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《 初 級 》
【北海道】水上ますみ(養)持
川恵美(高)【岩手県】中村美
代子(聾)【宮城県】煤孫久子
(中)【福島県】小滝久子(小)
【埼玉県】前原久枝(小)小泉
由恵(中)新井礼子(中)【千葉
県】小林晶子(高)【東京都】
荒畑美貴子(小)【神奈川県】
井上敦子(中)植木亜紀子(中) 
他1名【長野県】井ノ浦愛子
(高)染川あゆみ(中)【新潟
県】星サユリ(OB )【石川
県】岩沼見奈(養)【岐阜県】
長尾弥生(小)【愛知県】岡本
明美(小)【大阪府】1名【香
川県】1名【佐賀県】真島茜
(高)【長崎県】1名【熊本

県】吉田協子(中)【大分県】
菊奈津子(養)【宮崎県】 吉永
睦美(高)【鹿児島県】森田か
おり(OB)

《 中 級 》
【北海道】堂腰律子(高)【岩
手県】鈴木可奈子(OB)【茨
城県】飯塚かほる(中)【埼玉
県】前原久枝(小)【東京都】
荒畑美貴子(小)【神奈川県】
井上敦子(中)【長野県】徳武
良枝(中)渡邊恭子(小)井ノ浦
愛子(高)【岐阜県】武田由香
里(小)【静岡県】廣瀬智子
(中)花村愛子(中)【京都府】
西村智惠子(小)【兵庫県】浮
田京芳(高)【香川県】伊藤春
恵(高)【福岡県】針尾洋子

(小)【長崎県】梅野とも庫
(中) 他1名【宮崎県】佐藤美
智子(高)【沖縄県】安次嶺和
子(中)

《 上 級 》
【神奈川県】 岡部早苗(中)
『実存主義的な人間観に基づ
いた、ある不登校生徒に対す
る支援とその記録～いじめを
契機に３年間閉じこもってい
た生徒との交換日記を通し
て～』
【滋賀県】　 小川まち江(中)
『家族の問題から情緒不安定
になった不登校生徒への支
援～学級経営と進学支援を中
心とした活動～』
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【お知らせ】
◆好評の東京家政大学の福井至先生による【認知行動療法・実践カード】のホームページが開設され
ました。カードを使ったカウンセリングのビデオも見ることが出来ます。
　　　http://www.kokoronet.ne.jp/fukui/
◆兵庫教育大学上地安昭先生の「教師カウンセラー」(金子書房刊)に、JETI教師カウンセラー資格認
定制度が掲載されています。
◆日本教育工学研究所のホームページ・アドレスが変わりました。
　　　http://www.jeti.jp/
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《 初 級 》
【北海道】高橋恵美子(小)山
脇恵子(小)依田玲子(高)森永
倫代(高)多田真理子(小)續橋
淳子(高)富田孝子(高)後藤奈
津子(小)福岡ひろみ(高)松平
敦子(高)神晴美(小)坪井克彦
(高)斎木香織(養)髙田眞紀子
(中)山口理恵子(小)佐藤由美
子(小)佐藤明美(中)堤瑞枝(小)
加藤和江(小)堂腰律子(高) 水
上ますみ(養)持川恵美(高)
【青森県】石岡祐子(小)濱中
正子(小)松川清子(中)敦川優
美子(聾)山本元子(高)　他２
名
【岩手県】小山田ヨシ子(小)
前川啓太郎(高)水木叔子(高)
及川洋子(小)菅原美恵子(小)
小原洋子(中)野澤久美(小)伊
藤奈美子(小)吉田ひろみ(中)
氏家ゆう子(OB)杉田かおり
(高)村上百合子(養)鈴木可奈
子(OB)中村美代子(聾) 他２
名
【宮城県】荒久美子(中)樋口
美穂(養)山内修(中)秀由佳(小)
佐藤ちよえ(高)我妻幸子(中)
保原喜美子(高)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子
(中) 煤孫久子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹
典子(中)

