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  合格おめでとうございます。2010年４回～2010年６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 》
【青森県】網谷和世(高)
【埼玉県】倉持美幸(高)
【東京都】長田春美(小)
　　　　　千藤理恵(小)
【神奈川県】溝口江理子(中)
　　　　　　橋爪美津子(養)
【鳥取県】渡辺雅子(小)
【広島県】小畑隆夫(小)
　　　　　浅田清(高)
【香川県】平木智子(小)
【福岡県】萬田美佐(高)
　　　　　江口万友(高)
【熊本県】山部優香里(高)
　　　　　渡邉美智子(中)
【大分県】野中優美子(高)
【宮崎県】徳田香織(高)

《 中 級 》
【山形県】押切優子(小)
【栃木県】１名
【埼玉県】泰昭子(中)
【神奈川県】桜井秀一(教委)
　　　　　　阿部ふさな(小)
【新潟県】武田陽子(養)
　　　　　他１名
【富山県】山本紗都子(高)
【岐阜県】吉田寛子(小)
【静岡県】１名
【京都府】１名
【兵庫県】藤波礼子(OB)
　　　　　笹沼総江(小)
　　　　　長田公子(特)
【岡山県】濃野房子(中高)
　　　　　江見仁也(中高)
【高知県】乾由里子(小)
【宮崎県】徳田香織(高)
【鹿児島県】鎌田克朗(中)

《 上 級 》
【神奈川県】飯塚裕子(中)
「不登校・不安障害・反社会的
行動を呈する保健室登校生徒へ
の認知行動療法的かかわり」

【埼玉県】山際優子(高)
「発達障害の二次的障害から不
登校傾向を示す生徒に対する来
談者中心療法的アプローチ～他
者への信頼感と自己効力感の回
復を目指して～」
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【北海道】
初級：高橋恵美子(小)山脇恵子
(小)桂玲子(高)森永倫代(高)富田
孝子(高)神晴美(小)斎木香織(養)
髙田眞紀子(中)佐藤明美(中)堤瑞
枝(小)加藤和江(小)持川恵美(高)
小野地道子(中)安里栄子(中) 村
川明香(高)和泉洋子(小)濱野葉月
(高)桂あゆみ(小)加藤悦子(中)
中級：後藤奈津子(小)多田真理
子(小)福岡ひろみ(高)松平敦子
(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
３名
上級：坪井克彦(高)續橋淳子(高)

【青森県】
初級：松川清子(中)敦川優美子
(聾)山本元子(高) 他４名
中級：石岡祐子(小)濱中正子(小) 
他１名

【岩手県】
初級：水木叔子(高)吉田ひろみ
(中)杉田かおり(高)村上百合子
(養)小泉礼(中)阿部晴美(中) 他１
名
中級：菅原美惠子(小)伊藤奈美
子(小)野澤久美(小)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
上級：氏家ゆう子(OB)

【宮城県】
初級：荒久美子(中)樋口美穂(養)
蘇武千代子(中)

中級：山内修(中)我妻幸子(中)佐
藤ちよえ(高)保原喜美子(高)庄司
尋代(養)秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)秋本
育代(OB)成澤昌浩(中)
上級：鈴木可奈子(セン)

【秋田県】
初級：田中昭子(小)坂本眞喜子
(小) 他４名
中級：小笹典子(中)福地恵(養)
佐々木玲子(小)安田眞理子(大)石
山由紀子(中)
上級：鈴木真澄(高) 

【山形県】
初級：原田麻美子(高)須藤郁子
(高)海道陽子(小)押切真理子(小)
高井君江(中)
中級：岡部りう子(小)齋藤浩美
(中)渡部恭子(小)押切優子(小)
上級：神保敬子(中)

【福島県】
初級：黒坂淑子(高)遠藤まさ子
(小)太田伴子(小)
中級：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
上級：宮本睦美(OB)

【茨城県】
初級：持丸すい(養)井上和子(高)
藤森幸子(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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)髙安真美(高)日下隆久
(高) 

