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《 初 級 》
【北海道】山口理恵子(小)佐藤由美子(小)加藤
和江(小)堤瑞枝(小)佐藤明美(中)堂腰律子(高)
【岩手県】杉田かおり(高)村上百合子(養)鈴木
可奈子(OB)【秋田県】田中昭子(小)小笹典子
(中)【宮城県】蘇武千代子(中)【茨城県】成井
京子(小)飯塚かほる(中)【栃木県】大河原真知
子(小)【埼玉県】大野とし子(小)【千葉県】北
田敬子(中)【東京都】種田三千代(小)松本美佐
子(中)宮地いづみ(養)大串京子(高)【神奈川県】
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)【長野県】渡邊恭子(小)
【新潟県】山田フサ(小)【富山県】山藤孝子
(小)【岐阜県】亀山晴子(小)【静岡県】新井は
る美(小)山﨑永子(小)花村愛子(中)廣瀬智子(中)
【愛知県】林佳美(高)【三重県】村田真理(小)
島田八千代(高)【滋賀県】川端智子(小)【京都
府】西村智惠子(小)【大阪府】亀田眞莉子(中)
【兵庫県】坂本民恵(高)【広島県】小迫玲子
(高)【山口県】前田公子(高)【香川県】横井京
子(中)伊藤春恵(高)滝川真理(養)【愛媛県】高月
ひとみ(高)川上繁美(小)【高知県】中野ひとみ
(中)【福岡県】針尾洋子(小)【長崎県】梅野と
も庫(中)【大分県】後藤正子(県教育センター)
【宮崎県】佐藤美智子(高)【鹿児島県】内田由
紀子(小)【沖縄県】比嘉晴美(高)玉城尚子(小)知
花多鶴子(小)安次嶺和子(中)

《 中 級 》
【北海道】山口理恵子(小)佐藤由美子(小)坪井
克彦(高)【福島県】渋佐多恵子(養)【茨城県】
笹島加与子(高)本橋香織(養)【栃木県】大河原
真知子(小)【埼玉県】中原定子(小)【千葉県】
亀田佳恵(小)宮城喜代美(小)【神奈川県】神津
厚子(小)古江ひろ子(小)【長野県】平澤真美(小)
永井あき子(小)【新潟県】山田フサ(小)桑原モ
ト子(高)【福井県】張籠二三枝(高) 他１名【愛
知県】林佳美(高)【三重県】福森圭子(中)古閑
美彗子(中)【滋賀県】川端智子(小)武石晶子(中)
【大阪府】山本あや子(小)【兵庫県】蔭山利子
(高)坂本民恵(高)【和歌山県】名原みのり(小)角
末美智代(盲)【島根県】林康子(小)原留美子(小)
【山口県】前田公子(高)【香川県】滝川真理
(養)【愛媛県】川上繁美(小)【佐賀県】平川ま
ゆみ(養)小松洋子(高)【熊本県】光永千恵子(高)
宇佐芳惠(中)【沖縄県】知花多鶴子(小)

《 上 級 》
【岩手県】 氏家ゆう子(OB)
『怠学による登校しぶりに対する学級担任の２
年間の試み』～本人・保護者・学級経営の総合的
解決を目指して～
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【JETI教師カウンセラー資格者名簿】
                                         2005年１月末現在

《 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)山口理恵子(小)佐藤由美子(小)佐藤
明美(中)堤瑞枝(小)加藤和江(小)堂腰律子(高)
【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)杉田かおり(高)村上百合子(養)
鈴木可奈子(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)蘇武千代子
(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹典子(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)成井京子
(小)飯塚かほる(中)他１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)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)大野とし子(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)
【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)種田三千代(小)松本美佐子
(中)宮地いづみ(養)大串京子(高) 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)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)
【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)渡邊恭子(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)山田フサ
(小)
【富山県】飯野順(中)石黒高明(中)山藤孝子(小)
【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)
【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)亀山晴子
(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)新井はる美(小)廣瀬智子(中)山﨑永
子(小)花村愛子(中)
【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
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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) 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)島田八千代(高)
村田真理(小)
【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)川端智子(小) 他１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)
【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)亀田眞莉子(中)
【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)坂本民恵(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(聾)
【広島県】小迫玲子(高)
【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)
【徳島県】中野徳子(小)森光あゆみ(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)横井京子(中)滝
川真理(養)伊藤春恵(高) 他１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)
【高知県】宮﨑久美子(高)久保田節子(高)中野
ひとみ(中)
【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)
【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)梅野とも庫(中)
【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)後藤正子(教セ)
【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)
【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)
【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)

《 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)坪井克彦
(高)山口理恵子(小)佐藤由美子(小)
【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)渋佐多恵子(養)
【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)本橋香織
(養)
【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)
【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)
【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)
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【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)古江ひろ子
(小)神津厚子(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)平澤真美(小)永井あき子
(小)
【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)桑原モト子(高)山田フサ
(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】張籠二三枝(高) 他１名
【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)林佳美(高)　他１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)
【滋賀県】松尾季洋子(中)小川まち江(中)松村
斉(養)川端智子(小)武石晶子(中) 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)山本あや子(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)蔭山
利子(高)坂本民恵(高)
【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)
【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)前田公子(高)