【山形県】岡部りう子(小)原
田麻美子(高)須藤郁子(高)神
保敬子(中)齋藤浩美(小)
【福島県】黒坂淑子(高)渋佐
多恵子(養)髙橋良子(中)坂上
緑(小)田代貴峰子(高)堀川由
美子(小)佐藤浅香(中)小飛山
智康(高)安齋紀子(高)遠藤ま
さ子(小)金子里美(高)太田伴
子(小)小滝久子(小)
【茨城県】持丸すい(養)笹島
加与子(高)戸村みどり(小)山
口広美(小)吉田美土里(高)井
上和子(高)藤森幸子(小)金澤
京子(小)川のり子(養)豊田淳
子(小)大倉理代(小)小田原タ
カヨ(中)成井京子(小)飯塚か
ほる(中)他１名
【栃木県】臼井紀子(高)坂本
優子(小)阿部純子(高) 大河原
真知子(小)他１名
【埼玉県】中沢ことじ(高)村
本真理(高)木村直美(中)秋葉
和子(相)中原定子(小)大野と
し子(小) 前原久枝(小)小泉由
恵(中)新井礼子(中)
【千葉県】町田秀美(小)宇賀
公子(中)三ツ橋三津江(小)秋
山るみ(小)松橋新子(小)鈴木
みちよ(小)加藤惠子(小)佐久
間啓子(小)藤井恵美子(高)石
井末子(中)芝﨑綾子(中)加藤
容子(高)岩佐弥生(小)佐藤和
代(小)青山ひとみ(小)野呂瀬
かよ子(小)吉田昭代(中)加藤
雅子(小)川名かつ子(小)宮城
喜代美(小)亀田佳恵(小)北田
敬子(中)小林晶子(高)
【東京都】宮田富士子(中)篠
島秀哉(中)樫木暢子(養)長谷
川恵子(小)土屋みつ子(中)関
谷由美子(中)坪内英津子(中)

種田三千代(小)松本美佐子
(中)宮地いづみ(養)大串京子
(高)荒畑美貴子(小) 他１名
【神奈川県】武井逸美(小)井
上公子(小)木原由紀子(養)花
村マチ子(小)相原晴美(小)黒
川美穂子(中)滝沢睦美(小)岡
部早苗(中)野田由栄子(中)神
津厚子(小)大島尚子(OB)古江
ひろ子(小)渡邊ゆみ(小)橋本
ゆかり(中)林篤子(盲) 井上敦
子(中)植木亜紀子(中) 他1名
【山梨県】持田まさき(中) 他
１名
【長野県】田澤操(小)池田淑
恵(中)木下志保里(養)小宮桂
子(小)大塚頼子(高)清水裕子
(中)沓掛美知子(小)滝沢博子
(小)大月ひろ子(小)土屋美保
(小)佐藤博美(中)角田都貴江
(小)神田愛子(小)徳武良枝(小)
芳川春子(中)唐澤かおり(中)
笠井みゆき(中)小林眞由美
(中)永井あき子(小)平澤真美
(小)渡邊恭子(小)井ノ浦愛子
(高)染川あゆみ(中)
【新潟県】竹内由美子(小)堀
井美加子(高)田中薫(高)金内
美智子(小)桑原モト子(高)山
田フサ(小)星サユリ(OB)
【富山県】飯野順(中)石黒高
明(中)山藤孝子(小)
【石川県】梶谷泉(小)米光恵
美子(高)石宮由美子(小)西田
弘美(高)中川浩美(相)川田佐
登美(小)鈴ヶ嶺陽子(高)岩沼
見奈(養)
【福井県】 吉村嚇子(小)山中
愛子(小)平泉泰子(小)張籠二
三枝(高) 他１名
【岐阜県】宮西徹(高)福井千
裕(中)藤井静子(中)武田由香
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里(小)浅野文子(小)川瀬千登
里(養)小坂保子(養)千村達志
(中)原香(小)辻きり子(小)松井
みどり(養)多和田聡美(小)亀
山晴子(小)長尾弥生(小) 他１
名
【静岡県】荒川恵子(小)山下
辰代(中)山口すみえ(小)伊藤
照之(高)青野千代(高)長澤友
香(中)木下不二子(高)新井は
る美(小)廣瀬智子(中)山﨑永
子(小)花村愛子(中)
【愛知県】天野真美(高)中根
千恵子(小)本田多美子(中)田
中雅子(高)松原美保(養)稲熊
久江(中)山中みどり(高)石谷
泰枝(高)吉澤美由紀(小)豊永
真美(高)安藤幸子(小)長沼潤
子(小)河合美貴子(小)石井志
津子(小)岸本直子(小)林佳美
(高)岡本明美(小) 他１名
【三重県】古閑美彗子(中)糟
谷佐知子(小)後藤香(高)伊藤
千鶴(高)福森圭子(中)島田八
千代(高)村田真理(小)
【滋賀県】古川郁子(小)松村
斉(養)松尾季洋子(相)西村敦
子(小)河崎喜美子(高)小川ま
ち江(中)武石晶子(中)川端智
子(小) 他１名
【京都府】前羽京子(小)小野
斉恵(中)森下美代子(中) 西村
智惠子(小)
【大阪府】小名川香代子(小)
十河芳江(小)上西起代美(高)
石田千恵子(小)元古幸恵(小)
山本あや子(小)亀田眞莉子
(中) 他1名
【兵庫県】蔭山利子(高)中井
敏子(小)水田恵(小)田中信子
(小)佐竹友美子(中)田村弘子
(小)中村美佳(高)今枝弘子(中)

