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初 級 

中 級 

《 初 級 》
【北海道】濱野葉月(高)
【岩手県】阿部清美(中)
【秋田県】鈴木真澄(高)

安田眞理子(高)
秋本育代(OB)
福地恵(養)

【福島県】茂木ヒロミ(小)
【茨城県】岡宣子(小)

高安真美(高)
【埼玉県】大山律子(中)
【千葉県】森幸子(小)

柴田明子(小)
【東京都】1名(中)
【神奈川県】岸本愛子(小)

他1名(中)
【長野県】新保友梨(小)

林孝子(小)
他1名(小)

【岐阜県】田口とも子(高)
【愛知県】小林信子(高)

他1名(小)
【三重県】小林美和子(小)

中川はるみ(高)
他1名(高)

【京都府】増春ひろみ(小)
【兵庫県】谷田五沙子(小)

清水さだ子(小)
【岡山県】畑洋子(小)
【広島県】竹之内多美子(小)

豊島唯顕(高)
【長崎県】入江徹(小)
【鹿児島県】1名(中)

《 中 級 》
【北海道】近藤夕紀子(小)

他１名(高)
【宮城県】小野ゆかり(中)
【福島県】本田千恵里(OB)

茂木ヒロミ(小)
【栃木県】吉田哲子(中)
【群馬県】島田ひろみ(小)
【埼玉県】小松朋子(小)
【神奈川県】1名(中)
【長野県】1名(小)
【三重県】岡田綾(高)
【長崎県】入江徹(小)
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)

《 上 級 》
【岐阜県】多和田聡美(小)
学校不適応を示す情緒障害児童母
子への理解と援助サービス
～発達支援のための学校教育相談
活動の試み～

【香川県】滝川真理(養)
保健室登校の軽度知的障害を持つ
生徒に対する養護教諭を中心とし
た校内体制作り

【長崎県】石井あつ子(高)
幻覚を持つ生徒に対する自立獲得
支援
－「言葉」の持つ回復力－

【熊本県】塩田多磨美(中)
保健室登校の発達遅滞生徒に対す
る養護教諭を中心とした指導・援
助の体制づくり

【北海道】高橋恵美子(小)山脇恵
子(小)桂玲子(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)佐藤
総子(小)安里栄子(中)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)濱野
葉月(高) 他1名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)敦川優美子(聾)山本元子(高) 
他3名
【岩手県】小山田ヨシ子(中)前川
啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋子
(小)菅原美惠子(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)中村美代
子(聾)西原晴美(OB)小泉礼(中)阿
部清美(中) 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)鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子(中)煤
孫久子(中)清野優子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)鈴木真澄(高)安田眞理子(高)

秋本育代(OB)福地恵(養) 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)海道陽子(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)佐藤裕美子(小)本田千恵里
(OB)茂木ヒロミ(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)
豊田敦子(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)椿本まさみ
(OB)岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中) 他２名
【群馬県】石田由美子(小)島田ひ
ろみ(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(セン)新井礼子
(中)武隈きよ子(中)小松朋子(小)
大山律子(中) 他1名
【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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の祭に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決するほうほうや子どもたちを救
う方法を学び、学級経営に役立て
たいと思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記

平成19年7月1日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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【群馬県】島田ひろみ(小)
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子(小)桂玲子(高)森永倫代(高)多
田真理子(小)續橋淳子(高)富田孝
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(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)佐藤
総子(小)安里栄子(中)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)濱野
葉月(高) 他1名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)敦川優美子(聾)山本元子(高) 
他3名
【岩手県】小山田ヨシ子(中)前川
啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋子
(小)菅原美惠子(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)中村美代
子(聾)西原晴美(OB)小泉礼(中)阿
部清美(中) 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)鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子(中)煤
孫久子(中)清野優子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)鈴木真澄(高)安田眞理子(高)

秋本育代(OB)福地恵(養) 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)海道陽子(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)佐藤裕美子(小)本田千恵里
(OB)茂木ヒロミ(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)
豊田敦子(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)椿本まさみ
(OB)岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中) 他２名
【群馬県】石田由美子(小)島田ひ
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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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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
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恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(中)
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登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の祭に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決するほうほうや子どもたちを救
う方法を学び、学級経営に役立て
たいと思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記
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発行　日本教育工学研究所
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の祭に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決するほうほうや子どもたちを救
う方法を学び、学級経営に役立て
たいと思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記
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発行　日本教育工学研究所
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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《 初 級 》
【北海道】濱野葉月(高)
【岩手県】阿部清美(中)
【秋田県】鈴木真澄(高)

