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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】佐藤総子(小)松本
直子(高)【岩手県】小泉礼
(中)【山形県】海道陽子(小)
【群馬県】１名(小)【千葉
県】渡邊真亀子(小) 押本麻子
(高)【東京都】中原陽子(中)
宮川洋子(小)【神奈川県】前
田礼子(小)三木洋子(小)【長
野県】竹内久代(高)大井信子
(小)伊藤八重子(小)松本こず
え(中)【新潟県】新保恵子(中
等)加藤悦子(小)【岐阜県】水
谷志保子(小)和田恵子(小)
【静岡県】花畑清美(小)【愛
知県】藤田寿美子(小)【京都
府】鷲尾登志子(高)由良さよ
子(小)【兵庫県】唐津弥生
(高)【広島県】中原榮子(小)

山根美穂(高)矢田久美子(小)
【長崎県】池田美穂(小)【鹿
児島県】除川納子(高)

《 中 級 》
【岩手県】小山田ヨシ子(小)
中村美代子(聾)【福島県】１
名(小)【茨城県】田村治子
(養)【埼玉県】新井礼子(中)
【東京都】山本澄(養)他1名
(中)【神奈川県】麻生麻由美
(小)他1名(小)【長野県】竹内
久代(高)【新潟県】平松亜矢
子(小)【京都府】佐々木昌子
(小)【兵庫県】西村美都利
(小)【広島県】中原榮子(小)
【香川県】1名 (高 )【長崎
県】西川優子(小)【熊本県】
塩田多磨美(中)【大分県】後

藤正子(小)【鹿児島県】田邊
ツル子(中)内田由紀子(小)森
田かおり(OB)

《 上 級 》
【静岡県】 長澤友香(中)
「強迫症状を呈する不登校生
徒へのオペラント行動療法を
とりいれた進学支援」
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2006年の新春を迎えて

内山喜久雄
（筑波大学名誉教授・医学博士・JETI顧問）

　昨年、2005年にはいろいろな事件が起こっ
たが、教育界でいえば、幼い子どもたちの貴
い命が奪われるという大変に痛ましい事件が
相次いだ。殺された子ども達やご両親、近親
者の無念・悲しみは察するに余りあるが、大
事な友人を失った周囲の子ども達の心理的
ショックもまた大きかったことは想像に難く
ないし、かれら子ども達がPTSDに悩まされ
たとしてもすこしも不思議ではない。

　このような場合、学校でまず求められるの
がスクールカウンセラー(臨床心理士)の活動
と並んで教師のカウンセリング力である。教
師にとって大切なのはまず、PTSDとはどのよ
うなものであるか正しく理解できること、ま
た、この問題について、適切に対応して子ど
も達をPTSDから脱出して元の軌道に復元し、
元気を取り戻させることができること、この2
つに尽きる。医療でいえば診断と治療がこれ
に当る。

　会員の皆さんが現在「e教師」で学習されて
いる内容こそまさにそれにあたる。なお、05
年12月15日の日経新聞は牲犯罪者の再犯防止
について、法務省が認知行動療法を採用した
と報じているが、e教師の研修内容も正にこれ
と同一線上にあることをここに指摘しておき
たい。
　冷酷無残な児童誘拐殺人事件は今後決して
起きてはならない問題だが、これ以外にも不
登校、引きこもり、ADHD、LD、など教師が
日常、実際に抱えている問題は少なくない。

会員の皆さんが「e教師」を十分に学習される
ことによって、この重要な任務を自信をもっ
て立派に遂行されることを願うばかりであ
る。

　さて、最近、我が国のカウンセリング界の
動向に話題を転じてみよう。ここに1つの大変
興味ある調査結果がある。それは会員数約
5,500名、我が国最大のカウンセリング関係
学術団体である日本カウンセリング学会が全
会員に対して行った意識調査報告書(カウンセ
リング研究,第36巻,第4号,2003)である。同学
会の会員の方々なら既にご承知のことと思う
が、この報告書によると、同学会員が現在基
盤としているカウンセリングの理論・技法・
アプローチ(以下、Aと略称)は以下の順にな
る。

　これを見ると各理論・技法の折衷的Aは別
として、行動療法的・認知療法的A、人間性
心理学的Aの2つが大きな比重を占めているこ
とがわかる。
　これに対して同じ調査で、今後学びたいカ
ウンセリングの理論・技法については、以下
の順となる。
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　同学会会員が今後学びたいカウン
セリングとしては解決志向・短期療
法的、システム的・家族療法的、行
動療法的・認知療法的な理論・技法
を求めていることが明らかになっ
た。この数字はe教師が目指してい
る研修の方向（＊）とほぼ一致して
いるわけで、会員の皆さんの重なる
こ努力、ご精進をご期待したい。
（＊）編集部注：行動療法的・認知療法的ア
プローチ。尚、右のグラフは前頁２つのグラ
フを編集部で合計したものである）