松村豊子(高)蔭木恵子(高)浮
田京芳(高)坂本民恵(高) 他1
名
【奈良県】塩見順子(小)木村
靖代(中)
【和歌山県】名原みのり(小)
東平朋子(養)中村まき(小)藤
田佳津子(養)角末美智代(盲)
湯浅二美(中)和歌真喜子(高) 
他１名
【鳥取県】１名
【島根県】小豆澤育子(養)林
康子(小)河合宣和(小)原留美
子(小)三谷佐登美(小)
【岡山県】大森敦子(小)德山
町子(中)金光薫(高)西森裕子
(高)下村ひとみ(小)青木三恵
子(聾)
【広島県】小迫玲子(高)
【山口県】尾﨑悠子(小)藤本
和子(養)西村妙子(小)関岡縁
(中)前田公子(高)
【徳島県】中野徳子(小)森光
あゆみ(小)
【香川県】高橋貴美子(小)片
岡秀子(OB)半田リヱ(養)山田
昭広(中)伊藤君子(小)横井京
子(中)滝川真理(養)伊藤春恵
(高) 他２名
【愛媛県】矢野多美子(小)月
原伸子(中)高月ひとみ(高)川
上繁美(小)
【高知県】宮﨑久美子(高)久
保田節子(高)中野ひとみ(中)
【福岡県】福永桂子(小)浅島
由美子(中)森薫(高)上島昭宣
(専)樋口悦子(高)西村穣子(中)
吉岡恵美子(小)椋田孝行(高)
山下敬子(中)針尾洋子(小)
【佐賀県】平川まゆみ(養)緒
方幸代(小)石倉郁子(養)吉村

千春(養)熊谷眞理子(小)小松
洋子(高) 真島茜(高)
【長崎県】田端アサノ(中)石
井あつ子(高)冨永恵子(養)梅
野とも庫(中) 他1名
【熊本県】日高由紀(OB)岩
野德子(高)宇佐芳惠(中)宮崎
光枝(小)光永千恵子(高)吉田
協子(中)
【大分県】長屋悦子(高)大塚
万里子(高)吉田由美(中)後藤
正子(教セ)菊奈津子(養)
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)新
福順子(小)田口敏子(OB)佐藤
美智子(高) 吉永睦美(高)
【鹿児島県】山本栄子(小)松
尾恵(高)河野眞佐子(中)内田
由紀子(小)森田かおり(OB)
【沖縄県】神山隆子(小)宮城
とも子(小)下地シゲ子(中)村
上芳美(中)比嘉晴美(高)玉城
尚子(小)知花多鶴子(小)安次
嶺和子(中)

