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  合格おめでとうございます。2011年1回～2011年5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 》
【北海道】山城裕美(高)
【群馬県】上村聡美(養)
【神奈川県】福岡八重子(教研)
【長野県】山田真里奈(高)
　　　　　田中寛美(小)
　　　　　他1名
【新潟県】熊谷仁志(小)
【石川県】池岡幸枝(高)
【静岡県】吉田真由美(中)
　　　　　他1名
【愛知県】笹元麻理(高)
【岡山県】山本弘美(小)
　　　　　他1名
【福岡県】馬場香緒里(小)
　　　　　大塚裕子 (小)
【熊本県】小山ヒロミ(中)

《 中 級 》
【青森県】奈良敬子(OB)
【栃木県】１名
【東京都】長田春美(小)他1名
【新潟県】１名
【静岡県】吉田真由美(中)
【京都府】１名
【兵庫県】聳城ゆかり(高)
【鳥取県】渡辺雅子(小)
【岡山県】大西由美(高)
【福岡県】江口万友(高)

　　　　　萬田美佐(高)
【長崎県】小佐々繁美(高)
【熊本県】山部優香里(高)
　　　　　他1名
【鹿児島県】畦地弥生(中)

《 上 級 》
【新潟県】新保惠子(高)
「解離症状から休学・復学した
生徒への実存カウンセリング ～
中高一貫教育校における生徒支
援の試み」

【岐阜県】田中智保美(高)
「過食を繰り返す女子生徒への
来談者中心カウンセリング」

【静岡県】渡邉とも江(中)
「アスペルガー症候群の傾向を
有する生徒に対する担任を中心
とした受容的・指示的カウンセ
リング～保護者・生徒へのラ
ポール形成の効果と社会スキル
訓練による集団からの孤立回避
～」

【愛知県】山田国枝(小)
「集団生活の不適応のADHD傾
向を有する児童に対する，学習
支援のためのトークンエコノ

ミー法，および集団適応支援の
ための対人関係ゲームの適用」

【京都府】寺田政子(小)
「人間関係が苦手でストレス耐
性が弱い不登校児童に対する
『フェーディング法』等による
集団適応支援」

【兵庫県】西村美都利(小)
「発達障害児童の問題行動に振
り回され学級経営に不安をいだ
く新任教師がカウンセリングマ
インドを習得していきながら自
信をつけていった事例」

【広島県】矢田久美子(小)
「教室不適応から不登校になっ
たA男に対しての養護教諭の支
援 ～系統的脱感作法と主張訓練
法を用いて～」
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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)山
城裕美(高)
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：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) 　　
岩葉悦子(中)奈良敬子(OB)

【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)上村聡美
(養) 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)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
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(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)
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)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)長田春美(小) 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)福岡八重子(教研) 
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)橋爪美津子(養)溝口江理子
(中)高田正子(小)中野隆治(中) 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)山田真里奈
(高)田中寛美(小) 他2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)熊谷仁
志(小) 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)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)新保惠子(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)池岡幸枝
(高) 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：平泉泰子(小)井川久美子
(中)藤田久栄(中) 他2名
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)吉田寛子(小) 他１
名
上級：多和田聡美(小)田中智保
美(高)

【静岡県】
初級：山口すみえ(小)松下純子
(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)吉田真由美(中) 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
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(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)東孝次
(高)内田朱美(高)木下郁美(中)吉
田真由美(小) 他１名
上級：長澤友香(中)渡邉とも江
(中)

【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)笹
元麻理(高) 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)森
田明美(養) 他２名
上級：中根千恵子(小)藤田寿美
子(小)山田国枝(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)岡安惠子(OB) 他3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2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)寺田政子(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)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)聳城ゆかり
(高) 他２名
上級：水田恵(小)西村美都利(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：１名
中級：渡辺雅子(小)

【島根県】
初級：小豆澤育子(養)河合宣和
(小) 他1名
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) 
山本弘美(小)
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)大西
由美(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)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)矢田久美子
(小)