中級：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３名

【栃木県】
初級：伊東道子(中) 他１名
中級：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２名

【群馬県】
初級：石田由美子(小) 他２名
中級：島田ひろみ(小)

【埼玉県】
初級：大野とし子(小)大山律子
(中)泰昭子(中)倉持美幸(高)
中級：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)泰昭子(中) 他１
名
上級：大木さゆり(小)

【千葉県】
初級：町田秀美(小)宇賀公子(中)
松橋新子(小)鈴木みちよ(小)加藤
惠子(小)佐久間啓子(小)野呂瀬か
よ子(小)加藤雅子(小)北田敬子
(中)横山前穂(養)渡邊真亀子(小)
太田悦子(中)尾島由夏(高)山口恵
美子(中)三上直美(中)関川舞(特)
深谷孝惠(中)灰野都(小)土屋益子
(小) 他１名
中級：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)押本麻子(高)清水惠
子(中)山本真理子(小)森幸子(小)
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小玉理恵子(小)松﨑仁美(高)平野
文(小)富田祐子(特) 他３名
上級：小林晶子(高)柴田明子(小)

【東京都】
初級：宮田富士子(中)種田三千
代(小)宮地いづみ(養)大串京子
(高)中原陽子(中)大西秀美(中)玉
置美惠子(小)斎藤淳子(小)常盤直
子(中長田春美(小)千藤理恵(小) 
他３名
中級：長谷川恵子(小)土屋みつ
子(中)関谷由美子(中)篠島秀哉
(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３名
上級：坪内英津子(中) 宮田富士
子(中)

【神奈川県】
初級：木原由紀子(養)花村マチ
子(小)黒川美穂子(中)大島尚子
(OB)渡邊ゆみ(小)林篤子(盲)植木
亜紀子(中)川瀬典子(小)三木洋子
(小)吉原ナナ子(小)池田ゆかり
(中)村田幸代(高)小野美保子(小)
藤波玲子(小)溝口江理子(中)橋爪
美津子(養) 他２名　
中級：樫木暢子(養)滝沢睦美(小)
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)小泉順子(養)林由子(高)加藤
典子(小)梅原幸子(OB)徳丸ゆり
え(中)桜井秀一(教委)阿部ふさな
(小) 他２名
上級：岡部早苗(中)飯塚裕子(中)

【山梨県】
初級：山中八千代(支) 他１名
中級：持田まさき(中)里吉和香
(小)奈良妙子(盲)

【長野県】
初級：池田淑恵(中)滝沢博子(小)
佐藤博美(中)芳川春子(中)笠井み
ゆき(中)小林眞由美(中)櫻井真由
美(小)松本こずえ(中)大塚圭子
(養)新保友梨(小)久保田千恵(小)
渡邊雅子(小)小玉正子(小)野竹奈
那子(中)永野由起子(中)工藤晶子
(小)今井亜貴子(小) 他１名
中級：小宮桂子(小)大塚頼子(高)
沓掛美知子(小)角田都貴江(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
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)高橋明子(中)宮下明恵(小) 他
５名
上級：神田愛子(小)宮澤順子(養)
大月ひろ子(小)

【新潟県】
初級：花水久美子(高)加藤悦子
(小)阿部寿美(小)猪俣由貴子(養)
星野桃子(高)太田雅也(中) 他２
名
中級：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)小林恵子(高)
荒木真由美(小)佐藤富子(中)後藤
泉(中高)穴沢恭子(小)柴野ひさ子
(小)武田陽子(養) 他２名
上級：山際優子(高)

【富山県】
初級：飯野順(中)山藤孝子(小)中
島由美子(小) 他１名
中級：石黒高明(中)山本紗都子
(高)

【石川県】
初級：梶谷泉(小)西田弘美(高)岩
沼見奈(養)下田葉子(小)　他１名
中級：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】
初級：山中愛子(小)平泉泰子(小)
井川久美子(中)藤田久栄(中)石動
里枝(小)
中級：張籠二三枝(高)吉田弥恵
子(養)小林嘉代子(中) 他２名
上級：吉村嚇子(小)