安田眞理子(高)
秋本育代(OB)
福地恵(養)

【福島県】茂木ヒロミ(小)
【茨城県】岡宣子(小)

高安真美(高)
【埼玉県】大山律子(中)
【千葉県】森幸子(小)

柴田明子(小)
【東京都】1名(中)
【神奈川県】岸本愛子(小)

他1名(中)
【長野県】新保友梨(小)

林孝子(小)
他1名(小)

【岐阜県】田口とも子(高)
【愛知県】小林信子(高)

他1名(小)
【三重県】小林美和子(小)

中川はるみ(高)
他1名(高)

【京都府】増春ひろみ(小)
【兵庫県】谷田五沙子(小)

清水さだ子(小)
【岡山県】畑洋子(小)
【広島県】竹之内多美子(小)

豊島唯顕(高)
【長崎県】入江徹(小)
【鹿児島県】1名(中)

《 中 級 》
【北海道】近藤夕紀子(小)

他１名(高)
【宮城県】小野ゆかり(中)
【福島県】本田千恵里(OB)

茂木ヒロミ(小)
【栃木県】吉田哲子(中)
【群馬県】島田ひろみ(小)
【埼玉県】小松朋子(小)
【神奈川県】1名(中)
【長野県】1名(小)
【三重県】岡田綾(高)
【長崎県】入江徹(小)
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)

《 上 級 》
【岐阜県】多和田聡美(小)
学校不適応を示す情緒障害児童母
子への理解と援助サービス
～発達支援のための学校教育相談
活動の試み～

【香川県】滝川真理(養)
保健室登校の軽度知的障害を持つ
生徒に対する養護教諭を中心とし
た校内体制作り

【長崎県】石井あつ子(高)
幻覚を持つ生徒に対する自立獲得
支援
－「言葉」の持つ回復力－

【熊本県】塩田多磨美(中)
保健室登校の発達遅滞生徒に対す
る養護教諭を中心とした指導・援
助の体制づくり

【北海道】高橋恵美子(小)山脇恵
子(小)桂玲子(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)佐藤
総子(小)安里栄子(中)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)濱野
葉月(高) 他1名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)敦川優美子(聾)山本元子(高) 
他3名
【岩手県】小山田ヨシ子(中)前川
啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋子
(小)菅原美惠子(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)中村美代
子(聾)西原晴美(OB)小泉礼(中)阿
部清美(中) 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)鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子(中)煤
孫久子(中)清野優子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)鈴木真澄(高)安田眞理子(高)

秋本育代(OB)福地恵(養) 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)海道陽子(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)佐藤裕美子(小)本田千恵里
(OB)茂木ヒロミ(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)
豊田敦子(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)椿本まさみ
(OB)岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中) 他２名
【群馬県】石田由美子(小)島田ひ
ろみ(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(セン)新井礼子
(中)武隈きよ子(中)小松朋子(小)
大山律子(中) 他1名
【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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の祭に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決するほうほうや子どもたちを救
う方法を学び、学級経営に役立て
たいと思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記

平成19年7月1日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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《 初 級 》
【北海道】濱野葉月(高)
【岩手県】阿部清美(中)
【秋田県】鈴木真澄(高)

安田眞理子(高)
秋本育代(OB)
福地恵(養)

【福島県】茂木ヒロミ(小)
【茨城県】岡宣子(小)

高安真美(高)
【埼玉県】大山律子(中)
【千葉県】森幸子(小)

柴田明子(小)
【東京都】1名(中)
【神奈川県】岸本愛子(小)

他1名(中)
【長野県】新保友梨(小)

林孝子(小)
他1名(小)

【岐阜県】田口とも子(高)
【愛知県】小林信子(高)

他1名(小)
【三重県】小林美和子(小)

中川はるみ(高)
他1名(高)

【京都府】増春ひろみ(小)
【兵庫県】谷田五沙子(小)

清水さだ子(小)
【岡山県】畑洋子(小)
【広島県】竹之内多美子(小)

豊島唯顕(高)
【長崎県】入江徹(小)
【鹿児島県】1名(中)

《 中 級 》
【北海道】近藤夕紀子(小)

他１名(高)
【宮城県】小野ゆかり(中)
【福島県】本田千恵里(OB)

茂木ヒロミ(小)
【栃木県】吉田哲子(中)
【群馬県】島田ひろみ(小)
【埼玉県】小松朋子(小)
【神奈川県】1名(中)
【長野県】1名(小)
【三重県】岡田綾(高)
【長崎県】入江徹(小)
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)

