
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 初級試験合格者   
 
【岩手県】小山田ヨシ子（小）前川
啓太郎（高）水木叔子（高）及川洋
子（小） 
【宮城県】瀬戸口浩子（中）荒 久
美子（中）樋口美穂（養） 
【福島県】黒坂淑子（高）渋佐多恵
子（養） 
【茨城県】持丸すい（養）笹島加与
子（高）戸村みどり（小） 
【栃木県】臼井紀子（高） 
【東京都】宮田富士子（中） 
【神奈川県】武井逸美（小）井上公
子（小）木原由紀子（養） 
【長野県】田澤 操（小）池田淑恵
（中）木下志保里（養） 
【新潟県】竹内由美子（小） 
【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） 
【三重県】古閑美彗子（中） 
【滋賀県】古川郁子（小）松村斉
（養） 
【京都府】前羽京子（小）小野斉恵
（中） 
【大阪府】小名川香代子（小） 
【兵庫県】蔭山利子（高）中井敏子
（小） 
【和 歌 山 県】名 原 みのり（小 ）  
【島根県】小豆澤育子（養）林康子
（小） 
【山口県】尾﨑悠子（小）藤本和子
（養） 
【香川県】高橋貴美子（小） 

 
【福岡県】福永桂子（小） 
【佐賀県】平川まゆみ（養） 
【熊本県】日高由紀（OB） 
 
 中級試験合格者   

 
【北海道】松平敦子（高） 
【岩手県】伊藤奈美子（小）野沢久
美（小）氏家ゆう子（OB）小原洋子
（中） 
【宮城県】庄司尋代（養）秀 由佳
（小） 
【山形県】神保敬子（中） 
【福島県】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） 
【茨城県】金澤京子（小） 
【埼玉県】中沢ことじ（高） 
【千葉県】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） 
【東京都】坪内英津子（中）関谷由
美子（中） 
【神奈川県】滝沢睦美（小）岡部早
苗（中）野田由栄子（中） 
【長野県】大月ひろ子（小）土屋美
保（小）唐澤かおり（中） 
【新潟県】金内美智子（小） 
【石川県】鈴ヶ嶺陽子（高） 
【岐阜県】千村達志（中）辻きり子
（小）小坂保子（養）原 香（小）福
井千裕（中） 
【静岡県】木下不二子（高）山下辰
代（中） 
【愛知県】河合美貴子（中）山中み 

 
どり（高）尾崎久美子（中）矢野多
美子（小） 
【滋賀県】小川まち江（中） 
【兵庫県】中村美佳（高）中井敏子
（小） 
【島根県】三谷佐登美（小） 
【岡山県】金光 薫（高）下村ひと
み（小） 
【香川県】山田昭広（中） 
【高知県】宮﨑久美子（高） 
【福岡県】西村穣子（中）椋田孝行
（高） 
【佐賀県】吉村千春（養） 
【長崎県】石井あつ子（高） 
【熊本県】日高由紀（OB） 
【大分県】大塚万里子（高）吉田由
美（中） 
【宮崎県】田口敏子（OB） 
【鹿児島県】河野眞佐子（中）松尾
惠（高） 
【沖縄県】下地シゲ子（中）村上芳
美（中） 
 
