に答える。〈それに水がい
るから川やね（一緒に眺めている窓からゆった
り流れる川が見える）〉「うん」「それから息をし
なくちゃならないから，空気」「植物が育つため
に，太陽」「あと，稲と大豆さえあれば生きてい
ける」「でも，地球は本当は動物たちのものだっ

たんだ。人間はいらんものだもん」「いらんもの
はもっと他にもあるよ。核爆弾とか」。真剣な眼
差し。〈そうだね，核爆弾とか，いらんね〉「で
も，戦争になって全部なくなってしまえばいい
かもしれん」〈全部？〉「そう」〈そうしたらＡ君
は？〉「僕もいらんもんだもん」〈Ａ君，いらんも
んじゃないよ〉「いらんよ。どうしているの？」〈Ａ
君はＡ君だから。Ａ君はいなきゃ。Ａ君がいな
くなったら先生悲しいよ〉「人間はなんで生きる
の？」〈生まれてきたからかな。生まれてきたら，
一生懸命生きるんだよ〉「じゃあどうして自殺す
る人がいるの」〈どうしてかな。生きていけないっ
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て思うほど，辛いときが人にはあるからかな…。
自殺したくても生きていかなきゃ。先生は生ま
れてきたら，生きていかなきゃって思うよ。人
も木も動物も〉”（白澤，2013）。

　これは小学３年生の被虐待児のＡ君と心理臨床家
のプレイセラピーの一場面である。「　」がＡ君の
発言，〈　〉が心理臨床家の発言である。松本（2016）
は，“誰かれかまわずに自殺念慮を告白するわけで
はなく，「この人ならば理解してくれるかもしれない」
という相手を選んで告白している”とし，死や自殺の
“訴えを軽視しないで真剣に向き合い，共感と支持，
思いやり，そして支援を約束する姿勢が伝わるべき
だ”と指摘している。冒頭の心理臨床家はＡ君に選
ばれたのである。Ａ君の訴え・問いに対する心理臨
床家の言葉は素朴で決して高尚ではないが，誠実で
思いやりがあり真剣に向き合っている。
　心理臨床家や福祉士や精神科医等の専門家（以
後，専門家とする）はもっと幼い子どもであっても
死や自殺にまつわる言動を取ることが多いと知って
いる。例えば，幼い子どものプレイセラピーや箱庭
療法を実践する中で，子どもによる象徴的な自殺と
再生の反復を目の当たりにすることが実に多いのだ。
しかし，幼稚園や小学校で「死ね」や「死ぬ」とい
う言葉遣いを覚えた子どもに頭を抱える親や教師も
多い。日常的に子ども・若者と接している親や教師
であっても，彼らの死・自殺にまつわる言動にいざ
向き合うと，対応に苦慮することは多い。
　本稿の目的は，子ども・若者の自殺のゲートキー
パーである親や教師等による対応法を明らかにする
ことである。そこで、まず自殺の状況を概観し，続
いてコミュニティ心理学の鍵概念である予防，危機
介入，コンサルテーションについて解説する。

２．自殺の状況

　“日本は常に自殺率世界上位10位以内にとど
まっており，まぎれもなく自殺大国である”（鈴江，
2016）。警察庁（2020）によると，2020年の自殺者

数は21,081人となり，対前年比912人（約4.5％）増
となった。“自殺未遂は女性に多く，既遂が男性に
多い傾向は全ての年代に当てはまる”（内田，2010）。
また，“自殺未遂経験者は少なく見積もっても既遂者
数の10倍は存在すると推測される”（高橋，2016）。
　児童生徒の自殺については，2017年に250名とな
り過去30年で最多となったが，2020年には479名と
なり不名誉な最多記録を更新した。内訳は，男子が
269名，女子が210名で，高校生が329名と最も多く，
中学生が136名，小学生が14名であった（文部科学
省，2021）。また，文部科学省（2021）によると児童
生徒の自殺の原因は不明なものも多いが，特定でき
たものは，学業や進路等に関する学校要因，不和や
しつけ・叱責等に関する家庭要因，身体および精神
疾患等に関する健康要因，不和やいじめや失恋等に
関する対人関係要因等と多岐に亘る。高橋（2016）
は子ども・若者の自殺について，“個人要因（未治
療の精神疾患等），学校要因（いじめ，不適切な指
導等），家庭要因（貧困・虐待等）”が“長い期間を
通じて，互いに複雑に関連しあって，自殺が生じる
下地ができあがっている”としている。
　World Health Organization（以下，WHOとする）

（2019）よると，世界的にも15歳から29歳までの子
ども・若者の自殺者数は多く，自殺は子ども・若者
の死因の第２位である。また，厚生労働省（2021）
によると，15歳から34歳までの子ども・若者の死因
について，主要先進国（Ｇ７）の中で日本だけ第１
位が自殺である。専門家の間の「子ども・若者は自
殺をしやすい」という通説が見当違いではないこと
が分かる。