《 上 級 》
【岐阜県】多和田聡美(小)
学校不適応を示す情緒障害児童母
子への理解と援助サービス
～発達支援のための学校教育相談
活動の試み～

【香川県】滝川真理(養)
保健室登校の軽度知的障害を持つ
生徒に対する養護教諭を中心とし
た校内体制作り

【長崎県】石井あつ子(高)
幻覚を持つ生徒に対する自立獲得
支援
－「言葉」の持つ回復力－

【熊本県】塩田多磨美(中)
保健室登校の発達遅滞生徒に対す
る養護教諭を中心とした指導・援
助の体制づくり

【北海道】高橋恵美子(小)山脇恵
子(小)桂玲子(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)佐藤
総子(小)安里栄子(中)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)濱野
葉月(高) 他1名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)敦川優美子(聾)山本元子(高) 
他3名
【岩手県】小山田ヨシ子(中)前川
啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋子
(小)菅原美惠子(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)中村美代
子(聾)西原晴美(OB)小泉礼(中)阿
部清美(中) 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)鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子(中)煤
孫久子(中)清野優子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)鈴木真澄(高)安田眞理子(高)

秋本育代(OB)福地恵(養) 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)海道陽子(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)佐藤裕美子(小)本田千恵里
(OB)茂木ヒロミ(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)
豊田敦子(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)椿本まさみ
(OB)岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中) 他２名
【群馬県】石田由美子(小)島田ひ
ろみ(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(セン)新井礼子
(中)武隈きよ子(中)小松朋子(小)
大山律子(中) 他1名
【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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の祭に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決するほうほうや子どもたちを救
う方法を学び、学級経営に役立て
たいと思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記

平成19年7月1日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の際に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決する方法や子どもたちを救う方
法を学び、学級経営に役立てたい
と思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることができ，
学校全体でその子を守っていこう
とする，体制作りができたといえ
る。心に問題をもった児童生徒へ
の体制づくりの基盤が作られたと
考える。そして，保健室と担任と
の連携体制作りを整えることがで
きた。ケース会の持ち方について
も，基盤が作られたと言える。ま
た，保健室に相談コーナーを設置
し，環境を整え，保健室から情報
を発信していったことで，保健室・
養護教諭の役割についても，多く
の職員に知ってもらえる機会にも
なった。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味わわせ，自尊心

を育む指導が大切であると考える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
もと、Ａ男は落ち着きを取り戻し
教室に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記
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発行　日本教育工学研究所
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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【秋田県】鈴木真澄(高)

安田眞理子(高)
秋本育代(OB)
福地恵(養)

【福島県】茂木ヒロミ(小)
【茨城県】岡宣子(小)

高安真美(高)
【埼玉県】大山律子(中)
【千葉県】森幸子(小)

柴田明子(小)
【東京都】1名(中)
【神奈川県】岸本愛子(小)

他1名(中)
【長野県】新保友梨(小)

林孝子(小)
他1名(小)

【岐阜県】田口とも子(高)
【愛知県】小林信子(高)

他1名(小)
【三重県】小林美和子(小)

中川はるみ(高)
他1名(高)

【京都府】増春ひろみ(小)
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清水さだ子(小)
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茂木ヒロミ(小)
【栃木県】吉田哲子(中)
【群馬県】島田ひろみ(小)
【埼玉県】小松朋子(小)
【神奈川県】1名(中)
【長野県】1名(小)
【三重県】岡田綾(高)
【長崎県】入江徹(小)
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)

《 上 級 》
【岐阜県】多和田聡美(小)
学校不適応を示す情緒障害児童母
子への理解と援助サービス
～発達支援のための学校教育相談
活動の試み～

【香川県】滝川真理(養)
保健室登校の軽度知的障害を持つ
生徒に対する養護教諭を中心とし
た校内体制作り

【長崎県】石井あつ子(高)
幻覚を持つ生徒に対する自立獲得
支援
－「言葉」の持つ回復力－

【熊本県】塩田多磨美(中)
保健室登校の発達遅滞生徒に対す
る養護教諭を中心とした指導・援
助の体制づくり

【北海道】高橋恵美子(小)山脇恵
子(小)桂玲子(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)佐藤
総子(小)安里栄子(中)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)濱野
葉月(高) 他1名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)敦川優美子(聾)山本元子(高) 
他3名
【岩手県】小山田ヨシ子(中)前川
啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋子
(小)菅原美惠子(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)中村美代
子(聾)西原晴美(OB)小泉礼(中)阿
部清美(中) 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)鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子(中)煤
孫久子(中)清野優子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)鈴木真澄(高)安田眞理子(高)