＊ 氏名の後の（ ）内は、小＝小学校、

中＝中学校、高＝高等学校、養＝
養護学校、盲＝盲学校、聾＝聾学
校、専＝専修学校です。OBは既に
退任された元教員です。 
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 初級  
【北海道】高橋恵美子（小）山脇恵子（小）依田玲子
（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）  
【青森県】石岡祐子（小）濱中正子（小）松川清子（中）
敦川優美子（聾）大久保元子（高） 他２名 
【岩手県】小山田ヨシ子（小）前川啓太郎（高）水木叔子
（高）及川洋子（小）菅原美恵子（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） 他２名  
【宮城県】瀬戸口浩子（中）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）庄司尋代（養）   
【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）   
【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）   
【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） 他１名   
【栃木県】臼井紀子（高）坂本優子（中）阿部純子（高） 
他１名  
【埼玉県】中沢ことじ（高）村本真理（高）木村直美（中）   
【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
恵子（小）佐久間啓子（小）藤井恵美子（高）石井末子
（中）芝崎綾子（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）   
【東京都】宮田富士子（中）篠島秀哉（中）樫木暢子
（養）長谷川恵子（小）土屋みつ子（中）関谷由美子
（中）坪内英津子（中） 他１名  
【神奈川県】武井逸美（小）井上公子（小）木原由紀子
（養）花村マチ子（小）相原晴美（小）黒川美穂子（中）
滝沢睦美（小）岡部早苗（中）野田由栄子（中）   
【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）
吉澤桂子（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）   
【新潟県】竹内由美子（小）堀井美加子（小）田中薫 
（高）金内美智子（小）   
【富山県】飯野 順（中）石黒高明（中）   
【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（中）川田佐登美（小） 
鈴ヶ嶺陽子（高）   
【福井県】山中愛子（小）   
【岐阜県】宮西徹（高）福井千裕（中）吉村嚇子（養）藤
井静子（中）武田由香里（小）淺野文子（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） 他１名  
【静岡県】荒川恵子（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）   
【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） 他１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）   
【滋賀県】古川郁子（小）松村斉（養）松尾季洋子（中）
西村敦子（小）赤松可容子（小）河崎喜美子（高）小川
まち江（中）   
【京都府】前羽京子（小）小野斉恵（中）   
【大阪府】小名川香代子（小）十河芳江（小）上西起代
美（高）石田千恵子（小）元古幸恵（小）山本あや子
（小）   
【兵庫県】蔭山利子（高）中井敏子（小）水田恵（小）田
中信子（小）佐竹由美子（中）田村弘子（小）中村美佳
（高）今枝弘子（中）廣畑祐子（中）松村豊子（高）   
【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） 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）徳山町子（中）金光 薫（高）西
森裕子（高）下村ひとみ（小）   
【山口県】尾﨑悠子（小）藤本和子（養）西村妙子（小）   
【徳島県】中野徳子（小）   
【香川県】高橋貴美子（小）片岡秀子（小）半田リヱ（養）
山田昭広（中）伊藤君子（小） 他１名  
【愛媛県】矢野多美子（小）月原伸子（中）   
【高知県】宮﨑久美子（高）久保田節子（高）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）   
【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）   
【長崎県】田端アサノ（中）石井あつ子（高）冨永恵子
（養）   
【熊本県】日高由紀（OB）岩野德子（高）宇佐芳惠（中）   
【大分県】長屋悦子（高）大塚万里子（高）吉田由美
（中）  



  Interview   
 
ーーー昨年はどんな活動を？ 
太田ーーー昨年の活動として一番目に
あげられるのは、７月に広報誌として
「漣さざなみ」を刊行できたことでしょう
か。内山先生や小林先生にもご寄稿い
ただき、併せて「教師カウンセラー資格
認定試験」の合格者の方々に「受験体
験記」を寄せていただいて掲載すること
ができました。この「体験記」を読みま
すと、本当に多くの先生方が、資格もも
ちろんですが、教育現場に役立つカウ
ンセリングの知識、技法を求めているん
だな、とつくづく思いました。編集後記
にも書いたのですが、本当に気持ちが
入り込み胸が詰まる思いがした、という
のが実感です。私供としては、子どもた
ちの「今」と「将来」を真剣に考え、行動
されている先生方の努力をすこしでも
知ってもらいたい、ということで、この
「漣さざなみ」を各自治体の教育委員
会にも送らせてもらっています。先日も
ある県の教育主事の方から「こういう情
報はどんどん知らせてほしい」という言
葉もいただきました。同時に、これから
「資格認定試験」を目指そうとしている
先生方にも「励み」になることを期待し
ています。特に 11 月の認定試験には
100 名近い先生方の申込がありました。
意識の高い先生が大勢いらっしゃると
いうことですね。それから、これまで初
級を年６回、中級は年２回のスケジュー
ルで行ってきましたが、今年度から初
級は従来通りですが、中級の試験は初
級と同じ時期に年６回実施することにし
ました。 
 
 
 
 
ーーー９月に開催されたカウンセリン
グセミナーはいかがでしたか？ 
太田ーーーはい、9 月 27 日に内山先
生と小林先生にお願いしたのですが、
両先生とも非常にお忙しいスケジュー
ルの合間に入れていただくことができま
して、「教育現場におけるメンタルヘル
スと不登校問題への対応」と題しまして、
開催することができました。東京都教育
委員会の後援も得ることができ、大変
活気のあるセミナーでした。午前中は
内山先生の自律訓練法を参加者全員
で実践し、ストレス・コントロールを学び、
午後の部で小林先生に不登校問題へ
の対応についてお話しいただきました。
文部科学省の「今後の不登校への対
応のあり方について」でも、不登校児に
対する働きかけの見直しを指摘されて
いることもあってか、小林先生の質疑応

