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《 初 級 》
【北海道】
桂あゆみ(小)加藤悦子(中) 他１名
【茨城県】
日下隆久(高)深谷淳(中) 他１名
【埼玉県】１名
【東京都】
玉置美惠子(小)
【神奈川県】
村田幸代(高)小泉順子(養)
加藤典子(小)
【山梨県】
山中八千代(援)奈良妙子(盲)
【長野県】
與曽井ゆみ子(小)久保田千恵(小)
中澤みどり(小)刈間雅代(小)
【新潟県】
山際優子(高) 他２名
【福井県】
吉田弥恵子(養)
【岐阜県】
小寺すゞゑ(小)村瀬浩美(高)
【静岡県】
竹内美穂(高)伊藤正子(小)
渡邉とも江(中)羽佐田春子(中)
【愛知県】
平野理恵(小)浅野仁美(小)
森田明美(養) 他１名
【三重県】
岡安惠子(OB) 他３名

【滋賀県】２名
【奈良県】
森野千江美(小)
【島根県】
山根よし子(高)
【岡山県】
畑京子(小) 他１名
【広島県】
松井博子(小)眞鍋達子(高)
小坂結香(OB)
【香川県】
植村恵理(高)
【愛媛県】１名
【高知県】
今井奈三(高)他１名
【鹿児島県】
眞竹久美子(小)野口智子(協)

《 中 級 》
【秋田県】
佐々木玲子(小)
【福島県】
小滝久子(小) 他１名
【茨城県】１名
【埼玉県】
酒井香央里(OB)
【千葉県】
山本真理子(小)森幸子(小)他１名
【長野県】
宮澤順子(養)平井恭子(小)

【新潟県】
目黒シゲ(高)
【福井県】
吉田弥恵子(養) 他１名
【岐阜県】
小寺すゞゑ(小)
【静岡県】
羽佐田春子(中)
【三重県】２名
【滋賀県】１名
【京都府】
尾野むつみ(小)寺田政子(小)
【岡山県】
畑洋子(小)
【広島県】
豊島唯顕(高)松井博子(小)
【愛媛県】１名
【佐賀県】
中山節子(小)
【鹿児島県】
眞竹久美子(小)
【沖縄県】
仲田スミ子(OB)

《 上 級 》
【京都府】
前羽京子(小)
【愛知県】
藤田寿美子(小)
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【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)佐藤明美(中)
佐藤由美子(小) 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)桂あゆみ(小)
加藤悦子(中) 他２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) 水木叔子(高)
前川啓太郎(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)成澤昌浩(高)
【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)
佐々木玲子(小) 他３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)
押切真理子(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) 他１名
【茨城県】
持丸すい(養)笹島加与子(高)
戸村みどり(小)山口広美(小)
吉田美土里(高)井上和子(高)
藤森幸子(小)金澤京子(小)
川のり子(養)豊田敦子(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)髙安真美(高)
日下隆久(高)深谷淳(中)
他２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)伊東道子(中)
 他２名
【群馬県】
石田由美子(小)島田ひろみ(小) 
他２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)
酒井香央里(OB)泰昭子(中)
他２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)
山口恵美子(中)小玉理恵子(小)
三上直美(中)松﨑仁美(高)
山本真理子(小)関川舞(特)
 他２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)
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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)大西秀美(中)
玉置美惠子(小) 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)
川原美穂(中)飯塚裕子(中)
池田ゆかり(中)村田幸代(高)
小泉順子(養)加藤典子(小)
他３名　
【山梨県】
持田まさき(中)山中八千代(支)
奈良妙子(盲) 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)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)
平田久美子(中)新保友梨(小)
林孝子(小)平井恭子(小)
宮澤順子(養)與曽井ゆみ子(小)
久保田千恵(小)中澤みどり(小)

刈間雅代(小) 他３名
【新潟県】
竹内由美子(小)野口美加子(高)
田中薫(高) 山際優子(高)(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)阿部寿美(小)
猪俣由貴子(養)目黒シゲ(高)
星野桃子(高)山際優子(高)
他２名
【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)藤田久栄(中)
吉田弥恵子(養) 他２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)
小寺すゞゑ(小)村瀬浩美(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)木下郁美(小)
竹内美穂(高)伊藤正子(小)
渡邉とも江(中)羽佐田春子(中)
【愛知県】
天野真美(高)中根千恵子(小)
本田多美子(中)田中雅子(高)
松原美保(養)稲熊久江(中)
山中みどり(高)石谷泰枝(高)
吉澤美由紀(小)豊永真美(高)
安藤幸子(小)長沼潤子(小)
河合美貴子(小)石井志津子(小)
岸本直子(小)林佳美(高)
岡本明美(小)藤田寿美子(小)
近藤甲代子(高)小林信子(高)
平野理恵(小)浅野仁美(小)
森田明美(養) 他３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)
加藤光世(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高)岡安惠子(OB)
他３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３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)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
寺田政子(小)尾野むつみ(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)
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山本あや子(小)亀田眞莉子(中)
稲井郁美(高)稲森真理(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２名
【奈良県】
塩見順子(小)木村靖代(中)
森野千江美(小)
【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)山根よし子(高)
【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)平松恵美子(小)
畑京子(小) 他１名
【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)
木村裕子(小)浦崎正美(高)
権藤正彦(中)松井博子(小)
眞鍋達子(高)小坂結香(OB)
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)森岡明代(中)
他１名
【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)
植村恵理(高) 他２名
【愛媛県】
矢野多美子(小)月原伸子(中)
高月ひとみ(高)川上繁美(小)
村上洋子(小)井上清美(中)
他１名
【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)
今井奈三(高) 他１名
【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)田川恵美子(小)
【佐賀県】
平川まゆみ(養)緒方幸代(小)
石倉郁子(養)吉村千春(養)
熊谷眞理子(小)小松洋子(高)
真島茜(高)中山節子(小)
【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)
徳永京子(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)角田一枝(幼)
内尾由利子(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)岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
川南智子(小)眞竹久美子(小)
野口智子(協) 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)
仲田スミ子(OB)