《 中 級 》
【北海道】後藤奈津子(小)續
橋淳子(高)多田真理子(小)福
岡ひろみ(高)松平敦子(高)坪
井克彦(高)山口理恵子(小)佐
藤由美子(小)堂腰律子(高)
【青森県】石岡祐子(小)濱中
正子(小)
【岩手県】菅原美恵子(小)伊
藤奈美子(小)野澤久美(小)氏
家ゆう子(OB)小原洋子(中)及
川洋子(OB)前川啓太郎(高)鈴
木可奈子(OB)　他１名
【宮城県】山内修(中)我妻幸
子(中)佐藤ちよえ(高)保原喜
美子(高)庄司尋代(養)秀由佳
(小)
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【山形県】岡部りう子(小)神
保敬子(中)
【福島県】髙橋良子(中)田代
貴峰子(高)堀川由美子(小)安
齋紀子(高)佐藤浅香(中)小飛
山智康(高)金子里美(高)坂上
緑(小)渋佐多恵子(養)
【茨城県】山口広美(小)吉田
美土里(高)金澤京子(小)戸村
みどり(小)笹島加与子(高)本
橋香織(養)飯塚かほる(中)
【栃木県】坂本優子(小)阿部
純子(高)臼井紀子(高)大河原
真知子(小)
【埼玉県】木村直美(中)村本
真理(高)中沢ことじ(高)秋葉
和子(相)中原定子(小)前原久
枝(小)
【千葉県】三ツ橋三津江(小)
秋山るみ(小)石井末子(中)藤
井恵美子(高)岩佐弥生(小)加
藤容子(高)佐藤和代(小)芝﨑
綾子(中)青山ひとみ(小)川名
かつ子(小)吉田昭代(中)亀田
佳恵(小)宮城喜代美(小)
【東京都】樫木暢子(養)長谷
川恵子(小)土屋みつ子(中)坪
内英津子(中)関谷由美子(中)
篠島秀哉(中)宮田富士子(中)
荒畑美貴子(小)
【神奈川県】滝沢睦美(小)岡
部早苗(中)野田由栄子(中)井
上公子(小)武井逸美(小)古江
ひろ子(小)神津厚子(小)井上
敦子(中)
【山梨県】持田まさき(中)
【長野県】小宮桂子(小)大塚
頼子(高)沓掛美知子(小)角田
都貴江(小)神田愛子(小)大月
ひろ子(小)土屋美保(小)唐澤
かおり(中)田澤操(小)木下志
保里(養)清水祐子(中)平澤真

美(小)永井あき子(小)徳武良
枝(中)渡邊恭子(小)井ノ浦愛
子(高)
【新潟県】堀井美加子(高)金
内美智子(小)竹内由美子(小)
田中薫(高)桑原モト子(高)山
田フサ(小)
【富山県】石黒高明(中)
【石川県】米光恵美子(高)中
川浩美(相)鈴ヶ嶺陽子(高)川
田佐登美(小)
【福井県】吉村嚇子(小)張籠
二三枝(高) 他１名
【岐阜県】宮西徹(高)藤井静
子(中)浅野文子(小)千村達志
(中)辻きり子(小)小坂保子(養)
原香(小)福井千裕(中)武田由
香里(小) 他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤
照之(高)荒川恵子(小)木下不
二子(高)山下辰代(中) 廣瀬智
子(中)花村愛子(中)
【愛知県】河合美貴子(小)山
中みどり(高)田中雅子(高)中
根千恵子(小)林佳美(高)　他
１名
【三重県】糟谷佐知子(小)後
藤香(高)伊藤千鶴(高)福森圭
子(中)古閑美彗子(中)
【滋賀県】松尾季洋子(相)小
川まち江(中)松村斉(養)川端
智子(小)武石晶子(中) 他１名
【京都府】前羽京子(小)森下
美代子(中)西村智惠子(小)
【大阪府】小名川香代子(小)
山本あや子(小)
【兵庫県】水田恵(小)佐竹友
美子(中)今枝弘子(中)中村美
佳(高)中井敏子(小)蔭山利子
(高)坂本民恵(高)浮田京芳(高) 
他1名