答の時間は大変でした。さながら「教育
相談会」が開かれたかのように、質問が
殺到したんです。やはり参加された先
生方全員と言っていいほど問題を抱え
て悩んでいらっしゃるんだな、と痛感さ
せられた次第です。 
 

 
 
 
ーーー今後の活動の重点テーマといっ
たものはありますか？ 
太田ーーーひとつは、国立情報学研究
所の主催する NetCommons100 本プロ
ジェクトへの参加ですね。主催されてい
る国立情報学研究所の新井紀子助教
授からも励ましの言葉をいただいて意
を強くしているところです。新井先生は
私共を、「現場の先生方がカウンセリン
グの技法を身につけて、子どもたちの
相談にのってあげたり、また教員同士
が互助できたらどんなによいか」というこ
とで、100 本プロジェクトにご推薦いた
だいたようです。またこうもおっしゃって
いました。「現在いろいろな面から教育
現場、特に先生方が注目されておりま
すが、子どもたちにとっては身近にいる
先生が一番なのではないでしょうか。そ
んな先生方をNetCommons を通じて応
援していきたい」と。これから全国の先
生方にお願いして充実させていきたい
と思っております。 
 
 二つ目としては、現在進行中なので
す が、論理情動行動療法 いわゆる
REBT の考え方をもっと現場の先生方
に活用してほしい、ということでハンドブ
ック、今風にいえば「完全マニュアル」と
いったものを開発しています。これは、
たとえば、ほんの一例ですが「私はす
べての人から好かれなければならない
のに、誰々さんから嫌われた。きっと学
校では楽しく過ごしていけないのだろ
う」といった不合理な信念により憂うつ
になっている生徒に対し、どんな対応
をするか、ということのマニュアルになり
ます。この場合の合理的な考え方は、
「多くの人に好かれるにこしたことはな
い。しかし誰々さんから今は嫌われて
いるようだ。仕方がないから、別の気の

合う友人と楽しくやっていこう。誰々さん
から嫌われるのは多少不都合だが、こ
んなことは誰にでもよくあることだ」という
ような感じになります。そうすると必要以
上に過度の憂うつ感を経験せずにす
む訳ですね。この考え方の変化の過程
での指導・助言を実際にどうやっていく
のか、これを今、東京家政大の福井至
助教授にお願いして開発しております。
今年の早い時期、遅くとも３月には出来
上がってくる予定です。 
 
 三つ目は、去年からの継続でもある
のですが、「教師のメンタルヘルス」とい
う問題への取り組みです。この問題は、
私共がこのような活動を各専門分野の
先生方と始めた「きっかけ」となったもの
でもあり、また常に活動の根底にある問
題なのです。最近の統計によると教員
が精神疾患で勤務不能に陥っている
ケースが非常に増えて来ています。教
師という職業には、職業特有のストレス
要因が存在します。生徒、保護者、同
僚、上司などとの複雑な人間関係や、
あるいは文科省や各自治体、地域社
会からのプレッシャーなどのストレス要
因をかかえながらの教科指導と生徒指
導、真面目な教師ほど頑張りすぎて燃
え尽きてしまう傾向にもあります。また、
最近の統計ですと新任の教師が１年未
満で退職するケースが非常に多くなっ
たそうです。ストレスに対処できない教
員が増えるということは、教師研修にお
ける社会的投資および教室内における
教育の質への深刻な打撃である、と言
った方もいらっしゃいます。そういう意
味では「教育」という国家的なテーマの
中でも重要な位置を占めるのではない
でしょうか。「教師のメンタルヘルス」と
いうことに関しては、もっと真剣に取り組
むべき問題だ、ととらえると同時に、他
の共感していただいている団体や同様
の活動をされている方々とも連携を深
めていきたい、と考えております。 

 

 

 

 

 

理事長インタビュー
 

太田直樹 

日本教育工学研究所理事長 



 
【教育現場におけるメンタルヘルスと不登校問題への対応】 

 
日時：2003 年 9 月 27 日 9:30? 16:30 

場所：飯田橋レインボービル（東京都新宿区市谷船河原町 11） 
 

【午前の部】 
「職場におけるメンタルヘルス対策」 

? ブリーフリラクセーションとREBT の理論と実習?  
講師：筑波大学名誉教授 内山喜久雄 

【午後の部】 
「不登校問題への対応」 

? 現場の先生に何が出来るのか、どう対応したらいいのか?  
講師：東京学芸大学教授 小林正幸 

 