【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
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【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)平木智子(小) 他1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
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) 
池田多津子(小) 他1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)馬場香緒里(小)大塚裕子
(小) 
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(  )萬田美佐(高)江口万友
(高) 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)小佐々繁美(高) 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)小川ヒロミ(中) 
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)山部優
香里(高)
上級：塩田多磨美(中)

【大分県】
初級：角田一枝(幼)野中優美子
(高)
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) 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)畦地弥生(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)
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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/

「解離離症状から休学・復復学した
⽣生徒への実存カウンセリング	  〜～
中⾼高⼀一貫教育校における⽣生徒⽀支
援の試み」

新保惠子
新潟県立上越総合技術高等学校

教諭

【要約】
　前任校は，中高一貫教育校の進学
校である。真面目で良い子であった
Ｂ子が，学業不振・家庭環境の悪化
等が重なり，精神的ストレスから4
年生（高校１年）時に倒れた。解離
症状もあり，それらのことがきっか
けで，不登校傾向になり休学にい
たった。そこで，医療機関における
薬物療法，Ｂ子と母親のラポート作
りのための支援，学校の支援チーム
体制による支援計画を作成した。養
護教諭として，心理的なストレスを
軽減できるようにし，実存カウンセ
リングを中心に，心の安定を図り，
Ｂ子の考え方に幅を持たせるように
働きかけた。また，学校における
コーディネータとしての役割を果た
しながら，校種が途切れることな
く，継続的に支援できる良さを生か
し，カウンセリングを実施する中
で，Ｂ子が，進路実現のため学校へ
復帰した事例である。
【キーワード】
解離症状，家庭環境，不登校対策委
員会，被災体験

「過⾷食を繰り返す⼥女女⼦子⽣生徒への
来談者中⼼心カウンセリング」

田中智保美
岐阜県立大垣北高等学校教諭

【要約】
　 高校３年のＡ子は、高校１年の終
わりから極端なダイエットにより、
約６ヶ月間で体重が12ｋｇ減少し
た。その後、過食が始まる。３年の
４月、月経不順のため母親と受診し
た婦人科で、「過食症」と診断さ
れ、母親はＡ子が病気だとこの時初
めて知る。その後A子は担任の指示
がきっかけで保健室に訪れるように
なる。A子の過食の背景には、母子
の心理的結びつきの希薄さや、言い
争いの多い家族関係での感情の抑圧
等、安心できる人間関係の欠如があ
ると考えられた。
　 このようなA子との面接は、信頼
できる人間関係を作っていくことが
最も必要であると考えた。来談者中
心カウンセリングによる傾聴によっ
てA子の表情に変化が現れ、自分の
気持ちを言葉に出し、自分自身と向
き合うことができるようになって
いった。それとともに過食について
も、A子自身の工夫によって少しず
つ抑えられていった。
【キーワード】
過食症、来談者中心カウンセリン
グ、母子関係

「アスペルガー症候群の傾向を
有する⽣生徒に対する担任を中⼼心
とした受容的・指⽰示的カウンセ
リング〜～保護者・⽣生徒へのラ
ポール形成の効果と社会スキル
訓練による集団からの孤⽴立立回避
〜～」

渡邉とも江
富士市立鷹岡中学校教諭

【要約】
　 何をするにもＨ男を受け入れない
生徒たちの中で，「どうせ俺なんか
嫌われている。死にたい。学校に来
ない」などと言い下校し，翌朝は平
気な顔して登校してくる。教室の中
ではいつも孤立して，何かとトラブ
ルも絶えなかったＨ男に対して観察
法・面接法中心として生徒と寄り添
いながら自己理解と心の安定や，道
徳教育を中心に自尊感情の育成を目
指した。また，社会スキル訓練を用
いて他者とのコミュニケーションを
円滑に他者トラブルによるストレス
を最小限に抑えるよう努め，教育相
談や声かけを繰り返し行い，自己決
定能力の育成を促した。リーダーを
活用して他の生徒への働きかけを行
い，Ｈ男を取り巻く学級集団の受け
入れ態勢を整えた。また，保護者
（特に父親）面接を通して本人理解
と協力を進めた。その結果、集団意
識が芽生え、集団生活に適応できる
ようになった。
【キーワード】
集団不適応・ラポール形成・社会ス
キル訓練・自尊感情・人間不信・ア
スペルガー障害傾向