【和歌山県】東平朋子(養)藤
田佳津子(養)湯浅二美(中)和
歌真喜子(高)名原みのり(小)
角末美智代(盲)
【島根県】三谷佐登美(小)林
康子(小)原留美子(小)
【岡山県】大森敦子(小)德山
町子(中)金光薫(高)下村ひと
み(小)
【山口県】西村妙子(小)前田
公子(高)
【徳島県】森光あゆみ(小)
【香川県】片岡秀子(OB)山
田昭広(中)滝川真理(養)伊藤
春恵(高)
【愛媛県】矢野多美子(小)川
上繁美(小)
【高知県】久保田節子(高)宮
﨑久美子(高)
【福岡県】上島昭宣(専)森薫
(高)吉岡恵美子(小)西村穣子
(中)椋田孝行(高)針尾洋子(小)
【佐賀県】石倉郁子(養)緒方
幸代(小)熊谷眞理子(小)吉村
千春(養)平川まゆみ(養)小松
洋子(高)
【長崎県】石井あつ子(高)冨
永恵子(養)梅野とも庫(中) 他
1名
【熊本県】岩野德子(高)日高
由紀(OB)光永千恵子(高)宇佐
芳惠(中)
【大分県】長屋悦子(高)大塚
万里子(高)吉田由美(中)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐
藤美智子(高)
【鹿児島県】山本栄子(小)河
野眞佐子(中)松尾恵(高)
【沖縄県】下地シゲ子(中)村
上芳美(中)知花多鶴子(小)安
次嶺和子(中)
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《 上 級 》
【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【東京都】坪内英津子(中)
【神奈川県】岡部早苗(中)
【長野県】神田愛子(小)
【福井県】吉村嚇子(小)
【滋賀県】松尾季洋子(相)
　　　　　  小川まち江(中)
【兵庫県】水田恵(小)
【香川県】片岡秀子(OB)

【JETI教師カウンセラー上
級試験論文】の要約と考察
を抜粋しました。全文は
ホームページをご参照くだ
さい。
http://www.jeti.jp/


実存主義的な人間観に基
づいた、ある不登校生徒
に対する支援とその記録

岡部早苗
 神奈川県中学校教諭

《要約》
　障害児学級で担任すること
になった不登校のＮ君は、３
年間ほとんど誰も会ったこと
のない謎の少年だった。昼夜
逆転し、家庭内暴力がひどい
らしいという噂だけを耳に家
庭訪問を開始したが、母親か
ら拒絶され、Ｎ君の家のポス

トを通じて交換日記をするこ
とにしたものの、返事もな
い。自分だけの独り相撲かも
しれないという不安にかられ
る。実存主義的な人間観を心
のより所に、我慢して続けて
いくうち、日記に少しずつ反
応が見られるようになり、昼
間バリケードを築いて布団の
中でゴロゴロしていたＮ君に
生活のリズムが出始めた。そ
れに伴い、母親も徐々に心を
開いて、壮絶な家庭内暴力と
の戦いや、父親、姑との関係
も聞かせてくれるようになっ
た。原因は入学直後のいじめ
とのことだが、養育環境も大
きく関わっていると考えられ
る。初めて登校できたのは、
徐々に目を紫外線にならして
からで、くる病で背中も丸く
なってしまっていた。Ｎ君の
その後の進路も含め、当時の
日々の記録をまとめてみた。

《考察》
Ｎ君の中学校時代の出席状況
は、通常学級１年生：８日、
通常学級２年生：０日、留年
して情緒障害児学級２年生：
０日。その後、Ｔのクラスの
情緒障害児学級３年生となっ
た。中学３年生当初の交換日
記応答日数は、４月：２日、
５月：５日、６月中旬まで：
４日、６月20日からは、１
日の休みもなく出席した。 
　この事例でのポイントを、
３世代にわたって、整理して
みようと思う。
1. 祖母・・・Ｎ君の母親
に対し、長男の嫁であるとい

う自覚を強く要求し、男子の
誕生を心待ちにして、孫の将
来に過剰な期待を寄せてい
た。
2. 母親・・・遠い所から
お嫁に来て、きつい姑によく
尽くした。長男の嫁として
は、男子を産まねばならず、
Ｎの誕生は、この上ない喜び
だった。周りや近所の評判を
とても気にして、よい子に育
てる為、必死だった。
3. 父親・・・エリートの
父親としては、息子の家庭内
暴力を受け止めることができ
ず、ひたすら目を閉じて、見
ないようにした。遅くまで飲
み歩き、明け方帰宅しては、
息子に会うこともなく、出勤
する日々だった。
4. Ｎ君・・・祖母や両親
の期待に応じ、小さい頃は、
大変よい子だった。一度言わ
れたことは、忠実に守り、生
真面目で、例外を許さないよ
うな性格に育った。第一反抗
期や、７歳前後の口答え時期
も、まるで無かった。