主催：日本教育工学研究所  後援：東京都教育委員会 

 

 
昨年９月２７日 東京都教育委員
会の後援を得て 第３回 JETI カウ
ンセリングセミナーが開催されまし
た。 
 
 午前の部は JETI 顧問でもある、
内山喜久雄筑波大学名誉教授に
よる「職場におけるメンタルヘルス
対策―ブリーフリラクセーションと
REBT の理論と実践」と題する講
義が行われました。 
 まず、実際のカウンセリング事例
を題材に REBT（論理情動行動療
法）の基本的考え方、誤った信念
（iB）が生理的・情動的・行為的な
不適応状態を起す原因となること、
（iB）を合理的な信念（rB）に変容
させる事により適応状態にするこ
とができること、の講義が行われま
した。 
 次にストレスを緩和させるための
手法であるブリーフリラクセーショ
ンについて理論的背景の解説が
なされました。副交感神経が働く
よう反射を身に付けることにより、

 
心身のリラックス状態を自らつくり
出すという生理学に基づく理論で
あり、医学的に実証された手法で
あることが、図表を用いて分かり易
く説明されました。 
 質疑応答の中で「座禅」との違い
について質問がなされましたが、
同様の効果は認められるが「座禅
は宗教的修行」で実行中、血圧は
むしろ上昇傾向になるがブリーフ
リラクセーションは「科学的トレー
ニング」であり実行中、血圧は低
減するとの回答があり、質問者か
ら得心できた旨の感謝が述べら
れました。 
 理論解説の後は、隣り合った受
講者がそれぞれ指導者、被指導
者の役割を交互に担いブリーフリ
ラクセーションの実践トレーニング
が行われました。 
これは、教育現場では先生が指
導者になりクラス全体で行う事も
できるため受講された先生方も熱
心に取り組まれる姿が印象的でし
た。

 
午後の部は JETI 教師カウンセ

ラー資格認定委員でもある小林
正幸東京学芸大学教授による「不
登校の理解と対応」と題する講義
が行われました。 
 まず、不登校追跡調査を基に、
不登校のきっかけになった要因の
解説がなされました。友人関係が
45.0%と一番多く、次いで学業不
振 27.6%、教師との関係 20.8%、部
活動 16.5%と続きますが、様々な
要因が重なり合い「不登校」という
結果につながることが説明されま
した。（図） 
 次に現場の先生方ができること、
心がけることについて講義があり
ました。子どもを受容すること、共
感することが基本であり、あなたの
味方であるとのメッセージを送り続
けることが大切であるとの話を、受
講者の皆さんは頷きながら聴いて
いました。  
 次に小林先生の研究グループ
がある自治体で不登校児を半減
させた実践例が紹介され、不登校
問題は簡単ではないが解決でき
ない問題ではないとの 認識を改
めて実感できました。 
 
 質疑応答の時間には多数の方
が挙手され、質問内容も先生方
が直面している具体的問題ばかり
で「教育相談会」が開かれたかの
ようでした。３０分程時間を延長し
たのですがそれでも質問をお受
けできない方が多数いらっしゃり、
改めてこのような機会を設ける必
要を感じました。 

【編集部】 

 

（図） 
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第 3 回 JETI カウンセリングセミナー



上を図る上でもカウンセラー の資
格を取得し、校内でも役に立ちた
いと考えています。 

 
●千葉県・小学校 

世の中の大きな変化と共に子ど
もたちの生活や行動、考え方も大
きく変わり、何を考えているか、ま
た、どのように関わって行けばよい
のかと悩むことがある。子どもたち
の悩みなどに対してよい解決方法
を知り、子どもたちのよりよい成長
に少しでも力になりたいと思ってい
る。色々な知識を得ることによって、
広い心で自信を持って指導に当
たりたい。 
 
●長野県・中学校・養護 

子どもたちの訴え（抱えている悩
み）が多種多様化し、深刻化して
いる中、さまざまな事例に向き合い
対応していきたいという思いが強
いので。 
 
●大阪府・小学校・養護 

最近少年による凶悪な犯罪や、
子ども達の言動等で、その心理が
理解しにくい所があります。この学
習を修得することにより、子どもの
心の理解を図りたいと考えていま
す。 
 