【徳島県】森光あゆみ(小)
【香川県】片岡秀子(小)山田昭広(中)滝川真理
(養)
【愛媛県】矢野多美子(小)川上繁美(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)熊谷眞理
子(小)吉村千春(養)平川まゆみ(養)小松洋子(高)
【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)光永千恵
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)
【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)知花多
鶴子(小)

《 上 級 》
【滋賀県】　松尾季洋子(中)
【兵庫県】　水田恵(小)
【岐阜県】　吉村嚇子(養)
【長野県】　神田愛子(小)
【東京都】　坪内英津子(中)
【岩手県】　氏家ゆう子(OB)
【香川県】   片岡秀子(小)

教師カウンセラー資格認定委員会

委員長　内山喜久雄
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【JETI教師カウンセラー上
級試験論文】の要約と考察
を抜粋しました。全文は
ホームページをご参照くだ
さい。


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

松尾季洋子
 滋賀県中学校養護教諭

《要約》
　本校は県下の中学校の中で、
不登校や教室不適応生徒の発生
率が一番多いと県教育委員会か
ら指摘を受け、学校生活におい
ても純粋に外科的、器質的な理
由での保健室来室より、心を病
んで保健室を訪れる生徒が多い
のが現状であり、実質、保健室
は面接相談の場なのである。
　現在はスクールカウンセラー
〔以下SC〕が配置されるように
なったが、依然として生徒の面
接相談は保健室を中心に行われ
ており、毎日、必ずといってい
いほど相談やなんらかのかかわ
りを求めて来室する心のケアを
必要とする生徒は約15人〔のべ
人数40人〕くらいになる。単な
るけがや病気による来室者は別
である。
　その他に教室不適応生徒８
人。別室生徒３人。不登校生徒
〔月の欠席数30日をこえる者と
全日欠席を含む〕率が多い時で
５％をこえていた。文部科学省
が心のケア対策としてＳＣを配
置すれば生徒の心のケアができ
ると安易にとらえていることに
対して、今回の事例研究報告に

より、学校現場の生の声、日々
生徒と正面から向き合っている
教師や養護教諭の実情を報告す
ることにより、真に必要なのは
教育相談の専門研修を受けた教
師の増員であり、ＳＣの一校、
常駐化であることを訴えたいの
である。
　その理由は明確である。頻繁
に相談に来室するある生徒の弁
によると週１、２回来校のＳＣ
とのラポ-ルが確立されるまで
には時間を要し、自分のことを
はじめから話さねばならいない
など、心の負担が大きく、めん
どうなこと、保健の先生や自分
の相談しやすい先生がいいと、
述べている。もちろん、不登校
生の保護者や養護教諭との連携
のもとに定期的にＳＣにかか
わってもらっている事例もあ
り、ＳＣの配置を否定している
のではなく、学校現場において
は、かかわりは週に一度であっ
ても、学校に常にＳＣがいるこ
とが、生徒に安心感を与えるの
であると考える。本校に関して
は保健室が教育相談等の窓口的
役割をはたしている。
　以下の事例は、本校にＳＣが
配置される以前の報告であるが
養護教諭を中心とした継続面接
と学校職員の協力のもと、いじ
めから受けた心の痛手から立ち
直り、自分で進路決定をするま
でに自立できた女生徒の記録で
ある。生徒の相談活動に養護教
諭がかかわることの意義は、養
護教諭の生徒観察の着眼点は常
に、単なる器質的疾患による体
調不良であるのか、背景に心理
的要素をふくんでいるのかを読
み取ろうと研修を重ね、カウン
セリングマインドの基本である
受容、共感が大切なことを理解
し、生徒の心に寄り添う立場で
ありたいという思いを抱いてお
り、学校の教育相談や生徒指導

をかげから支える立場であるこ
とに他ならない。


軽度精神発達遅滞による
母子分離不安から保健室
登校をしはじめた小一女
子
～保健室を心の基地とし、オペラン
ト行動療法やトークンエコノミー法
等による支援を試みて～

