
 

 

 

 

 

 
 初級試験合格者  

 
【北海道】坪井克彦（高）斎木
香織（養）髙田眞紀子（中） 
【宮城県】小野ゆかり（中） 
【山形県】齋藤浩美（小） 
【福島県】太田伴子（小） 
【茨城県】豊田敦子（小）大倉
理代（小）小田原タカヨ（中） 
【埼玉県】秋葉和子（相）中原
定子（小） 
【千葉県】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） 
【神奈川県】神津厚子（小） 
【長野県】平澤真美（小） 
【新潟県】桑原モト子（高） 
【福井県】平泉泰子（小）張籠
二三枝（高） 
【岐阜県】松井みどり（養）多和
田聡美（小） 
【三重県】福森圭子（中） 
【滋賀県】武石晶子（中） 
【京都府】森下美代子（中） 
【兵庫県】蔭木恵子（高）浮田
京芳（高） 
【岡山県】青木三恵子（聾） 
【山口県】関岡緑（中） 
【佐賀県】小松洋子（高） 
【熊本県】宮崎光枝（小）光永
千恵子（高） 

 中級試験合格者  
 
【岩手県】及川洋子（OB）前川
啓太郎（高） 
【茨城県】戸村みどり（小） 
【埼玉県】秋葉和子（相） 
【栃木県】阿部純子（高）臼井
紀子（高） 
【千葉県】川名 かつ子（小）吉
田照代（中） 
【東京都】宮田富士子（中） 
【神奈川県】井上公子（小）武
井逸美（小） 
【長野県】田澤操（小）木下志
保里（養）清水祐子（中） 
【新潟県】竹内由美子（小）田
中薫（高） 
【石川県】川田佐登美（小） 
【愛知県】田中雅子（高）中根
千恵子（小） 
【滋賀県】松村斉（養） 
【京都府】前羽京子（小）森下
美代子（中） 
【大阪府】小名川香代子（小） 
【兵庫県】廣畑祐子（中） 
【高知県】森光あゆみ（小） 
【長崎県】冨永恵子（養） 
 
 
 
 
 

 上級試験合格者  
 
【東京都】坪内英津子（中） 
『アサーション・トレーニングと
英語教育の融合の試み』 

基本的人権を守るための考え方と方
法を示すアサーション・トレーニングは、
生徒たちの自尊感情を高め、社会性を
培い、問題行動を予防する方法として、
意義あるものであると考えて。 
 
【香川県】片岡秀子（小） 
『小学校低学年の母子分離不
安による不登校傾向と小学校
高学年の未熟な耐性・社会性
による不登校傾向』 

対人関係の未熟さから起きている不
登校傾向をコーピングスキルで耐性と
社会性を育てる。 
 
＊ 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、OB＝既に退職
された元教員、（相）＝相談員です。 
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世界行動療法認知療法会議 

2004(WCBCT2004) 
参加記  

 
東京家政大学 /東京家政大学大学院 

 助教授  
日本行動療法学会監事    

 福井 至  

 

 
 
 アメリカ心理学会の第 12 部会(臨床心理部会)は
1995 年と1998 年に、明らかに効果があると確認できる
心理療法である、「十分に確立された治療法」18 種類
を発表した。なんと、その大半である 14 種類が行動療
法や認知療法に含まれる技法となっている。つまり、心
理療法の中で最も明確に効果が確認されているのが、
行動療法と認知療法なのである。その行動療法と認知
療法の世界会議(World Congress of Behavioral and 
Cognitive Therapies:以下 WCBCT と略記する)が、本
年 7 月 20～24 日まで神戸国際会議場において開催さ
れた。本報では、その会議について紹介したい。 
 