【岐阜県】
初級：川瀬千登里(養)松井みど
り(養)亀山晴子(小)山田佳生子
(小)和田恵子(小)桐山美香(小)
中級：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)水谷志保子(小)田口とも子
(高)小寺すゞゑ(小)村瀬浩美(高)
野原武子(小)田中智保美(高)吉田
寛子(小) 他１名
上級：多和田聡美(小)

【静岡県】
初級：山口すみえ(小)松下純子
(小)吉田真由美(小)杉山千幸(中)
竹内美穂(高)伊藤正子(小)江間加
奈子(高)梶山雅美(高)小林眞弓
(小) 他１名
中級：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)内田朱美(高)
木下郁美(中) 他１名
上級：長澤友香(中)
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【愛知県】
初級：天野真美(高)本田多美子
(中)松原美保(養)稲熊久江(中)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)
石井志津子(小)岸本直子(小)岡本
明美(小)近藤甲代子(高)小林信子
(高)平野理恵(小)浅野仁美(小) 他
１名
中級：河合美貴子(小)山中みど
り(高)田中雅子(高)林佳美(高)山
田国枝(小)森田明美(養) 他２名
上級：中根千恵子(小)藤田寿美
子(小)

【三重県】
初級：島田八千代(高)村田真理
(小)中川はるみ(高)徳地和子(中)
岡田みこ(小) 他１名
中級：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)岡安惠子(OB) 
他２名

【滋賀県】
初級：古川郁子(小)西村敦子(小)
中級：松村斉(養)川端智子(小)武
石晶子(中)河﨑喜美子(高) 他４
名
上級：松尾季洋子(相) 小川まち
江(中)

【京都府】
初級：小野斉恵(中)鷲尾登志子
(高)稲葉幸恵(特)堀井佐登美(小) 
他１名
中級：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２名
上級：前羽京子(小)

【大阪府】
初級：十河芳江(小)石田千恵子
(小)元古幸恵(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１名
中級：小名川香代子(小)山本あ
や子(小)岡村壽代(小)前川沢子
(小)村田朝枝(小) 他1名

【兵庫県】
初級：田中信子(小)田村弘子(小)
松村豊子(高)大村弘美(小)唐津弥
生(高)清水さだ子(小)長田公子
(特)
中級：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)澤田美保(小)蔭木恵子(高)藤
波礼子(OB)笹沼総江(小)長田公
子(特) 他２名
上級：水田恵(小)

【奈良県】
初級：塩見順子(小)木村靖代(中)
松浦里恵(小)
中級：森野千江美(小)髙橋すみ
子(OB)天田陽子(小)

【和歌山県】
初級：中村まき(小)上西起代美
(高) 他１名
中級：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) 
他１名

【鳥取県】
初級：渡辺雅子(小) 他１名

【島根県】
初級：小豆澤育子(養)河合宣和
(小)

中級：三谷佐登美(小)林康子(小)
中上留美子(小)山根よし子(高)小
林裕介(中)

【岡山県】
初級：西森裕子(高)青木三恵子
(聾)平松恵美子(小)大谷和恵(養)
中級：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)濃
野房子(中高)江見仁也(中高) 他
２名

【広島県】
初級：古本文子(小)大本典子(中)
竹之内多美子(小)権藤正彦(中)菅
本弥須子(中)黒岩弘子(小)秋本敦
子(中)小畑隆夫(小)浅田清(高) 他
１名
中級：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)山
本尚美(高) 他２名
上級：小迫玲子)OB)

【山口県】
初級：尾﨑悠子(小)藤本和子(養)
関岡縁(中) 他１名
中級：西村妙子(小)前田公子(高) 
他１名

【徳島県】
初級：中野徳子(小)森岡明代(中)
中級：２名

【香川県】
初級：高橋貴美子(小)半田リヱ
(養)伊藤君子(小)横井京子(中)植
村恵理(高) 他２名
中級：山田昭広(中)伊藤春恵(高) 
引田トシヱ(OB)渡邊麻知代(小) 
他１名
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上級：片岡秀子(OB)滝川真理
(養)