　子どもの自主性の発達に
は、反抗期はとても大切なは
ずである。でも、祖母や両親
から、「よい子」というレッ
テルをはられたＮは、「よい
子」という良い評価を受けた
行動の型だけを身につけてい
く。子どもらしい、喧嘩やい
たずら等の行動も、抑圧して
きた。自主性の発達が遅滞し
がちになるのも無理はない。 
　ところが、思春期になる
と、自己に対する批判が起き
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てきて、自己否定を始める。
その時に、これまで大人たち
から与えられてきた評価が、
自己のありのままの心からの
ものではなく、心が外面にの
み向けられていた結果であっ
たことを漠然と自覚する。 
　そこで、過去の評価を全て
否定し、新しい自我の形成に
向けて努力しようとするが、
過去に反抗期を経験していな
いＮは、第二反抗期の処理能
力が稚拙で、家庭内暴力には
しったのかもしれない。 
　論理情動行動の見地からす
ると、Ｎの「不安」が、自分
を評価し、行動を抑制して、
自分には危険に立ち向かうこ
となどできるはずがないとい
う機能的障害を起こさせ、Ｎ
の「敵意」が、人々の現在の
あり方が間違っていると確信
させ、現在の状況にはとても
我慢ならないが、今はただそ
の周りのやり方に反抗できな
いだけだと思わせて、自分自
身をより一層不安にしたり、
自己嫌悪に駆り立て、簡単に
他人を非難するようにし向け
させていたと思われる。 
　この悪循環の根を断ち切
り、不安や敵意が最小になる
よう援助したいと思ったが、
今回の初期段階では、Ｎに対
しての情報量があまりにも少
なく、Ｎに会うことすら出来
ず、暗中模索する中での対応
だった。 
　そこで、実存主義的な人間
観に基づき、Ｎの立場を尊重
し、Ｎの人間性を疑わず、Ｎ
の将来に期待を持ち続けて、

Ｎの長所や取り柄を支持する
よう、交換日記を行った。 
　結果的に、直接のふれあい
を控え、間接的にポストを通
じての交換日記をすることに
より、緊張感無くこちら側の
人間像を知ってもらえ、幸い
だったと思っている。 
　Ｎが強固にもっていた、
「ミスは絶対に許されない」
「不幸の原因は外部にあり、
自分ではどうにもならない」
といった完全主義・絶対主義
の思いこみを、不完全で過ち
を犯しやすいＴを知ることに
よって、払拭してもらいたい
という気持ちが強かったから
だ。 
　このケースの場合、Ｎに対
して恐怖心を抱いていた母親
にアプローチしても、母親の
態度は変わらなかったと思わ
れるので、どんな形であるに
せよ、本人にアプローチして
いく必要があった。しかし、
メールでは１対１になってし
まい、家族を巻き込むことが
できないので、強引ではあっ
たが、訪問して、どこかで見
ているであろうＮに期待し
た。 
　便利な世の中になったが、
人の心に訴えていくには、相
手の人間性を疑わず、熱意と
誠意を持って接触していくし
かないと思っている。 
　これからは、非理性的な信
念(ｉＢ)にとらわれることな
く、未来に向かって、前向き
に幸せに生きていって欲しい
と願っている。 