秋本育代(OB)福地恵(養) 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)海道陽子(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)佐藤裕美子(小)本田千恵里
(OB)茂木ヒロミ(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)
豊田敦子(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)椿本まさみ
(OB)岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中) 他２名
【群馬県】石田由美子(小)島田ひ
ろみ(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(セン)新井礼子
(中)武隈きよ子(中)小松朋子(小)
大山律子(中) 他1名
【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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の祭に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決するほうほうや子どもたちを救
う方法を学び、学級経営に役立て
たいと思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記

平成19年7月1日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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《 初 級 》
【北海道】濱野葉月(高)
【岩手県】阿部清美(中)
【秋田県】鈴木真澄(高)

安田眞理子(高)
秋本育代(OB)
福地恵(養)

【福島県】茂木ヒロミ(小)
【茨城県】岡宣子(小)

高安真美(高)
【埼玉県】大山律子(中)
【千葉県】森幸子(小)

柴田明子(小)
【東京都】1名(中)
【神奈川県】岸本愛子(小)

他1名(中)
【長野県】新保友梨(小)

林孝子(小)
他1名(小)

【岐阜県】田口とも子(高)
【愛知県】小林信子(高)

他1名(小)
【三重県】小林美和子(小)

中川はるみ(高)
他1名(高)

【京都府】増春ひろみ(小)
【兵庫県】谷田五沙子(小)

清水さだ子(小)
【岡山県】畑洋子(小)
【広島県】竹之内多美子(小)

豊島唯顕(高)
【長崎県】入江徹(小)
【鹿児島県】1名(中)

《 中 級 》
【北海道】近藤夕紀子(小)

他１名(高)
【宮城県】小野ゆかり(中)
【福島県】本田千恵里(OB)

茂木ヒロミ(小)
【栃木県】吉田哲子(中)
【群馬県】島田ひろみ(小)
【埼玉県】小松朋子(小)
【神奈川県】1名(中)
【長野県】1名(小)
【三重県】岡田綾(高)
【長崎県】入江徹(小)
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)

《 上 級 》
【岐阜県】多和田聡美(小)
学校不適応を示す情緒障害児童母
子への理解と援助サービス
～発達支援のための学校教育相談
活動の試み～

【香川県】滝川真理(養)
保健室登校の軽度知的障害を持つ
生徒に対する養護教諭を中心とし
た校内体制作り

【長崎県】石井あつ子(高)
幻覚を持つ生徒に対する自立獲得
支援
－「言葉」の持つ回復力－

【熊本県】塩田多磨美(中)
保健室登校の発達遅滞生徒に対す
る養護教諭を中心とした指導・援
助の体制づくり

【北海道】高橋恵美子(小)山脇恵
子(小)桂玲子(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)佐藤
総子(小)安里栄子(中)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)濱野
葉月(高) 他1名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)敦川優美子(聾)山本元子(高) 
他3名
【岩手県】小山田ヨシ子(中)前川
啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋子
(小)菅原美惠子(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)中村美代
子(聾)西原晴美(OB)小泉礼(中)阿
部清美(中) 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)鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
小野ゆかり(中)蘇武千代子(中)煤
孫久子(中)清野優子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)鈴木真澄(高)安田眞理子(高)

秋本育代(OB)福地恵(養) 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)海道陽子(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)佐藤裕美子(小)本田千恵里
(OB)茂木ヒロミ(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)
豊田敦子(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)椿本まさみ
(OB)岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中) 他２名
【群馬県】石田由美子(小)島田ひ
ろみ(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(セン)新井礼子
(中)武隈きよ子(中)小松朋子(小)
大山律子(中) 他1名
【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)渡
邊真亀子(小)押本麻子(高)清水恵

子(中)太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小) 他1名
【東京都】宮田富士子(中)篠島秀
哉(中)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)中原陽子(中)
宮川洋子(小)笠井さち子(OB) 他
３名
【神奈川県】武井逸美(小)井上公
子(小)木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)前田礼子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
岸本愛子(小) 他3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)竹内久代(高)大井信
子(OB)伊藤八重子(小)松本こずえ
(中)大塚圭子(養)新保友梨(小)林
孝子(小) 他３名
【新潟県】竹内由美子(小)野口美
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)新保恵子(中等)加藤悦子(小)
【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)
井川久美子(中) 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)水谷志保子(小)和田
恵子(小)田口とも子(高) 他１名
【静岡県】荒川惠子(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)花
畑清美(小)魚住みど里(高)松下純
子(小)鈴木洋子(小)吉田真由美(小)
杉山千幸(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)藤田寿美子(小)近藤
甲代子(高)小林信子(高) 他２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)岡田綾(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他１名
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)河﨑
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)島崎直子(小)鷲尾