 今回のWCBCT2004 の名誉大会委員長は、みなさん
ご存じの、日本の行動療法の生みの親である日本教
育工学研究所顧問の内山喜久雄先生であった。内山
先生は、名誉大会委員長として大会初日に「新世紀に
おける行動・認知療法のブレークスルー」と題して英語
で基調講演をされた。先生は、最新の研究成果をふま
えつつ、理論的に明解で効果が実証(エビデンス・ベー
スト)されており、短期間で効果のみられる行動療法と
認知療法は、今後も世界にさらに普及していくと結論さ
れておられた。 
 
 WCBCT2004 には、行動療法や認知療法で世界屈
指の顔ぶれが来日し、20 の招待講演、30 のシンポジウ
ム、30 のワークショップ、300 件の研究発表が行われた。
日本の研究者も、若手の大学院生を含めて、行動療
法・認知行動療法の最先端の研究を数多く発表してい
た。本稿では、世界的に有名な研究者の招待講演や
ワークショップおよびシンポジウムを中心に 4 つの分野
に分けて、その実際を報告したい。 
 
 

発達臨床 
 まず、行動療法の創始者の一人であるアイゼンクのも
とで博士号を取得し、ハワイ大学教授、ニューヨーク州
立大学教授を歴任し、現在マッセイ大学のエヴァンス
教授が、「発達障害をもつ小児・成人に対する構成的
アセスメント」の講演をされた。エヴァンス教授は、学校 

 
などの社会的機関が子どもの問題行動の予防や、問
題行動の治療にどのように 関わっていくべきかを研究
されており、それらの幅広いご研究に基づく講演であっ
た。 
 
 また、マッカリー 大学のラピー教授は、「児童思春期
における不安障害の性質と治療」「子どもと思春期にお
ける不安と抑うつに対する学校を基盤とした介入」など
の講演をされた。ラピー教授は、子どもの不安における
家族要因、リスクファクターをもつ未就学児の親への心
理教育の方法、少年の抑うつや自殺の予防などにつ
いて大規模な研究を行っている研究者である。 
 
 その他、スペンス教授が「10 代のうつ病発症のリスクと
予防因子、予防に関するCBT(*1)の長期効果」、アイケ
セス教授が「発達障害のアセスメントと行動療法」「自閉
性障害をもつ小児に対する早期治療のアウトカム」、エ
クマン先生が「アスペルガーおよび AD/HD(*2)と診断さ
れた患者における不安と抑うつに対する認知行動療
法」など数多くの発達臨床に関する最先端の研究が紹
介された。 
 
 これらの発表からは、さざなみの創刊号で内山先生
が示唆された、スクールカウンセリングにおける行動療
法や認知療法の大きな意義、そして、更なる行動療法
や認知療法の技法研究が、世界的な規模で脈々と進
められていることが実感できる内容であった。 
 
 

うつ病 
 1950～60 年代に、世界で初めて抗うつ薬と同等以上
の効果を示した心理療法が、ベック教授の開発した認
知療法であった。ベック教授は 80 歳を越えた現在もご
健在であり、前回のバンクーバーの大会では筆者もお
目にかかり研究についてお話しさせていただいたが、
今回の大会には高齢のため参加されず、大変に残念
であった。しかし、ベック教授の開発されたうつ 病の認
知療法は世界的に最も確立された心理療法であり、ア
メリカ心理学会が発表した「十分に確立された治療法」
でも筆頭にあげられている。 

 
 現在の世界的な趨勢である実証に基づく(エビデン
ス・ベースト)医療でも、うつ病の治療の第一選択肢は、
抗うつ薬による薬物療法と認知療法の併用となってい
る。つまり、抗うつ薬と認知療法でうつ 状態を早期に改
善し、抗うつ薬のみではなしえないうつ病の再発の防
止を認知療法でおこなうという方法である。 
今大会でも、カルガリー大学のドブソン教授による「うつ
に対する認知療法:治療モデルの変化と治療アウトカム
の最大化」の講演の他、数多くの研究発表がおこなわ
れた。しかし、単極性のうつ病に対する認知療法の研
究はほぼ完了し、最近では癌や心疾患などに伴ううつ 