水田　恵
 兵庫県小学校養護教諭

《要約》 　
　小一女子のＫ子は、６月上旬
から保健室に登校しはじめた。
母子分離不安やいじめ・息切れ
等が原因だと思われた。まず、
Ｋ子の心の居場所をつくるよう
努めた。 Ｋ子は軽度精神発達遅
滞があり、言語の理解や感情の
コントロールが年齢相応にはで
きない。そんなＫ子にとって、
就学直後の学校は困ったり、恥
ずかしい思いをすることが多
かったと推測された。さらに、
周囲がＫ子をよく理解できてい
なかったことから、母子分離不
安等の不適応行動が現れ、保健
室に登校するようになったのだ
と考えられた。
　そこで、心の安定をはかりな
がら、心理的原因を除去し、ス
トレスを軽減させるとともに、
Ｋ子の知的発達状態と興味や関
心を考慮した指導と教育的環境
整備が必要だと判断した。専門
機関・校内の組織や関係職員・
保護者との連絡調整をはかり、
協力体制のもとに問題の解決に
あたった事例である。
《考察》
　保健室登校をしはじめた当初
は、母子分離不安や学級内のい
じめ・息切れ等が原因だと思わ
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れた。まず、Ｋ子を受容し、心
の居場所をつくるよう努めた。
そして面接や絵画・遊戯等を通
じて、観察を深め全体像をより
詳細にとらえていった。 
　Ｋ子は軽度精神発達遅滞があ
り、言語の理解や表現が年齢相
応にはできないため、周囲との
コミュニケーションがとりにく
い。また、情緒の発達にも遅れ
があるため、感情のコントロー
ルが未熟である。そんなＫ子に
とって、就学直後の学校はとま
どったり、困ったり、恥ずかし
い思いをすることが多かったと
推測された。
　さらに、そんなＫ子を周囲が
よく理解できていなかった。こ
のような事を背景に、数々の心
因性の不適応行動（母子分離不
安・攻撃行動・自傷行為）が現
れた結果、保健室に登校するよ
うになったのだと考えられた。 
　そこで、心の安定をはかりな
がら、心理的原因を除去し、ス
トレスを軽減させるとともに、
Ｋ子の知的発達状態と興味や関
心を考慮した教育指導が必要だ
と判断した。そこで、Ｋ子に
とっての教育的環境を整備する
ために、保健室は、各関係者の
サポートおよび連絡調整役とな
るよう努めた。また、保護者
は、子どもの遅れに半信半疑で
はあったが、日々のＫ子の不適
応行動に振りまわされ、どう関
わったらいいか悩んでおり、専
門機関や学校に支援を求めてい
た。
　保健室では、保護者にＫ子の
学校での様子を詳細に伝えると
ともに、母親の悩みを受容する
よう心がけた。しだいに、専門
機関への受診を決意したようで
ある。診断後もＫ子のために一
番いい方法を一緒に考えていこ
うという意向を伝え、さらに連
絡を密にしていった。このよう
な働きかけの結果、障害児学級

への入級に関しても理解を得る
事ができたと考える。 　
　こうしてこのケースは、専門
機関・校内の組織や関係職員・
保護者の円滑な協力体制のもと
に問題を解決していくことがで
きた。一方、Ｋ子に対しては、
受容だけにとどまらず、次の段
階に進めるよう働きかけた。遊
戯・絵画・音楽療法によりＫ子
の把握を深めるとともに、抑圧
された感情や欲求を表現させ
て、心が軽く、自由になるよう
に試みた。Ｋ子の絵画にはよく
家族が登場し、描いている時は
家族の話をたくさんした。
　弟との心理的葛藤や問題行動
の改善に有効であったと考えら
れる。また、オペラント行動療
法を取り入れ、よい行いをした
時にはすぐに誉め、「またやろ
う。」という気持ちを持てるよ
うにした。さらに、保健室での
小集団でグループエンカウン
ターやソーシャル・スキル・ト
レーニングを取り入れて遊んだ
り、学級の友達との交流を徐々
に増やしていった。また、養護
教諭が付き添っての障害児学級
通級から一人での通級、さらに
１日１時間の通級から１日２時
間の通級へとスモールステップ
で取り組んだ。そして、がんば
れた時には、好きなブランコで
の遊び時間を与える、等のトー
クンエコノミー法も活用してみ
た。このように、保健室は常に
安心できる場としながらも、友
達と関わりたい気持ちや学びた
い気持ちを高めていけるよう心
がけた。 
　保健室で約半年過ごし、Ｋ子
の心は安定し、友達と遊べる休
み時間を心待ちにするように
なった。また、Ｋ子にとっての
教育的環境が整い、知的能力や
興味に応じた指導ができてきた
事で、教室でとまどう事も減
り、学ぶ意欲と喜びを感じはじ

めたようであった。このような
ことが効じて教室復帰へと結び
ついたと考えられる。


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～

吉村 嚇子
 岐阜県養護学校教諭

《要約》
 　重度知的障害、ダウン障害を
持つ中学部１年Ｙ君はトイレで
の時間排泄が確立していない。
また、家庭での不眠の日があ
る。母親Ｋさんは、精神的に不
安定なところがあり、Ｋさんの
精神面での安定をはかることが
Ｙ君の発達につながる。Ｋさん
とコミュニケーションをとり、
信頼関係を築いていく中で、Ｙ
君が落ち着いて生活でき、時間
排泄の定着へつながっていっ
た。 
《考察》
　１年間を振り返ってみると、
母親Ｋさんの体調が良いとき、
Ｙ君も機嫌良く登校し、家庭で
もよく眠ることができた。はっ
きりと結論づけることは難しい
が、Ｋさんの体調が悪いとき
に、Ｙ君の家庭での不眠と興奮
の状態が現れている傾向がみら
れる。
　私が母親とコミュニケーショ
ンをよくとり信頼関係ができた
ことで、Ｙ君が落ち着いて学校
生活を送れるようになった。そ
して、母親支援をする中で、母
親の気持ちの安定がＹ君の気持
ちの安定につながり、Ｙ君の時
間排泄の定着へとつながったと
いえる。Ｙ君の発達支援には、
母親との信頼関係を築いて支援
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をすることが非常に大きな
ウェートをしめていることがい
える。
　母親支援のあり方として、直
接対話をすることが大変有効で
あったが、Ｅメールを使ったこ
とでやりとりもしやすくなっ
た。対話や電話でのコミュニ
ケーションの方がメールでのコ
ミュニケーションより長い文章
でのやりとりになる。メールの
方が短い文章で端的に表現して
いる。対話や電話で表現しにく
いことでも、Eメールでは気持
ちを素直に表出できることに良
さがある。Eメールでのやりと
りはカウンセリングコミュニ
ケーションとして有効であった
といえる。カウンセリングの媒
体としてEメールの利用も可能
であるといえる。
　障害児をもつ家庭では、日々
の生活の中で知らず知らずのう
ちに家族に負担がかかり、家族
の精神的な負担にもつながる。
施設のショートステイ利用は、
家族のリフレッシュにつなが
り、家族以外の者が障害児とか
かわることで、家族が我が子の
成長を改めて見直すたいへん良
い機会となることと、障害児に
とっても自立に向け生活体験で
きるよい機会であるといえる。
また、学校での宿泊学習では、
障害児一人一人の生活自立に向
けた大変重要な取り組みであ
り、宿泊学習での成果を家族に
伝え共に成長を確かめ合う良い
機会であるといえる。ショート
ステイ利用や宿泊学習は障害児
の生活をより豊かなものにする
ためにも、家族支援をしていく
ためにも重要なものであるとい
える。