登志子(高))増春ひろみ(小) 他１
名
【大阪府】小名川香代子(小)十河
芳江(小)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)
唐津弥生(高)谷田五沙子(小)清水
さだ子(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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)下村
ひとみ(小)青木三恵子(聾)畑洋子
(小)
【広島県】小迫玲子(OB)松岡喜代
子(小)中原榮子(小)山根美穂(高)
矢田久美子(小)古本文子(小)堂上
多栄子(高)大本典子(中)竹之内多
美子(小)豊島唯顕(高) 他1名
【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２名
【徳島県】中野徳子(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)引田トシヱ
(OB)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(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)中村美幸(養)森光あゆみ(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)
深堀眞理子(養)入江徹(小) 他２
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)宮本睦美(OB)増田英恵(小)
【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)
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)除
川納子(高) 他３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)

痛みの共有を目指して
長崎県高等学校教諭

石井あつ子

人は大抵何らかの心の痛みを持
って生きていると思います。その
痛みに負けそうになっているのを
見ると、何とかして手を貸すこと
ができないものかと思ってしまい
ます。

このカウンセラーの勉強をする
前は、直接的な言葉や行動を自分
にも求めがちでした。その一方で、
人の心の底には、誰も、本人すら
知りえない、得体の知れないもの
が潜んでいることも何となく感じ
ていました。そこを追求しなけれ
ば本当の解決には導けないことを
漠然とでも知っていたように思い
ます。しかしどうしたらそこへ踏
み込めるかは、全く分からず、試
行錯誤を繰り返すだけでした。

そこへこの縁を得て新しい世界
を知り、具体的な考え方や手法を
学ぶことができて、本当によかっ
たと思っています。学んだおかげ
で私の対応が変わったお蔭か、カ
ウンセラー室が賑やかになりまし
た。この一年で訪れた生徒は全生
徒の１割を超え、内容も多岐に渡
りました。"常連"といわれる生徒
も数名できました。二人だけで話
を聞く機会を大事にするのは勿論
ですが、何よりもよかったと思え
るのは、意図せぬピアカウンセリ
ングにも発展できたことです。辛
さや孤独を抱えて言葉を発するこ
とも遠慮がちだった生徒同士がカ
ウンセラー室で語り合い、笑顔を
取り戻してクラスへ戻るのを「い
ってらっしゃい」と送り出すとき、
回復できた生徒が他の生徒に関わ
ろうとする姿を見るとき、また

"常連"といわれるようになった
生徒には、ＪＥＴＩで学んだ手法
を少しずつ用いることもできるよ
うになり、その効果を生徒自ら語
ってくれるとき、心からよかった
と思えます。

不思議なもので、認定証を頂く
と妙に自信が沸いて、今までにな
いアイデアが湧き、来年度の計画
にも新たな取組を入れられるよう
になっているのに我ながら驚いて
います。

実は私は数年後にはリタイアす
るのですが、教師カウンセラーを
発展させ、一般の方々にも対応で
きないものかと考えています。そ
の一歩を進めることができたとい
う気がします。

まだまだ未熟ではありますが、
面接の際に内山先生にご指導いた
だいたことや先生方にご教示いた
だいたこと等を生かして、今後の
活動を発展させ、カウンセリング
の輪を広げていきたいと思ってい
ます。

埼玉県　教諭

中学校に設置されている相談室
に勤務しておりますが、カウンセ
リングの理論上、自分が拠って立
つところのないことに心もとなさ
を強く感じております。少しでも
早く現場で使える理論と技術を身
につけたいと思っております。

千葉県　教諭

養護教諭として生徒指導や教育
相談、健康相談をする際に、手法
を会得することは有意義であり、

退職後も何らかのかたちで仕事を
していきたいと考えているところ
から、資格を取得することは自分
にとっても必要と考えています。

秋田県　教諭

生徒たちを取り巻く環境も複雑
になり、本来の力を発揮できない
でいる生徒も多い。生徒たちを取
り巻く人間関係にも深みはなく、
ますます希薄にさせられている状
況をも感じる。こういう時代だか
らこそ、生徒を温かいまなざしで
受け止め、一人ひとりの生徒たち
の心の叫びにじっくりと耳を傾け
ながら、生徒の根底にあるものを
感じ取る豊かな感性をもっと身に
つけたいと思い申し込みました。