３．予防・危機介入とコンサルテーション

　文部科学省（2009）は自殺予防の３段階を“予防
活動，危機対応，事後対応”に分けている。尚，疾
病に対するメディカルモデルでは，一次予防，二次
予防，三次予防という用語があるが，高橋（2014）
は“自殺の背景にはしばしば精神障害が存在してい
るものの，自殺そのものを疾病ととらえることができ
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ないため，自殺予防では，別の用語で３段階を表す。
基本的な考え方は大きく異なるものではない”とし，
“プリベンション，インターベンション，ポストベン
ション”を用いている。末木（2020）もまたこの３段
階を提唱している。そして，これは文部科学省（2009）
の３段階とほぼ同義である。
　自殺の早期発見・早期介入をするプリベンション，
危機介入をするインターベンション，事後介入をす
るポストベンションがあるが，自殺は一瞬で決行さ
れてしまうためインターベンションが難しい。プリベ
ンションとインターベンションをあわせて二次予防，
ポストベンションを三次予防と呼ぶ。そして，一次
予防には健康教育等が含まれるが，自殺予防として
の“人生観，問題解決能力，自己肯定感，よく生き
る力などはまさに幼いころの教育がすべてのカギを
握っている”（鈴江，2016）。
　近年，一次予防と二次予防を担うゲートキーパー
が注目されている。“ゲートキーパーとは，悩んでい
る人に気づき，声をかけ，話を聞いて，必要な支援
につなげ，見守る人のことである”（鈴江，2016）。また，
ゲートキーパーは“当該コミュニティ内の自殺ハイリ
スク者を早期に発見し，適切な支援を行うことで自
殺予防”を行うが，“ゲートキーパー活動の自殺予防
効果には一定のエビデンスがあり，そもそも効果の
検証に乏しい自殺対策の中では，稀有な存在”（末木，
2020）である。そして，学校コミュニティにおいては，
“子どもの自殺の危険を早期の段階で気づき，適切
に対処するという重要なゲートキーパーの役割を教
師が果たしている”（高橋，2014）。
　さて，自殺関連行動への介入が重要であるが，一
次予防，二次予防（プリベンション）を担うのがゲー
トキーパーである。また，残念ながら自殺既遂とな
ることもあるが，“既遂自殺や未遂自殺が１件起きる
と，その周辺の人々５～６人が深刻な心の傷を負う”

（高橋，2016）とされているため，遺された人たちへ
の三次予防（ポストベンション）も求められる。
　さて，自殺に至る心理のモデルとしては，シュナ
イドマンの自殺立方体モデル（当事者にとってのモ

デル）が有名である。しかしながら，子ども・若者
の自殺は“家族コミュニティ，学校コミュニティ，地
域コミュニティ”（高畠，2011）の内で生じる。そこ
で，本稿ではメディカルモデルよりもコミュニティモ
デルを重視し，コミュニティにおける支援者である
ゲートキーパーの役割について解説し，コミュニティ
心理学の鍵概念であるコンサルテーション，連携の
機能を明らかにするため，山本（2000）の危機介入
のモデル（支援者にとってのモデル）を採用する。
　また，“自殺の危険の背景にうつ病か統合失調症
といった精神疾患が潜んでいる場合もある”（高橋，
2016）が，山本（1986）は，“危機理論は健康な人，
半健康な人が時折り遭遇する危機状態の持つ意味を
明確にしてくれ，さらにそれに働きかけることの意
義をはっきり示している”としている。本稿ではそれ
を意図し，健康から半健康へ，半健康から病的へと
移行する子ども・若者の心理を解説する。危機介入
はコミュニティ心理学の鍵概念であり，社会資源と
なる人々が連携やコンサルテーション等の協働を図
ることを前提としている。
　危機介入のモデルでは，まず，普段の何気ない生
活の中で難問が生じる。多感な時期を生きる子ども・
若者は，そもそも難問が発生しやすい。しかも，ま
だ生きる上での経験が足りないために対処方法のレ
パートリーが少ない。そのため，難問が苦痛となり，
そこに追い込み要因が加わると苦痛が危機になり，
危険の道を歩む。危機から脱し成長する場合もある
が，自殺関連行動は圧倒的に危険の道を辿る。この
経過を図１に示す。
　さて，ゲートキーパーとして機能するためには，
ある程度の専門的知識が必要になる。そこで，学校
や地域に必ず存在する専門家に気軽に助言を求める
ことができる体制を築いておくとよい。このように専
門家（コンサルタント）が，教師や親等（コンサルティ）
に助言することをコンサルテーションと呼ぶ。コンサ
ルテーションは「専門家が専門家に助言をする」と
いう性質があるので，コンサルタントは，例えば「学
校の専門家としての教師（コンサルティ）」や「家族
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（わが子）の専門家としての親（コンサルティ）」等
と見なしてコンサルテーションを行い，コンサルティ
は各自の専門性を持って子ども・若者（クライエント）
に対応する。コンサルテーションにおける関係性と
機能を図２に示す。

４．架空事例

　子ども・若者の自殺関連行動の経過を，筆者の臨
床体験に基づいて創作された架空事例で紹介する。
尚，小学生，中学生，高校生で架空事例を区別して
いるが，各年代で生じやすい心理と行動を描いた。

　子ども・若者が健康な状態から半健康，そして深
刻な危機を引き起こし得る病的な状態に移行する様
子を描き，思春期に発症しやすい疾患として過敏性
腸症候群と統合失調症，また疾患ではないが思春期
の課題となるLGBTQを取り上げた。過敏性腸症候
群は“学校に行く前，試験のとき，シーンとした授業
中などに強い心理的緊張に陥り”，“強い精神的苦痛”
となる（島田・高野・松尾，1990）。統合失調症は“思
春期・青年期に発症し，自殺の原因となりうる重要
な疾患である”（澤原・北村・末光・青木，2015）。
LGBTQの子ども・若者は“自殺の危険性が高い集

図１　危機状況の発生のプロセスとその展開
（2000年の山本の図を元に筆者が作成）

図２　コンサルテーションの関係性と機能
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団”（WHO，2013）である。これらの特徴を架空事
例で描いた。

