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はじめに

　近年，わが国においては，青年期あるいは成人期の「ひ
きこもり」が大きな問題となっている。ひきこもりの定
義は研究者により異なるが，例えば斎藤（1998）は「20

代後半までに問題化し，6カ月以上，自宅にひきこもっ
て社会参加をしない状態が持続しており，ほかの精神障
害はその第一原因とは考えにくいもの」としている。た
だし，ひきこもりには様々な精神医学的な問題が関与し
ていることも事実であり，例えばDSM-IV-TR（精神疾患
の診断・統計マニュアル ; 高橋・大野・染谷，2004）の
診断カテゴリーの中では，分離不安障害，幼児期または
小児期早期の反応性愛着障害，自閉性障害，社会恐怖 

（社会不安障害），適応障害（特定不能），大うつ病性障
害と気分変調性障害，回避性パーソナリティ障害やスキ
ゾイド・パーソナリティ障害において，ひきこもりが一
つの症状として記載されている（近藤，2009）。
　さて，青年・成人期のひきこもりが問題化している一
方で，青年期に至ってからのひきこもりへの対応，特に
本人が受診や相談への動機づけをもたないケースへの支
援や治療はかなりの困難を伴うため，思春期・青年期不
適応の予防を目的とした早期支援活動も課題であること
が指摘されている（近藤，2001；近藤・中嶋，2005）。
早期支援に繋げるための足がかりの一つには，将来のひ
きこもりのリスク・ファクターとなりうる特徴に着目す
ることが挙げられる。そもそも上述のようにひきこもり
は多様な精神医学的背景を有するため，リスク・ファ
クターの特定は困難ではあるが，一つの可能性として
注目されているのが子どもの内在化的な問題行動とし
ての「ひきこもり（social withdrawal）」である（近藤，
2001）。
　海外において，子どものひきこもりに関する研究は
外在化的な問題行動の研究に比して遅れをとっていた

が，1980年代頃から着手され始めた（Rubin & Coplan, 

2004）。これまでの研究からは，子どものひきこもりは
長期に渡って安定する行動特徴であり，将来的には不安
や抑うつといった他の内在化問題に繋がることが示唆さ
れている一方で，ひきこもりは必ずしも安定的な特徴で
はなく，環境要因により変動する可能性があることも指
摘されている。近年の研究は後者の立場に立ち，ひきこ
もりを悪化または緩和させる要因に着目したものが多
い。ただし，わが国においてはひきこもりという観点か
ら子どもの特徴を捉えた実証的研究はほとんど認められ
ない。
　以上のことから本研究では，子どものひきこもりに着
目し，主に海外の文献を用いてその概念と測定方法を整
理するとともに，主に小・中学生の時期にひきこもりを
呈している子ども（以下，ひきこもり児）の自己像や対
人関係の特徴，およびその長期的影響を検討した研究を
概観することを目的とする。
　なお，わが国において social withdrawal という概念
は，主に発達心理学の分野では「引っ込み思案」（藤岡，
2013など）と翻訳され，臨床心理学や精神医学の分野
では「ひきこもり」（近藤，2001；小野，2013など）と
翻訳されている。本研究では，青年・成人期の「ひきこ
もり」へと至るリスク・ファクターの一つとしてsocial 

withdrawalを捉えるという，より臨床心理学的な視点
に立つため，social withdrawalの訳は「ひきこもり」に
統一する。

子どものひきこもりに関する概念の変遷

　子どものひきこもりは一般的に「知っている仲間に
も知らない仲間にも遭遇した際の，あらゆる形の孤立
行動の一貫した表出」（Rubin & Asendorpf, 1993; 藤岡，
2013）と定義される。ただしこの定義は，ひきこもりの
状態像に着目した包括的なものであり，行動の背景にあ
る心理的要因を考慮した場合，ひきこもりはいくつかの
下位類型に分けることができる。以下では，ひきこもり
およびその周辺概念の変遷をまとめる。

小・中学生のひきこもりに関する研究展望
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　Rubin（1982）は，子どもの社会的相互作用の欠如，
すなわち孤独（solitude）の背後にある 2 つのプロセ
スを初めて提唱した。第 1 のプロセスは「積極的孤立 