岡山県　教諭

子どもの心の支えになれる教師
になりたいと思ったから。また自
分自身もストレスを感じている。
自分自身も自己コントロールを高
めていきたいと思ったから。

長野県　教諭

クラスの子どもの様々な問題を
見ていく中で少しでもそれらを解
決する方法や子どもたちを救う方
法を学び、学級経営に役立てたい
と思い、受験を希望します。

【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)水上ますみ(養)近藤夕紀
子(小) 他１名
【青森県】石岡祐子(小)濱中正子
(小)
【岩手県】菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)中
村美代子(聾)西原晴美(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)鈴
木可奈子(セン)庄司尋代(養)秀由
佳(小)煤孫久子(中)清野優子(中)
小野ゆかり(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【山形県】岡部りう子(小)神保敬
子(中)齋藤浩美(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)佐藤裕美子(小)本田
千恵里(OB)茂木ヒロミ(小)
【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)飯塚かほる(中)田
村治子(養) 他1名
【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)吉田哲子(中) 他１名
【群馬県】島田ひろみ(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)新井礼子(中)小松朋子(小) 
他１名
【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)小林晶子(高)押本麻子(高)
【東京都】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)山
本澄(養)宮川洋子(小)笠井さち子
(OB) 他１名
【神奈川県】樫木暢子(養)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)麻生麻由美(小)前
田礼子(小)神本直子(中) 他２名
【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)竹内久代(高)大井
信子(OB)伊藤八重子(小) 他２名
【新潟県】野口美加子(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)平松
亜矢子(小)新保恵子(中等)星サユ
リ(OB)
【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)長尾弥生
(小)多和田聡美(小)水谷志保子(小) 
他１名
【静岡県】長澤友香(中)伊藤照之
(高)荒川惠子(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)花畑清美(小)魚住み
ど里(高)鈴木洋子(小)
【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)藤田寿美子(小) 
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)岡田綾(高)
【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)河﨑喜美子(高) 他
１名
【京都府】前羽京子(小)森下美代
子(中)西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小) 他１名
【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)西村美
都利(小) 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(OB)下村ひとみ(小)
【広島県】小迫玲子(OB)中原榮子
(小)矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高) 

他１名
【山口県】西村妙子(小)前田公子
(高)
【香川県】片岡秀子(OB)山田昭広
(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)引
田トシヱ(OB) 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)中村美幸(養)森光あゆみ
(小)
【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)西川優子(小)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 他２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)
塩田多磨美(中)宮本睦美(OB)吉田
協子(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)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美智
子(高)矢津田恵子(小)瀬戸口浩子
(中)
【鹿児島県】山本栄子(小)河野眞
佐子(中)松尾恵(高)森田かおり
(OB)田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高) 他１名
【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)

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【東京都】坪内英津子(中) 

宮田富士子(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)
【岐阜県】多和田聡美(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【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)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

保健室登校の軽度知的障害を
持つ生徒に対する養護教諭を
中心とした校内体制作り

滝川真理
香川県養護学校教諭

【要約】
軽度知的障害を持つ，高等部2

年女子のYは，中学校時代にいじ
めを受け，不登校になり，心療内
科に通院していた。軽度の知的障
害を持っていたため，知的障害養
護学校である本校の高等部に入学
してきた。入学後も，集団にはな
かなか入れない状況が続き，学校
を休みがちになった。心療内科で，
「抑うつ神経症」との診断を受け，
高２の春に縊死未遂を起こした。
本校においては，就労支援につな
がるように，積極的・自主的に何
事にも最後まで取り組めるように
指導してるが，Yにとっては，こ
のような指導が精神的なストレス
となり，からだの不調をきたして
いると思われ，担任・養護教諭が
中心となって，学校の関係職員，
家庭，本人，専門機関とでケース
会を持ち，Yに沿った指導方法を
検討した。ケース会後は，何時で
もかまわないので学校に登校して
くるという目標から始め，半日
保健室で過ごす，教室で過ごす，
授業を受ける，行事に参加するな
どといった，短期の目標を設定し
ての支援を行っていった。校内の
支援体制や，Yに対しての指導方
法については職員同士で話し合い，
保健室を拠点にして，最終目標と
しては，教室での学習に戻れるよ
うな支援を続けていった。その結
果，保健室登校から教室で学習に
取り組めるようになり，卒業，就
職につながった。
【考察】