【小学５年生の架空事例】
　Ａさんは活発で社交的な性格である。Ａさんは友
人たちとふざけている時に，「Ｂちゃんって学校でも
平気でオナラするよね」と言ってしまった。暗い顔
をするＢさんを見てＡさんはすぐに「うそうそ，冗談，
ごめんね」と言って謝り，その場はおさまった。
　しかし，Ｂさんは日頃からＡさんの口の悪さを嫌
がっていた。ＢさんはSNSで同じクラスのグループ
に「Ａちゃんのほうこそ，いつもオナラしているよね」
等とＡさんに対する悪口をやり取りするようになり，
その内容は過激になっていった。Ａさんが男子とも
仲の良いことが気に入らないＢさんは，Ｃ君に「Ａ
さんがＣ君のことチビって言ってたよ」とＳＮＳで嘘
のメッセージを送った。Ｃ君は激しく怒り，Ａさんを
無視するようになった。ＡさんはＣ君に「私，何か
した？」と聞くと，Ｃ君は「お前こそ，ぜんぜん胸
がないよな。おとこおんな」と言うと，クラスで爆
笑が起き，囃し立てる声もあがった。Ａさんの擁護
者もいたが，Ａさんは黙り込んでしまった。
　そこに男性担任が現れると，「悪口を言い合って
いる」と何人かの児童が教えてくれた。授業後，担
任がＡさんと話をすると，Ａさんは「ダメだ，私，
皆に嫌われた」と言い出した。担任が「そんなこと
ないよ，Ａさんは悪くないって言っているお友達も
たくさんいたよ」と伝えるも，Ａさんはうなだれた。
　ある日，Ａさんは授業中にトイレに行きたくなった
が「皆に笑われる」と思い，我慢した。以後，ガス
が溜まって，ひどい腹痛が続いた。昼休みにそっと
保健室に行き，養護教諭にベッドで休ませてもらっ
た。養護教諭はＡさんに「医者にかかったほうが良
い。必ずご両親に伝えること」と約束を取り付けた。
　Ａさんから事情を聞いた両親は「オナラって病気
なのか？」と笑って取り合わなかった。しかし，Ａさ
んが頻繁に腹痛を訴えるため，ようやく母親がＡさ
んを小児科に受診させると，過敏性腸症候群と診断

され，整腸剤と抗うつ薬が処方された。母親から事
情を聞いた担任はＡさんに「授業中でもトイレに行
きなさい」と伝えたが，Ａさんは腹痛を我慢して授
業を受け続けた。また，クラスメートに薬を飲んで
いることを知られたくないので，学校での服薬を自
己判断で止めてしまった。
　心配する担任にＡさんは「大丈夫です」と言い張っ
た。その際，担任はＡさんの腕にリストカットのよう
な跡があることに気づいたが，それをＡさんには言
えずじまいだった。困った担任が養護教諭に相談を
すると，養護教諭は「実は私もリストカットを打ち
明けられました。でも，『誰にも言わないで…』と言
うので困ってしまい…」とのことであった。担任と
養護教諭がＡさんに「ご両親にちゃんと言おう」と
伝えると，Ａさんは「両親はもう知っている。母親
は『そんなんじゃ死なないよ』って言う。だから，
もう両親には相談しない。…リストカットをすると気
持ちが落ち着くから止めたくない…」と涙を流しな
がら語り，担任も養護教諭も何と言葉をかけたもの
か困ってしまった。
　その後，小児科医がＡさんのリストカットに気づ
き，院内の専門家がＡさんと母親のカウンセリング
を開始した。両親は「娘がそんなに苦しんでいたな
んて…」と状況を理解し，Ａさんは服薬の大切さを
知った。小児科の専門家がＡさんと両親の許可を得
て，担任と養護教諭に「クラス内にＡさんの味方が
いるということを示してあげてください。学級環境
を見直してください」と伝えた。早速，養護教諭が
小授業を実施して「過敏性腸症候群は誰もがなり
うる病気」と解説し，担任がクラスメートに関係性
の改善を働きかけると，Ａさんに寄り添う友人が増
えていった。徐々にＡさんはお腹の調子が良くなり，
本来の元気さが現れるようになっていった。Ａさん
が勇気を出してＢさんに謝ると，Ｂさんも「私もＡちゃ
んにひどいことをしてしまった。ごめんなさい」と
謝り，クラス全体で再びＡさんを受け容れる雰囲気
が生じた。
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【中学１年生の架空事例】
　Ａ君は幼稚園の頃に父親を亡くした。父親は浴室
で有毒ガスを発生させて自殺した。父親は務めてい
た企業の業績悪化によりリストラに遭い，以後，働
くことなく昼間から酒を飲んでは母親に暴力を振
るっていた。父親の死後，母親はうつ病で働けな
くなり，生活保護を受けていた。次第に活力を取り
戻した母親はパートとアルバイトをかけ持つように
なったが，家庭は貧窮したままであった。Ａ君は父
親の自殺については朧げにしか知らないが，母親へ
の暴力のことはよく覚えており，恐ろしかった父親
のいない生活にむしろ安心していた。
　中学校では女性担任を慕い，「先生，先生」と言っ
てまとわりついた。運動が活発な中学だが，お金の
ないＡ君は用具を貸し出してもらえる美術部に入り，
美術部の女性顧問を信頼していた。Ａ君はもともと
勉強が得意だったが，２年生の１学期の中間試験で
学年で３位となる優秀な成績をおさめた。担任が褒
めるとＡ君は嬉しそうに「僕はお母さんと二人暮ら
しだから，会話のネタがなくていつも困るんだよね。
でも，テストの話ができるよ。学年で３位だもん」
と誇らしげに答えた。
　それからしばらく経ち，美術部の顧問が担任に「Ａ
君が部活に出なくなりました。Ａ君は怒りっぽくなっ
ているようで，他の部員もＡ君を敬遠しています。
ある部員が『Ａ君のお母さんに赤ちゃんができて，
もうすぐ結婚するんだって』と教えてくれて，私も
気になっているのですが…」と相談した。この話を
聞き，担任はＡ君が休み時間等に独りで机に突っ伏
していることに気づいた。担任が「期末試験も頑張っ
てね」と声をかけると，Ａ君は不機嫌そうに「うる
さいなあ」と言い返した。具合が悪そうにしている
ので，何人かの教員が「保健室に行きなさい」と言
うと，Ａ君は「大丈夫です，よく眠れなかっただけ
なんで」と言って教室に留まった。そして，１学期
の期末試験の成績は急降下した。
　そのまま夏休みに入ったが，母親の交際相手が再
婚の前段階として同居することとなった。最初，Ａ