（active isolation）」であり，これは仲間から積極的に拒
否されているために孤立している状態のことをいう。拒
否の原因は様々であり，攻撃性の高さ，衝動性の統制困
難，社会的な未熟さや，マイノリティ集団に属している
こと（興味関心が他者と異なること）などが挙げられる

（Rubin & Mills, 1988）。第2のプロセスは「社会的ひき
こもり（social withdrawal）」であり，これは仲間集団
から自ら孤立していく状態のことをいう。その原因とし
ては，不安，否定的な自尊感情，社会的スキルの不足や，
社会的関係の構築が困難だと自覚していることなどの内
的要因がある（Rubin & Asendorpf, 1993）。ただしひき
こもり児が仲間から拒否されている場合もあるので，積
極的孤立とひきこもりを区別することは難しい。これら
2つの概念は相互に影響し合って次第に関連が強くなり
やすいという（Rubin, Coplan, & Bukowski, 2009）。
　その後の研究では，ひきこもりをさらにいくつかの下
位類型に分けて理解しようとする試みが行われてきた。
近年では，行動の背景にある動機づけに着目した場合，
ひきこもりには少なくとも2つの下位類型があるという
見解がまとまりつつある（Rubin & Coplan, 2004）。
　第 1 の類型は，仲間のいる場面で接近動機と回避動
機がともに高くなり葛藤した結果ひきこもりが生じる
というものである。この状態像を説明する用語や類似
概念は多岐にわたる。例えば「行動抑制（behavioral 

inhibition）」は，新奇な人，モノや場所にさらされたと
きに異常に恥ずかしがったり，恐怖に過剰に反応した
り，ひきこもったりする傾向を表す気質的因子である

（e.g., Kagan, Reznick & Snidman, 1987）。「シャイネス
（shyness）」は，社会的新奇場面に遭遇した時の警戒心
かつ／または社会的評価を受けるような状況における自
己意識的行動のことをいう（e.g. Coplan, Prakash, O’Neil, 

& Armer, 2004）。研究によってはshy-withdrawalと表記

し，両者をほぼ同義の概念とみなしているものもある
（Rubin, Wojslawowicz, Rose-Krasnor, Booth-LaForce, & 

Burgess, 2006）。「社会的遠慮（social reticent）」は，遠
くから仲間を見ている，仲間の中にいて何もしない，
近くをうろうろするが他児との相互作用はしない，と
いったことからなる行動上の概念である（e.g., Coplan, 

Rubin, Fox, Calkins, & Stewart, 1994）。 同 様 の 現 象 を
Gazelle & Ladd（2003）やGazelle & Rudolph（2004）な
どは「不安性孤独（anxious solitude）」と表現してい
る。このように様々な用語が混在しているものの，これ
らはすべて，「仲間と関わりたいが不安や緊張が強くて

関われない」という状態像を表しているといえる。さら
に，これらの構成概念は，「よく知らない人たちの前で
他人の注視を浴びるかもしれない社会的状況または行
為をするという状況の1つまたはそれ以上に対する顕著
で持続的な恐怖」（高橋ら，2004）と定義される社会恐
怖（社会不安障害）と類似しているという指摘もある

（Rubin et al., 2009）。実際に，児童期の行動抑制と青年
期の不安障害には関連があるとする報告や（Schwartz, 

Snidman, & Kagan, 1999），児童期中期における不安性
孤独群は対照群よりも社会不安障害，特定の恐怖や選択
性緘黙の有病率が高かったという報告がある（Gazelle, 

Workman, & Allan, 2010）。
　第2の類型は，接近動機と回避動機がともに低いこと
でひきこもりが生じるというものである。これについて
も「社会的無関心（social disinterest）」（e.g., Coplan et 

al., 2004）や「非社交性（unsociable）」（e.g. Asendorpf 

& Meier, 1993）など，使用する用語が研究者によって異
なるが，「仲間と関わる意欲もあまりなく，不安もそれ
ほど高くない」という状態像を表していると考えられる。
　以上のように，海外の子どものひきこもり研究におい
ては様々な用語が混在しながらも，現在ではそれらが大
きく2つの下位類型に集約されてきているといえる。

子どものひきこもりの測定方法

　子どものひきこもりの概念とともに，ひきこもりの測
定方法も多岐にわたる。ここでは仲間指名法，観察法と
質問紙法に着目し，わが国における研究にも取り入れら
れている測定方法を中心に概観する。
　海外において，ひきこもり児の抽出によく用いられ
る 方 法 の 一 つ は，Revised Class Play（RCP; Masten, 

