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  合格おめでとうございます。2008年6回～2009年２回実施　認定試験合格者
JETI教師カウンセラー資格認定委員会　委員長　内山喜久雄

《 初 級 》
【秋田県】石山由紀子(中)
坂本眞喜子(小)
【千葉県】灰野都(小)
土屋益子(小)富田祐子(特)
他１名
【東京都】２名
【神奈川県】 林由子(高)
【山梨県】里吉和香(小)
【長野県】小玉正子(小)
野竹奈那子(中) 他１名
【新潟県】後藤泉(中高)
穴沢恭子(小)太田雅也(中)
他１名
【富山県】中島由美子(小)
他１名
【石川県】下田葉子(小)
【福井県】小林嘉代子(中)
【静岡県】東孝次(高)
江間加奈子(高)内田朱美(高)
梶山雅美(高)
【愛知県】山田国枝(小)
【三重県】徳地和子(中)
岡田みこ(小)
【奈良県】髙橋すみ子(小)
【和歌山県】１名
【岡山県】山田國夫(中)
大谷和恵(養)
【愛媛県】１名
【福岡県】吉田卓生(中)

守田和則(中)
【佐賀県】２名
【熊本県】川野智子(教委)
【鹿児島県】益山晋一(養)
平畑美樹(高)田中和子(OB)
他１名
《 中 級 》
【秋田県】石山由紀子(中)
【埼玉県】黒須いち子(高)
他１名
【東京都】１名
【神奈川県】飯塚裕子(中)
小泉順子(養)林由子(高)
【山梨県】里吉和香(小)
奈良妙子(盲)
【長野県】刈間雅代(小)
中澤みどり(小)與曽井ゆみ子(小)
【新潟県】小林恵子(高)
山際優子(高)荒木真由美(小)
佐藤富子(中)後藤泉(中高)
穴沢恭子(小)
【福井県】小林嘉代子(中)
【静岡県】渡邉とも江(中)
東孝次(高)
【愛知県】山田国枝(小)
【京都府】岩井清美(小)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
【兵庫県】１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)
山田國夫(中)
【広島県】浦崎正美(高)
眞鍋達子(高) 他１名
【山口県】１名
【徳島県】１名
【香川県】渡邊麻知代(小)
【愛媛県】井上清美(中) 他１名
【高知県】１名
【福岡県】吉田卓生(中) 他１名
【長崎県】徳永京子(小)
【大分県】内尾由利子(養)
【鹿児島県】野口智子(協)
川南智子(小)平畑美樹(高)

《 上 級 》
【秋田県】鈴木真澄(高)
いじめによるトラウマから社会不安
障害となり  自傷行為・自殺未遂を
繰り返した生徒との関わり「系統的
脱感作法とソーシャルスキル・ト
レーニングによる支援」
【長野県】宮澤順子(養)
知的障害のある養護学校生徒に対す
るオペラント行動療法やトークンエ
コノミー法を用いた自立支援
（担任と養護教諭の連携を試みて）
【大分県】菊奈津子(養)
重度重複障がいのある子どもを虐待
してしまう母親支援のために、担任
が行った父親への来談者中心カウン
セリング
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JETI教師カウンセラー
資格者一覧                                         

2009年3月末現在

【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)秋本育代(OB)
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)
福地恵(養)佐々木玲子(小)
長山葉子(中)石山由紀子(中)
坂本眞喜子(小) 他４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)
黒須いち子(高) 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)
深谷孝惠(中)灰野都(小)
土屋益子(小)富田祐子(特)
 他３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)

JETI NewsLetter / April 1 , 2009   Volume  14

2

初
級



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)大西秀美(中)
玉置美惠子(小) 他５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)
小野美保子(小)林由子(高)
 他３名　
【山梨県】
持田まさき(中)山中八千代(支)
奈良妙子(盲)里吉和香(小)
 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)渡邊雅子(小)
鈴木理英(小)小玉正子(小)
野竹奈那子(中) 他５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)
荒木真由美(小)小林恵子(高)
後藤泉(中高)穴沢恭子(小)
太田雅也(中) 他２名
【富山県】
飯野順(中)石黒高明(中)
山藤孝子(小)中島由美子(小)
他１名
【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)
下田葉子(小) 他１名
【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)小林嘉代子(中)
 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)
桐山美香(小) 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)
東孝次(高)江間加奈子(高)
内田朱美(高)梶山雅美(高)
【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)山田国枝(小)
 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)
徳地和子(中)岡田みこ(小)
 他３名
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【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４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)
岩井清美(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)稲森真理(高)
堀田典子(中)黒田静代(中)
 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)髙橋すみ子(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２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)山田國夫(中)
大谷和恵(養) 他２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２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２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２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)米澤さおり(高)

吉田卓生(中)守田和則(中)
 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)
守田孝子(小) 他１名
【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)
他２名
【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)木村統子(中)
川野智子(教委)
【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)

JETI NewsLetter / April 1 , 2009   Volume  14

4



川南智子(小)眞竹久美子(小)
野口智子(協)益山晋一(養)
平畑美樹(高)田中和子(OB)
 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)平田悦子(中)

【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)佐藤総子(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)
安田眞理子(大)石山由紀子(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)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)深谷淳(中)
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)黒須いち子(高)
 他２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)柴田明子(小)
小玉理恵子(小)松﨑仁美(高)
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)飯塚裕子(中)
小泉順子(養)林由子(高)
 他2名
【山梨県】
持田まさき(中)里吉和香(小)
奈良妙子(盲)
【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)鈴木理英(小)
刈間雅代(小)中澤みどり(小)
與曽井ゆみ子(小) 他３名
【新潟県】
野口美加子(高)金内美智子(小)