君は気を遣い家族団らんに加わっていたが，「勉強
する」と言って自室にひきこもるようになった。しか
し，実際には集中力が続かず，勉強に身が入ること
はなく，ただ焦りだけが生じた。
　夏休み中の登校日に欠席したので，担任が電話で
様子を確認するとＡ君は「『家から出ていけ。俺の
子どもじゃない。お前なんかいらない』と言われる
んです。そんな状態なので勉強ができません」等と
言った。心配になった担任が家庭訪問をしたが，Ａ
君は会うことを拒否した。母親は「いつもイライラ
しています。『ご飯に毒を入れて，僕を殺そうとして
いる』と言います」と言った。担任と母親で話し合
い，「思春期の反抗，母親の妊娠と再婚に対する抵抗」
と解釈し，様子を見ることとした。
　２学期の始業日に，Ａ君は「学校に行ってくる」
と告げて家を出たが，登校せず，ホームセンターで
洗剤とガムテープを買って，家に誰もいないことを
確認した。そして，浴室のドアにガムテープで目張
りをして洗剤を混ぜてみたがガスは発生せず，呆然
としているところを母親に発見された。Ａ君は精神
科病院に保護されて入院し，専門家による薬物療法
と心理療法そして家族への心理教育が行われた。半
年ほどで容態が落ち着き，専門家による学校側への
指導の下，Ａ君は学校に復帰した。

【高校２年生の架空事例】
　Ａ君は目立たない生徒だが，男性担任はＡ君を気
にかけていた。Ａ君が夏休み中に家出をしたからで
ある。両親がすぐに捜索願を出したが，幸い２日で
Ａ君は自ら帰宅し，「少し離れた町の図書館に行った。
公園で寝た。進路で悩んでいた。一人でゆっくり過
ごしたかった。もう大丈夫」等と言い張った。そこで，
担任が「継続して話をする時間を設けないか」と申
し出たところ，Ａ君は「そういうのはいいんで」と断っ
た。しかし，心配な担任は「俺と話がしにくいならば，
スクールカウンセラー（以下，ＳＣとする）の先生に
相談しなさい。これだけは譲れないぞ」と伝えたと
ころ，Ａ君は渋々ながら承諾した。担任はＳＣを信
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頼していた。Ａ君はＳＣとのカウンセリングで雑談
には応じるものの，悩みを訴えることはなかった。
　冬休み直前に，クラスでトラブルが生じた。Ａ君
を含めた男女のグループで「好きな有名人」が話題
になった。男子は皆が「女性の俳優や歌手」の名を
挙げていたが，スマートフォンを弄りながら聞いて
いるだけのＡ君に周囲が「お前は誰が好きか？」と
しつこく絡んだ。男子の一人が，なかなか答えない
Ａ君からスマートフォンを取り上げて勝手に操作し
たところ，男性の俳優の検索履歴を見つけて「マジ
かよ！ヤバい！」と周囲に見せつけると，何人かが「キ
モい！」と言って笑った。Ａ君をからかう生徒に対
して何人かの女子が「別にいいじゃない」と反論し
たところ，騒然となった。困ったＡ君が「さっきの
俳優は尊敬する人。好きなのは〇〇（女性の歌手）」
と言うと，その場はおさまった。担任はこのトラブル
を別の生徒から知り，ＳＣにその出来事を話したが，
Ａ君自らがそれをＳＣに語ることはなかった。
　冬休み中に，「Ａはホモ確定！男子の皆さん要注
意！」と落書きされたＡ君の顔写真がＳＮＳで拡散
し，Ａ君もそれを知ることとなった。しかし，Ａ君は
誰にも相談することができず，また家出をした。Ａ
君は普段から閲覧していたインターネットの自殺サ
イトに「今夜，泊めてもらえませんか」と投稿した
ところ，男子高校生と称する人物が「家族が旅行中
だから，家に泊まりに来なよ。相談に乗るよ」と連
絡を寄こしてきた。待ち合わせの場所に出向くと，
そこには到底高校生には見えない年上の男性がお
り，Ａ君に声をかけてきた。怖くなったＡ君は逃げ
出した。
　傷ついて帰宅したＡ君を両親が問い詰めると，Ａ
君は泣きながら「僕はゲイなんだ。それが友達にバ
レた。生きていけない。死にたい」と打ち明けた。
両親もどう受け止めてよいか分からずに「ゲイなん
て一時的な思い込みだ。じきに治る。命を粗末にす
るな。いいか，二度と自殺なんて考えるんじゃないぞ。
約束だからな」等と伝えると，Ａ君は黙って部屋に
ひきこもってしまった。