【愛媛県】
初級：月原伸子(中)村上洋子(小)
中級：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】
初級：野地真由美(小)今井奈三
(高)米澤さおり(高)
中級：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)柴園美(小)岡
山京(中)乾由里子(小)　他１名

【福岡県】
初級：福永桂子(小)浅島由美子
(中)樋口悦子(高))山下敬子(中)田
川恵美子(小)守田孝子(小)守田和
則(中)萬田美佐(高)江口万友(高)
中級：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)吉田卓生(中)益
山英子(  ) 他１名
上級：内野珠美(高)

【佐賀県】
初級：高田裕史(中) 他１名
中級：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) 他２名

【長崎県】
初級：田端アサノ(中)
中級：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
上級：石井あつ子(高)

【熊本県】
初級：宮崎光枝(小)増田英恵(小)
川野智子(教委)山部優香里(高) 
他１名
中級：岩野德子(高)日高由紀
(OB)光永千恵子(高)宇佐芳惠(中)
吉田協子(中)木村統子(中)
上級：塩田多磨美(中)

【大分県】
初級：角田一枝(幼) 他１名
中級：長屋悦子(高)大塚万里子
(高)吉田由美(中)後藤正子(小)内
尾由利子(養)
上級：菊奈津子(養)

【宮崎県】
初級：新福順子(小)徳田香織(高)
中級：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(小) 

【鹿児島県】
初級：野口智子(協)平畑美樹(高)
斉藤佳代(OB)畦地弥生(中) 他２
名
中級：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)田中和子(OB)德永寛
隆他(小)益山晋一(養)益山秀子
(小)鎌田克朗(中) 他２名

【沖縄県】
初級：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)
中級：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)

【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/

「不登校・不安障害・反社会的
⾏行行動を呈する保健室登校⽣生徒へ
の認知⾏行行動療法的かかわり」

飯塚裕子
平塚市立太洋中学校養護教諭

【要約】
　 本事例は，小学校時代に人間
関係の不和で不登校になり人間
不信に陥り中学校も引き続き不
登校になっていた男子生徒の
ケースである。自尊感情が育た
ず対人不安・不登校になり，否
定感情回避から反社会的行動を
起こしてしまう生徒の認知を歪
みととらえ，保健室では認知を
修正し，目標や夢をもたせるよ
うに認知行動療法を取り入れた
カウンセリングをした。また，
養教やSCやSS，談話室登校生徒
達という小集団での心の通うふ
れあいをもつ中で，人間不信を
克服し挫折と再出発を繰り返し
ながら人間的に成長し，次第に
自分の将来の夢を目指すように
なった。卒業前には対人不安を
克服し，教室復帰し，最終的に
調理士の資格がとれる高等専門
学校に推薦入学した。

【キーワード】
不登校・全般性不安障害・モデ
リング・認知行動パターン・反
社会的行動

JETI NewsLetter / Jan 20 , 2011   Volume  17

5



【考察】
　３年間の関わりの中でCLの陥
りやすい認知行動パターンを変
えていくことは容易なことでは
なかったが，どんな時も受容し
辛抱強く関わり続けたことでCL
が引きこもりから脱却し教室ま
で復帰し，自分の夢に向かって
進もうと成長できた。この事例
のように不登校や引きこもり状
態になる子ども達の認知は共通
している面がある。個人化や二
律背反・完璧主義があり，ネガ
ティブなライフイベントに出
会ったときに抑うつ症状をさら
に強める認知の歪みがある。ま
た，反社会的行動をおこす子ど
も達は，CLのように自尊感情が
育 た ず 「 ど う せ 自 分
は・・・。」という不合理な信
念があり，自滅的行動パターン
に陥る。家庭環境にも大きく左
右されるが，自信のなさから反
対に自分を強くみせたいという
心や何かに依存したいという欲
求が反社会的行動にむかってし
まう。このような思春期の子ど
も達に対し認知行動療法をとり
いれたカウンセリングは，自分
自身を前向きに変えることがで
きる有効な手段であろう。しか
し今回，CLが自分の認知を変え
たいという意志が弱かったこと
や治療者の技術も未熟であった
ため中途半端な形で卒業とな
り，そのことが課題として残っ
た。CL本人が治療していこうと
いう強い意志をもてるように体
系的・段階的にカウンセリング
を進め，共に確認作業をしてい
くことが大切であろう。