JETI NewsLetter / April 1 , 2009   Volume  14

5

中
級



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)
小林恵子(高)山際優子(高)
荒木真由美(小)佐藤富子(中)
後藤泉(中高)穴沢恭子(小)
【富山県】石黒高明(中)
【石川県】
米光恵美子(高)中川浩美(相)
鈴ヶ嶺陽子(高)川田佐登美(小)
【福井県】
吉村嚇子(小)張籠二三枝(高)
吉田弥恵子(養)小林嘉代子(中)
 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) 
村瀬浩美(高) 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)
渡邉とも江(中)東孝次(高)
【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)
山田国枝(小) 他２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

【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４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)
岩井清美(小)山﨑雅美(養)
中上瑞恵(養) 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２名
【奈良県】森野千江美(小)
【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)山根よし子(高)
【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)畑京子(小)
山田國夫(中) 他１名
【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)小坂結香(OB)

浦崎正美(高)眞鍋達子(高) 
他２名
【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)
 他１名
【徳島県】２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)渡邊麻知代(小)
 他１名
【愛媛県】
矢野多美子(小)川上繁美(小)
高月ひとみ(高)井上清美(中)
 他２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) 他１名
【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)吉田卓生(中)
 他１名
【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)徳永京子(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)
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吉田由美(中)菊奈津子(養)
後藤正子(小)内尾由利子(養)
【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)野口智子(協)
川南智子(小)平畑美樹(高)
 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) 平田悦子(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(OB)
【秋田県】鈴木真澄(高)
【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)
　　　　　宮澤順子(養)
【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)
【大分県】菊奈津子(養)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)



いじめによるトラウマから社会
不安障害となり 自傷行為・自殺
未遂を繰り返した生徒との関わ
り
「系統的脱感作法とソーシャル
スキル・トレーニングによる支
援」

鈴木真澄
秋田県立横手高等学校

【要約】
　 高校３年女子生徒が、小学校
時代に受けたいじめが原因で心
に大きな傷ができ、癒せないま
ま中学・高校と過ごしてきた。
高校２年の終わり頃、そのトラ
ウマから社会不安障害を発症
し、対人緊張、視線恐怖、自己
臭恐怖等の症状が強くなって
いった。その結果、自傷行為、
自殺未遂に至り心療内科を受
診、最終的に対人恐怖症と診断
された。人に対して不安や恐怖
心を強く覚え、人前にでること
に不安を抱き人と接することが
困難な状態になり高校３年４月
から保健室登校となる。
　 保健室では、ソーシャルスキ
ルを通して、人間関係について
の基本的な知識や相手の思考と
感情の理解の仕方、自分の思考
と感情の伝え方、そして良好な
人間関係づくりの方法を教え
た。また不安症状になった場合
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の対処法として呼吸法を身につ
けたり、家族や他教員との会話
も増やしていった。それにより
クライエントの対人場面での緊
張感がやわらぎ、自信も徐々に
ついていき少しずつ不安を克服
でき教室復帰できた。諦めてい
た大学センター試験も無事受
け、卒業進学した事例である。

知的障害のある養護学校生徒に
対するオペラント行動療法や
トークンエコノミー法を用いた
自立支援
（担任と養護教諭の連携を試み
て）

菊奈津子
大分県立南石垣養護学校

【要約】
　 この事例は知的障害のあるＥ
子およびその世話が十分にでき
ない母親に、養護教諭と担任が
連携することにより子どもの自
立支援を行った事例である。毎
日のように気分不良や頭痛、外
傷、掻痒感、打撲などの訴えを
持ち保健室に来室するＥ子は母
親が生活を立てることに忙しい
ためにＥ子にかまってやれず、
衣服や体が汗くさかったり、事
務室よりの連絡がうまくいかな
かったりしていた。いつも保健
室に来室することにより授業が
遅れるなどの問題も抱えてい
た。
　 問題を分析することにより、
衣服や体の清潔など比較的短期
間に改善できるものも考えられ
たのでこれを短期目標とし、ま
た学校の行事に参加することで
自信をつけさせることができる

のではないかと思われるものや
母親への支援など時間のかかり
そうなものはこれらを長期的な
目標として支援をした。
　 基本的な生活習慣を確立させ
るために衣服や髪等の清潔につ
いても基本から１つひとつス
テップを踏んでオペラント行動
療法やトークンエコノミー療法
を使って支援していった事例で
ある。

重度重複障がいのある子どもを
虐待してしまう母親支援のため
に、担任が行った父親への来談
者中心カウンセリング

宮澤順子
長野県飯田養護学校

【要約】
　 重度重複障がいのあるＡ児が
病院に短期入院した際に，主治
医から「母親による虐待の疑い
がある。父親をキーパーソンと
して直接話していくことがよ
い。」と担任である筆者に連絡
があった。母親を家族全員でサ
ポートし心理的負担を軽減させ
ることにより真の解決を図るた
めに，父親に対して来談者中心
カウンセリングを行い，悩みを
安心して話せる場を確保するこ
とで家族間の問題に自ら気づき
解決の方向を自己選択できるよ
うに支援した。
　 カウンセリングが進むにつれ
父親は妻をありのままに受け入
れることができるようになり，
さらに自分が妻の良さを認め褒
めることを実践することによ
り，祖父母と妻との関係が良く
なっていく手応えを感じられる

ようになってきた。母親もA 児
への愛情表現をモデリングで取
り入れながら，次第に笑顔で向
かい合えるようになってきた。
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