家族の問題から情緒不安
定になった不登校生徒へ
の支援
～学級経営と進学支援を中心
とした活動～

小川まち江
 滋賀県中学校教諭

《要約》 　
　小学校３年生の頃から不登
校傾向の兆しが見られたＭ子
は、中学校１年生１学期の途
中から不登校となった。２年
生に学年が進み担任が替わっ
て、４，５月は登校できた
が、徐々に欠席が増し、１０
月から完全に不登校状態と
なった。最終学年になり、筆
者が担任をすることになっ
た。筆者は、病気の妹を取り
巻く家庭状況から情緒的に不
安定となり不登校となった要
因を理解し、一日でも多く登
校できるように本人の思いを
受け止め、学級の一員として
卒業の日を迎えることができ
ることを目標に取り組んだ。
やがて本人の修学旅行へ行き
たいという気持ちや高校へ行
きたいという気持ちが強くな
り、学級の雰囲気や支えてく
れる生徒の助けもあって、登
校できる日が徐々に多くなっ
てきた。家庭ではこれとは別
に、妹が難病で入退院を繰り
返していることも不安の一つ
であったが、欠席の時は電話
連絡や家庭訪問をして学校・
学級の様子を伝え、登校に対
する不安を取り除くように配
慮した。このような取り組み
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の中で、本人が希望した修学
旅行には参加でき、また出席
日数も増して、第一希望の高
校にも進学することができた
事例である。

《考察》
　(１)学級の関わり 
　前述のように、この学級は
学級編成の段階で、学校へ登
校しにくい生徒、友人関係が
うまくいかない生徒、自信が
なく内面の弱い生徒等、どち
らかというと心の問題を持っ
ている生徒が目立った。それ
は、温かい雰囲気の学級作り
をして自分の居場所が見つけ
られるように心がけようと考
え、取り組んだ。 というの
は前年度筆者の学級は、最初
は静かでおとなしい雰囲気と
思われたが、徐々に温かくほ
のぼのとした学級となり、生
徒たちはゆったりと一年を過
ごし、よい学級経営ができ
た。このことから本年度の筆
者の学級は同じような雰囲気
で過ごせるように考えた。 
　学年の始まりは、やはり静
かでおとなしい印象があり、
一面個性的だと思った生徒が
多かった。しかし元気で明る
く雰囲気を盛り上げる数名の
男子生徒のリードでたちまち
明るい雰囲気になった。この
生徒たちの提案でクラスの学
級目標は「太陽みたいにＳＵ
Ｎ３-３」と決定した。女子
生徒は優しく思いやりのある
生徒が多かった。このことは
修学旅行の班編成で生かされ
たように充分に受容的な学級

の雰囲気ができあがって、Cl
のことを考えて班を組むこと
を試みた。またClと友だちに
なりたいと思っているＹ子が
いたこともよかった。Ｙ子は
前年度転校してきて筆者の学
級に入ったが、友人のできに
くい生徒であった。Ｙ子はCl
が欠席するとよく様子を尋ね
に私のところへ来て、Clへの
関心を寄せていた。Clが登校
するとＹ子は積極的に話しか
けにいって 、すぐに仲良く
なったことはよい効果であっ
たと思う。修学旅行では同じ
班として一緒に行動した。そ
の後も二人は仲良く話をして
いた。 
　この学級は運動面にも力を
発揮して、体育祭では優勝す
ることができた。残念ながら
Clは欠席して参加できなかっ
たが、学級の団結力を感じて
いた。文化祭では特に合唱コ
ンクールに力を入れて、 選
曲に時間をかけ、混声四部合
唱曲「海はなかった」(組曲
「海の詩」から)に取り組ん
だ。残念ながらグランプリは
もらえなかったが、金賞をも
らうことができた。文化祭で
はこの一枚の賞状が重みで
あった。Clにとっては、学級
全員で取り組んで賞状を手に
したことが喜びであり、この
ことが自信と安定につながっ
ていった。また、ステージ発
表の学級劇では友情に関わる
内容で、思い出の場面にスラ
イドを取り入れたが、生徒が
選んだ写真の中の一枚に、修
学旅行で友だちと楽しそうに
乗り物に乗っているClの写真

があった。 学習面では、進
路決定を目前に教え合う姿が
見られ、私立校を受検する級
友を気遣ったり、合格をとも
に喜び合う姿が見られた。 
　このようにこの学級はみん
なの手で、ほのぼのしてい
て、温かくて親切で、楽しい
学級になっていった。そして
みんなが居心地のいい学級と
いえるようになったことは、
受容的で支え合う学級経営が　
効果的であったと思われる。 