　３学期になったが，Ａ君は登校せずにベッドに伏
して泣いて過ごした。見かねた両親がＡ君を車に乗
せて学校まで送り，担任と話し合った上でＳＣのカ
ウンセリングを受けさせた。Ａ君はＳＣに「どうせ
僕のことを気持ち悪いと思っているんでしょう？」と
訴えた。少しやり取りをした後に，ＳＣが「自殺を
考えているの？」と尋ねると「…はい…」と答え，さ
らに「どうやって死のうと考えているの？」と尋ねる
と，即座に「飛び降りて死ぬ。一瞬で終わる。俳優
の〇〇さんもそうしたってニュースを聞いた」と答
えた。ＳＣが「Ａ君の気持ちをもっと教えてもらい
たい。またカウンセリングでお話ししましょう」と説
得をすると，Ａ君は「死ぬと打ち明けたら少し気が
楽になりました。どうせ死ぬけど…また来ます」と
答えた。その後，授業には出ないがカウンセリング
には来るようなり，「今度はリストカットにチャレン
ジします」，「（ＳＣの）先生の電話番号を教えてくだ
さい。死にたくなったら電話します」，「今すぐ僕を
助けてください」等と言って，ＳＣを困らせた。
　カウンセリングを続けるようになったＡ君に担任
が「授業に出てみなさい。お前が思っているほど，
皆は気にしていないぞ」と伝えると，Ａ君は案外に
素直に応じ，カウンセリング後の昼休みに教室に現
れた。クラスの男子が「家出して男に会いに行った
んだろ」と大声を出すと，Ａ君は静かにベランダに
向かい，手すりを乗り越えようとした。クラスで悲鳴
があがり，駆け付けた担任と数名の生徒がＡ君を取
り押さえて事なきを得た。
　Ａ君は高校を退学し，地域の専門家のもとに通う
ようになった。担任は自殺未遂で動揺する生徒を収
める対応に追われ，不安の高い生徒にはＳＣが個別
にカウンセリングを行った。

５．考　察

　架空事例を危機介入やコンサルテーションの概念
を示しながら解説・考察する。尚，それらの概念は

〈　〉というように括弧と下線で示して布置した。
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【小学５年生の架空事例の解説と考察】
　大人は「内向的な子ども・若者が自殺する」と考
えたちだが，実際には活発で外交的であっても自殺
する。さて，Ａさんはクラスで「いじり」とも取れる
下ネタを披露したが，取り繕うも間に合わず、友人
関係が悪化した〈難問発生状況〉。
　SNSでＡさんの悪口が拡散したが，コミュニケー
ションの力が未成熟な子ども・若者にとっては「文
字のみのやり取り」は危険である。Ａさんもクラス
の雰囲気から自分が陰口を言われていることに気づ
いたであろう〈苦痛〉。さて，Ｂさんは実に巧妙にＡ
さんとＣ君の関係を悪化させた〈苦痛〉。一概には
言えないが，女性は抽象的で関係性にもとづく攻撃
を行い，男性は具体的で暴力的な攻撃をすることが
多い。クラスで笑われたＡさんは「ダメだ，私，皆
に嫌われた」と言い出したが〈万策尽きる〉，子ど
も・若者は「全か無か」の思考に陥りやすく，“年少
の子どもでは，直前の出来事に短絡的に反応して，
突発的な自殺が生じることも時に起り得る”（高橋，
2016）。
　Ａさんは過敏性腸症候群になった〈難問発生状
況〉。過敏性腸症候群は身体疾患で主に胃腸薬が処
方されるが，ストレスで悪化するため，精神に作用
する抗うつ薬等が併せて処方される場合も多い（日
本消化器病学会，2020）。Ａさんの両親はオナラを
軽視して笑ったが〈追い込み要因〉，子ども・若者に
とって「排便」や「オナラ」はいじめの契機になる
ほど深刻なものである。“排便やトイレ利用に対する
理解を促す指導や排便についての保健教育を行い，
学校でトイレに行きやすくする取り組みが望ましい。

「学校でのトイレ利用に羞恥心をもたなくてよい」と
いう認識を患者だけでなくすべての生徒に浸透させ
ることが大切”（藤井・岡田・重安・塚原，2021）で
あり，こうした健康教育も必要である。また，子ども・
若者は服薬を他者に知られることを嫌がる傾向があ
り，医師の指示に従わないことがあるが，小児科の
専門家〈コンサルタント〉からこれらについて親や
教師〈コンサルティ〉は学ぶべきであろう〈コンサ

ルテーション〉。
　Ａさんはリストカットを始めたが〈苦痛〉，自傷行
為は自殺関連行動の一つであり，自殺のリスクを高
める。初期の自傷行為はSOSのサインである場合が
多いが，常態化すると無痛・鎮静の意味を持つよう
になり、重篤化する〈危機〉。
　自殺関連行動を「誰にも言わないで」と言う子ども・
若者は多いが，「誰にも知られたくないが，皆に分かっ
てもらいたい」という両価的な心理が背景にある。
そのため，教師は後者の「分かってもらいたい」と
いう心理を受け止め，両親に話すようＡさんを説得
する必要がある。但し，自殺関連行動に関しては守
秘義務を超えるため，Ａさんの同意がなくとも両親
に伝えることもあり得る。尚，Ａさんの母親は「リス
トカットでは死なない」と言ったが〈追い込み要因〉，
複雑な事態に対応しきれないがゆえの否認が働いて
いる。しかし，松本（2016）は“「『死ぬ，死ぬ』と
言う奴に限って死なない」という通説は迷信以外の
何ものでもない”と断言している。
　小児科の専門家〈コンサルタント〉は，両親〈コ
ンサルティ〉に自傷行為は自殺に繋がる危険な行動
であることを説明し，家庭での刃物の管理を両親が
行う等の対応法を教えた〈コンサルテーション〉。さ
らに養護教諭〈コンサルティ〉に過敏性腸症候群に
対する健康教育を実施させ，担任〈コンサルティ〉
に学級環境を改善させた〈コンサルテーション〉。