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
～我が子が３人とも不登校経験のあ
る母親への支援を軸にして～

  神田　愛子
 長野県小学校教諭

《要約》
　兄や姉が不登校状態のＴ子
は、小学校１年２年と心身の不
調を訴え、登校渋りの傾向に
あった。３年生となり、これ以
上本格化しないことを目標に次
の３つの対策をたてた。
 ①母親の接し方として、Ｔ子が
心身の不調を訴えた時、迷わず
毅然とした態度を取るよう助言
し、Ｔ子の気持ちの安定を図っ
た。
 ②学級担任としては、どの子に
とっても居心地の良い学級経営
を目指し、リラツクスできる時
間を積極的に取れ入れた。
 ③「教育相談」により、子ども
達の人間関係や問題を早期に察
知し、深刻化する前に解決の糸
口を見つけ不安を取り除くこと
に努めた。
　小学校３年の２月に友達関係
が原因で登校渋りをみせたが、
関わった子とすぐに話し合うこ
とで、こじらせることなく解決
できた。これらを通して、登校
への自信につながり、Ｔ子の欠
席日数は大幅に減った。Ｔ子も
問題が起きた時、欠席に結びつ
けず相談や話し合いで解決して
いくことを学習していった。
《考察》
 ①Ｔ子の心身の不調の原因　Ｔ
子の不登校の原因の１つは、兄
と姉が不登校を経験しているた
め、自分も不登校になり苦しむ
のではないかという予期不安と
考えられる。２つ目は、体があ

まり丈夫でないためか蕁麻疹や
風邪を引きやすいことがあげら
れる。また学校を休むというこ
とに家族や本人があまり抵抗感
を持っていないこと、両親が我
が子を学校に行かせることに自
信がなく消極的になってしまっ
ていることも欠席を長引かせる
原因かと思われる。
　学力も高く年齢よりもしっか
りしているＴ子であるが、もっ
と親に甘えたい自分に関心を
持って欲しいという欲求が、心
身の不調の引き金につながって
いたように思われる。保護者特
に母親にしてみれば、兄の不登
校体験、姉は不登校中という状
況の中で、末のＴ子だけは大丈
夫と思っていたが、それがか
えってＴ子の重荷となり、親の
期待に応えられない自分を、心
身の不調として訴えていたので
はないかと考えられる。
 ②２-指導４より　「決めるの
は、子ども本人に任せる。」
は、自己の確立が未分化の低学
年のうちは、わがままや安易な
方向に走ってしまう場合が多い
ので注意したい。本人の性格を
配慮し、本人に任せるのか大人
が主導権を持つのかは、慎重に
対処したい。子どもの言い分と
こちらの言い分とを折り合わせ
る微妙なやり取りは、成果を確
信する大事な場面である。こち
らの言い分の方が多く通って症
状が前進した場合、家族は勿論
のこと子どもは担任への信頼を
より深めていくと感じた。こち
らの言い分は力ではなく相手に
納得してもらえる範囲のささや
かなものでよく、それに少し頑
張って取り組めば　良い方向に
進むのだという確信を持たせる
ことが大切である。このささや
かな成果の積み重ねが、困難を
乗り越えていく体験となり　自
信につながっていくと思われ
る。
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 ③２-経過より　母親の態度と
して、我が子はどの子も大切だ
が、Ｔ子ともっとゆったりした
気持ちで付き合ってあげること
と、大事な場面では毅然とした
態度で接することが、子どもの
自立心を育てることにつながる
と、Ｔ子の母親は理解したよう
だ。
 ④２-相談３より　大人から見
てどんな些細なことであって
も、子どもが不安と感じたこと
は和らげてやり、少しずつ乗り
越えていく自分を自覚させ、自
信につなげていくことが大事で
あることが分かった。
 ⑤不登校の連鎖
(ア)　同胞間の連鎖　兄弟が不
登校を経験している家庭では、
下の子が情緒不安定となり易
く、そのストレスが蓄積されて
今度は下の子が不登校児になり
やすい。兄は休んでも親は怒ら
ないのに、自分はどうして登校
しなければいけないのか（大き
い子の我が儘は許されて、小さ
い子の我が儘は許されないとい
う理不尽）で幼い心は揺れ動い
ている。学校はなるべく欠席の
引き金となる材料をつくらない
よう気配りし、学校生活の充実
感や活動の達成感が得られるよ
う、また友達関係や学習内容に
も配慮していきたい。
(イ) 学級内連鎖　上のことは学
級の中でも同様で、「Ａさんは
度々欠席しても先生は何も言わ
ない。いいなあ。」という気持
ちを持つ子が出て来やすい。不
登校傾向の児童が在籍する学級
では、不登校の理由や内容をあ
る程度は公表し、学級全体で支
えて行こうという気持ちを持た
せることと、健康管理に気を付
けて、第２第３の不登校児を出
さないよう努力することが大切
である。
 ⑥教育相談について