(２)分析 
　この事例は、家庭状況が妹
の入退院で母親の関心がClへ
向かなかったことから、自信
のない消極的な状態となり不
登校となったものである。妹
の手術が成功して快方に向
かっていったことが母親の気
持ちを変化させたこと、学級
の支援、担任の支援によって
Clの気持ちが変化し、３年生
初めに目標としてもった課題
に対して到達することができ
たと考えられる。担任として
は、引き継ぐ時、長期不登校
ということで困難なことを想
像していたが、家庭訪問や電
話で学級への関心が強いこと
を感じることができた。ま
た、Ｙ子など学級でClを受け
入れてくれる友人が応援した
こと、学級経営を受容的で思
いやりのあることを目標にし
たことも成功した。特に家庭
訪問、電話等でのClや母親と
の対応は受容を大切に接し、
行事ごとに自信を取り戻した
過程を見ることができたよう
に、学級の受容的な温かい雰
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囲気が効果をあげた。このよ
うな母親と担任の関係、Clと
学級の関係、Clと担任の関係
など、担任がネットワークを
活用したり、支えることによ
り情報を交換して輪ができた
ことが成功した要因と考えら
れる。 

５．終わりに 
　この事例は本校にまだス
クールカウンセラー(School 
Counselor：以下SCと略す)
が配置されていない時のこと
で、教育相談の必要性が重要
視されてきた頃のことであ
る。
　この事例を通して、本人と
本人を取り巻く様々な課題を
明確にし、的確な対応をして
いく重要性を認識した。筆者
は、今までに何人かの休みが
ちになった生徒を支援してき
たことや、教育相談を担当し
て校内の諸問題と関わってき
たことで、早期発見、早期対
応の必要性を痛感してきた。
Clは何らかの心のサインを
送っているはずであり、発見
の遅れは心の痛みを深めてい
くものである。 
　Clが心を開き、話し始める
のに時間がかかる場合もある
が、筆者は話し始めるのを
待って、聞くことを大切にし
て対応してきた。 
　生徒一人一人を大切にし
て、生き生きと学校生活が送
れるようにするために、学級
担任は一人で問題を抱えず
に、全教職員が一丸となって
生徒を育んでいくことが大切

である。２年間のSC活用調
査研究校の委託指定を経て、
SC配置校となり、SCと関わ
ることによりカウンセリング
の知識や技能の研修を深める
ことができた。中学校の現状
は年々課題も大きく複雑にな
り、増加の一途をたどってい
ると思われる。このような中
でSCの果たす役割は非常に
重要である。私は、今までの
体験から得た知識、技能を活
かすとともに、家庭や地域社
会並びに外部の教育機関とも
連携を図りながら、教育相談
の充実と発展を目指して精進
する所存である。 



【e教師講師の最近の出版物】
～2004年以降～

○神経症の行動療法(精神医学選
書 ) 行動療法の実際 (新版)
    ジョ-ゼフ・ウォルピ/内山
喜久雄 ／黎明書房 2005/03出版 

○〈ケ−ススタディ〉認知行動
カウンセリング(現代のエスプリ
別冊 )   内山喜久雄/上田雅夫 
／至文堂 2004/04出版 

○エビデンス・ベ−スト・カウ
ンセリング(現代のエスプリ別冊 
)   内山喜久雄/坂野雄二 ／至文
堂 2004/01出版 

○新臨床心理学　
橋口英俊/滝口俊子 ／八千代出
版 2004/04出版

○子どものロ−ルシャッハ法
小川俊樹/松本真理子 ／金子書
房 2005/03出版

○教師のための不登校サポ−ト
マニュアル 不登校ゼロへの挑戦 
   小林正幸/小野昌彦 ／明治図
書出版 2005/03出版

○事例に学ぶ不登校の子への援
助の実際   小林正幸 ／金子書房 
2004/10出版

○保護者との関係に困った教師
のために 教師の悩みに答えます 
 小林正幸/有村久春 ／ぎょうせ
い 2004/07出版

○学校、職場、地域におけるス
トレスマネジメント実践マニュ
アル 嶋田洋徳/鈴木伸一 ／北大
路書房 2004/09出版

○これから始める臨床心理学(新
版) 杉山雅彦/上里一郎 ／昭和
堂（京都） 2005/05出版

○楽しい睡眠。夢をデザインす
る 松田英子 ／ジャイブ 
2004/07出版
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