【中学１年生の架空事例の解説と考察】
　家族間で自殺が伝播することはあり得る。“自殺
の危険の高い子どもの背後には自殺の危険の高い親
がいる”（高橋，2016）。つまり，Ａ君の母親もまた
自殺のリスクが高い。
　Ａ君の自殺未遂の家庭要因は父親の自殺，家庭の
貧困，母親の妊娠と再婚等である。“自殺に繋がる
暗い道のりは，幼子のときから始まっている”（鈴江，
2016）。家族のメンバーの増減はストレスになるが〈難
問発生状況〉，Ａ君は母親の妊娠と再婚を知り〈苦
痛〉，母親の交際相手と同居した〈追い込み要因〉。
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複雑な家庭環境にある子ども・若者にとって，学校
の長期休暇は家庭での苦しい時間が増えることを意
味する。
　さて，Ａ君は女性担任と美術部の女性顧問を慕っ
ているが，子ども・若者の大人の女性への思いは幼
少期に形成された愛着のスタイルや母子関係が反映
されることがある。両親の不和や母親のうつ病があっ
たので，それがＡ君と母親の関係に何かしらの影響
を与えているはずである。Ａ君の「母親との会話に
生かせる」との発言は，思春期の男子にしては幼い
かもしれない。
　Ａ君は試験の優秀な成績を誇らしく感じたが，そ
れは翻って次の試験へのプレッシャーとなる〈苦痛〉。
そうは見えなくとも，教師や親の想像以上に，子ども・
若者は成績を気にする。
　Ａ君の変化を友人が美術部顧問に伝えている。他
者が評価する心理や行動の変化は客観性のある情
報となる。また，Ａ君は家庭のことを美術部の友人
に相談したが，大人に繋がることはなかった〈万策
尽きる〉。
　Ａ君自身も「夜に眠れない」と訴えているが〈苦痛〉，
うつ状態になると睡眠の問題が生じる。あるいは思
春期の第二次性徴と共に現れやすい起立性調節障
害で眠気が出る可能性もある。起立性調節障害は身
体疾患だが，ストレスにより悪化する。疾患の場合は，
医療機関にかかることが原則である。
　Ａ君の期末試験の成績は低迷し〈追い込み要因〉，
夏休みに挽回しようとするも焦りばかりが生じた〈苦
痛〉。あるいは，精神疾患のせいで学業不振になる
場合もあるのだが，“精神疾患の存在に気づかれず，
治療も受けられないままに，自殺が生じかねない”（高
橋，2016）。担任と母親はＡ君の支離滅裂な言動を「思
春期の心理」等と解釈したが，決して的外れではな
い。しかし，統合失調症者やそうしたパーソナリティ
傾向のある者に解釈をすると不安を喚起させること
もある。なまじ的外れでないだけに「心を見抜かれた」
等と被害的に受け止めることがある〈苦痛〉。
　他方，専門家は，殊に中学生・高校生の男子は好

発年齢のため，学業不振に対して統合失調症の発症
を疑う。思春期の発症は，Ａ君のように不眠や気分
の変調の後に，唐突に妄想等の派手な陽性症状が現
れ，急性期に入る場合が多い。Ａ君は幻聴が生じた
が〈苦痛〉，幻聴の「死ね」という命令により自殺す
る場合もある。Ａ君は自殺企図をしたが〈危機〉，統
合失調症は思考の障害のため，考えがまとまらずに
有毒ガスが発生しなかったことは不幸中の幸いであ
る。尚，自殺した家族と同じ自殺の手段を選ぶこと
は，皮肉なことだが生じ得る。また，Ａ君は２学期
の始業式の日に自殺企図をしたが，これは偶然では
ない。内閣府（2016）は，“18歳以下の自殺者にお
いて，過去約40年間の日別自殺者数をみると，夏休
み明けの９月１日に最も自殺者数が多くなっている”
としており，長期休業明けに注意をしなければなら
ない。
　さて，Ａ君は自殺未遂後に〈危険〉，親の同意に
より精神科病院に医療保護入院となり，相応の治療
を受けた。さらに，専門家〈コンサルタント〉が担
任をはじめとする関係者〈コンサルティ〉に，Ａ君
の学校復帰に関する指導をした〈コンサルテーショ
ン〉。思春期の精神疾患において，“「学校という健
康な場に置く」ことを優先し”，“どのように配慮し
折合いをつけたら当人が最も健康的かつ生産的に過
ごしていけるかという視点”（澤原・北村・末光・青
木，2015）が重要である。