「	  発達障害の⼆二次的障害から不
登校傾向を⽰示す⽣生徒に対する来
談者中⼼心療法的アプローチ~他
者への信頼感と⾃自⼰己効⼒力力感の回
復を⽬目指して~	  」

山際優子
新潟県立見附高等学校教諭

【要約】
　Yは入学当初からトラブルが
多く、１年夏休みに「高機能自
閉症」と診断されていた。２年
に進級してから断続的な欠席が
みられ、時数不足が懸念される
ようになった。これまで学校で
トラブルが起きた際、Ｙは話を
聞いてもらえず一方的に悪者に
されてきたと感じて、母や教員
に対する不信感と疎外感を強く
抱いており、自己効力感の低下
が著しかった。そこで他者や自
分への信頼を取り戻すために
ソーシャルサポートを増やすこ
とと、受容される体験が必要だ
と考え、来談者中心療法的なア
プローチを試みることにした。
　副任であり、古典の担当でも
ある私と放課後一緒に過ごしな
がら、Ｙは母との葛藤やいじめ
られ経験を語り、それらを自分
なりに整理し意味づけし直して
いった。また支援を得る経験を
通して学校生活も安定し、大学
進学という目標を持って学習に
意欲的に取り組むようになっ
た。出席状況にも改善がみら
れ、職員の理解も得て何とか進
級に漕ぎ着けた。

【キーワード】
不登校傾向・高機能自閉症・自
己効力感・他者信頼感・来談者
中心療法

【考察】
　本事例は一般的な不登校傾向
への対応を中心に行った。まず
Ｙとの関わりを大切にすること
でラポールの形成ができ、Ｙの
被害者意識の開示に繋がったと
思われる。Ｙはこれまで被害を
訴えてもまともに取り合っても
らえず、却って不利な立場に立
たされる経験を繰り返してき
た。Ｙの体験を支持的に聞くこ
とで、Ｙは不快な感情を言語化
しながら自分の体験を整理し、
意味付けし直していった。さら
にこれまで言うのを諦めていた
自分の気持ちを、母に直接伝え
ることができるようになった。
次に母に対しては主にこれまで
の苦労を共感的に聞いていくこ
とで、Ｙを思う気持ちを再確認
して一緒にＹをサポートしてい
くという合意ができた。この母
との関係改善は、Ｙの心理面、
生活面での安定をもたらし、不
登校傾向の改善に繋がったと思
われる。
　さらに不登校傾向の生徒は学
習面でどうしても遅れがちにな
るため、上記の関わり以外に進
路・学習面のサポートがぜひと
も必要である。教科担当による
補習や学習の仕方のアドバイス
などは、学習のためだけでな
く、Ｙの学習をサポートする存
在があることをＹに知らせた。
またＹの学習の成果が成績とい
う形で示されることで、Ｙのや
ればできるという自信に繋が
り、大学進学を目指すという目
標の設定も可能になった。これ
がＹの自己効力感の向上に繋が
るとともに、登校への動機付け
にもなったと考えられる。
　その他発達障害の特性への対
応については、新潟県障がい者
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支援センターのＩ先生、Ｙ先生
に10月に助言をいただいた。
「①校内で安心して話せる場
所、人を確保する。②楽しかっ
た、気持ちが楽になったという
付き合いを心掛ける。③頑張り
を認める。④本人に合った情報
の与え方を工夫する。⑤本人が
理解や納得できない事は、一つ
一つ丁寧に『普通は～だ』とい
う説明をして理解を促す。⑥
『言葉を知っている＝理解して
いる』ではないので、内容を確
認する。⑦障害の認知を進め
る。」というものだった。スト
レスを軽減し、食い違いや混乱
を少なくして、落ち着いて学校
生活を送るために必要なことで
あり、できるだけ心掛けた。⑦
は自己理解を進め将来のために
も必要なことであるが、全く手
付かずのままだった。Ｙのこれ
までの学校生活で、なぜこれほ
ど辛い出来事や思いを繰り返さ
なければならなかったのかを一
緒に考えることで、障害につい
て話をすることができたかもし
れない。Ｙが「アスペルガー」
と口にした時うまく対応できな
かったことが悔やまれる。
　残された課題としては、今後
のフラッシュバックへの対応、
無気力や鬱状態への対応、トラ
ウマ処理、障害の認知と受け入
れの問題などがある。認知行動
療法や自律訓練法、ＥＭＤＲな
どを医療機関や専門相談機関に
お願いすることも考えて、何度
もＹに勧めてみたが、「必要な
いよ」「『プチうつ』にしてお
いた方がいい」と言って受け入
れなかった。
　Ｙの場合、発達障害そのもの
によるというより、二次的障害
からの不登校傾向と考え、その
対応として来談者中心療法的に