　本校では、春と秋の人権同和
週間の前に全校体制で、いじめ
早期発見等を主な目的として　
担任と児童で教育相談を行って
いる。１．２年生は、１人では
先生に言えない子もいるので、
話しやすくするために４～５人
のグル-プで行う場合もある
が、原則としては担任と１対１
で行う。
　小学生低学年の多くは、悩み
を悩みと認識していない場合が
多いので、深刻になる前に担任
が支援できるという意味で大変
に有効である。温かい心のふれ
あいである言葉の交流は、日常
的に行われているはずである。
しかし担任は全員の子どもと言
葉を交わしているようで、それ
は全体への指導や注意が主で
あって、個人的な会話はしてい
ないことに気づく。そんな日常
を補う意味でも、教育相談を行
うことによって、その子の問題
に気づいて理解し、心に寄り
添ってあげることが大きな目的
である。そして、子どもは先生
との教育相談を楽しみにしてい
るとのことである。
 ⑥明るさの重要性について
　明るい学級にすることは学級
経営の基本だが、心身ともに不
安定な児童が在籍する学級こ
そ、努めて明るい雰囲気をつ
くっていく必要がある。それは
また、第２第３の不安定児を出
さない歯止めの役も果たしてい
ると感じる。心身の不調を訴え
る時の子どもの表情は硬く険し
い。何を見ても何を聞いても落
ち込む場合が多い。それをユ
-モアで言い換えてほぐしてや
ることは必要である。学級担任
は子ども達に向けて常に笑顔を
絶やさないことと、自分自身も
心から笑えるよう心身の健康に
注意を払うことは欠かせない。
時には、深刻な問題も軽く笑い
飛ばすことにより子どもの心を

解放し、あっけなく解決するこ
とがある。大きな口を開けて笑
うだけで、深呼吸以上の効果が
あり気持ちが落ち着き、前向き
な姿勢となりやすい。明るさと
笑いは担任や子ども達の心身を
軽くさせ、明日への希望と活力
の源となるからである。


アサーション・トレーニ
ングと 英語教育への適用
の試み

坪内　英津子
 東京都中学校教諭

《要約》
　私は昨年、日精研心理臨床学
院が主催するアサーション（自
己表現）トレーニング1（基礎
-理論コース・基礎-実習コー
ス）に参加した。
　はじめに、アサーション・ト
レーニングから私が学んだこと
について述べたい。それは、考
え方を現実的・建設的に変える
ことができ、行動を改善するこ
とができたことである。同時
に、教師としてのあり方を見直
す機会にもなり、仕事に対する
スタンスのとり方をも示してく
れた。
　アサーション・トレーニング
を中学校の教育現場に活かす試
みについて述べる。その方法と
して、英語教育との融合を試み
ている。米国で発祥したアサー
ション・トレーニングの表現方
法は極めて英語的であるため、
英語と日本語の「言語意識
language awareness」（こと
ばの仕組みや働きに対する自覚
や知識）の違いを理解させるの
に有効であると考えている。同
時に、開発的カウンセリングと
しても意義深い。基本的人権を
守るための考え方と方法を示す
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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いる。英語
とアサーション・トレーニング
の融合の試みは、３年生を対象
に8時間実施した。その内容や
方法について述べたい。
　また、生徒に事後アンケート
を実施したその結果と生徒の感
想を載せ、それに対して考察す
る。最後に、今後の課題につい
て述べたい。
《今後の課題》
　中学校で生徒と接していて感
じるのは、彼らの自尊感情が低
いことや、社会的スキルを十分
に学習していないために、様々
な悩みや問題を抱えていること
である。都市化、少子化、高学
歴化などの社会の変化により、
幼い頃から生活体験が不足して
いることなどが原因として考え
られる。
　休み時間に孤立している生
徒、感情をコントロールできな
い生徒、友人の些細な言動に神
経を尖らせ、深刻に思い悩む生
徒もいる。攻撃的な態度の生徒
が、非主張的な態度の生徒に対
して高圧的な態度で接する場面
を目にすることもある。いった
ん役割分担が出来上がると、彼
らは周囲の期待通りにその役割
を演じているかのようにさえ見
える。非主張的な生徒にとっ
て、ストレスに満ちた状況であ
ろう。こうした関係は、いじめ
や不登校などにつながる恐れが
あると予想できる。
　今後の長期的な課題は、社会
的スキルをより効果的に教育す
るために、アサーション・ト
レーニングに限定せず、ソー
シャル・スキル教育を学校教育