不登校や摂食障害といった精神
的に疾患のある児童生徒は，病院
に入院し，病弱養護学校で学ぶの
が今までの体制であった。しかし，
知的障害養護学校においても，単
に知的に障害があるから入学して

くる児童生徒ばかりでなく，心に
問題を抱えた児童生徒が増えてき
ている。

本事例について，初めてケース
会を持った時，職員間では，Yの
言動や態度について，「嫌なこと
からすぐに逃げる甘え」，Tの接
し方については「甘やかせるな」
と，片付けられていた。しかし，
縊死未遂をきっかけに，Yの家庭
環境や，入学までの様子が明確と
なり，単なる知的障害を伴ってい
るだけではなく，精神科疾患をも
併せ持つYに見合った指導が必要
であると，考えられるようになっ
た。こうした，私たち教員の考え
の変容や，Yをも交えてケース会
をもったことで，Yと担任や養護
教諭との間で信頼関係が築け，Y
は就労にまでいたったのではない
だろうか。また，Yは会話の中で，
性に関しての内容を多く話してい
た。異性に興味を持つ思春期の発
達段階であるためとおもわれる。
内容は，漫画やインターネットな
どからの，情報が多いように感じ
られた。しかし，Yの話す内容には，
十分に性に対しての知識がないと
感じられ，校内の性教育について
も，見直していく必要があると感
じられた。知的障害養護学校での
性教育については，「寝た子を起
こすな」という考えがいまだに残
っている。しかし，Yだけでなく，
多くの生徒が異性に対して興味を
持ち，交際をしたいと考えている
者もいた。そこで，性教育の大切
さを保健室から，教職員や保護者
に訴えかけていき，現在は，性教
育が定着してきている。

本事例を通して，その子に関わ
る職員で，悩みを出し合ったり，
情報交換をしたりする場を持った
ということは，一人で対応につい

て悩んでいた時より，色々な指導
方法が考えられ，それぞれの立場
での役割分担をすることでき，学
校全体でその子を守っていこうと
する，体制作りができたといえる。
心に問題をもった児童生徒への体
制づくりの基盤が作られたと考え
る。そして，保健室と担任との連
携体制作りを整えることができた。
ケース会の持ち方についても，基
盤が作られたと言える。また，保
健室に相談コーナーを設置し，環
境を整え，保健室から情報を発信
していったことで，保健室・養護
教諭の役割についても，多くの職
員に知ってもらえる機会にもなっ
た。

Yだけでなく，中学校時代に不
登校だった生徒や，特別支援教育
として動き出した今は，高機能自
閉症やアスペルガー症候群，LDや
ADHDといった児童生徒が多く入学
してくるようになり，今までの指
導方法では適応できない生徒も増
えてきている。保護者へ対応をし
なければいけないケースもある。
どの職員も，カウンセリング的技
法を使った，面接や対応をする能
力が求められている。今後は，研
修を規格･運営していく能力も養
護教諭に求められる資質であり，
全職員で取り組んでいかなければ
ならない課題であると考える。

軽度発達障害者の場合，自分の
感情の表現もうまくできず，人と
のかかわりも苦手で，いじめの対
象になることが多く，自尊心も育
まれていないことが多い。学校に
おいては，担任だけが個々の指導
にあたるのではなく，管理職や保
健室，保護者と連携しあい，個々
が心身とも成長できるような支援
をしていくことが大切である。褒
められる経験を味あわせ，自尊心

をはぐくむ指導が大切であると考
える。

保健室登校の発達遅滞生徒に
対する養護教諭を中心とした
指導・援助の体制づくり

塩田多磨美
熊本県中学校教諭

【要約】
保健室登校のＡ男は知的発達の遅
れ、集団生活不適応、対人不安、
対人過敏などが見られた。筆者は
問題のアセスメント及び指導・援
助方針を立て、校内委員会で個別
支援計画を立てチームで取り組ん
だ。長期目標として、Ａ男の自己
有能感やコミュニケーション・ス
キルを高め社会性を身につけさせ
ていく。短期目標に、Ａ男の教室
復帰、家庭での居場所づくりを掲
げた。筆者は受容・共感的態度で
主にブリーフカウンセリングを用
いた支援を行い、全職員の支援の
基Ａ男は落ち着きを取り戻し教室
に戻ることができた。