関わった。クライエントの持っ
ている世界観や感じ方を否定せ
ず理解しようとし続けること
は、相手を肯定的に見、信頼し
続けることである。そうするこ
とでクライエントはこれまで見
えていなかった部分に目を向け
ることができるようになり、自
分や他者を肯定的に見る視点を
得ていくのだと思う。特別支援
教育について今後校内の体制作
りを含めて、研鑽を積む必要を
痛感している。



「教育現場と認知行動療法」
「漣」編集部

　2010年４月より、認知療法・
認知行動療法が保険適用となっ
た。「ようやく」の感は免れな
いが（欧米においては既にうつ
病治療の中心は認知行動療法に
なっており、英国では医師だけ
でなく看護師も患者に対し実施
している）、この１、２年の間
に、TVや新聞・雑誌等でたびた
び取り上げられてきた「認知行
動療法」の効果が、ようやく我
が国でも「認知」された結果で
あろう。12年間続く年間３万人
以上の自殺者、そしてその大半
がうつ病を患っているとも言わ
れるが、うつ病患者の数が100
万人を超える事態になって、厚
労省は保険適用の決断を下した
わけである。うつ病治療の本命
として認知行動療法にかかる期
待は大きい。
　医療の現場では、認知行動療
法をうつ病や不安障害の治療に
取り入れるため、各所で研修会
が開かれ始めているが、実は認

知行動療法の考え方や技法は教
育現場でこそ活用されて欲しい
ものである。
　「e教師」は、この認知行動
療法を中心に学習するプログラ
ムであり、その中で教育現場で
いかに有用であるかが解説され
ているので以下に引用した。

認知行動療法
（6）教育臨床と認知療法 
　それでは，認知療法の発想と技法
は，教育臨床にどのように有用なの
であろう。
　まず，児童・生徒の抱えるさまざ
まな問題を「認知」の問題として考
え，あるいは，児童・生徒の問題の
中にある認知の問題を取り扱うこと
で，相談の目標を明確化することが
できるという点を指摘することがで
きる。
　一般的に，「認知」という概念の
中には，
 1）一時的なイメージや思考のよう
に比較的容易に気づくことのできる
「認知的出来事」
 2）経験や行為をまとめあげる「認
知的過程」
 3）過去の経験を体制化した，かな
り持続的で，しかも将来の経験や行
為に影響を及ぼす「認知的構造」
で，「認知的構え」とでも呼ぶこと
のできるものという質の異なった概
念が含まれている（坂野）。教育臨
床において「認知」を取りあげると
き，こうした認知の分類は役に立
つ。なぜなら，児童・生徒の抱える
問題の中には，
 1）考え方に歪みがみられ，その結
果として抑うつ感や不安といった不
適応を示す場合（ 認知的出来事に
問題の見られる場合 ）
 2）短期的，長期的な目標の見通し
を立てることができないといった，
経験や行為をまとめあげることに失
敗している場合（認知的過程に問題
の見られる場合）
 3）認知的構えに問題があり，過去
の経験を否定的に体制化したり，強
い絶望感をもっていたり，将来に対
する否定的な見通しを強くもってい
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る場合といったケースが決して少な
くないからである。