JETI教師カウンセラー
資格者一覧

                                         
2006年3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)水
上ますみ(養)持川恵美(高)小
野地道子(中)佐藤総子(小)松
本直子(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)山本元子(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)中村美代子(聾)西原晴
美(OB)小泉礼(中) 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)煤孫久子(中)
【秋田県】田中昭子(小)小笹
典子(中) 他1名
【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)海道
陽子(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)小滝久子(小)平野珠美

(中) 他1名
【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)豊田敦
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)田村治子(養) 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
【群馬県】石田由美子(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) 前原久枝(小)小泉由
恵(セン)新井礼子(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
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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)小林晶子(高)清水博
美(小)横山前穂(養)渡邊真亀
子(小)押本麻子(高)
【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)荒畑美貴子(小)山本澄(養)
中原陽子(中)宮川洋子(小) 他
２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) 井上敦
子(中)植木亜紀子(中)麻生麻
由美(小)川瀬典子(小)神本直
子(中)前田礼子(小)三木洋子
(小) 他1名　
【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)小宮桂
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)井ノ浦愛子

(高)染川あゆみ(中)櫻井真由
美(小)竹内久代(高)大井信子
(小)伊藤八重子(小)松本こず
え(中) 他1名
【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)星サユリ(OB)平松
亜矢子(小)花水久美子(高)新
保恵子(中等)加藤悦子(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)岩沼
見奈(養)
【福井県】吉村嚇子(小)山中
愛子(小)平泉泰子(小)張籠二
三枝(高)井川久美子(中)島崎
直子(高) 他１名
【岐阜県】宮西徹(高)福井千
裕(中)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)長尾弥生(小)山田
佳生子(小)水谷志保子(小)和
田恵子(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(中)花村愛子(中)花畑清美
(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)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)林佳美
(高)岡本明美(小)藤田寿美子
(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)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(相)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)佐々木昌子(小)鷲
尾登志子(高)由良さよ子(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)稲井郁美(高) 他２名
【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)
松村豊子(高)蔭木恵子(高)浮
田京芳(高)坂本民恵(高)西村
美都利(小)大村弘美(小)唐津
弥生(高) 他1名
【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(中)
【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)
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【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) 松岡
喜代子(小)中原榮子(小)山根
美穂(高)矢田久美子(小)
【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) 他1名
【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(OB)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３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) 
野地真由美(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)針尾洋子(小)内
野珠美(高)
【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)真島茜(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) 竹村さおり(中)
西川優子(小)池田美穂(小) 他
1名
【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)吉田
協子(中)塩田多磨美(中)

【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)菊奈津子(養)
【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) 吉永睦美(高)矢津
田恵子(小)
【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)森田かおり(OB) 
田邊ツル子(中)除川納子(高) 
他1名
【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)堂腰律子(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)鈴
木可奈子(OB)小山田ヨシ子
(小)中村美代子(聾) 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)煤孫久子(中)
【秋田県】小笹典子(中)
【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)平野珠
美(中) 他１名
【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)飯
塚かほる(中)田村治子(養) 他
1名
【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)前原久
枝(小)小泉由恵(セン)新井礼
子(中)
【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)清水
博美(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)宮田富士子(中)
荒畑美貴子(小)松本美佐子
(中)山本澄(養) 他１名
【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)井上
敦子(中)橋本ゆかり(中)麻生
麻由美(小) 他1名
【山梨県】持田まさき(中)
【長野県】小宮桂子(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
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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) 他1名
【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)平松亜矢子(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】吉村嚇子(小)張籠
二三枝(高)島崎直子(高) 他１
名
【岐阜県】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)多和田
聡美(小) 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) 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)
【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(相)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)西村智惠子(小)
佐々木昌子(小)

【大阪府】小名川香代子(小)
山本あや子(小) 他1名
【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)蔭山利子
(高)坂本民恵(高)浮田京芳(高)
西村美都利(小) 他1名
【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)
【広島県】小迫玲子(高)中原
榮子(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(OB)山
田昭広(中)滝川真理(養)伊藤
春恵(高) 他２名
【愛媛県】矢野多美子(小)川
上繁美(小)高月ひとみ(高)
【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)針尾洋子(小) 
内野珠美(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)真島茜(高)
【長崎県】石井あつ子(高)冨
永恵子(養)梅野とも庫(中)竹
村さおり(中)西川優子(小) 他
1名
【熊本県】岩野德子(高)日高
由紀(OB)光永千恵子(高)宇佐