「集団⽣生活の不不適応のADHD傾
向を有する児童に対する，学習
⽀支援のためのトークンエコノ
ミー法，および集団適応⽀支援の
ための対⼈人関係ゲームの適⽤用」

山田国枝
春日町立春日小学校教諭

【要約】
　 小１男子のＴ男は，１学期の途中
より授業中話を聞かないで自分の興
味のあることに集中するようになっ
た。自分勝手な行動をしたり，善悪
の区別がつかなかったりすることも
あった。学校で心理査定をしたとこ
ろ，T男にはADHDがあることがわ
かり，指導のあり方を検討した。そ
の結果，母親との関係がうまくいっ
ていないことが原因で不安にかられ
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たり，兄とのトラブルがあるとイラ
イラ苛立ったりして発散するところ
がないため逃避する傾向があること
がわかった。
　 学習面では，トークンエコノミー
法を実施した。T男は，ほめられた
ことが結果となり残ることで自分を
振り返る機会を持つことができた。
　 一方で対人面は，対人関係ゲーム
による仲間づくりを実施したが自分
から気に入った友達へは働きかける
が協調しようという気持ちはなかな
か育たなかった。
【キーワード】
集団生活不適応，ADHD，トークン
エコノミー法，対人関係ゲームによ
る仲間づくり

「⼈人間関係が苦⼿手でストレス耐
性が弱い不不登校児童に対する
『フェーディング法』等による
集団適応⽀支援」

寺田政子
京丹後市立間人小学校教諭

【要約】
　 支援対象児小２Ｔ男は、人間関係
が苦手でストレス耐性が弱く、小学
校１年生の10月から不登校状態に
なっていた。教育相談部を中心に、
保護者と連携をとりながらＴ男への
働きかけを試みた。２年生の10月、
学級行事に興味を持ったＴ男が１年
ぶりに学校にやってきたが、その後
も不登校は続いた。通級指導教室へ
の誘いの手紙を書いて6月に渡して
おいたが、12月に初めてやってき
た。それから、通級指導教室登校が
始まった。　　　
　 支援目標を「人と関わることの心
地よさを感じること」と「ストレス
耐性を付け、自尊感情を育てるこ
と」にして関わりを続けていくう
ち、徐々に登校する日数や時間が増
え、居場所も通級指導教室から職員
室、教室へと拡がっていき、関われ
る先生や友達も増え、６年時には教
室が居場所となった。ストレス耐性

や自尊感情の育ちは十分とは言えな
いが、人と一緒にいることに慣れ心
地よさを感じるようになってきた。
【キーワード】
不登校　ストレス耐性　居場所　遊
戯療法　フェーディング法