全体に位置づけて実施すること
である。
　基本的なスキル教育は、各学
年、英語の授業で日常的に実施
する。日常の授業に採り入れる
ことにより、英語・社会的スキ
ル双方の教育効果を高めること
が期待できる。中学生の発達段
階においては、基本的なスキル
は日本語よりもむしろ英語での
方が実施しやすいと考えてい
る。
　ソーシャル・スキルのうち、
「問題解決方法」「感情のコン
トロール法」など高等で複雑な
語彙を必要とするものは、道徳
教育の中で実施する。道徳の副
教材には、友人関係の葛藤を
扱った資料や、自分で自分をコ
ントロールすることの大切さを
扱った資料がある。そうした読
み物資料を使って、道徳教育の
手段として実施することを検討
したい。
　以下に示すのは、中学校学習
指導要領、解説-道徳-の内容と
一致する部分である。
　中学生の人間関係は、かなり
の広がりをもってくる。それま
で、大きな影響をもっていた親
や教師の存在は、相対的に小さ
くなり、クラスや学校のさまざ
まな集まりを通じてできた仲間
集団が、中学生にとって大きな
影響を与えるようになる。親や
教師に対しては、反発したり、
批判的となっても、仲間集団の
言葉や評価は、強く意識せざる
を得ないことがある。
　こうして拡大された仲間集団
は、中学生の自己形成にも大き
な影響を及ぼす。なぜなら、自
己の探求は、決して他の人々か
ら隔離されたところで行なわれ
るものではなく、必ず、他者の
在り方や他者とのかかわり方

が、そこに重要な役割を果たす
からである。自分に対する仲間
の態度や評価が、中学生の自己
概念に大きな影響を及ぼし、自
己嫌悪のもとになったり、自信
や自尊心の高揚につながったり
するのである。また、他の人々
に対する自分の態度や行動が、
積極的に自己概念を形作ってい
くのである。
　こうした点で、学校における
中学生の人間関係は、道徳性の
発達に極めて大きな意味をも
つ。一人ではどうすることもで
きないほど大きな影響力をもっ
た仲間集団の中で、自己を失う
ことなく、調和的な関係を保つ
ことは、中学生にとって大きな
課題である。また、仲間集団以
外にも、様々なかかわりをもつ
人々が、同じ学校という集団の
中でその一員として生活してい
る。それは、まさに、生徒がそ
の後に属するであろうさまざま
な集団の縮図ともいえるもので
ある。学校生活のあらゆる機会
をとらえて、一人一人の生徒
が、他の生徒へのかかわり方や
態度を、自分の生き方として見
つめるように促すことは、極め
て重要である。そして、生徒同
士の間に生まれる信頼と友情
は、生徒の人間的な成長にとっ
て何ものにもかえがたいもので
ある。教師との関係も含め学校
における生徒の人間関係は、道
徳教育の最も重要な基盤であ
る。＊「第1章総説、第2節道徳
教育の基本的な在り方」より
 (4) 正義を重んじ、だれに対し
ても公正、公平にし、差別や偏
見のない社会の実現に努める。
 (10) 世界の中の日本人としての
自覚をもち、国際的視野に立っ
て、世界の平和と人類の幸福に
貢献する。
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 ＊「第2章道徳の目標及び内
容、第3節内容項目の指導の観
点」より
 中学生の学校における人間関係
は、道徳性の発達や自己形成に
大きな意味をもつ。仲間集団と
調和的な関係を保ちながら、個
性的に自己を表現していくため
にも、ソーシャル・スキル教育
の果たす役割は大きいと考えて
いる。


怠学による登校しぶりに
対する学級担任の２年間
の試み
～本人・保護者・学級経営の総合的
解決を目指して～

氏家ゆう子
岩手県元小学校教諭

《要約》
　怠学による登校しぶりの女子
児童Sを、私は小学校５年生と
６年生の２年間担任した。担任
する前から、不登校の傾向があ
る児童として教職員間で共通理
解が図られていたため、私も気
には留めていた。しかし、担任
を持ってみて初めて、不登校に
対する対応がどれだけ大切で、
また大変なものかを思い知るこ
とになった。
　当初私は、Sの登校しぶりの
原因をSの中に見つけようと努
力した。しかし、Sの所属する
学級を担任して、学級の中に原
因の一つを見つけることができ
た。また、Sの母親と連絡を取
り合うことによって、Sの家庭の
中にも原因の一つを見つけるこ
とができた。見方によっては、
学級の問題、家庭の問題である
が、個々に解決を図らず、Sの登

校しぶりと関連させて扱い、理
解することが大切だった。そう
しなければ、一つ問題を解決し
てもまた一つ・・・と問題が続
き、現状の対処に追われること
になっていたであろう。
　Sのために何ができるか、何
をすることが必要なのか、考え
て実践したことは大きく分けて
三つある。S本人への対応、Sの
家庭との連携、そして学級経営
である。
　まず、学級経営の方針を立
て、学級としての問題を解決し
た上で、Sの居場所作りに努め
た。そして、それをSの母親に伝
え、理解と協力を求めながら、
連携してSを支援していくことに
した。その中で、Sには登校し
ぶりを克服してほしいと願っ
た。
　結果として、Sは２年間、不定
期ではあるが登校しぶりを繰り
返した。しかし様々なことに挑
戦し、努力を続けて、自分に自
信をつけていった。
　そして２年後、Sは笑顔と涙
の感動の卒業式を迎えることが
できた。
《考察》
　～目標を振り返って～
①S本人に関わる最終目標は、
「学校へ来ること」「友達を作
ること」「自分に自信を持つこ
と」の三つであった。
　Sは、不定期ながらも登校し
ぶりを繰り返したが、三日以上
連続して欠席することはなかっ
た。やはり学校へ行きたくな
い、という大きな理由があった
わけではないだろうと考える。
　また、友達を作るという目標
は、Sの願望ではなく、私が
「友達がいれば学校生活がより
楽しくなり、登校したい気持ち