●石川県・高等学校・商業 

日常の中でカウンセリング能力
が問われる事が多くなってきてい
ます。これまで２３年間の教員生活
で体験し、学んできたことを基礎に、
もっと正しい知識や技法を身につ
けたいと思い応募しました。 
 
●兵庫県・高等学校・国語 

生徒達は問題の大小に関わら
ず、多くのストレスを抱えています。
また、他者への依存度が高く、傷
つきやすいという傾向が強くなって
きているように感じています。その
ような生徒と接する教師も一人一
人にあわせた対応を求められます。
教師自身のストレスもたまっていき
ます。この学習を少しでも実践に
いかしたいと考えています。 
 
●徳島県・小学校 

障害児学級担任をしています。

学級の中には不登校気味の児童
が在籍しています。また、休み時
間や放課後等、通常学級で学校
生活に関する様々な悩みをかかえ
る児童がよく訪れます。担任だけ
がそういった児童にかかわって改
善していくには限界があるように思
います。学校全体で様々なケース
にかかわっていくことが必要だと思
います。また、私個人としてはカウ
ンセリングの知識や技能を持って、
教師としての専門性を高めていき
たいと思い応募しました。 
 
●岐阜県・小学校 

確かにスクールカウンセラー が
中学校区に配置され、私の勤務校
の場合近くの中学校に年数回相
談しに行っていいですよと、生徒
指導から声が掛かる。実際昨年不
登校児１名身体不自由児１名LD１
名多動傾向数名神経症１名という
学級でその一人一人について相
談しようと中学校へ出かけたが、臨
床心理士のスクールカウンセラー
の方とお話しをしても、この方には、
この相談室を訪れようという、まだ
元気のある子の対応しか無理だろ
うなあという気持ちになって終わっ
てしまった。このような現場の声は
多い。学校という社会の事情を充
分に分かった、学校心理士という
立場の必要性を強く感じるため。 
 
●熊本県・中学校・国語 

なかなか学習が進まずにおりま
すが、やはりカウンセラーの力をつ
け子どもたちの「育ち」をより専門
的にサポートしていきたいという思
いは強くなっております。 
 
●神奈川県・小学校 

教育相談担当として３年目にな
ります。資格的には学校心理士を
持っていますが、さらに専門的知
識、技量を高めたいので。日々業
務に追われ、現場で忙しくしてい
ますが、認定試験をめざすことによ
り、じっくりと研究、研修する時間を
自分自身で確保していきたいで
す。 
 
●山形県・中学校・保健体育 

教 育 相 談 係 や 不 登 校 生 、

ADHD児、LD児等多様な生徒と接
し、自分が勉強することが何より大
切であると考えたからです。現場
は多種多様な生徒が多く、毎日が
大変であることも確かであると同時
に、そういう生徒への支援が少しで
もできたならと考えているからです。
よろしくお願いします。 
 
●長崎県・高等学校・国語 

周囲への配慮や他者への思い
やりに欠けるように見える子は愛さ
れていないという思いが底にあるよ
うに感じられ、愛は交換をくり返し
つつ育てるものであることの気付き
と、精神的な自立を持たせたいと
思う。ここでは最高の一球をどう投
げるか、そのキャッチボールをどう
継続させるかを学べたらと思う。 
 
●大分県・高等学校・養護 

学習成果を確認するために応
募します。毎日の執務の中ではイ
ヤオウなしに対応に迫られていま
す。学習の成果が子ども達に還元
できればうれしいです。 
 
●岩手県・小学校 

現任校において不登校児童を
抱えており、昨年度までは生徒指
導主事として、様々な方面から対
応してきました。現在は産休中で
すが、復帰後改めて主体的にこの
問題に取り組んでいくためにも、ぜ
ひカウンセラー の資格が必要であ
ると思い、今回応募いたしました。 
 
●福島県・小学校 

以前ＡＤＨＤ児を担任したが、
適切な指導ができなかった。専門
的な知識があれば児童にも保護
者にも、もっと良い助言や指導が
できたのではないかと悔いが残る。
のび太型の子、ジャイアン型の子、
ＬＤを併発している子等、ＡＤＨＤ
と思われる子（次年度には診断さ
れた）がクラス内に４名。今後、カウ
ンセリングの考え方や技法は必要
不可欠ものになると考えた。 
 
