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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】安里栄子(中)
【宮城県】清野優子(中)
【栃木県】(高)１名
【群馬県】島田ひろみ(小)
【埼玉県】(小)1名
【千葉県】(小)1名
【東京都】笠井さち子(OB)
【神奈川県】吉原ナナ子(小)
【長野県】大塚圭子(養)他 
(中) １名
【静岡県】魚住みど里(高)松
下純子(小)鈴木洋子(小)
【愛知県】近藤甲代子(高)
【広島県】古本文子(小)他 
(小) 1名
【長崎県】深堀眞理子(養)
【鹿児島県】(中) １名

《 中 級 》
【岩手県】西原晴美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【東京都】宮川洋子(小)
【神奈川県】前田礼子(小)
【長野県】大井信子(OB)
【新潟県】新保恵子(中等)
【岐阜県】水谷志保子(小)
【静岡県】花畑清美(小)
【愛知県】藤田寿美子(小)
【京都府】(小) １名
【広島県】矢田久美子(小)山
根美穂(高)
【熊本県】吉田協子(中)
【鹿児島県】除川納子(高)

《 上 級 》
【北海道】 續橋淳子(高)
「他者巻き込み型」生徒に対
するクライエント中心療法に
よる信頼関係の試み
【東京都】宮田富士子(中)
知的発達遅滞による教室不適
応生徒に対する養護教諭のカ
ウンセリング
【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
【福岡県】内野珠美(高)
過剰適応により現われた、身
体症状の解決へのプロセス
―面接、家庭訪問を通して
行った受容的・共感的カウン
セリングによる自己理解支援
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JETI教師カウンセラー
資格者一覧

                                         
2006年8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)安
里栄子(中) 他１名
【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)清野優子(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)島
田ひろみ(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) 他１名
【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)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) 他1名
【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)笠
井さち子(OB) 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)吉原ナナ子(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
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(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)大塚圭子(養) 他２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)加
藤悦子(小)新保恵子(中等) 他
１名
【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)魚住みど里(高)松下純子
(小)鈴木洋子(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)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)近藤甲代子(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(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) 他１名
【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)
【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)古本
文子(小) 他1名
【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) 引田トシヱ(OB) 他２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)深堀眞理子(養) 
他２名
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【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)宮本
睦美(OB)
【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)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２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)西原晴美
(OB) 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)小林晶子(高)
【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)宮川洋子(小) 
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)前田礼子(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
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) 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)新
保恵子(中等)
【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)水谷志保子(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)花畑清美(小)
【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) 藤田
寿美子(小) 他１名
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【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) 他１名
【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)矢田久美子(小)山根
美穂(高)
【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)引田トシヱ(OB) 他
１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)吉田
協子(中)宮本睦美(OB)
【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)
【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)除川納子(高)
【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) 
　　　　　續橋淳子(高)
【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【東京都】坪内英津子(中)
　　　　　宮田富士子(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)



【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/

「他者巻き込み型」生徒に
対するクライエント中心療
法による信頼関係への試み

續橋淳子
北海道高等学校教諭

【要約】
　本校は生徒数約２５０名、
9間口の学校である。その中
には不登校やLD、アスペル
ガー、精神疾患などを抱える
生徒も多い。１学年は、少人
数制の学級を編成し各クラス
１５名前後であり、２学年よ
り３０名前後でクラスを編成
している。学力的には低く、
生徒指導も困難をきわめる教
育困難校である。この論文で
扱われている学年は一学年
で、クラス１５名のうち、９
名が中学時代１００日以上の
不登校で、精神疾患、LD、
アスペルガー、中学時代に社
会的な問題行動をおこした生
徒も在籍している。Ａ子は入
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学当初、「性同一性障害」と
いうことで、内科検診、体育
の授業など性別を意識せざる
えない場面になると極度の抵
抗を示していた。５月頃か
ら、情緒不安定になり、登校
拒否、自傷行為、摂食障害、
不眠などの症状を訴えてき
た。人間関係づくりでつまず
きをみせ、二者関係において
は、「他者巻き込み」が見ら
れた。また、白か黒の二元的
思考がみられ友人関係は極端
にせばめられていった。境界
性人格障害の特徴を示すと考
えられた。担任はＡ子に対す
る関わりとして、友好的、共
感的であることを目標に接し
ていった。Ａ子の不安定さ
は、学校生活において困難を
極め登校した際には、学級全
体が落ち着かない状態にな
り、関わる教師にとっても緊
張を余儀なくされた。
　入学から夏休み明け頃まで
は、Ａ子の声に耳を傾けるこ
とに終始した。９月以降、Ｂ
子との関係における「他者ま
き込み」からＢ子を引き離
し、自殺念慮が激しくなって
いくなかで、担任との二者関
係になっていく。ここでは、
Ａ子との二者関係に「境界」
を設けることにした。Ａ子は
クラスのＭ子の援助者となる
ことで、かろうじて居場所を
みつけることになる。しか
し、不安定さは依然としてあ
り、また母親との関係も厳し
いままである。１月「退学」
という決断をし、自ら学校を
去ることになる。