状態への認知療法などの研究が進められている。さらに
うつ病の治療技法の一つでもある問題解決訓練で有名
な、世界行動療法・認知療法会議の会長であるドレクセ
ル大学のネズ教授と、同僚の奥様は行動療法や認知療
法をさらに進めるための示唆に富んだ講演をされた。つ
まり「スピリチュアリティに導かれた行動療法:東洋と西洋
の合流」として、うつ病や怒りの制御において重要な、希
望や許しの促進のための、統合的な認知行動療法の方
法を発表された。 
 
 
不安障害の臨床 
 行動療法は発達障害への行動分析的な技法と、不安
障害への系統的脱感作法から始まっている。今回の学
会でも、不安障害に対する技法の発展が数多く発表され
た。 
 

まず、高所恐怖や広場恐怖を伴うパニック障害、スピ
ーチ不安などのためのバーチャル ・リアリティによる最新
の治療法が紹介された。バーチャル ・リアリティによる治
療法とは、ヘルメットのゴーグルの部分にスクリーンがつ
いており、頭を動かす方向にその景色の映像が見えるよ
うにしたものである。例えば、高所恐怖の人には、自分が
エレベーター に乗って、好きな回数に上がっていくことが
できる実物に近いアニメーション画面が映し出され、エク
スボージャー法を実施できる。このような装置が、アメリカ
や韓国で開発され実用化されている。この効果を検討し
た韓国のヤン先生の発表では、バーチャル ・リアリティを
用いたエクスボージャー法によって、以前は 12 セッション
かかっていたものが、4 セッションに短縮できることが示さ
れていた。 

 
その他、不安障害の一つである強迫性障害のエクス

ボージャーによる認知行動療法を確立したペンシルバニ
ア大学のフォア教授の「強迫性障害の認知行動療法」
「PTSD(*3)治療:わかっていることは 何か?次は何か?」の
講演がおこなわれた。また、フォア教授の強迫性障害の
治療法をさらに進歩させたキングズ・カレッジのサルコフ
スキス教授は「認知行動療法は最強の実証的根拠を持
つ精神療法である:さてその次は？」と題するキイノートレ
クチャーと、「健康不安(心気症)の治療」という講演をされ
た。 

 
不安障害の行動療法・認知療法も、近年着々と治療

技法が発展している分野と考えられる。また、PTSD など
の治療法として近年注目をあびている EMDR(*4)につい
ても、開発者シャピロの直弟子のリーズ先生と、琉球大学
の市井雅哉先生が、「EMDR 法:その評価と応用」のシン
ポジウムを開催された。このような、最新の非常に効果的
な治療法も、認知行動療法の発展に大きく貢献してい
る。 

 
 
 
 
 

統合失調症の臨床 
統合失調症の認知行動療法で最も有名なのは、やは

りカリフォルニア大学のリバーマン教授であろう。リバーマ
ン教授の生活技能訓練(ソーシャル ・スキル訓練)は、世
界的な影響力を持っている。1988 年に、福島医科大学
の丹羽真一教授のご尽力で来日され、我が国に統合失
調症を中心とした精神障害者の生活技能訓練を紹介さ
れた。その後、1991、1993、1996 年にも来日され、都立
松沢病院の安西信雄先生や、帝京大学の池渕恵美先
生などのご尽力もあって、我が国の精神病院に広く広ま
り、1994 年には SST(*5)に保険が適用されるようになった。
リバーマン教授は「症状のマネージメント:現実世界にお
ける患者に対するエンパワーメント」「21 世紀における生
物行動療法」などの御講演をされた。 

