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JETI教師カウンセラー資格認定委員会　委員長　内山喜久雄

《 初 級 》
【北海道】小野地道子(中)
【岩手県】西原晴美(OB )
【秋田県】1名 (小 )【福島
県】平野珠美(中)他1名(小)
【茨城県】田村治子(養)【群
馬県】石田由美子(小)【千葉
県】清水博美(小)横山前穂
(養)【東京都】山本澄(養)他1
名(中)【神奈川県】麻生麻由
美(小)川瀬典子(小)神本直子
(中)【長野県】櫻井真由美
(小)他1名(小)【新潟県】平松
亜矢子(小)花水久美子(高)
【福井県】井川久美子(中)島
崎直子(高)【岐阜県】山田佳
生子(小)【京都府】佐々木昌
子(小)【大阪府】稲井郁美
(高)他1名(高)【兵庫県】西村
美都利(小)大村弘美(小)【広
島県】松岡喜代子(小)【山口

県】1名(中)【香川県】1名
(高)【高知県】野地真由美
(小)【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】竹村さおり(中)西
川優子(小)【熊本県】塩田多
磨美(中)【宮崎県】矢津田恵
子(小)【鹿児島県】田邊ツル
子(中)他1名(養)

《 中 級 》
【宮城県】煤孫久子(中)【秋
田県】小笹典子(中)【福島
県】平野珠美(中)【埼玉県】
小泉由恵(セン)【千葉県】清
水博美(小)【東京都】松本美
佐子(中)【神奈川県】橋本ゆ
かり(中)【長野県】染川あゆ
み(中)他1名(小)【福井県】島
崎直子(高)【岐阜県】長尾弥
生(小)多和田聡美(小)【静岡
県】青野千代(高)新井はる美

(小)山﨑永子(中)【大阪府】1
名(高)【広島県】小迫玲子
(高)【香川県】1名(養)【愛媛
県】高月ひとみ(高)【福岡
県】内野珠美(高)【佐賀県】
真島茜(高)【長崎県】竹村さ
おり(中)【大分県】菊奈津子
(養)【宮崎県】矢津田恵子
(小)吉永睦美(高)

《 上 級 》
【愛知県】中根千恵子(小)
「心因性視覚障害とチック症
状を示す小学校女児への集団
主張訓練法」
【北海道】 坪井克彦(高)
「対人不安による不登校と保
護者に対する担任を中心とし
た受容的・指示的カウンセリ
ング」
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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/



JETI教師カウンセラー
資格者名簿

                                         
2005年11月末現在

《 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)小
野地道子(中)
【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)西原晴
美(OB) 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) 他1名

【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)平野珠美
(中) 他1名
【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)田村治子(養) 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
【群馬県】石田由美子(小)
【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(セン)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)清水博
美(小)横山前穂(養)

【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)山本澄(養) 
他２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)麻生麻
由美(小)川瀬典子(小)神本直
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)櫻井真由
美(小)他1名
【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)平松
亜矢子(小)花水久美子(高)
【富山県】飯野順(中)石黒高
明(中)山藤孝子(小)
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【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)井川久美子(中)島崎
直子(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
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)山田
佳生子(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(中)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)佐々木昌子(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)稲井郁美(高)) 他２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) 西村
美都利(小)大村弘美(小) 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) 松岡
喜代子(小)
【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) 他1名
【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３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) 
野地真由美(小)
【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)内
野珠美(高)
【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) 竹村さおり(中)
西川優子(小)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)塩田多磨美(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)矢津
田恵子(小)
【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) 
田邊ツル子(中) 他1名
【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)
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《 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)煤孫久子(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【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)平野珠
美(中)
【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)小泉由恵(セン)
【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)清水
博美(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)松本美佐子
(中)
【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)橋本ゆかり(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) 染川あゆみ(中) 他1名
【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)島崎直子(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)長尾弥生(小)多和田
聡美(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)青野千代
(高)新井はる美(小)山﨑永子
(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) 他1名
【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)
【広島県】小迫玲子(高)
【山口県】西村妙子(小)前田
公子(高)
【徳島県】森光あゆみ(小)
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【香川県】片岡秀子(OB)山
田昭広(中)滝川真理(養)伊藤
春恵(高) 他1名
【愛媛県】矢野多美子(小)川
上繁美(小)高月ひとみ(高)
【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) 
内野珠美(高)
【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)真島茜(高)
【長崎県】石井あつ子(高)冨
永恵子(養)梅野とも庫(中)竹
村さおり(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)菊奈
津子(養)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐
藤美智子(高)矢津田恵子(小) 
吉永睦美(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)