知的発達遅滞による教室不
適応生徒に対する養護教諭
のカウンセリング

宮田富士子
東京都中学校教諭

【要約】
　本校は小規模校であるにも
かかわらず、不登校生徒・保
健室登校生徒が多く、授業は
なんとかでられるものの、休
み時間になると居場所がな
く、やはり保健室へ休み時間
のたび来室する生徒・職員室
へやって来ては教員に話しか
けては時間を過ごす生徒も数
名いる。また、教員集団とし
ては「学校教育相談」をかな
り勉強し、教育相談にかけて
は大変経験のある教員と教職
経験はあっても教育相談に関
しては知識が乏しいという教
員がいる。どうしても相談活
動の好きな者が抱え込んでし
まうケースがよくあるが、本
校も多少そんな傾向にあり、
なかなか組織的に関わること
ができず、情報交換も生徒た
ちの対応策も考える体制づく
りができていなかった。しか
し１年間、入れ替わりはあっ
たが５人の保健室登校の生徒
たちと関わり、いつ・誰が・
どう関わるかという組織的な
体制が全くない中で自分はど
う支援したらよいのかで随分
悩んだ。今思うと、校内体制
を整えることに必死だった自
分だったような気がする。Ｙ
子にとって最も適切な支援の

あり方を考え、外部の専門機
関も含めた支援チームを編成
し、協力体制を整える必要　
があったのではないかと反省
をする。
　今回Ｙ子は無事中学校を卒
業をし、本人が希望した高校
へ進学することはできたが、
Ｙ子の問題が解決し、終結し
たとは言えない。結果的にＹ
子の将来を案ずる私たちの思
いは通じなかった。そういう
意味では、とても難しく、Ｙ
子の今だけでなく、将来をも
見据えた指導をするには、い
つ・誰が・どんなかたちで母
子へのアドバイスをしていく
かやはり支援体制の必要性を
強く感じた。今後Ｙ子が進学
した高校で中学校で学んだこ
とを生かして、うまく適応し
てくれることを願うばかりで
ある
　本校は区内では、小規模校
に値する、２００人弱の中学
校である。一つの小学校から
他の中学校に分かれることも
なく、また他の小学校から混
じることもなく、私立中学に
行く生徒を除けば、全員が本
校に入学するといった、９年
間同じ顔の友だちとの付き合
いをしなければならない生徒
たちである。
　そのために、よいことも悪
いことも小学校からずっと引
きずっているものが多い。
　今回の事例生徒Ｙ子も小学
校から何かにつけ、からかわ
れたり、馬鹿にされることが
多く、自己肯定感が損なわれ
たまま中学校に入学してきて
いる。
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　養護教諭である私は、本校
に転任早々から、時期のずれ
はあったが、Ｙ子・Ｍ子・Ｋ
子・Ｎ子・Ｈ子という５人の
保健室登校生徒と関わること
となった。その一人が今回の
事例Ｙ子であり、５人共がそ
れぞれに大きな問題を抱えて
おり、性格も家庭環境も全く
違う。しかし、そんな５人が
お互い励まし合ったり、支え
合ったりして居場所を見つけ
ながら成長し、中でも一番関
わりの多かったＹ子とその母
親が保健室を拠点に外の世界
へ一歩踏み出し、自己を確立
しながら卒業までに至った過
程をまとめてみたいと思う。

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。

過剰適応により現れた、身
体症状の解決のプロセス
～面接、家庭訪問を通して行っ
た受容的・共感的カウンセリン
グによる自己理解支援～

内野珠美
福岡県高等学校教諭

【要約】
　明るく、活発で、リーダー
的存在のクライアント（以下
ＣＬ）は、学校へ登校するこ
とに対し過剰適応が見られ、
顔色が悪く、時には発汗する
などの身体的症状が表れた。