その他、ダートマス医大のミューザー教授が「重篤な
精神障害を合併した PTSD に対する認知行動療法」、マ
ンチェスター大学のタリア教授が「統合失調症の陽性症
状に対する認知行動療法」、キングズ・カレッジのピータ
ーズ教授が「妄想に対する認知行動療法」など、多くの
統合失調症に対する認知行動療法の最新の研究成果
が報告された。統合失調症に対する認知行動療法は、
最も新しい研究分野であり、我が国でも国立精神・神経
センター武蔵病院の原田誠一先生が研究をすすめてお
られ、キングドンとターキングドンの「統合失調症の認知
行動療法」(日本評論社)も訳出されておられる。 

 
 
以 上 が 、だ い た い の報 告 で あ る 。最 後 に 、

WCBCT2004 の閉会式で発表されたところでは、世界 30
ヶ国からのべ約 1400名の参加者があり、我が国で開催さ
れた心理学関係の国際学会では戦後 3 番目に多い参加
者であったとのことであった。今後の行動療法や認知療
法の、我が国を含む世界的なさらなる普及が示唆された
学会であった。 
 
 
 
(*1) CBT(Cognitive Behavior Therapy)：認知行動療法。一般に、
論理情動行動療法、認知療法、ストレス免疫訓練法、社会的ス
キル訓練法など、非適応的な認知と行動の修正が治療目標に
なっている様々な治療法。 
 
(*2)AD/HD(Attension Deficit / Hyperactivity Disorder)：注意欠
陥・多動性障害。通常７歳までに症状が確認される発達生涯の
一種で、集中困難・過活動・不注意などが持続する。 
 
(*3)PTSD(Post Traumatic Stress disorder)：心的外傷後ストレス
障害。 
 
(*4)EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)：
眼球運動による脱感作および再処理法。シャピロにより開発さ
れた心理療法。比較的新しい治療技法であり、PTSDに対する
有効な可能性が示唆されている。 
 
(*5)SST(Social Skill Training)：社会的スキル（生活技能）訓練
法。 
 



 

 
「抑うつ、不安、怒り」 
コントロールできない子どもたち 
 

日本教育工学研究所 理事長 
太田直樹 

 
 記録破りの猛暑が続いた夏も終わり、いつもと変わら
ぬ笑顔で子どもたちが学校に戻ってきました。しかし、
その間に、子どもたちの笑顔の陰に何かがうごめいて
いることをはっきりさせた、注目すべき調査報告が相次
いで発表されています。少し長くなりますが新聞記事を
中心に順番に追いかけてみました。 
 
 
男子の10%、女子の13.5%が抑うつ傾向 
 長崎県佐世保市大久保小学校の小６女児同級生殺
害事件の衝撃がまだ冷めやらぬ ７月の初旬、筑波大学
新井邦次郎教授（発達心理学）らの調査により、公立
小学校に通う４? ６年生の12%に、「よく眠れない」「すご
く退屈」「何をしても楽しくない」など、うつ病に進行する
可能性のある抑うつ傾向が見られる、という衝撃的な事
実が第１回日本うつ病学会で発表されました。この調
査の結果、放置して悪化すれば、うつ病につながる心
の負担（抑うつ傾向）が男子で10%、女子で13.5%で一
定の基準を超え、何らかの援助を必要とするレベルに
達していた、ということがわかりました。特に夏休み明け
というのは「学校に行くのが気が重い」という子どもたち
が多いことから、新学期は要注意と言われています。 
 
 
いつか自分はキレる…自分のことが嫌い？ 
 二つ目は７月末に公表された民間の教育研究所によ
る調査結果です。毎日新聞によると、約６割の小中学
生が「いつか自分はキレるかもしれない」と考え、自分
自身に否定的感情を強く抱いている、とのことです。
「最近一、二ヶ月で心打たれる感動があったか」との問
いには過半数が「ない」と答え、「自分が優れているなと
思うことがあるか」の問いには「ある」が過半数を割り込
んでいます 。「自分が好きか」の質問には小学生では
「そう思う」が過半数をやや超えますが、中学生になると
過半数が「そう思わない」、特に中学女子は「自分を好
きだ」と答えるのはわずか４人に１人という結果になって
おり、「自尊感情の乏しさは、自分だけでなく他人をも
大切に出来ない」と指摘されています。 
 