●東京都・中学校・英語 

今年８月まで育児休業を取得し
ていますので、これを機に資格を
取得したいと思いました。 



JETI教師カウンセラー 
資格認定試験 

【受験者の声】 

 
 
●愛知県・小学校・音楽 

力量を高め、子どもをより深く理
解し、その子に応じた支援や働き
かけができるようになりたいから。
職場の中でも、本当に必要とされ
る人材として役に立てるようになり
たいから、学び続けていきます。 
 
●茨城県・高等学校・英語 

多様化する生徒を指導するため
できるだけ早く取得したいです。 
 
●埼玉県・小学校 

学校におけるカウンセリングの
必要性を強く感じています。また
担当教科が音楽なので音楽が心
の成長や心をおちつかせる効果を
助けるということに大変興味をもっ
ていますので、カウンセリングをし
っかり勉強したいと思い応募しまし
た。 
 
●福島県・養護学校 

入会してから、しばらく仕事に追
われ試験の準備をすることができ
なかったのですが、この冬休みを
利用して時間を確保できそうなの
で応募することにしました。 
 
●宮崎県・小学校・音楽 

本年度転勤して、本校には、カ
ウンセリング等にくわしい先生がい
らっしゃらないのに、不登校傾向
の児童がいる。前校では、詳しい
先生がいらっしゃったのでそれを
基にしながら、私自身が少しでもカ
ウンセリングを学び本校で生かし
ていきたい。 
 
●岩手県・養護学校 

カウンセリングの技法や手法を

学んでいく上で認定試験を自分自
身の目標としていきながら、がんば
って継続していきたい。 
 
●兵庫県・高等学校・看護 

教育現場でカウンセリング技術
の必要性を痛感している。その技
術はやはり正しい知識に基づいた
ものでなければならないと思い学
習したいと思った。 
 
●埼玉県・高等学校・養護 

カウンセリングを系統立てて学
び、それを執務にも生かしたい。
又資格をとることで自信をつけられ
たら一層望ましいと思います。 
 
●島根県・養護学校 

最近周囲で様々なことが起こっ
ている。何とかしたいが思うように
ならないので、カウンセラーの資格
をとり、少しでも役立ちたい。 
 
●長野県・中学校・理科 

悩みを持っている生徒も多くい
るが、教師もそのような 生徒にどう
対処していったらよいかなど、悩ん
でいる。生徒とのコミュニケーショ
ンの中から、生徒が自己肯定感を
持っていけるような生徒指導をした
いと考え、カウンセリングを学び、
日常に役立てたいと考え、応募し
た。 
 
●山口県・小学校 

特別支援教育に関わっていま
すが、併せて生徒指導面や児童
理解の立場から研修し直し、現状
打破(問題行動を起す児童が目立
つようになった)したいと考えており
ます。 
 
●愛知県・高等学校・家庭 

生徒が変わりはじめているため 
その変化に対応できるようなカウン
セリングの技法を身につけたいと
思ったため。 
 
●和歌山県・小学校 

正しいスクールカウンセリングの
知識、態度、技能を身に付け、自
信を持って日々の学級指導に当
たって行きたいから。 
 

●佐賀県・養護学校 

学校現場で関わる児童生徒や
保護者及び職場での人間関係を
より良いものにしていくことを目標
に、自分理解の技法としてカウン
セリングを生かしていきたい。 
 
●熊本県・OB 

現在退職しているが、教育相談
には大変興味を持っており、また、
カウンセリング技術を是非高める
機会にしたいため。 
 
●滋賀県・小学校・音楽 

年々増え続ける様々な課題のあ
る子どもたちにカウンセリングマイ
ンドを持って適切に対応していくた
めの力をつけたいし、日々指導に
悩む同僚たちと語る中で、少しで
も自分自身が役に立てたらと考え
ます。 
 
●福島県・高等学校・看護 

1、今年度の研修テーマを「コミュ
ニケーションスキル」としていたとこ
ろに、案内をいただいたことで、個
人的にもスキルアップを目指そうと。                                  
２，最近の生徒の価値観、人生観
に違和感を持つと同時に、コミュニ
ケーション、伝え合う力の不足を感
じていたので再学習したいと考え
た。 
 