Morison, & Pellegrini, 1985）である。これは，様々な行
動記述に合致する学級内または学年内の仲間を指名する
ものである。その中の敏感／孤立因子は仲間との相互作
用がない子どもを幅広く抽出するために用いられる。の
ちに Rubin & Mills（1988）は，この因子をシャイネス
／社会的心配（e.g.,「シャイな子」や「簡単に傷つきや
すい子」）と社会的孤立／排除（e.g.,「仲間外れにされ
やすい子」や「人の話を聞けない子」）の2因子に分け，
ひきこもりを純粋に評価するには後者の項目を除外す
ることが必要であるとした。さらにRubin et al.（2006）
は，RCPに項目を追加してExtended Class Playを開発し，
仲間からの拒否／孤立／被害（e.g.,「誰かに叩かれたり
蹴られたりしている子」）とシャイネス／社会的ひきこ
もり（e.g.,「クラスの討論に参加するときに緊張しやす
い子」）という2因子を組み込んだ。
　 観 察 法 で は，Play Observation Scale（POS; Rubin, 
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2001）の使用頻度が高い。これは，学校などの社会的場
面において見知らぬ仲間や知っている仲間がいる場面で
の様々な孤立行動を捉えるものである。わが国おいて
も大内・櫻井（2008）がPOSを改作した尺度を作成し，
幼児の「沈黙行動（reticent behavior）」，「ひとり静的
行動（solitary-passive behavior）」と「ひとり動的行動

（solitary-active behavior）」を捉えている。
　質問紙法では，保護者評定用のChild Social Preference 

Scale（CSPS; Coplan et al., 2004; 岡田・谷・大西・中島・

辻井，2012）が挙げられる。CSPS は子どものひきこ
もりを「shyness（シャイネス）」と「social disinterest 

（社会的無関心）」の2側面から査定することでき，日本
版においても原版と同様の2因子が抽出されている。
　Child Behavior Scale（CBS; Ladd & Profilet, 1996; 中澤・
中道，2007）は，幼児期から児童期の子どもの行動に関
する教師評定用尺度である。日本版でも原版と同様の「攻
撃」「向社会」「非社交」「被排斥」「不安―怖がり」「過
活動―妨害」の6因子が抽出されている。この尺度の特
徴の一つは，仲間に入らず一人遊びをするという非社会
的行動を複数の側面から捉えている点にある。先に述べ
たひきこもりの概念と照らし合わせると，「非排斥」因
子は積極的孤立と，「不安―怖がり」因子は行動抑制や
シャイネスと，そして「非社交」因子は社会的無関心や
非社交性とそれぞれ関連するといえる。
　Child Behavior Checklist（CBCL）（Achenbach, 1991）
は，子どもの情緒と行動の問題を把握するための保護
者記入式質問紙であり，臨床心理学や精神医学の分野
でのスクリーニングなどにおいて世界各国で用いられ
ている。子ども用は Youth Self Report（YSR），教師用
はTeacher Report Form（TRF）として開発されており，
それぞれの日本語版も作成されている（井澗・上林・中
田・北・藤井・倉本・根岸・手塚・岡田・名取，2001；
倉本・上林・中田・福井・向井・根岸，1999）。CBCL

は，問題行動を測定する8下位尺度113項目（尺度1「ひ
きこもり（Withdrawn）」，尺度2「身体的訴え」，尺度3 

「不安・抑うつ」，尺度4「社会性の問題」，尺度5「思考
の問題」，尺度6「注意の問題」，尺度7「非行的行動」，
尺度8「攻撃的行動」と「その他の問題」）で構成され
ている。さらに，2つの上位概念として尺度1～3の合計
から求められる内向尺度と，尺度7，8の合計から求め
られる外向尺度があり，これらと総得点から子どもの情
緒や行動の特徴が示される。下位尺度「ひきこもり」に
は，「ひとりを好む」，「しゃべろうとしない」や「内気」
などの項目があり，ひきこもりの特徴を幅広く捉えるこ
とができる。
　以上のように，ひきこもり児の測定においては様々な