【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)
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【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)
秋本育代(OB)成澤昌浩(中)
【秋田県】
小笹典子(中)鈴木真澄(高)
福地恵(養)佐々木玲子(小)
【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)村上淑子(高)
小滝久子(小) 他１名
【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２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)武隈きよ子(中)
酒井香央里(OB) 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)
清水惠子(中)山本真理子(小)
森幸子(小) 他１名
【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)岸本愛子(小)
川原美穂(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)
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)林孝子(小)
平田久美子(中)宮澤順子(養)

平井恭子(小) 他３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)目黒シゲ(高)
【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)
吉田弥恵子(養) 他２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)
田口とも子(高)小寺すゞゑ(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)羽佐田春子(中)
【愛知県】
河合美貴子(小)山中みどり(高)
田中雅子(高)中根千恵子(小)
林佳美(高)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)
小林美和子(小)加藤光代(特)
他２名
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【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２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)増春ひろみ(小)
尾野むつみ(小)寺田政子(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)谷田五沙子(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)
畑洋子(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)
木村裕子(小)松井博子(小)
豊島唯顕(高) 他１名
【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)
【徳島県】１名
【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) 他１名
【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)
中野ひとみ(中)
【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)中山節子(小)
【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)
岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
眞竹久美子(小) 他２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)
仲田スミ子(OB)

【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(OB)
【福島県】宮本睦美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【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)
　　　　　藤田寿美子(小)
【滋賀県】松尾季洋子(相)
　　　　　小川まち江(中)
【京都府】前羽京子(小)
【兵庫県】水田恵(小)
【広島県】小迫玲子)OB)
【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)
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【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。
http://www.jeti.jp/

母子分離不安が強く、集団に
入れない小５T美に対する養
護教諭の支援～保健室におけ
るオペラント行動療法やエンカ
ウンター・SST等の試み～

前羽京子
京都府小学校養護教諭

【要約】
小５ Ｔ美は、毎日遅刻し、母親
が学校まで送ってきていた。教
室に入るのも必ず中間休みでな
いと入れない。野外活動では夜
は不安で泣いてばかりいた。母
子分離不安からの不適応行動で
はないかと学校側は予測した。
このままでは、不登校になりか
ねない話を養護教諭が母とする
が、母はさほどの悩みではない
らしく、学校と懇談すること
も、教育相談することも希望さ
れず、毎日遅刻を繰り返し、学
校へ送ってくることを繰り返さ
れた。本児は、時間の経過とと
もに学級集団に入れなくなり、
不登校になってしまう。
最初は、本児の、母に対する甘
えやわがままで母子分離不安を
起こしていると思い、母に家庭
での本児へのかかわり時間やこ
とばかけを多くしてもらうこと
と、早く寝かせて早起きしたら
リズムが作れるのでその習慣を
つけてもらうよう約束して、母
に頑張ってもらったが、段々に

不定愁訴を多く訴え、欠席が多
くなっていった。
そこで、もっと本児の背景を把
握し、繰り返し母と小まめな面
談を繰り返し、母の気持ちをサ
ポートしながら、本児の心の安
定を図るため保健室でのカウン
セリングと、専門機関の利用や
担任の出場を考え、支えつつ校
内連携し、取組を進めてきた
が、なかなかうまくいかなかっ
た。熱心な家庭訪問や、子ども
のつぶやきなどから、子育てに
悩む、父親の姿や思いが見えて
きた。夫婦の問題・金銭の問題
などを子どもが知り心配してい
た家庭の問題を整理しつつ、父
や母を不安にさせないようカウ
ンセリングマインドに徹して両
親に関わっていったことや、本
児には安心できる保健室で心ほ
ぐしを試みたことが、少しは両
親や本児の不安な気持ちを和ら
げられたのではないかと思う。
校内教育相談委員会でその都度
部会を開き、方針・実践・見直
しを繰り返しながら、校内で連
絡調整しながら、学校と家庭、
学校と外部機関、協力体制のも
と問題解決にあたり、集団に入
れなかった本児が、卒業式には
みんなと一緒に式に出られ、自
分の手で卒業証書を受け取るこ
とができ、両親・本児が満足し
て卒業式を終えることができ
た。しかし、毎日学校へ登校す
ることや、学級集団に入れない
しんどさや、心の発達について
の未熟さなど、課題を残しての
卒業となり、中学校へ引き継い
だ結果となった。もう少し早く
本児の背景をつかみ、鋭く早く
切り込んだほうがよかったのか
も知れないと反省する取組と
なった。