幻覚を持つ生徒に対する自立
獲得支援
－「言葉」の持つ回復力 －

石井あつ子
長崎県高等学校教諭

【要約】
U子は入学早々不適応症状を見せ、

担任から相談があった。当初は、
同じ中学校から入学した生徒が一
人しかいなかったので、友達を作
れずに悩んでいるのかと思われた
が、程なく幻覚や関係妄想がある

ことが分かり、専門医療が必要で
はないかとの疑念が浮かんだ。週
に一度訪れるスクールカウンセラ
ー（以後S.C.）に相談して母親と
の面談を持って頂いたところ、母
親も病院に連れて行くことを納得
してくれた。 
本人は症状に苦しみながらも欠席
することは少なく、服薬しつつ徐々
に話すようになっていった。同級
生の協力を得て少しずつ授業への
参加を進めていくうちに、笑顔も
見られ、会話も進むようになり、
自分の言葉で、自らの思いを話せ
るようになっていった。その意志
はかなり頑なで、柔軟性を育てる
ことが大事かと目標の設定を変え
ることになった。 

その目標を確認しあって、基本
的なアプローチ手段とした面談を
繰り返すうちに、受動的な会話し
か出来なかったU子は、徐々に能
動的な表現が出来るようになって
いった。病が改善の方向に向かう
と、更に高校生活や進路に対して
も自らの思いを鮮明に表出するよ
うになっていき、家族や担任等の
アドバイスに耳傾けつつも、最後
には自らの意志で「退学」して「働
く」という選択をした。

学校不適応を示す情緒障害
児 童 母 子 へ の 理 解 と 援 助
サービス
～発達支援のための

学校教育相談活動の試み～

多和田聡美
岐阜県小学校教諭

【要約】
Ａ児については、就学前に幼稚園
から「登園渋り」「母子通園」「人

やものへの著しい攻撃性」などの
情報を得ていた。入学後２ヶ月程
は、なんとなく集団活動を継続し
ていた。しかし次第に登校を渋る、
母親と離れて教室に入れない、攻
撃性が強まるなど学校不適応の状
態を呈した。本児の学校不適応に
ついては、校外の相談員、スクー
ルカウンセラー、スーパーバイザ
ーからそれぞれにアセスメントと
方針の提示があり、学校として連
絡調整や教育的ニーズを明らかに
するまでに迷いがあった。学校内
では発達課題を取り残したための
情緒障害という共通理解をして学
校教育相談活動を行い、学校適応
を目標に発達支援を試みた。やが
て援助サービス中、幼少期の発達
課題まで遡る必要があるとの新た
なアセスメントを得、学校適応を
長期の目標とし、支援も変更した。
２学年進級後は、母子同伴で教室
に入り、特別支援アシスタントの
下で部分的に集団活動に参加して
いる事例である。

仙台市適応指導センター
（元岩手県中学校教員）

鈴木可奈子

私がｅ教師を知ったのは４年く
らい前でした。その時は教諭とし
て中学校におりました。そのころ
感じていたのは、教師の情熱や願
いを生徒にぶつけていってもそこ
には限界があり、指導が響いてい
かないケースがあるということで
す。その生徒が抱えている根深い
心の問題を解決しなければ、表面
的な問題行動だけを責めても根本

的に良くなっていかないことが明
らかでした。カウンセリングとい
うことにとても興味が湧きました。
何か糸口が見えてくるのではない
か、それが勉強し始めたきっかけ
です。この教材で特に役に立った
のは相談員として勤務しはじめて
からでした。臨床心理士のスクー
ルカウンセラーと生徒の症状につ
いて話をしたとき、よくわからな
い専門用語をＣＤロムの用語辞典
で調べることができたことです。
とても助かりました。また、実践
論文を添削していただき、さらに
考察部分について検証を深めたり、
客観的なものにするためもう一度
ＣＤロムを使って勉強しました。

面接試験では筑波大学の内山先
生から論文の書き方や心理アセス
メントを重要視することなどを教
えていただきました。そして日本
カウンセリング学会に所属するこ
とができました。これから研修会
に参加するなどし、自己研修を続
けていきたいです。

昨今、生徒の抱える心の問題そ
してその周りをとりまく環境も多
種多様に複雑化しています。その
なかで生徒と向き合うとき専門的
知識を身につけ資格を取得するこ
とは責任であると感じています。
また自分自身へのエールにもなり
ます。これから適応指導センター
の相談員として実務経験を積み少
しでも力量を高めていけるよう努
力していこうと思っています。

今振り返ると、私にとって教師
カウンセラー養成講座の学習が、
教育領域における相談員となるき
っかけになっていったと感じてい
ます。

受験体験記
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受験の動機

上 級 

【JETI教師カウンセラー
上級試験論文】の要約を
掲載しました。
全文はホームページをご参
照ください。
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