方法が開発されている。今後は複数の方法を組み合わせ
るなどして，より多面的な視点から子どものひきこもり
を捉えることが課題になるだろう。

ひきこもりを呈する子どもの自己像および対
人関係の特徴

　小・中学生の時期は，発達の過程で同年代の仲間の影
響力が徐々に増大する時期である。特に学校においては，
クラスメイトとの関係が「子ども社会」ともいえる社会
関係を形成し，日常に強い影響力を持つようになる（南，
2000）。このような発達段階において仲間から孤立する
ことが多い場合，その時点の適応のみならず，のちの発
達においても何らかのネガティブな影響が及ぼされると
考えられる。以下では，ひきこもりを呈する小・中学生
の特徴に関して先行研究で明らかにされていることを，
自己像，仲間関係，友人関係と，学級の雰囲気および対
教師関係の観点から展望する。
　自己像　子どものひきこもりに関する実証的研究
としては，1980 年から 1992 年まで行われた Waterloo 

Longitudinal Project（WLP） が 有 名 で あ る。WLP は，
幼児期から青年期前期までのひきこもりに関連する変
数およびその長期的影響を検討した縦断的研究であっ
た。結果の報告は多岐にわたるが，例えばRubin, Chen, 

McDougall, Bowker, & McKinnon（1995）は，7 歳時点
でのひきこもりが14歳時点での孤独感，不安や否定的
な自己評価を予測することを明らかにしている。
　その後も多くの研究において，WLPにおいて得られ
た知見と同様に，ひきこもりを呈する子どもは自尊感
情の低さ，孤独感，社会不安や抑うつなどの心理社会
的困難を抱えやすいことが示されている（Rubin, Chen, 

& Hymel, 1993; Boivin, Hymel, & Bukowski, 1995; Boivin 

& Hymel, 1997; Gazelle & Ladd, 2003; Gazelle & Rudolph, 

2004; Morgan, Shaw, & Forbes, 2013など）。
　ひきこもり児の自己知覚が否定的になる背景の一
つとして，社会的情報処理の問題が指摘されている。
Wichmann, Coplan, & Daniels（2004）は，小学校4年生
から6年生のひきこもり児の社会的認知に関する検討を
行い，ひきこもり児は曖昧な社会的状況が提示された際
に自己破壊的な原因帰属をしやすいことや，仮想的な葛
藤状況におかれた際に主張的目標を選びにくくそれに対
する効力感も低いことを明らかにした。このようなひき
こもり児の社会的認知が内在化的な問題と関連する可能
性があることが示唆されている。
　仲間関係　ひきこもり児は特に児童期以降に仲間か
らの排除やいじめを受けやすくなる。Ladd & Burgess

（1999）は，小学校低学年においていじめを受けている
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率はひきこもり群と対照群で差がなかったことを報告し
ているが，Boivin et al.（1995）やBoivin & Hymel（1997）
は，小学校中・高学年のひきこもりは仲間からのいじめ
を招きやすくなり，結果として本人の孤独感や抑うつ感
が高まるという一連の流れを明らかにした。対象学年に
よって結果が異なることは，発達の過程で周囲の仲間が
徐々にひきこもり児の異質性に気づいていくことを示唆
しているとも考えられる。
　また，ひきこもりの子どもたちの仲間関係がその後の
ひきこもりの程度にも影響を及ぼすという知見も蓄積さ
れている。Gazelle & Ladd（2003）は，児童期前期に仲
間からの排除を経験した不安性孤独児は児童期中期を通
して不安性孤独が持続しやすく，抑うつも高いことを明
らかにした。同様に Gazelle & Rudolph（2004）は，小
学校5年生から6年生において仲間からの排除経験の多
かった不安性孤独児はのちに社会的回避と抑うつが維持
または悪化したことに対し，排除経験の少なかった者は
向社会的行動が増加し抑うつが軽減したことを報告し
た。さらに Oh, Rubin, Bowker, Booth-LaForce, & Rose-

Krasnor（2008）は，5年生から8年生までのひきこもり
の発達経路を検討し，友人のなさ，友人関係の不安定性
と仲間からの排除はひきこもりが悪化する要因に，排除
の少なさはひきこもりが緩和する要因になることを示し
た。
　これらの研究からは，個人の脆弱性としてのひきこも
りと，環境的要因としての仲間関係の困難さが組み合わ
さることによって，ひきこもり児の現在および将来にわ
たる不適応感が高まるということが示唆される。
　友人関係　仲間関係とは区別して，相互的な二者関係
をあらわす友人関係についての研究も行われている。ま
ず，友人の数についてPedersen, Vitaro, Barker, & Borge