芳惠(中)塩田多磨美(中)
【大分県】長屋悦子(高)大塚
万里子(高)吉田由美(中)菊奈
津子(養)後藤正子(小)
【宮崎県】田口敏子(OB)佐
藤美智子(高)矢津田恵子(小) 
吉永睦美(高)
【鹿児島県】山本栄子(小)河
野眞佐子(中)松尾恵(高)田邊
ツル子(中)内田由紀子(小)森
田かおり(OB)
【沖縄県】下地シゲ子(中)村
上芳美(中)知花多鶴子(小)安
次嶺和子(中)

《 上 級 》
【北海道】坪井克彦(高)
【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【東京都】坪内英津子(中)
【神奈川県】岡部早苗(中)
【長野県】神田愛子(小)
【福井県】吉村嚇子(小)
【静岡県】長澤友香(中)
【愛知県】中根千恵子(小)
【滋賀県】松尾季洋子(相)
　　　　　小川まち江(中)
【兵庫県】水田恵(小)
【香川県】片岡秀子(OB)
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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。
http://www.jeti.jp/

強迫症状を呈する不登校生
徒へのオペラント行動療法
をとりいれた進学支援

長澤友香
静岡県中学校教諭

【要約】
　公立中学校において，登校拒
否防止研究校の研究員として教
育相談にあたった際の事例であ
る。学級数28学級の大規模中学
校であり，約20名の不登校の生
徒を抱えていた。そのため一人
一人の不登校の状態やその背景
となる人的・物的状況の把握に
努め，一人一人にあった支援プ
ログラムを作成し，教育相談活
動を行った。
　本事例は肉親との死別の
ショックによる心的ストレスを
抱え，強迫症状が表出し，不登
校の状態に陥った生徒への，適
切な進路指導を中心とした教育
相談活動の事例である。養護教
諭・学級担任・教育相談担当に
より校内カウンセリングチーム
を組織し，継続的な教育相談活
動を行った。医療機関からの適
切なアドバイスを得ながら，静
岡県の事業であるハートケア相
談員，チャレンジ教室等の外部

機関と連携し，スモールステッ
プの復帰プログラムを作成し
た。オペラント行動療法の理論
をふまえ，実現できそうな行動
の積み重ねにより自信を取り戻
させることで，心的ストレス状
態から脱却し，自己の希望によ
る進路を見いださせることがで
きた。

【考察】
　学校だけで，特に学級担任だ
けでは解決できなかった事例で
ある。学校と行政・医療が連携
し，CLの状態に適した支援をす
るためのネットワークを構築
し，スモールステップで学校復
帰プログラムを作ったことが解
決につながった。

①　強迫症状について
　「母親の死」という大きな心
的ストレスを抱え，「学校にい
けない」要因として本人が表出
させた身体症状が「強迫症状」
であった。本人の訴えを聞きな
がら，その苦痛を認めつつも，
それがしだいに気にならなくな
るような状態に向かえるように
した。本人及び父親が通院を拒
否したため「将来的に鬱病にな
らないか」「強迫症状が悪化し
ないか」という不安もあった。
しかしCLも父親も「母親の死」
を乗り越えられれば状態が良く
なると信じていたため，人格障
害を有することを無理矢理自覚
させ治療を強いるより，オペラ
ント行動療法を用いた復帰プロ
グラムの実施を選択した。投薬
や診察という直接的医療は受け
なかったが，随時，養護教諭・
学級担任・教育相談担当がＫ医
師から適切な助言を得て，行動
療法を進めたことが症状の軽減
につながった。

　強迫症状はCLの「学校へ行け
ない」理由付けであり，これを
強引に取り除くことにより，CL
は理由を失うことになると考え
た。「強迫症状を取り除くこと
よりも，それが苦痛にならなけ
ればよい。」との判断により積
極的に行動療法を進めた。外出
の機会が増えるにつれ，強迫症
状の自覚頻度が減少していっ
た。自覚するのは，休日ひとり
で家にいる際が多いとの訴えも
続いていたが，強迫症状を自覚
した際の嫌悪感は薄れていっ
た。自覚した際にも嫌悪感を感
じなくなっていった。オペラン
ト技法を用いた面接によるカウ
ンセリングで負の強化を繰り返
したことによる成果であると考
える。