 
小学校の校内暴力 前年度比28%の大幅増 
 夏休みも終わる８月末に公表されたのが文科省の
「生徒指導上の諸問題の現状」でした。新聞各紙では

「小学校の校内暴力過去最多 憂慮すべき状況に」
「小学校の暴力 前年度比28%の大幅増」「キレる子増
加…過剰反応から衝動的暴力」などの見出しで大きく
報じられました。校内暴力は小中高でそれぞれ27.7%、
5.4%、4.3%の増加、いじめは前年度比5.2%増という結果
で、すべての面で増加していたのです。 
 ここで、１年前の同じ発表を見てみます。新聞の見出
しはこうなっていました。「校内暴力・いじめ、減少続く 
学校が落ち着いてきた」。校内暴力は小中高でそれぞ
れ14.5%、10.0%、15.2%の減少。いじめも95年をピークに
８年連続の減少、という内容でした。文科省は「改善は
見られるが、引き続き対策を進める」と慎重な発言をし
ましたが、各教委は「スクールカウンセラー の配置や教
員の研修強化に加え、学校週５日制で、ストレスが減
少した」「特別な手は打ってないが、学校が落ち着いて
きた印象がある」「緊急学校支援として、解決困難な学
校に指導主事や臨床心理士のチームを派遣したり、い
じめ防止の点検項目を学校に示すなどした成果」など
とし自賛していたのです。しかし、その間に事件は起こ
りました。長崎県佐世保市の小６女児同級生殺人事件
をはじめ、新潟県三条市や富山県福光町など各地で
児童生徒の殺傷事件が堰を切ったように相次ぎまし
た。 
 佐世保市教委は事件を次のように総括しました。「ノ
ーマークと考えているような児童の間で事件は起こっ
た」。しかし、ここまで見てきた各調査研究の結果から
すると「ノーマークと考えられる児童」は、もはやいない
と思わなければ「佐世保の教訓」とはなり得ないのでは
ないでしょうか？誰もが事件の加害者にも被害者にも
なりうる状況になってしまったようです。 
 
 
憂慮すべき状況に 
 今年度の調査報告を前にして、文科省は「理由は不
明」とし、各教委からは、「忍耐力不足、人間関係を築
けない、規範意識の乏しさ、家庭環境の乱れ、ストレス
の増加」などの傾向が報告されている、などと前年の評
価と一変しました。減少したときは各教委の対策の成
果とし、一転して増加となると「子どものせい」にするとこ
ろが面白いのですが、そんなことを言っていられない
「憂慮すべき状況」であることは 間違いありません。大
人の社会でも感情のコントロールがうまく行かないケー
スが増えてきています。電車の中や駅の構内で些細な
ことから起こる暴力沙汰や、年々増加する自殺者。怒り
＝攻撃と不安＝自己否定・将来否定。大人も子どもも
感情の大きな要素が制御できない世の中になってしま
ったのでしょうか？ 
 
 
情動教育カリキュラム 
 何か事件があるたび「命の大切さを教えよう」「心の教
育を充実させよう」「心のサインを見逃すな」などと発表
されます。単なるお題目になっているのでは、という厳



 
しい指摘も出ています。今、必要なのはもっと具体的な
「情動（感情）教育」のカリキュラムではないでしょうか ？
情動の学習は、規則正しく長期にわたって少しずつ続
けることによってのみ脳に刻み込まれていくそうです。
強いストレスがかかったり、挫折したり、傷ついたときに、
適切な反応や行動が出来るように神経回路に根気よく
教え込んでいくことが必要といわれています。私たちが
学習しているカウンセリング技法の中にも多くのヒントが
あるはずです。ものの見方を変え行動を改善する「論
理情動行動療法」、仲間との適切なつきあい方を学ぶ
「社会的スキル訓練法」、うつ病の治療に効果絶大な
「認知療法」、攻撃性や不安を効果的に制止する「系
統的脱感作法」、心の動揺を静め生理的に安定させる
「自律訓練法」、集団内での適応、協力的な態度が学