が強くなるのではないか」と考
えての目標であった。Sが「友達
づきあいが疲れる」と言ったこ
とから、Sの求めるものが何か
わからなくなったが、最初から
Sに願望を聞いてから目標を立
てれば、このような迷いは生じ
なかったであろう。
　そして、自分に自信を持つと
いう目標は、マラソン大会の完
走で達成された。それが、児童
会役員への立候補につながった
ことからも明らかである。しか
し、私が自信を持たせようとし
て始めた家庭学習ノートの提出
は、最後までSのストレスに
なっていたように思う。余白を
利用してその日気づいたことを
褒める強化の場として生かすこ
とができたのは良かったが、
トークンエコノミー法を活用す
るなど工夫すれば、マラソン大
会よりも早い時期にSに自信を
持たせることができていたかも
しれない。
　また、当時の私にカウンセリ
ングの知識があれば、オペラン
ト行動療法を行っていた。せっ
かく三つの主目標を設定したの
だから、下位目標を立て、強化
を繰り返しながら、スモールス
テップを踏ませていたら、Sは
着実に問題を解決していったの
ではないか、と考える。
　そして、Sは最後まで私にも養
護教諭にも母親にも、自分の心
を語ることはなかった。自己表
現スキルの欠如に加え、他にも
問題を抱えていたのかもしれな
い。主張訓練法を取り入れるこ
とが有効であったろう、と考え
る。これは、学級として取り組
んでも成果が期待できたであろ
う。

10



②Sの家庭に関わる目標は「Sの
学校と家庭での様子を知らせ合
う」「母親の思いを聞く」「母
親の話し相手になる」の三つで
あった。
　最初の連絡手段は電話のみで
あったがSの母親が毎日学校へ
送迎のために来ていることを
知ってからは、直接会話するよ
うになった。これを毎日継続で
きたことは、お互いの支えにな
り、またSを支えることにもつ
ながった、と考える。
　しかし、家庭学習ノートの提
出にトークンエコノミー法を用
いたならば、Sの母親にも主体
的に関わってもらいながら、S
の母親自身にも変化を期待する
ことができたであろう。
　また、毎日連絡を取り合いな
がらも、私もSの母親も思い至
らなかったことがあった。Sの
寂しさである。Sが弟と同じ日
に学校を欠席するのはなぜだっ
たのか。様々な理由で登校を渋
り、夜尿に悩まされていたのは
なぜだったのか。病弱な弟に関
心がいきがちになってしまう母
親の注意を引きたかったか
ら・・・とは考えられないだろ
うか。
③学級に関わる最終目標は「一
人ひとりの長所も短所も認め合
う」「全員平等」の二つであっ
た。
　初期段階で、学級の問題に気
づかせ解決への道を示すため
に、私は”学活”という方法を
とった。しかし、上下関係が
はっきりしていて社会的スキル
に問題があるこの学級にこそ、
モデリング法が有効だったので
はないだろうか。その方法をと
れば、私の話からではなく、自
分たちの力で問題を発見し、社
会的スキルを身につけながら問

題を解決する過程を踏めたので
はないだろうか。
　さらに、ロールプレイングに
発展させても良かったであろ
う。元来、学芸会では演劇を好
む特性を持った学年であった。
ゆえに、楽しんで演じながら、
自分たちを改善していくことが
可能だったと思われる。


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～

片岡　秀子
香川県小学校教諭

《要約 ケース１》
　養護教諭が不登校傾向のよう
に見えた２人の子どもに，時期
が異なるが気づいて、声を掛け
たことがきっかけで、カウンセ
リングが始まった。夫婦仲がう
まくいってないことが原因で、
親子ともに対人関係をうまくす
ることができていない。夫婦間
で交わす会話が行動に現れ、そ
れを見て子どもは学習してい
る。が、両親の立ち居振る舞い
の影響が問題の根底にあると考
える。そして、体験が乏しく、
社会性が不十分なために社会ス
キルを訓練したら良いと考え
た。
　母親や子どもの話を聞くこと
と、家族のコミュニケーション
ができるように一緒に考えた
り、具体例を紹介して主に母親
を支えた。Ｃlには、養護教諭だ
からこそできる体に関した対応