②　校内でのチームカウンセリ
ング
　養護教諭・学級担任・教育相
談担当がCLに対して，入学後か
ら卒業まで３年間継続的に関わ
れたことがよかった。不登校生
徒の指導を学級担任ひとりが抱
え込むのでなく，校内の多くの
教師がそれぞれの持ち味で教育
相談活動に参画したい。本事例
の生徒は女生徒であり，母親を
亡くした心的ストレスが主要因
であると判断したため，カウン
セリングチームを女性教員中心
に組織したことも本人の面接に
対するストレスを軽減すること
につながった。
　養護教諭は父親を中心にカウ
ンセリングにあたり，CLの家庭
での様子や強迫症状の状態を父
親から情報収集するとともに，
父親の学校に対する信頼感の確
保に努めた。学校が登校刺激を
控え，卒業までの長期的な視点
で教育相談を行う姿勢でいるこ
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とが父親に理解され，CLと父親
の安心感につながった。
  学級担任は進路指導の情報を随
時本人に提供するよう務め，校
内相談室への登校時は必ずCLと
面接するよう努めた。進路指導
にかかわる体験入学，学力調
査，面接練習等はCLが行動目標
を持ち，その実現に意欲を持つ
具体的なきっかけになっていっ
た。
　教育相談担当は，養護教諭・
学級担任からの情報提供を毎日
受け，相談室でCLを迎えた。ま
た，強迫症状の状態を担当医師
に伝え，オペラント行動療法へ
の専門的な立場からの助言を得
た。その助言は通所の回数，相
談室登校の時間等，CLへの負荷
を決定するのに非常に役立っ
た。
  このような明確な役割分担のも
と，適応指導教室通所から，校
内相談室登校へ順調に移行で
き，それにつれて強迫症状が軽
減していった。
　教育相談担当は，こうした学
級担任・養護教諭・生徒指導主
事・学校長・学年主任等の連絡
調整係として，カウンセリング
をコーディネートする役割を担
う。現在は，スクールカウンセ
ラー（School Counselor：以下
ＳＣと略す）が配置され，さら
に本市においては「心の教室相
談員」（：３）も配置されてい
る。こうしたSCや相談員による
カウンセリング活動が円滑に行
われるよう，教師サイドのコー
ディネターの存在は重要であ
る。校内特別支援体制の確立と
ともに「特別支援コーディネー
ター」（：４） が各校において
定められており，教育相談的な
役割も担っているが，今後一層
推進する必要がある。

③　外部相談機関との連携
　いったん不登校の状態に陥っ
た児童・生徒には，「学校」は
あまりにハードルが高い。本事
例では，CLの内的エネルギーが
充電されるまで，外部機関であ
る「チャレンジ教室」と連携で
きたことにより，家庭にこもり
きりの状態を解除できたことが
CLの強迫症状の軽減につながっ
た。
チャレンジ教室での様子は本人
から学級担任に報告するととも
に，相談員と教育相談担当が随
時連絡を取り合い，無理がない
ように活動内容や活動時間を決
めていった。
　またハートケア指導員が，CL
の悩みや苦しみ，想いをじっく
り聞いたり，受けとめたり，励
ましたりしてくれたことにより
心のケアができた。ハートケア
指導員は，臨床心理の専門知識
を有し，CLの強迫症状について
も状態を把握し的確な助言を
行ってくれたことも，強迫症状
の軽減につながった。
　ハートケア指導員と教育相談
担当が定期的に連絡をとりあ
い，教師に話せないCLの不安や
不満などを把握し，カウンセリ
ングや進路指導に生かしたこと
が，次の指導に効果的につな
がった。

④　校内適応指導教室（心の教
室・教育相談室等）の整備
　教室に入れない児童・生徒の
心の居場所を校内に確保した
い。保健室・教育相談室等の物
的・人的整備が必須である。場
所だけ確保しても，そこに足を
運ぶ生徒が安心して過ごせるた
めには，「そこに心を許せる人
がいる」ことが重要である。本

事例の場合は，教育相談担当が
主として相談室での支援にあ
たったが，多くの教員の温かい
援助により，CLが励まされ勇気
づけられたことが成果につなが
る要因である。心の教室が整備
されはしたが，そこが本当に
「居心地の良い場所」になる配
慮が不可欠である。学校は学習
する場所であるが，不登校の状
態の児童・生徒にとっては学習
活動の幅を広げ，読書活動を取
り入れたり，運動を取り入れた
りして，好んで登校できる空間
整備を心がけたい。本事例のCL
のように，対人恐怖的な症状の
ある場合には，読書コーナー
も，衝立やカーテンで区切る等
の配慮が必要である。

　以上のことから，教育現場で
の豊かな経験を持つ教師カウン
セラーと，豊かな臨床心理の知
識と事例を持つSCと連携し，組
織的な教育相談機能を保有する
学校にしていくことが重要不可
欠であると考える。
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