《 上 級 》
【北海道】坪井克彦(高)
【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)

【愛知県】中根千恵子(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/


心因性視覚障害とチック
症状を示す小学校女児へ
の集団主張訓練法

中根千恵子
 愛知県小学校教諭

《要約》
　小規模校（全校14名）
で、高学年クラス（５年１名
６年４名）を担任することに
なり、その中のK子は、医者
から心因性視覚障害と診断さ
れている。小学校４年の後半
から視力が下がり、両目とも
Cである。また、まばたきを
頻繁にしたり、顔面のチック
症状が見られた。教師の指示
をよく聞いて、まじめに行動
するが、自分で考え行動する
ことには自信がもてない様子
だった。下級生にはきつく命
令調子で話し、思うようにい
かないとヒステリックになる
こともあった。子育てをめぐ
る家族間の温度差や同胞間の
劣等感からくる自尊感情の低
さが原因だと考えられる。本

人や母親から話を聞いたり、
学校生活全般の様子を観察し
たりする中で、K子のストレ
スを探り、K子への理解を深
めた。毎日の対話や日記指導
やスピーチ訓練、仲間とのか
かわり合いの支援等を通し
て、K子は少しずつ自信を
もって行動することが増え、
チック症状も治まってきた。
しかし、まだ視力は回復して
おらず、長い目での対応が必
要である。

《考察》
　２学期の学校創立記念行事
で、K子は児童代表として挨
拶を述べた。何度も練習をし
会場の人たちに語りかけるよ
うに堂々と話すことができ
た。
　12月の読書集会では委員
会の委員長として、読み聞か
せの先生にお礼の言葉を述べ
ることができた。原稿は用意
しておらず、読み聞かせを聞
いた感想を自分の言葉で語
り、その先生の顔を見てお礼
の気持ちを伝えることができ
た。これは、毎日のスピーチ
練習や音読練習に加え、様々
な人との交流体験によって、
大勢の人の間でも自分を表現
することに自信をもつことが
できるように成長した姿であ
る。
また、３学期にはチック症状
はほとんど見られなくなって
いた。
　１学期に私と出会ったころ
に、頻繁に顔をゆがめたり、
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強いまばたきを繰り返す軽い
チック症状が出ていた。
Ｋ子の場合は、短い時期の軽
いものだったと考えられる。
内面的な葛藤として次の点が
考えられる。
① ６年生になり担任が変
わり、新しく赴任してきた担
任（私）はどのような人物な
のか不安がある。自分のこと
を言葉で伝えることがうまく
できないが理解してもらえる
かどうかといった不安。
② 最高学年として学校の
リーダーとしてがんばりたい
が、下級生たちが思うように
自分の言うことを聞いてくれ
ない。
③ ６年生になり、勉強が
難しくなり、ついていけるか
不安がある。兄のように勉強
ができないし、悪い点をとる
と母親に叱られる。

①については、日記指導や何
度も対話を重ねることで、教
師に対しても学級の中でも心
を開き自分の思いを語るよう
になってきた。②について
は、下級生との問題を一つず
つ話し合うことで解決してき
ている。このことは、自分の
思いを口に出して表現する訓
練を毎日続ける中で、学級の
仲間や下級生たちと気持ちを
理解し合い、一つずつ問題を
解決してきた自分に自信を
もってきたことが原因と考え
られる。Ｋ子が、友達とお互
いの思いを伝え合い、心を通
わせて生活することができる
ようになってきた成果だと考

えられる。このことにより、
人とかかわるために自分の思
いを表現することと、人の話
を聞くことの大切さに気づい
たＫ子は、今後もさらに積極
的に友達とかかわり合いなが
ら自分の力を伸ばし、学校生
活を楽しむことができること
が期待できる。③について
は、母親の思いや兄との違い
などから、まだ問題は残って
いる。

　視覚障害については、１月
の視力検査ではＫ子の視力の
変化は見られなかった。（両
目Ｃ）今後も、継続して見
守っていく必要がある。Ｋ子
の心因性視力障害について
も、チックと同様の原因が考
えられるが、特に③の母親と
の関係や、兄と学力面でも運
動面でも能力に差が大きいと
いうことがストレスの原因と
考えられる。母親との数回の
個別懇談でわかったことは、
・母親はK子のことを気にし
つつも、長男に対する思いの
方が強く時間を多く費やして
いる。
・K子に対して、姑も夫も優
しくして叱らないためK子も
自分より姑や夫に心を開いて
いるのを感じている。
・兄と学習面でも運動面でも
比較するようなことは言わな
いつもりだが、感情として同
じ子どもでも兄の方が対応し
やすいし気を遣わなくていい
と話している。