家庭では沈みがちで、涙を流
す等、精神的に不安定で、一
緒に暮らしている母親もその
対応に困惑していた。本人は
学校に「行きたい」と言う気
持ちが強いが、前述したよう
な身体的症状が表れ、体の状
態と、気持ちとの葛藤が更に
ＣＬを苦しめていた。家庭環
境は非常に恵まれており、周
囲はＣＬの気持ちを尊重し、
共感的・協力的な態度で接し
てくれている。
　本人を含めた話し合いを行
う中、専門機関への受診やＣ
Ｌの自己理解が深まっていく
過程で、自由を求める気持ち
と、それが出来ない自分との
葛藤が、ＣＬの身体症状を引
き起こす大きな原因であるこ
とが判明していった。ＣＬ自
身がそのことを理解し、受け
入れたことにより、身体的症
状の緩和、精神的な落ち着き
を取り戻していった。



JETI NewsLetter / September 1, 2006   Volume Ⅷ

7



まん延する子どもの抑
うつ傾向

　　　　　　　編集部

　近年、大人だけでなく多く
の子どもが抑うつに関する問
題を抱えていることが明らか
になっている。一般児童にお
ける抑うつ症状の実態調査
（佐藤ら 2006）によると、
東京、神奈川など５都県の公
立小学校に通う４-６年生
3,300人の約12%が「よく眠
れない」「すごく退屈」な
ど、うつ病に進行する可能性
のある抑うつ傾向を示してい
るという。また、北海道大学
病院精神科グループの調査に
よれば中学生の実に22.8%が
うつ傾向にある、という結果
が出ている。
　うつ病の判断基準としては
以下の７項目があげられる。
睡眠障害（夜中に目が覚めた
り、朝早く目が覚める）、食
欲障害（食欲がない、体重が
減る）、日内変動（朝調子が
悪く、夕方から楽になる）、
身体のだるさ、興味関心の喪
失（好きなことが楽しめな
い）、意欲・気力の減退（何
事もおっくう）、知的活動能
力の減退（集中できず、頭が
働かない）。こんな症状が４
つ以上、２週間以上続くとう
つ病と診断される。
　子どもたち自身は、もし上
記のような兆候がいくつか
あっても、自分がうつ状態に
あるとは思ってもいないだろ

うし、何か楽しいことでもあ
れば気分がよくなるケースが
ほとんどだ。それでも「まじ
めな子が急に遅刻や早退を繰
り返すようになった」「勉強
に集中できなくなった」「友
人関係でイライラするように
なった」りしていたら、要注
意だろう。「悲しい気持ち」
「暗い気持ち」「何だかイラ
イラする」などの言葉が本人
から頻繁に出るようになる
と、うつ病の予備軍になって
しまう。
　子どもの生活に変化があっ
たときは特に注意が必要とさ
れる。進級や進学、転校など
で友人関係が変わったり、あ
るいは夏休みなどの長い休み
明けも要注意である。保護者
や教師が子どもの日常をよく
観察していればわかることが
大半だろうが、以下に紹介す
るような子どもにもできる簡
単な気分を測定する質問紙が
ある。
　DAMSという質問紙であ
る。文字通り抑うつ気分と不
安気分を測定するのだが、同
時に肯定的気分も測定する。
うつ病性障害と不安性障害に
おいては、肯定的気分が高い
場合不安障害の確率が高く、
逆に肯定的気分が低い場合う
つ病性障害の確率が高くな
る、とされていることから肯
定的気分も測定できることに
は意義がある。質問項目は９
項目で、肯定的気分を測定す
る項目は「はつらつとした」
「嬉しい」「楽しい」であ
り、抑うつ気分は「暗い」
「嫌な」「沈んだ」、不安気

分は「気がかりな」「不安
な」「心配な」の各３項目で
ある。それぞれの項目に対し
「全くあてはまらない」から
「非常によくあてはまる」ま
での７段階で過去２，３日の
気分を回答するようになって
いる。DAMSは６回分で一つ
の質問紙として構成されてお
り、１週間に１度実施すれば
６週間にわたる気分の変動が
記録できるため、この結果を
折れ線グラフにしてみると気
分の変動が明確に把握でき
る。６週間抑うつ気分や不安
気分が続くようだと、何らか
の介入策を必要としているは
ずである。
　教育現場でも授業開始前の
２，３分で回答できるものな
ので、抑うつ症状の早期発見
に大いに役立つと思われる。

DAMS (Depression and Aixiety 
Mood Scale）
著者：福井至（東京家政大学）
木津明彦（北海道保健福祉部）
陳峻雯（東海女子大学）熊野宏
昭（東京大学）坂野雄二（北海
道医療大学）。
発行：こころネット株式会社
http://www.kokoronet.ne.jp/f
ukui/dams/
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