を保健室でしながら、母子の信
頼関係が形成できるように受容
した。それによって、夫婦仲が
改善してきたように思われ、子
どもは一人で登校するように
なった。また、保健室にＣlのた
めの居場所を設け、コラージュ
や交換日記や折り紙や箸袋作り
の作業を行わせ、教師間の連携
によって賞賛体験を増やすこと
が出来た。笑顔で表現していた
Ｃlが、自分の思いを表現できる
ようになり、将来の夢を語り，
その思いを養護教諭が否定せず
に助言したことを聞いて考えた
のか，夢に向かって行動しよう
としてきた。保健室登校から普
通に登校できるようになった。
《考察 ケース１》
　夫婦間の関係が不安定になっ
ていることが、これまでの母子
間の信頼関係・愛着関係が未だ
形成の途中であったものが、よ
り不安定になり、母子分離不安
を引き起こしていたのではない
かと考える。父親・母親ともに
コミュニケーションの取り方が
いまひとつ下手で、信頼して話
をすることができる人が周りに
少ないようだったので、保健室
で話を聞くことにした。母親
が、家庭での父親の存在感や必
要感をうまく引き出せないで、
自分から不満をつのらせ、それ
を解消出来ないまま時を過ごし
てきていると考えた。夫婦間で
挨拶や会話の中に、気持や思い
を出したら、互いに気持が楽に
なり理解や協力し合えると思っ
たので、具体例を紹介した。親
が理解・協力していると、互い
に精神的に落ち着いて行動でき
るし、また子どもの心も落ち着
いて考えたり行動することがで
きると考え、Clにも具体例を出
したり支援や助言をした。その
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結果、母親は試行錯誤して途中
では揺れたようだが、夫婦間は
良い方向に変化していったので
はないかと思われる。
　Ｃlには、両親の関係がよくな
ることによって信頼感・愛着感
が形成され、社会性が身につい
てくると考える。
《要約 ケース２》
　アルコール中毒で攻撃性・操
作性の強い父親と、その父親に
従順な母親に育てられ、対人関
係をどのようにしたらよいのか
を学ぶことが出来てなく、怒っ
たり怒鳴る、暴力を振るう父親
を見ることが多かった。その父
親から逃げた所（近所・児童相
談所）で学んできているが、父
親の影響は大きく、小学校の低
学年から友人間でトラブること
が多かった。４年生の夏に父親
の死に遭遇して、父への思慕，
安心感，安堵感に浸ってか，不
登校が約１年間続いた。５年生
の夏休みの終わり頃に、養護教
諭と学校で出会ってから、２学
期は、保健室登校ができた。保
健室内に専用の場所を設けて、
コラージュ療法・作業療法をし
たり、交換日記を養護教諭や元
担任と交わした。担任や校内連
携をして声掛けをしたことが、
Ｃlを安心・信頼感をもたせ本音
を出すことが出来、自分の考え
や思いを確かなものにしたと考
える。これまでに体験すること
が少なかった快感情・耐性・社
会性を学んで登校に変化が出た
と考える。
《考察 ケース２》
　Ｃlが低学年から学級の友人間
でトラブルをよく起こしていた
のは、相手を自分の思い通りに
したいが、思い通りにならない
と父親と同じ口調で怒鳴り、友
達を不愉快にすることが多かっ

た。家庭で快感情を得る経験が
少なかったと考えらる。保健室
で２人の養護教諭が室内にＣl専
用の場所を設けて、受け入れた
事がＣlには学校に居場所ができ
たと考える。最初に作ったコ
ラージュでは父親への思慕が強
く，色彩的にはモノトーンで暗
く感じた。２作目は母親への思
いがあり喪服と留め袖を並べて
いて少し明るさを感じさせた。
養護教諭が担任に連絡をして初
めて、５年の担任とＣlは学校で
顔を合わせ、会話をすることが
出来た。担任や学級で受け入れ
てもらえそうだと思ってか、保
健室から少しずつ教室へ行くよ
うになったと考える。Ｃlは保健
室で交換日記を交わすように
なって、登校時刻が午前中に
なったのは、自分の考えや思い
を出すことが出来、コメントが
返ってくるので、考えや思いを
確かなものにしようとしている
と考えられる。Ｃlが漫画家を夢
見て漫画を描いたり、自分と似
た境遇の主人公の話の本を読ん
でいたのは、安堵感・安心感を
もとうとするものだと考えた。
《総合所見》
　子どもの問題の根底には、２
ケースとも家庭の中の問題、特
に親に問題があるということで
ある。親に助言することは割合
できるが、指導して変えること
は困難だと考える。将来必ず親
になるであろう子どもに、しっ
かりと伝えたり沢山の体験をさ
せておくことが大切だと思う。
養護教諭が全校児童の毎日の欠
席を把握したり、校内のようす
を見てわかることが、児童の問
題発見につながり、養護教諭か
ら担任や親や子どもに情報発信
をしたり、関わってきたことが
２ケースとも効果があったと考

える。また、保健室で低学年の
児童には、体温を測ったり、
ゆっくりと話をして、これまで
の生活を振り返ってみたり、お
茶を飲ませたり、うがいをさせ
るなど体への対応をしながら子
どもの行動や反応をみることが
でき、落ち着かせるのにとても
良かった。高学年の児童には、
保健室に専用の場所を設けたこ
とと、養護教諭の考えを押しつ
けるのではなく、子どもの思い
を否定せず、子どもや親が考え
たり選択することができるよう
にし、よいことはオーバーなく
らい誉めたり喜んでやり、よく
ないと思うことははっきりと
言って知らせるなどして、信頼
関係を作り、変化を待ったこと
がよかった。快感情を多く体験
させる事で、これまでの不愉快
な感情を押さえることができ、
これを積み重ねると本人の表情
や行動や生活がよくなった。そ
して対人関係がよくなっていっ
たものと考える。校内連携をす
る必要性を感じて、校内教育相
談委員会の開催を要望できるの
で養護教諭だけでなく、多くの
教職員の援助・支援があったこ
とが、よりいっそう効果をみる
ことにつながったと考える。親
にも具体的な、選択できる例を
示してあげたり、助言すること
が効果的であると考える。
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