　K子は、卒業前の団らんの
中で、「私の一番好きなのは
おばあちゃん。ずっと一生、
おばあちゃんと暮らせたらな
あと思ってる。次はお父さん
かな。」と話していた。この
感情は母親にも伝わっている
だろう。このような感情はこ
れまでの生育歴にも関連する
し、お互いに口に出して相手
に言うべきことではないこと
はわかっているので、それも
ストレスの原因にもなってい
るだろう。今後は寮生活が始
まり、どのように変化するか
わからない。卒業後も継続し
て相談にのることを母親にも
K子にも話してある。
　また、Ｋ子と下級生の関係
は教師が仲介に入ることで改
善してきたと思うが、子ども
同士で問題が解決していける
ような力をつけさせるのには
まだ十分とはいえないだろ
う。Ｋ子は、ていねいな個別
対応から、５人という小さな
学級で生き生きと生活し自信
をもった言動が見られるよう
になったが、今後中学校の大
集団の中に入って生活してい
くことができるようには、ま
だ十分な訓練はできていない
と思われる。大きな集団の中
でも自信をもって生活するこ
とができるように、今後どの
ような支援が必要か考えた
い。
７　おわりに
　千万町小学校で少数の子ど
もたちとじっくりと対話をす
る時間をもつことができ、私
にとっても心の通う体験がで
きたことは大きな喜びであっ
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た。小規模校ならではのよさ
だと思う。学級担任として、
一人ひとりの子どもとの対話
の時間を十分にもつことは、
とても大切だが、子どもの内
面を深く見つめ、その子に応
じた支援のあり方を探ってい
くことは今後も研究を深めて
いきたい。


対人不安による不登校と
保護者に対する担任を中
心とした受容的・指示的
カウンセリング

坪井克彦
 北海道高等学校教諭

《要約》 　
 クラス替え直後の人間関係
のトラブルから、対人不安・
教室不適応になった高校２年
女子生徒の事例である。友人
関係において相談に乗った
り、解決に関わったりしたこ
とはあっても、本人自身が該
当したということが無く、ま
た、父子家庭、体調不良等の
状況が重なった結果である。
周囲からすると特に無視した
わけでもなく、嫌がらせをし
たわけでもない。何となく不
自然な状況に本人が自信を失
い、本人から離れていった状
況である。
　①受容的・指示的カウンセ
リングを基本とし、自己成長
力を伸ばし、適応させていく
こと。②保護者面接を通して
家族システムに働きかけるこ
と。③学級集団の発達段階に
配慮し受け入れ態勢を整える

こと。以上３点を柱とし担任
を中心としたカウンセリング
の事例研究論文である。

《考察》
  Ｋ．Ｗ．に限らず、生徒達
が人間関係を構築していく力
が衰えていることを痛感し、
そして自分の無力さを思い知
らされた担任３年間であっ
た。１年次には、宿泊研修後
に人間関係のトラブルから退
学していったケースがあっ
た。２年次には、今回のケー
スが発生する前に、進級直後
から進路変更を理由に登校し
なくなり６月に退学したケー
スがあった。学級集団は社会
組織の縮図であり、その社会
で生きていく力を身に付ける
場である。高等学校という発
達段階を考えると教師の関わ
りは、小・中学校に比較し直
接的にではなく、間接的に見
守るというスタンスになり、
よほどのことでなければ具体
的な指示・指導というのは必
要ないと考えていた。これは
部活動指導においても言える
ことであり、人間関係の縦・
横の関係のバランスがとれな
い、あるいはとりかたがわか
らない、という状況である。
よく言われることではある
が、少子化・都市化等による
影響は否定できない。自分に
自信が無く傷つきたくないか
ら、自分を守るために無意識
のうちに他を傷つけている。
結果的には、自分も含め周囲
の人間がみんな傷ついてい
る。このことが傷つきながら
も経験・体験として受け止め

られればよい方で、受け止め
られずに自己否定や自信喪失
の状態のまま逃避し社会に出
て行ってしまうケースも多
い。今回のケースは比較的う
まくいった事例であり、以下
のように考察する。