（2007）は，6・7歳時点におけるひきこもりが強い場合， 

8・9歳時点での友人の数が少ないことを報告した。一
方で，Rubin et al.（2006）は，10 歳のひきこもりの子
どもの約65%には相互に親友と思える友人がおり，児童
期全般にわたって一般児と同様に安定した関係を保って
いることを示した。よって，ひきこもり児であっても少
数の友人との間であれば安定した関係を築くことが可能
であると考えられる。
　ただし，ひきこもり児の友人関係は質的側面からみ
るとあまりよくないという知見が多数を占めている。
Schneider（1999）は，実験場面において8・9歳のひき
こもり児とその傾向のない友人（以下，対照児）との相
互作用を観察した結果，1人または2人のひきこもり児
が含まれたペアは，対照児のペアよりも言語的コミュニ
ケーションが少なかった。同じく実験場面において相互

作用課題を実施したSchneider（2009）によると，ひき
こもり児のペアは対照児のペアよりも受動的であり競争
心や積極性が少なかった。Rubin et al.（2006）も，自己
評定式質問紙においてひきこもり児は親友との関係のう
ち，援助と指導，仲間づきあいや気晴らしといった側面
を対照児よりも低く評定していたことを明らかにしてい
る。
　そもそもひきこもり児は，親密な友人関係への理解が
洗練されていない。Schneider & Tessier（2007）は，10

～12歳のひきこもり児と対照児へのインタビューを行
い，友人関係の捉え方の差異を検討した。その結果，対
照群は親密性と互恵的サポートの側面を強調していた一
方で，ひきこもり群は友人関係から得ている利益に焦点
を当てていた。また，親密性に言及する割合は対照群で
は年齢とともに増加するが，ひきこもり群では増加しな
かった。ひきこもり児における友人関係の未熟な理解は，
友人関係における行動や関係の質，そして新たな友人を
作る能力にも影響を及ぼすであろうと結論づけられてい
る。
　学級の雰囲気および対教師関係　ひきこもり児をとり
まく学級の雰囲気がひきこもり児の適応に影響を及ぼす
という研究がある。Gazelle（2006）によると，幼児期
に不安性孤独の強かった小学校1年生は，学級の情緒的
雰囲気がよくない場合に仲間から拒否されることが多
かった。また，男子では仲間からの受容が少なく，女子
ではいじめ被害が多く本人の抑うつが高かった。また，
Avant, Gazelle, & Faldowski（2011）は，小学校3年生か
ら5年生を対象とした縦断的研究において，不安性孤独
児がサポーティブな情緒的雰囲気のある学級に在籍した
場合に学年を通して仲間からの排除が減少することを示
した。しかし，サポーティブでない情緒的雰囲気の学級
においては，不安性孤独児に対する仲間からの排除は増
加しなかったという，仮説とは異なる結果も得られた。
　上述の知見からは，ひきこもり児の適応には学級の雰
囲気が影響していることが示唆されるが，学級の雰囲気
作りには教師の態度や指導方針も関与していると考えら
れる。Rudasill & Rimm-Kaufman（2009）は，シャイな
子どもは教師との相互作用が少ないゆえに葛藤的な関係
にも親密な関係にもなりにくいことを示した。一方で
Chang（2003）は，13～16歳の中学生とその担任教師を
対象とした調査により，教師からひきこもり児への共感
的態度や温かいかかわりがひきこもり児の社会的コンピ
テンスを高めるとともに，ひきこもりと仲間からの拒否
との関連を弱めることが明らかにした。これらのことか
ら，教師側のかかわり方は，ひきこもり児の適応におけ
る防御因子になる可能性があるといえるだろう。
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子どものひきこもりの長期的影響

　子どものひきこもりが青年期以降の発達に及ぼす影響
を検討した研究は少ないが，いくつかの知見も得られて
いる。Caspi, Elder, & Bem（1988）は，児童期のシャイ
ネスの長期的影響を調査し，男性は対照群に比して結婚，
父親になることや安定した仕事に就く時期が遅くなるこ
と，女性は男性ほど顕著な傾向は認められないものの子
育てや家事に従事しやすくなることを示した。社会的移
行の遅れはKerr, Lambert, & Bem（1996）やAsendorpf, 