【高校２年生の架空事例の解説と考察】
　子ども・若者の家出は事故や事件に巻き込まれる
場合があるため，非常に危険である。担任〈コンサ
ルティ〉はその危険を感じて話し合いの場を設けよ
うとしたが，Ａ君に断られ，それでも交渉してＳＣ〈コ
ンサルタント〉に繋げたことは適切である。
　LGBTQの子ども・若者は一般的には自分の性的
指向を隠そうとするが，それは多大な負担となる〈難
問発生状況〉。また，思春期特有の空気感を持つ会
話に入り込むことができず，疎外感・孤独感を抱き〈苦
痛〉，自殺のリスクが高まる。Aranmolate，Bogan，
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Hoard & Mawson（2017）は“LGBTQの若者は人
との関わりにおいて差別や孤独に直面しており”，
“LGBTQの若者の帰属意識を育むことでうつ病や自
殺傾向を防ぐことができる”としている。
　また，性的指向に限らず，本人が誰にも知られた
くないことを他者が勝手に暴露することは決して許
されることではない。しかも，Ａ君は侮辱的な言葉
と共に顔写真をＳＮＳで勝手に拡散された〈難問発
生状況〉。これを「アウティング」と呼ぶ。2015年に「一
橋大学大学院生自殺事件」が起き，アウティングに
ついて社会的に大きく取り上げられることとなった。
一度拡散された情報は繰り返しコピーされて削除不
能となり，インターネット上にデジタルタトゥーとし
て残り続ける。それはＡ君の心の傷も残り続けるこ
とを意味する〈苦痛〉。Ａ君のような（小学生のＡさ
んも同様である），所謂「ネットいじめ」の被害者は，
“相談行動を自ら抑制してしまう傾向が高い”と言え，
被害者は“加害者が特定できず，周囲の誰もが信用
できないと考える「孤立性」，いじめからの逃げ場が
どこにもないと考える「不可避性」，被害がどこまで
も波及することを危惧する「波及性」”という脅威
を認知する（藤・吉田，2014）ため，非常に苦しむ
ことになる。こうした犯罪行為を予防するためには，
教師および専門家が，ICTに関する教育や性的マイ
ノリティに関する心理教育を日頃から実践する必要
がある。
　Ａ君は家庭にも学校にも居場所を見出せず〈苦
痛〉，家出した〈危機〉。そして，所謂「自殺サイト」
に居場所を求めたが，見知らぬ大人に騙された〈追
い込み要因〉。インターネットを通じて見知らぬ大人
と出会うことは男女を問わず非常に危険である。そ
れにもかかわらず，子ども・若者がSNSを含む自殺
サイトに接する機会が増えている。自殺サイトとは，
“主に自殺や自殺方法をテーマとした情報提供を行
う，あるいはこうしたことに興味を持つ利用者間の
コミュニケーションを可能とするWebサイトを指す”

（末木，2011）。尚，「自殺サイト」に類似するものと
して「自傷サイト」も存在するが，それは“自らの自

傷行為について日記やウェブログを書いたり，設置
された掲示板で交流したりしているサイト”（砂谷・
松本，2011）である。
　心中相手や自殺方法の検索等の破壊的動機付け
を持つ子ども・若者が危険に晒される例として，自
殺念慮を抱く15歳から26歳までの子ども・若者を
狙った2017年の「座間市９人殺害事件」が挙げら
れる。他方，悩みを打ち明けたり相談したりすると
いう援助要請を中心とした建設的動機付けで自殺サ
イトを利用する子ども・若者も存在するため，インター
ネットの使用の制限をすれば済むとは一概には言え
ない。
　さて，Ａ君は両親から誤解にもとづく説教を受け
たが〈苦痛〉，“たとえ自殺の是非について長時間に
わたって議論し，最終的に患者を論破したとしても，
患者は決して「気持ちを受け止めてもらった」とい
う感覚を抱かない”（松本，2016）。説教や正論は子
ども・若者を傷つける場合も多い。また，両親はＡ
君に「死なない約束」をしたが，それは“弊害が大
きい”（伊藤，2016）という意見や，その“有効性を
証明した研究は存在せず”，単に大人の“不安を軽減
する以上の効果はない”（松本，2016）との意見もある。
原則は大人が子ども・若者の苦しみをしっかり聴く
ことである。
　担任がＡ君とＳＣとの繋がりを重視したことは適
切である。「死にたい」と「生きたい」の両価的な
心理に苦しむＡ君には相談相手が必要である。「死
にたい」に同意せず，「死にたいという考えに至る気
持ち」に共感しつつ，ＳＣが躊躇なく自殺と自殺の
手段についての質問をしたことも適切である。松本

（2016）は，“自殺念慮に気づくには質問するしかない”
と指摘している。そして，Ａ君は「飛び降り」とい
う衝動的な自殺の手段を答えており，何かのはずみ
ですぐに自殺する危険がある。家出の理由も「飛び
降り場所探し」ということも推測できる。このような
場合は学外の精神医療の専門家に速やかに繋げる必
要がある。Ａ君は自殺した俳優と同じ自殺の手段を
取ると即答しているが，病的な同一視が生じている。
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子ども・若者は報道，音楽，映画，漫画，小説等の
影響を受けやすい。
　さて，Ａ君はＳＣを困らせるような言動を取るよう
になった。自傷行為や自殺の予告は“ややもすると
操作的・演技的な行動と見なされがちであるが，実
証的研究はむしろこうした見解を否定している”（砂
本・松本，2011）。Ａ君に悪意がないとしても，これ
に対応することは非常に難しい。なぜなら，ＳＣが
Ａ君を大切にするほどＡ君に疾病利得が生じ，今度
は本当に操作的・演技的そして挑戦的な言動を取る
可能性があるし，また，Ａ君の言動に振り回される
ＳＣに逆転移が生じ，陰性感情が生じる可能性があ
るからである。しかも，Ａ君がＳＣの陰性感情に気
づくと，今度は見捨てられ不安からしがみつきや攻
撃等のより激しい行動化をする可能性もある。これ
らを治療場面の最中で気づくことが難しいため，Ｓ
Ｃ〈コンサルティ〉はより経験を積んだ専門家〈コ
ンサルタント〉に助言を仰ぐ必要がある〈コンサル
テーション〉。尚，スーパーヴィジョンは教育という
側面が強すぎて，即時的に対応方法が教授されるこ
とが少ないため，自殺という緊急対応が必要な事例
の場合にはコンサルテーションが有効である。
　さて，担任〈コンサルティ〉がＡ君に教室復帰を
促したのは時期尚早であった。担任の立場としては
生徒の教室復帰を願うことは当然であるが，ＳＣ〈コ
ンサルタント〉からＡ君が安心して過ごせる教室環
境にするための助言を得る必要があった〈コンサル
テーション〉。教室に戻ったＡ君にクラスメートがま
たも心無い言葉を浴びせたが〈追い込み要因〉，Ａ
君は飛び降りという自殺企図〈危機〉にあたり静か
であった。“皮肉なことに，自殺を決意した者のなか
には，「この耐えがたい苦痛もあと少しで終わりだ」
という意識から精神的に余裕が生じ，不思議と穏や
かさや落ち着きを示す者もいる”（松本，2016）。Ａ
君もその一人であろう。幸いにも命に別状はなかっ
たものの，Ａ君の予後は非常に悪いと予想される〈危
険〉。大学進学を待てば，多様性を目の当たりにした
り，LGBTQの仲間ができたかもしれない。しかし，