●千葉県・小学校・理科 

今もっている児童のことで町の
カウンセリング、担任、学校長と密
に連絡を取り、指導にあたってい
るところです。知識ともに私も学ん
でいきたいと思い応募します。 
 
●兵庫県・中学校・養護 

今までにカウンセリングの研修、
特に養護教諭はヘルスカウンセリ
ングを中心に研修をしましたが、何
もわかっていないことが教師カウン
セラーの勉強をし始めてわかりまし
た。そして、始めたからには頑張り
たいと思いますが、目標がなけれ
ば、くじけてしまいますので応募し
ました。 
 
●北海道・小学校 

今は教育相談なくして教育活動
は行えません。日々の実践力の向



 
【宮崎県】新福順子（小）田口敏子（OB）   
【鹿児島県】山本栄子（小）松尾 恵（高）河野眞佐子
（中）   
【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） 
 
 中級  
【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） 
【青森県】石岡祐子（小）濱中正子（小） 
【岩手県】菅原美恵子（小）伊藤奈美子（小）野沢久美
（小）氏家ゆう子（OB）小原洋子（中） 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）庄司尋代（養）秀 由佳（小） 
【山形県】岡部りう子（小）神保敬子（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） 
【茨城県】山口広美（小）吉田美土里（高）金澤京子
（小） 
【栃木県】坂本優子（小） 
【埼玉県】木村直美（中）村本真理（高）中沢ことじ（高） 
【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） 
【東京都】樫木暢子（養）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） 
【神奈川県】滝沢睦美（小）岡部早苗（中）野田由栄子
（中） 
【山梨県】持田まさき（中） 
【長野県】吉澤桂子（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） 
【新潟県】堀井美加子（高）金内美智子（小） 
【富山県】石黒高明（中） 
【石川県】米光恵美子（高）中川浩美（中）鈴ヶ嶺陽子
（高） 
【岐阜県】宮西 徹（高）吉村嚇子（養）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） 他１名 
【静岡県】長澤友香（中）伊藤照之（高）荒川恵子（小）
木下不二子（高）山下辰代（中） 
【愛知県】河合美貴子（中）山中みどり（高）尾崎久美子
（中） 
【三重県】粕谷佐知子（小）後藤 香（高）伊藤千鶴（高） 
【滋賀県】松尾季洋子（中）赤松可容子（小）小川まち
江（中） 
【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） 
【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） 
【島根県】三谷佐登美（小） 
【岡山県】大森敦子（小）德山町子（中）金光 薫（高）下

村ひとみ（小） 
【山口県】西村妙子（小） 
【香川県】片岡秀子（小）山田昭広（中） 
【愛媛県】矢野多美子（小） 
【高知県】久保田節子（高）宮﨑久美子（高） 
【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） 
【佐賀県】石倉郁子（養）緒方幸代（小）熊谷真理子
（小）吉村千春（養） 
【長崎県】石井あつ子（高） 
【熊本県】岩野徳子（高）日高由紀（OB） 
【大分県】長屋悦子（高）大塚万里子（高）吉田由美
（中） 
【宮崎県】田口敏子（OB） 
【鹿児島県】山本栄子（小）河野眞佐子（中）松尾惠
（高） 
【沖縄県】下地シゲ子（中）村上芳美（中） 
 
 上級  
【滋賀県】 松尾季洋子（中） 
 「いじめによる教室不適応に対する養護教諭を中心と
したカウンセリング」 
【兵庫県】 水田恵（小） 
 「保健室登校をしはじめた１年女子への支援」 
【岐阜県】 吉村嚇子（養） 
 「ダウン症中１男子の母親とのｅメールカウンセリング」
? 母親支援から子の排泄習慣の確立を目指して?  
【長野県】 神田愛子（小） 
 「不登校の深刻化を初期に阻止するための学級担任
による教育相談」 
 
*上級合格者は筑波大学内山喜久雄名誉教授のご推薦によ
り「日本カウンセリング学会」に入会されました。 
                                       

 教師カウンセラー資格認定委員会 
           委員長 内山喜久雄 

 
 上級試験申請者  
宮西徹 米光恵美子 沓掛美知子 大森敦子 田代貴
峰子 三ツ橋三津江 大塚頼子 片岡秀子 藤田佳津
子 堀川由美子 荒川恵子 伊藤照之 德山町子 湯
浅二美 石倉郁子 上島昭宣 續橋淳子 長澤友香 
鈴木友子 佐竹友美子 持田まさき 保原喜美子 伊
藤千鶴 中川浩美 樫木暢子 菅原美恵子 西村妙子 
福岡ひろみ 角田都貴江 和歌真喜子 安齋紀子 田
口敏子 木下不二子 神保敬子 河合美貴子 石井あ
つ子 金内美智子 山下辰代 岩佐弥生 佐藤浅香 
岡部早苗 小川まち江 野澤久美 坪内英津子 西村
穣子 金光薫 原香 氏家ゆう子 千村達志 山田昭
広 吉田美土里 吉田由美 関谷由美子 山中みどり 
熊谷眞理子 
 