  ①　クライエントに対する
受容・共感・傾聴と適切なコ
メント
  不登校の兆候が現れ、別室
登校が軌道に乗るまでの間に
ついては、Ｋ．Ｗ．のことを
否定せずに全てを受け入れる
意識でカウンセリングにあ
たった。気をつけたことは、
「でも」、「しかし」、「そ
れは」という否定をし、担任
の意見をいうことをしないこ
とであった。しかしながら、
教育現場ということから、
Ｋ．Ｗ．は生徒として教師か
らの指導・助言を期待してい
ることも忘れてはならない。
基本的には、Ｋ．Ｗ．が話し
ていることをなぞり、抱えて
いる問題を共有し、教師とし
て適切なコメントをすること
を心がけた。今回の事例で担
任が最も配慮し苦慮した部分
でもあった。放送大学大学院
の臨床心理学に関する科目や
教師カウンセラーの取り組み
から、最大限の努力をし何と
か乗り切ったという感であ
る。Ｋ．Ｗ．に自分の心の変
化や成長の部分が感じられた
時には、時機を逸せずに、
「そうだね。そのことが大切
だね。」あるいは「先生も本
当にそう思うよ。」というコ
メントをするように常に意識
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していた。結果的に、本人が
自分で考え決断していく過程
を尊重することにより、自己
成長力の伸長につながったの
ではないかと考える。

  ②　交換日誌の継続
  今回の事例で功を奏した重
要な部分になった。日誌の形
式としてはシンプルであった
が、本人あるいは父親も支援
できたのではないかと考え
る。Ｋ．Ｗ．にとって毎日担
任と話す以外に、一人で落ち
着いてその日その日を振り返
ることができたことが有効で
あった。書くことが本人を支
えていた。ただ、Ｋ．Ｗ．の
気質や好みからこの交換日誌
が合っていたことと、父親の
協力があったからで、多くの
事例に対して当てはまること
ではない。書かせることが、
強制と受け止められ苦痛に
なったり、本音ではなく偽り
を書くこともあることを忘れ
てならない。

  ③　保護者面接による家族
システムへのアプローチ
  父子家庭の中でＫ．Ｗ．と
父親の関係、そして、その関
係が弟たちも含めて家族全体
に及ぼす影響をできる限り考
慮した。学校・教師が家庭に
踏み込んでいくという意識で
はなく、子ども・生徒という
将来ある若者を一緒に育んで
いくという意識が必要であ
る。この点で保護者と学校が
連携できるか否かが、生徒指
導・支援等の鍵になる。その

際重要なことは教師の資質向
上である。保護者を支援し、
保護者から信頼を得るために
は教師の経験・人間性にプラ
スαが必要である。そのプラ
スαは、保護者の話を聞くだ
けではなく、受容・共感・共
有そして適切なコメントがで
きることである。今回の場
合、父親は男親として娘への
教育に自信を失い、また、手
のかかる弟たちをかかえ苦慮
し自分を責めているところが
あった。また、職場において
は立場あるポストにいる。そ
して、年齢的には中年期に入
り父親自身、自己の在り方に
悩んでいるところも見うけら
れた。父親は性格上まじめで
努力家であるので、家庭や職
場においても弱音を吐かない
ようにしていた。今回のこと
を機に、弱い自分や困ってい
る自分を素直に出すことを勧
める。その結果として、家族
全体の変化・成長につなが
り、Ｋ．Ｗ．が「自分の家
族」という意識を強く持てる
ようになっていった。

  ④　学級集団に対するアプ
ローチ
  ピア・カウンセリングの機
会を待ち、逃さずに活用した
いと考えていた。夏休み前の
時期は、学級集団が、他を意
識する模索期から他と自己の
関係を意識する葛藤期に移行
する時期であり、必ずその
チャンスはくると期待してい
た。また、イベントが契機に
なることを予測し、学校祭・
夏休み・定期試験・見学旅行

等の時期を考えていた。遅く
とも、高校生活最大の行事で
ある見学旅行までには何らか
の変化があるのではと考えて
いたが、幸いに７月の学校祭
という早い時期にピア・カウ
ンセリングの機会があった。
　我々の生活の中でカウンセ
リングは日常的にまた無意識
のうちに行われている。一番
身近で信頼できる人に話を聞
いてもらい支えられることが
最も有効である。高校生とい
う発達段階から、友達同士の
おしゃべりから、傾聴して、
受容・共感していくステップ
を踏ませることは可能であ
る。しかしながら、そこに上
下関係をつくらず、行き過ぎ
にならないように生徒を指導
していかなければならない。
カウンセラー・教師が、ピ
ア・カウンセリングの内容を
掌握し助言していける信頼関
係と環境をつくることが重要
である。
  今回の場合、ピア・カウン
セリングの動きがきっかけと
なり無関心を装っていたグ
ループにもそれなりの危機感
が生じた。その時期に、教室
入室が一時的にでもできたこ
とが後の教室復帰の受け入れ
態勢につながったと推測す
る。
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