自閉傾向のある児童に対する
特別支援教育～通級指導を受
けながら通常学級で元気に過ご
す～

藤田寿美子
愛知県

特別支援教育コーディネーター

【要約】
小学校５年のＫ男は、コミュニ
ケーションが取りにくく、感情
コントロールが難しいことから
トラブルやパニックになること
が多かった。通級指導に於いて
週４時間の活動をし、その目標
を、１ 自己理解と心の安定、２ 
セルフエスティームを高める、
３ コミュニケーションスキルや
ソーシャルスキルを高めるの三
点とした。二次障害を引き起こ
さないよう、緩やかでも健やか
な成長をと考えた。問題の起こ
る度に落ち着いた場所で、気持
ちの整理やどうすれば良かった
か等を話すことで、Ｋ男が自分
の取るべき行動について学べる
ようにした。怒りや困惑の状況
で起こるパニツクに対するリラ
クセーションや「いやだ」と断
る練習等もした。また、話し合
う場を設けてラポールを深め、
レクリエーション療法で好きな
遊びをし、学習面ではシェーピ
ング法やオペラント療法やスキ
ル学習を取り入れた。Ｋ男は少
しずつトラブルの数が減り、笑
顔が多くなって前向きに考える
ようになってきた。
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認知行動療法・実践カード
〈教師編〉のご案内

　文部科学省の発表によると、
平成17年度の精神疾患を理由す
る教師の休職者数は、4178名と
なり、ついに4000人を越えまし
た(文部科学省, 2007)。過去10
年間をみても、精神疾患による
休職者数の増加は著しいといえ
ます。また、在職者に占める精
神性疾患による病気休職者の割
合は59.5％となり、精神疾患が
教師の病気休職理由の約6割に
のぼります。このような統計結
果を見ると、教育現場において
休職にまではいたっていないも
のの精神的に不調を感じている
教師が増加していることが容易
に予測できます。また、宗像
(1988)は、教師がうけるストレ
スの度合いは、看護師や医師と
比較しても大変大きいと指摘し
ています。つまり、教師は非常
にストレスフルな環境におかれ
ていると考えられます。
　そして、教師のメンタルヘル
スの問題は、教師だけの問題で
はなく教師から教育を受ける児
童･生徒にもかかわってきます。
そのため、教師自身のためだけ
でなく児童･生徒のためにも、
教師達 が自身のメンタルヘルス
の悪化を防ぎ、さらによりよい
状態に保つことが大切になって
くるでしょう。 
　ところで、すでに職場の個人
向けストレスマネジメントの方
法としては、認知行動的トレー
ニング、ないし認知行動トレー
ニングとリラクセーションを組
み合わせたプログラムが最も効
果的であることが示されてきて
いました(Ganster & Murphy, 

2000)。また、ストレスに脆弱
になってしまう教職に関する考
え方があることも示されてきて
おります(河村･國分, 1996 ; 土
井･橋口, 2000)。しかしこれま
では、小学校や中学校というよ
うに学校ごとに分けた教師の考
え方に関する研究しか存在せ
ず、教職という職業全体を対象
にした考え方の研究はされてい
ませんでした。そこで、小学
校・中学校・高校・特別支援学
校（養護学校）や教育委員会に
勤める教員といったように高校
までのすべての学校教育に関連
した教職に関する不合理な信念
の研究を行い、その具体的な内
容を明らかにしたのです(小松・
大井・福井,2005a,b;小松・大
井・福井, 2006)。そして、その
研究結果に基づき作成したのが
この「質問紙TIBT」と「認知行
動療法・実践カード〈教師
編〉」です。 

　教職特有のストレスからメン
タルヘルス不調になったクライ
エントに対するカウンセリング
や、教職のためのストレス・マ
ネジメントの教育・研修活動な
どで困ることの一つが、どのよ
うな不合理な信念を、どう合理
的な信念に変容すればよいかが
明らかでなかったことでしょ
う。しかし、今回開発された
「質問紙TIBT」と「認知行動療
法・実践カード〈教師編〉」に
よってこういった困難は解決さ
れました。ぜひ、皆様の心理臨
床やカウンセリング、および教
育・研修活動に「質問紙TIBT」
と「認知行動療法・実践カード 
〈教師編〉」をお役立ていただ
ければと思います。
「総合マニュアル：はじめに」より

認知行動療法・実践カード
〈教師編〉の内容

●TIBT質問紙 10部
●SRS-18質問紙 5部
●認知変容カード 26枚
●マニュアルCD-ROM
　TIBT使用の手引き
　TIBT記入方法ムービー
　SRS-18使用の手引き
　SRS-18記入方法ムービー
　ケーススタディ：PDF24頁
　（カードを用いて休職とならずに
すんだ教師のケース）
●総合マニュアル：80頁
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