「発達障害児童の問題⾏行行動に振
り回され学級経営に不不安をいだ
く新任教師がカウンセリングマ
インドを習得していきながら⾃自
信をつけていった事例例」

西村美都利
西宮市立上甲子園小学校教諭

【要約】
　 新任2年目の男性教師が、発達障
害（ADHD傾向）の児童A君を担任
することになった。新任1年目の年
には3年児童とその保護者との関係
に悩んでいたが、新規一転幼い2年
生を持つことでやる気をみせてい
た。4月学級開きをしてすぐにA児童
の言動に振り回され困っている時、
同じようにしてもらいたいタイプの
児童、ボス的な児童、良い事と悪い
事が理解できない幼い児童、わがま
まな女児、身辺整理ができない児
童、話が聞けない児童等思っていた
より大変な状況の中でスタートし
た。さらに追い打ちをかけるように
自分の父親の突然の死に遭遇した。
日が経つにつれ、ADHD傾向の児童
の多動面が顕著になり、教室外にも
飛び出すようになり自分の学級経営
に自信がなくなり、二学期が始まっ
てまもなく主訴を相談にきた。
　 クライエントが同僚であるので、
傾聴や共感や受容を軸とするカウン
セリング・マインドを中心においた
カウンセリングをした。さらに、学
級経営として日々児童と接する中で
自己主張ができる教師（毅然たる教
師）自己開示のできる教師（自分を
語れる教師）子どもを理解できる教
師（やさしさのある教師）の実践が
必要なので、問題行動が起こる度に
その時にあったモデリングや行動療
法を取り入れて実践していった。

ADHD傾向の児童については、特別
支援教育支援員に一日一時間教室に
入り込んでもらう方法をとったり、
事例が載っている本を見て説明した
りと一緒に考えていった。その一つ
一つの積み重ねと成功例を経て、そ
の経験が自信へとつながっていった
結果、発達障害児童Aに対する対応
が信頼関係を築くための傾聴や適切
な言葉掛けができるようになり、A
児童にもY教諭の指示通りに取り組
むという行動変化がみられた。学級
経営にも、自己主張が多く個々ばら
ばらだった児童たちがまとまって行
事をやり遂げたという変化がみられ
た。
【キーワード】
発達障害児童の問題行動　 新任教師　
学級経営の不安　モデリング法　行
動療法　 自己開示法　 自己主張法　
授業・学級経営・日常生活の中のカ
ウンセリング

「教室不不適応から不不登校になっ
たA男に対しての養護教諭の⽀支
援	  〜～系統的脱感作法と主張訓練
法を⽤用いて〜～」

矢田久美子
広島市立口田小学校教諭

【要約】
　 Ａ男は，運動神経もよく学業成績
優秀な児童である。3年生の後期か
ら週初めに欠席が目立つようにな
り，10月中旬からはさらに遅刻も増
えてきた。12月はほとんど学校へは
登校できず，冬休み中父親と面談を
実施した。そのときに家庭内で母親
や弟に対する暴力や乱暴があること
を聞き，父親からはＡ男にどのよう
にかかわったらよいのかを相談され
た。1月の始業式に登校できないＡ
男に電話で手ぶらでの登校を提案す
ると笑顔で母親と登校でしてきた。
「登校には必ずランドセルを持って
こなければいけない」というＡ男の
気持ちが強いことを母親から聞き，
まず本人が自宅から確実に一歩ずつ
出られることを目標設定にした。A
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男自身が完璧を求め，それができな
い自分と向き合えなくなり不登校を
引き起こしていると考え，系統的に
学校へ登校できるように支援し，自
分の気持ちを少しずつ話せるように
主張訓練を行うことで毎日学校へ登
校できることを目標に設定した。
　 父親へは、A男を怒ったり、親と
しての考えを伝えたりするのではな
く、A男本人の苦しさを受け止めて
話を聴いていただくようにし、さら
に、間接的ではあるが、母親をサ
ポートする意味でも家庭内でできる
家事や育児の協力を求めた。
　 「～でなければならない」と思い
続けていたA男だが、最終的には、
自分自身の気持ちを相手に伝え、自
己決定できるようになり、学校へも
自分の意思で登校できるようになっ
た。
【キーワード】
不登校，家庭内暴力（ＤＶ），系統
的脱感作法，主張訓練法、保健室登
校