 　例えば，表4-5は，初発の不登校
のケースにあって，その不適応の主
たる原因と対応の基本をまとめたも
のである（坂野）。初発の不登校の
ケースでは，発達段階によって特徴
的な原因が認められる。とりわけ小
学校高学年，中学校後期，および高
等学校初期においては，不登校の主
たる原因として認知の関与している
ケースが少なくない。すなわち，こ
の時期の不登校を呈する子どもたち
には，完全主義的で二者択一的な自
動思考（認知的出来事），内的で安
定的な原因帰属の型や低い自己効力
感（認知的過程と構え），否定的な
外的評価に対する敏感さ，否定的な
自己イメージ，学習性無力感状態
（認知的構え），といった認知的傾
向の認められることが多く，それが
不登校の発生と維持に大きな影響を
もたらしており，不登校が発達的に
異なった様相を示す原因となってい
ると考えられるからである。

　したがって，認知的反応が不登校
の発生と維持に大きく関与している
時期にあっては，認知療法のさまざ
まな技法を取り入れた指導プログラ
ムが有効であると思われる。児童・
生徒の訴える問題をただ漠然と理解
するのではなく，こうした異なった
認知問題として理解するならば，行
動変容のターゲット，あるいは介入
の目標が明確化されるとともに当面
する問題への介入方法の探索がより
容易になってくる。

　このほか，認知療法の考え方とそ
こに含まれるさまざまな技法が教育
臨床場面において有用である理由と
しては，つぎのような点が考えられ
る。
 1）症状や態度，行動の変化が生じ
やすく，クライエントの動機づけが
高められる 　認知療法では，セル
フモニタリングやホームワークを通
してまず何らかの態度や行動の変容
を手に入れることができる。した
がって，クライエントの相談活動へ
の参加に対する動機づけが低下する

ことなく，以後の介入がきわめてス
ムースに行われることになる。
 2）多様な問題が対象となる先にみ
たように，認知療法は，それがこれ
まで有効とされてきたさまざまな技
法の組み合わせから構成されている
というところにその特徴がある。し
たがってその適用される対象は多岐
にわたっている。教育相談における
問題に対して，かなりの部分をカ
バーできるフレキシビリティをもっ
ているといえる。
 3）セルフコントロールを教え，学
ぶという視点があるために，児童・
生徒は日常生活を送る中で対処の方
法を学び，活用することができる
　認知療法には，クライエントが問
題への対処の方法やセルフコント
ロールの方法を習得するということ
がその目的の1つとしてあげること
ができる。したがって，認知療法で
は，児童・生徒が日常生活を普通に
送る中で適応をはかっていくという
援助を行うことが可能となる。ここ
にも認知療法が教育臨床の方法とし
て有効な理由があるのだと考えられ
る。
 4）「半健康」な子どもたちも対象
とすることができる
　教育臨床の対象となる子どもの中
には，病理的に明らかに問題のある
と思われるケースからそうでない
ケースまでさまざまな児童・生徒が
いる。認知療法は，病理的なケース
に始まり，病理的に問題は見られな
くても主観的には強い不適応感を感
じていたり，ストレスの多い生活の
中で一時的な不適応に陥っている
「半健康」な児童・生徒も対象とす
ることができる。普通の生活を送っ
ている一般的な児童・生徒の精神衛
生管理にも適用が可能である。
 5）認知療法は，介入の方法として
体系化されている
　認知療法は，介入の方法として高
度に体系化されているものである。
したがって，教育臨床に従事するカ
ウンセラーの側からすると，技法の
習得が比較的容易であり，どのよう
なケースに対してどの技法をどのよ
うに適用することができるかといっ
たことが理解しやすいという利点を
もっている。

「e教師」認知行動療法 教育臨床と
認知療法（坂野雄二）より

http://www.jeti.jp/

平成23年1月20日
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