Denissen, & van Aken（2008）によっても追認された。
子どものひきこもりは将来的には社会参加にも影響を及
ぼす要因であると考えられる。
　また，Katz, Conway, Hammen, Brennan, & Najman（2011）
は，5歳時点でのひきこもりが15歳時点での社会的不適
応を媒介して20歳時点での抑うつに影響を及ぼすこと
を明らかにした。子どものひきこもりがのちの精神医学
的な問題と関連することも示唆されている。

まとめ

　以上，子どものひきこもりに関して海外の文献を中心
とした研究展望を行った結果，子どものひきこもりは，
社会的場面において仲間集団から孤立していく行動傾向
を示す概念として用いられていることが明らかになっ
た。また近年の研究では，子どものひきこもりは「シャ
イネス」と「社会的無関心」の2つに大別されることが
示された。これらのことから，子どもの内在化問題とし
てのひきこもりは，必ずしも青年・成人期のひきこもり
のように長期間自宅に「ひきこもる」ことを意味する概
念として用いられているわけではないといえる。ただし，
子どもの場合も青年・成人の場合も，現象として対人関
係から撤退しているという点には共通性があるといえる
だろう。
　さらに，ひきこもり児は概して自尊感情が低く，孤独
感や抑うつ感が高いという特徴や，仲間，友人や教師と
の関係にも様々な困難を抱えやすいという特徴があるこ
とを示す研究が認められた。こうした要因がひきこもり
をより一層助長することも示唆された。一方で近年の研
究では，すべてのひきこもり児が仲間や友人との関係に
支障をきたすわけではないことや，教師のかかわりやク
ラスの情緒的雰囲気のよさがひきこもりの子どもの適応
を向上させることも示されている。ひきこもり児のもつ
特徴のみならず，ひきこもり児を取り巻く環境に着目す
ることも，早期支援においては有効であるものと思われ
た。
　さて，本研究では主に海外の文献レビューを行ってき

たが，わが国のひきこもり児がいかなる特徴を示すのか
については，未だ研究が皆無である。わが国の学校場面
においてひきこもりのような内在化問題は，攻撃性のよ
うな外在化問題に比して着目されにくく，ともすれば集
団の和を乱さない適切な行動として賞賛されることもあ
りうる。そのような文化的背景のもとで，ひきこもり児
が自己や他者との関係をどのように捉えているのかにつ
いては，海外の研究で多く取り入れられている行動観察
や他者評定の他に，自己評定式質問紙やより回答の自由
度の高い投影法などを用いて，より多面的に検討する必
要があるだろう。また，子どものひきこもりに付随する
どのような要因が青年・成人期のひきこもりと関連する
のかについては，より長期的視点での検討が求められる。
　以上をまとめると，わが国における小・中学生のひき
こもりに関しては，基礎研究や臨床研究など様々な視点
での研究が待ち望まれていることが現状であるといえる
だろう。
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ABSTRACT

An overview of research on social withdrawal in childhood

Asuka NOMURA

In recent years, “HIKIKOMORI” in adolescence or adulthood has grown into a serious problem in 

Japan and the need for early intervention and support has been emphasized. Among the risk factors of 

“HIKIKOMORI” is social withdrawal in childhood. With this in mind, I reviewed previous studies on the 

social withdrawal in children living abroad.

The review commences with an examination of definitions of social withdrawal, which showed that 

in some foreign countries, social withdrawal refers to the child’s isolating himself or herself from the 

peer group, and there are at least two subtypes of social withdrawal. 

Second, various measurements of social withdrawal were also described, including peer-nomination 

methods, behavioral observations, and parent, teacher, or self-rated questionnaires.

Third, previous research on social withdrawal was reviewed in terms of self-image, peer relation-

ships, friendships, classroom climate, and teacher-child relationships. It was revealed that socially 

withdrawn children frequently reported negative self-perceptions, loneliness, social anxiety, and 

depressive symptoms. They also had difficulties in relationships with peers, friends, and teachers, al-

though maladjustment was somewhat moderated by a warm classroom environment or the teacher’s 

beliefs and behaviors toward withdrawn children.

Fourth, some longitudinal effects of social withdrawal in childhood were described.

Finally, directions for future research were suggested.

Key words: social withdrawal, child, HIKIKOMORI, self-image, interpersonal relationships