教育相談における
教師と生徒の関係性

松田英子
江戸川大学教授

　教師は、教育的指導と支持的な
（supportive）生徒理解の双方を求
められるが、往々にして、その２つ
の役割は両立しにくい場合がある。
例えば、担任教師として学級運営す
るなかで、その構成メンバーの一人
として子どもを指導する場合と、心
身の不調を訴える子どもに対してカ
ウンセラーとして関わる場合では接
し方が異なる場合があり、関わり方
に難しさが生じる場合がある。前者
は指導上の責任感から「頑張りなさ
い」と言い、後者は「無理しないで
休んだ方がよい」と言う。後者の役
割をスクール･カウンセラーの先生
が果たしてくれて、一緒に共同で子
どもに関われば一番良いのである

が、現実には教師が子どもに一番近
く、毎日の学校生活をともにしてい
るため、両方の役割を求められるこ
とが多く、この点において、教師カ
ウンセラーとしての熟練性が求めら
れている。

　教育相談の場合には、まずは理解
から指導へという手順を踏むのが通
常である。対象となる子どもを理解
するためには必要な視点は何か。普
段の学校生活の中での行動観察の
他、子どもの一人一人の背景、即ち
生い立ち、性格、行動パターン、知
的能力、家庭環境を理解する必要が
ある。教師の視点からの理解ととも
に、子どもが自分の背景をどう捉え
ているかも重要で、そのためには
じっくりと話を聴くことが必要にな
る。児童・生徒に対する個別的な理
解があって初めて効果的な心理支援
が可能になるのである。
　子どもが自分の悩みを打ち明ける
時、どのような教師に話しを聴いて
もらいたいかとを考えると、信頼感
が持てて、安心感を抱ける教師、自
分のために力を注いでくれる誠意を
感じる教師となると思われる。子ど
もは学校生活の中での我々教師の立
ち居ふるまい、表情、口調などから
も判断していると推測される。最初
から子どもに好感を持って信頼して
もらうことは難しくとも、特に教師
を含め、大人に対する不信感のある
子どもでは難しいのであるが、最初
は警戒していた子どもが徐々に心を
打ち明けてくれれば、教育相談の導
入がよりスムーズになると考える。
　教育相談の場で、子どもが自由に
自分を表現でき、相手もそれをしっ
かりと受け止めてくれるという安心
感を持てる心の絆をラポール
（rapport ラポート）という。本事
例報告集においても、報告者と対象
となる児童・生徒・保護者の間にラ
ポールがしっかりと築かれているこ
とがうかがえる。一般的にカウンセ
ラーは相手に応じて、カウンセリン
グの初期にはまずこのラポールの形
成を第一の目標とする。心理支援の
方法は、問題行動や症状に応じて異
なるが、ラポールなしではどんな技
法も効果が上がらないのが実状であ

る。
　教師と児童・生徒の間にラポール
を形成するためには、温かく、落ち
着いた態度で挨拶し、子どもを迎え
入れる姿勢を示すことが重要であ
る。具体的には、相手の方へ体を向
け、しっかりとアイコンタクトし、
「よく（相談に）来てくれたね」、
「（言いにくいことを）よく話して
くれたね。ありがとう」、「よく
やっていると思うよ」の感情の部分
を伝えることである。

　通常のカウンセリングでは、クラ
イエントの開示した話の秘密を守る
義務（守秘義務）が重要視される。
子どもが自己開示する際、秘密を
守ってくれる体制がある場合にはよ
り話しやすいが、教育相談の場合に
は、教師は学校システムの一員であ
るため、子どもが話した秘密を完全
には守れない場合がある。特に犯罪
に関わることやその他、管理職や保
護者から開示の要求があれば、話を
せざるを得ない場合がある。この場
合は、相談の初期に子どもに前もっ
て守秘義務の範囲について伝えるこ
とで、築いたラポールを損なわずに
すむであろう。
「実践教育相談事例報告集」より

＊「実践教育相談事例報告集」は、
教師カウンセラー資格認定制度にお
いて上級試験に合格した方々の論文
集です。現在編集作業を進めており
ますが、本年末の刊行予定です。

http://www.jeti.jp/
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