順不同・敬称略



「漣」（さざなみ） 
2004 年 3 月 1 日発行 Vol.2 No.1 

 
編集・発行人：太田直樹 

編 

集 

後 

記

  Information  
今年の7月20日から5日間にわたり世界行動療法認知療法会議（WCBCT）が神戸で開催されます。WCBCTは3年に1度開かれ

る認知行動療法に関する最大の国際学会であり、前回（2001年）のバンクーバー大会では坂野雄二先生が対人恐怖についての招
待講演を行いましたが、これは日本人としては唯一の招待講演でした。日本で最初に開かれる今大会では、David H. Barlow氏とと
もに、内山喜久雄先生が基調講演を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■認定試験の受験者が増
えてきました。昨年の 11 月
の中級試験では 50 名以上
の受験者があり、今年度か
ら初級と同じ時期の年６回
実施することにしました。詳 

細は「資格認定試験の手引き及びスケ
ジュール」をお読みください。（事務局） 
■上級試験の論文が続々到着してい
ます。子どもたちに対する、また教育に
対する一番大切な情熱と意欲が感じら
れる論文が数多くあります。（教務部） 

■認定試験の受験者・合格者をみると、
本当にさざなみのように小さなうねりで
はありますが、徐々に先生方に、また
教育現場にこの資格認定制度が浸透
し始めているな、と感じています。 
（太田）

 

 

 

 

2004年 世界行動療法認知療法会議  
World Congress of Behavioral Cognitive Therapies 2004 (WCBCT 2004) 
 「行動療法・認知療法ーグローバルスタンダードを目指して」 
  会期：平成16年（2004年）7月20日（火）～24日（土） 
  会場：神戸国際会議場・神戸商工会議所会館 

この度、1995年デンマーク・コペンハーゲン、1998年メキシコ・アカプルコ、2001年カナダ・バンクーバーに引き
続き、2004年の世界行動療法認知療法会議を日本・神戸でお引き受けすることになりました。この会議は、３年お
きに開催されることになっており、今回（WCBCT 2004）は、2004年７月20日から24日の５日間にわたり、神戸国際
会議場・神戸商工会議所にて開催されます。 

WCBCT 2004は、日本がリーダーシップを取り、アジアの諸外国のメンバーとともに、アジア組織委員会が開催
する形をとっております。アジア組織委員会は、アジアにおける著名な行動療法、認知療法、行動分析の研究者
や臨床家で構成されています。 
 

WCBCT2004 名誉組織委員長 内山喜久雄 
WCBCT2004 組織委員長 高山巌（アジア地域組織委員長・日本行動療法学会理事長） 
WCBCT2004 副組織委員長 大野裕（日本認知療法学会理事長） 
WCBCT2004 副組織委員長 中野良顕（日本行動分析学会理事長） 
WCBCT2004 国際交流委員長・財務委員長 丹羽真一 
WCC アジア地域代表 坂野雄二 

 

http://www.congre.co.jp/WCBCT2004/japanese/ 

【「Dr.福井の CBT マスター」? 認知行動療法・実践カード? 】〔仮称〕 
今や世界の心理セラピーの主流となりつつある認知行動療法は、医療・看護・教育・福祉などの分野において広く活用され、
科学的にも実証された最も有効な治療法として位置付けられています。その特徴としては短期間に効果が上がることやセル
フコントロールにも極めて有効などとされています。 
「Dr.福井の CBT マスター」は、この認知行動療法を容易に確実に実施できるよう工夫されたカード形式の道具です。このカー
ドを示すことにより認知行動療法を実施したり、あるいはカードを用いて自分自身で考え直すことにより、認知行動療法を体験
しその効果を実感することが出来ます。 
【仕様】●不合理な信念（テスト：50 枚、カード：38 枚） 

●自動思考（テスト：50 枚、カード：50 枚） 
●人格障害（テスト：50 枚、カード：56 枚） 
●使い方マニュアル●使い方 CD-ROM   *仕様は変更になることがあります。 
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