べる「構成的エンカウンターグループ法」などの効果的
な療法は、予防を兼ねてもっと活用されるべきだと思い
ます。 
 このようなよく考案された「認知行動療法的介入」は
子どもの心理的動揺を和らげ、精神的に健康な条件を
満たしていくはずです。ただ残念なことにこれほど効果
的な介入策が、これまでのところ大学の研究室や心理
学教室の中に留まっていることです。今こそ研究室の
成果を、すべての生徒に、普通の教師が教えられる形
にしていくべき時期ではないでしょうか。そして、単なる
お題目ではなく、新たな「情動教育」のカリキュラムを、
叡智を集めて一日も早く作り上げ実施されることを切に
望むものです。 

 
 

 

 
 

*麻布台学校教育研究所の調査結果のデータをグラフ化しました。 
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JETI 教師カウンセラー資格認定制度 
【資格者一覧】 

2004 年7 月現在   順不同・敬称略 

 
 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)
坪井克彦(高)斎木香織(養)髙田眞紀子(中) 
【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】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)小野ゆかり(中) 
【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) 
【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) 
【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)豊田淳子(小)大倉理代(小)小田
原タカヨ(中) 他１名 
【栃木県】臼井紀子(高)坂本優子(小)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)秋葉
和子(相)中原定子(小) 
【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) 
【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)神津厚子(小) 
【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)
平澤真美(小) 
【新潟県】竹内由美子(小)堀井美加子(高)田中薫(高)金
内美智子(小)桑原モト子(高) 
【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)平泉泰子(小)張籠二三枝(高) 他
１名 
【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)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) 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)福森圭子(中) 
【滋賀県】古川郁子(小)松村斉(養)松尾季洋子(中)西村
敦子(小)河崎喜美子(高)小川まち江(中)武石晶子(中) 
他１名 
【京都府】前羽京子(小)小野斉恵(中)森下美代子(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)佐竹友美子(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)蔭木恵子(高)浮田京芳
(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)德山町子(中)金光 薫(高)西森裕
子(高)下村ひとみ(小)青木三恵子 
【山口県】尾﨑悠子(小)藤本和子(養)西村妙子(小)関岡
縁(中) 
【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)小松洋子(高) 
【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)宮崎
光枝(小)光永千恵子(高) 
【大分県】長屋悦子(高)大塚万里子(高)吉田由美(中) 
【宮崎県】瀬戸口浩子(中)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) 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) 
戸村みどり(小) 
【栃木県】坂本優子(小)阿部純子(高)臼井紀子(高) 
【埼玉県】木村直美(中)村本真理(高)中沢ことじ(高)秋葉
和子(相) 
【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) 
【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)宮田富士
子(中) 
【神奈川県】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) 
【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)田澤操(小)木下志保里(養)清水祐子(中) 
【新潟県】堀井美加子(高)金内美智子(小)竹内由美子
(小)田中薫(高) 
【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)
川田佐登美(小) 
【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(小)山中みどり(高)田中雅子(高) 
中根千恵子(小) 他１名 
【三重県】糟谷佐知子(小)後藤 香(高)伊藤千鶴(高) 
【滋賀県】松尾季洋子(中)小川まち江(中)松村斉(養) 
他１名 
【京都府】前羽京子(小)森下美代子(中) 
【大阪府】小名川香代子(小) 
【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)廣畑祐子(中) 
【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)森光あゆみ
（小） 
【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)熊谷眞理子(小) 
吉村千春(養) 
【長崎県】石井あつ子(高)冨永恵子(養) 
【熊本県】岩野德子(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)松尾恵(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」 