高校を退学してしまうと学業が成し遂げられず，進
路も狭まり，ＳＣからのサービスが提供されなくなっ
てしまう。退学後，地域の新たな専門家を信頼する
には時間もかかることであろうが，それでも“教育機
関や職場・企業とかかわりをもたない若年者には地
域のかかわりしか支援の方法はない”（澤原・北村・
末光・青木，2015）。Ａ君にとっては苦しい道のりか
もしれないが，それでも，生きてこそ希望は得られる。
　尚，自殺未遂であっても自殺既遂であっても，周
囲の誰もが動揺する。教職員自身も動揺しながら，
生徒のみならず保護者に対応し，さらにはメディア
への対応も求められるかもしれない。学校としてＡ
君へのいじめを調査して加害者に相応の処分をし，
警察に相談する必要も生じ得る。子ども・若者は何
が起きたのか知りたい，質問したい，説明して欲し
い等と思うので，それらにも答えなければならない。
学内が疲弊した場合は，外部の専門家〈コンサルタ
ント〉を招いて，ＳＣと管理職を含めた教職員〈コ
ンサルティ〉が助言を得ながら各種対応をすること

〈コンサルテーション〉も検討しなければならない。

７．おわりに

　子ども時代・若者時代は，「人生の花の盛り（The 
flower of life）」である。この年代において，笑い
合ったり，夢を語り合ったり，学業やスポーツ等で
競い合ったり，趣味に没頭したり等という体験は後
の人生にとって非常に有益である。それでは，陽向
で花を咲かせている子ども・若者は「死を想うこと

（Memento Mori）」はないのであろうか。そんなこ
とはない。本稿の冒頭で紹介したように，どの子ども・
若者であっても「死とは何か」や「なぜ生きるのか」，
つまり「自分はどこから来たのか。何者なのか。ど
こへ行くのか」と想うのだ。生きている誰もが死を
想うのである。生きるということはそうした性質を持
つ。
　フランスの画家のGauguin，P.は大作『我々はど
こから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くの
か』（1897年‐1898年）を描いた後に自殺未遂をし
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ている。限りなく死に近づいたGauguinは果たして
その絵に「幼子，大人，老女」を登場させた。人の
生涯にわたって死がつきまとうことを喩えたのだろ
う。
　それでは，自殺をする子ども・若者とそうでない
者の違いは何か。それは孤独である。自殺をする子
ども・若者は孤独である。人はコミュニティの内に
生きるので，孤独になった時に死の陰が濃くなる。「死
にたい」が生まれるのは個人の心の内ではなく，コ
ミュニティの内である。コミュニティの所属感を失い，
心理的に退却した時に，「死にたい」は「死ぬ」に
変わる。本稿で紹介したそれぞれの架空事例も孤独
に苦しんだが，それでも人はコミュニティの内でし
か生きられない。そのため自殺関連行動を取る子ど
も・若者は「友人に打ち明け，信頼できる大人と繋
がり，関係性を築く」ことが必要となる。
　死を想うことは生きることの本質なので，子ども・
若者から死を取り除くことはそもそもできない。だ
からこそ，大人は子ども・若者が「生きててよかっ
た」と想う手助けをするのである。俯いて陰しか見
つめぬ子ども・若者に，顔を上げさせて陽の光を見
せるのである。例えば，日本を代表するアニメーショ
ン作家の宮崎（2011）は，“児童文学というのは，「ど
うにもならない，これが人間という存在だ」という，
人間の存在に対する厳格で批判的な文学とはちがっ
て，「生まれてきてよかったんだ」というものなんです。
生きててよかったんだ，生きていいんだ，というふう
なことを，子どもたちにエールとして送ろうというの
が児童文学が生まれた基本的なきっかけだと思いま
す”と述べ，自らのアニメーション作品においても“生
きててよかったんだ，生きてていいんだ”というエー
ルを送り続けている。この姿勢はゲートキーパーを
務める大人あるいは専門家の一つの手本となるだろ
う。
　最後に思春期・青年期臨床に携わってきた精神医
学者の笠原（1976）の言葉を引用する。この言葉は
半世紀も前のものであるが，人の寿命が150歳にで
もならない限りは，普遍的であろう。筆者はこの言

葉に力づけられ，自殺関連行動を取る子ども・若者
に関わってきた。

　　 “年若い自殺志願者へ，30歳までなんとか世を
しのべないか，30歳というのは，それなりの臨
床的根拠があっての提言である。何かが変わる，
平均の人たちよりもずっと早く心的苦痛に直面
しなければならなかった人たちにとって，30歳
はひとつのふしだと私は思うのである”（笠原，
1976）。
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