【東京都】 坪内英津子(中) 
「アサーション・トレーニングと英語教育の融合の取組み」 

【香川県】 片岡秀子(小) 
「小学校低学年の母子分離不安による不登校の傾向と小学
校高学年の未熟な耐性・社会性による不登校の傾向」 

 
*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 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 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 村上芳美 今枝弘子 多田真理子 中根千恵子 前
羽京子 宮田富士子 武井逸美 木下志保里 下村ひと
み 川名かつ子 廣畑祐子 小名川香代子 戸村みどり 
清水祐子 

（順不同・敬称略） 



【「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・産業・スポーツなどの
幅広い分野において活用され、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
徴としては具体性にかける分析的療法よりも、わかりやすく具体的・解決的に対応でき、かつ短期間に効果が上
がることや再発率が低いこととされています。また、セルフコントロールの面でも極めて有効です。 
 
【著者からの言葉】 

「認知行動療法・実践カード」は、認知行動療法や認知行動カウンセリングを「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。このカードを用いることによって、初学者でも認知行動療法や認知行動カ
ウンセリングを実施していくことが出来るようになっています。また、カードを用いて自分自身の考え方を見つめ
直すことにより、認知行動療法や認知行動カウンセリングの効果をご自身で実感してみることも出来ます。 
 認知行動療法や認知行動カウンセリングを実施してみようとするカウンセラーが突き当たる困難の一つは、ク
ライエントの不適切な認知を見つけ、それを適切な認知に修正することでしょう。「認知行動療法・実践カード」
は、クライエントの不適切な認知を見いだすための心理検査と、それによって見いだせた不適切な認知を修正
するためのカードが一体となっています。 

「認知行動療法・実践カード」は、論理情動行動療法を実施しようとするときにも、また抑うつや不安の認知療
法を実施しようとするときにも、さらに偏りの著しい性格に対する認知療法を実施しようとするときにも、利用でき
るようになっています。 

「認知行動療法・実践カード」を用いれば、認知行動療法や認知行動カウンセリングを容易に確実に実施して
いくことができますので、皆様の日常のカウンセリング活動において、是非お役立てください。 
 
「認知行動療法・実践カード」 
 ●不合理な信念カード（38枚）●JIBT-Rテスト（10枚）●JIBT-R使用の手引き 

 ●否定的な自動思考カード（50枚）●DACSテスト（10枚）●DACS使用の手引き 
 ●性格偏向の信念カード（28枚） 

 ●認知行動療法カード・使用マニュアル●DAMS（10枚）●DAMS使用の手引き 
*仕様は変更になることがあります。 
 

東京家政大学助教授 福井至     
 

＊ この件に関するお問い合わせは下記へ 

日本教育工学研究所 03-5302-0871 
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■さざなみ第３号をお届けし
ます。今年１月発行の内山・
坂野両先生編集の「現代のエ
スプリ」別冊に「カウンセリング
は傾聴・受容・共感などの態
度を基本理念とするが、その
アプローチとしては延々と続く
人生問答ではなく、できるだ
けエビデンスに基づく本質直

入型、問題解決型、時間節約型つま
り EBC(Evidence-Based Counseling)
を多用すべきである」とありました。こ
れが国際標準になっていくのでしょう
ね、きっと。 
■私ども日本教育工学研究所も設立
後４年間、行動療法における各専門
分野の先生方とともにカウンセリング
の技法などを学習し、現場で頑張っ

ている教師の方々に少しでも多くの機
会を様々な形で提供してまいりました。
今このような時期にこそ皆様と研究分
野、専門分野の先生方との架け橋に
なり、情動教育のための実践方法の
提供という使命感を持ち、気負うこと
なく、ただ大いなる意気込みは携えて
進んでまいりたいと思います。今後と
もよろしくお願いいたします。

発行所  特定非営利活動法人 日本教育工学研究所 
〒151-0053 
東京都渋谷区代々木 4-32 
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