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合格おめでとうございます。2006年 ９、11月実施
JETI教師カウンセラー資格認定委員会

認定試験合格者

委員長

内山喜久雄

《初級》

《中級》

《上級》

【北海道】村川明香(高)和泉
洋子(小)近藤夕紀子(小)

【北海道】水上ますみ(養)

【宮城県】鈴木可奈子(OB)

【宮城県】清野優子(中)

【福島県】本田千恵里(OB)

【山形県】齋藤浩美(中)

【栃木県】吉田哲子(中)

【栃木県】１名(高)

「見捨てられ不安」が根底に
ある不登校生徒に対する訪問
カウンセリング〈中断例〉

【埼玉県】武隈きよ子(中)

【埼玉県】１名(小)

〜学校適応相談員としての1年間

【千葉県】清水恵子(中)太田
悦子(中)尾島由夏(高)

【千葉県】押本麻子(高)

の定期的な訪問を通して〜

【静岡県】吉田真由美(小)杉
山千幸(中)

【神奈川県】神本直子(中)

【三重県】岡田綾(高)

【新潟県】星サユリ(OB)

【広島県】堂上多栄子(高)大
本典子(中)

【静岡県】魚住みど里(高)鈴
木洋子(小)

【山口県】１名(小)

【滋賀県】河崎喜美子(高)

【香川県】渡邊麻知代(小) 他
１名(OB)

【広島県】村岡喜代子(小) 堂
上多栄子(高) 他１名

【愛媛県】村上洋子(小)

【高知県】中村美幸(養)

【高知県】中村美幸(養)

【長崎県】深堀眞理子(養) 他
１名

【熊本県】増田英恵(小)

【東京都】笠井さち子(OB)
【長野県】伊藤八重子(小)

【鹿児島県】１名(中)

お知らせ
この度事務所を移転いたしました。新住所は以下の通りです。
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-35-14
ユニアス七井ビル F-3
TEL : 0422-28-7620
FAX : 0422-28-7583
フリーコール : 0120-737-556
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【秋田県】田中昭子(小)小笹典

清水恵子(中)太田悦子(中)尾島由

子(中) 他1名

夏(高) 他1名

【山形県】岡部りう子(小)原田

【東京都】宮田富士子(中)篠島

麻美子(高)須藤郁子(高)神保敬子

秀哉(中)樫木暢子(養)長谷川恵子

(中)齋藤浩美(小)海道陽子(小)

(小)土屋みつ子(中)関谷由美子

【福島県】黒坂淑子(高)渋佐多

(中)坪内英津子(中)種田三千代

恵子(養)髙橋良子(中)坂上緑(小)

(小)松本美佐子(中)宮地いづみ

田代貴峰子(高)堀川由美子(小)佐

(養)大串京子(高)荒畑美貴子(小)

藤浅香(中)小飛山智康(高)安齋紀

山本澄(養)中原陽子(中)宮川洋子

子(高)遠藤まさ子(小)金子里美

(小)笠井さち子(OB) 他２名

(高)太田伴子(小)小滝久子(小)平

【神奈川県】武井逸美(小)井上

野珠美(中)本田千恵里(OB) 他1

公子(小)木原由紀子(養)花村マチ

名

子(小)相原晴美(小)黒川美穂子

【北海道】高橋恵美子(小)山脇

【茨城県】持丸すい(養)笹島加

(中)滝沢睦美(小)岡部早苗(中)野

恵子(小)桂玲子(高)森永倫代(高)

与子(高)戸村みどり(小)山口広美

田由栄子(中)神津厚子(小)大島尚

多田真理子(小)續橋淳子(高)富田

(小)吉田美土里(高)井上和子(高)

子(OB)古江ひろ子(小)渡邊ゆみ

孝子(高)後藤奈津子(小)福岡ひろ

藤森幸子(小)金澤京子(小)川のり

(小)橋本ゆかり(中)林篤子(盲) 井

み(高)松平敦子(高)神晴美(小)坪

子(養)豊田敦子(小)大倉理代(小)

上敦子(中)植木亜紀子(中)麻生麻

井克彦(高)斎木香織(養)髙田眞紀

小田原タカヨ(中)成井京子(小)飯

由美(小)川瀬典子(小)神本直子

子(中)山口理恵子(小)佐藤由美子

塚かほる(中)田村治子(養) 他１

(中)前田礼子(小)三木洋子(小)吉

(小)佐藤明美(中)堤瑞枝(小)加藤

名

原ナナ子(小) 他1名

和江(小)堂腰律子(高)水上ますみ

【栃木県】臼井紀子(高)坂本優

【山梨県】持田まさき(中) 他１

(養)持川恵美(高)小野地道子(中)

子(小)阿部純子(高) 大河原真知

名

佐藤総子(小)安里栄子(中)村川明

子(小)吉田哲子(中)他２名

【長野県】田澤操(小)池田淑恵

香(高)和泉洋子(小)近藤夕紀子

【群馬県】石田由美子(小) 島田

(中)木下志保里(養)小宮桂子(小)

(小) 他1名

ひろみ(小)他1名

大塚頼子(高)清水裕子(中)沓掛美

【青森県】石岡祐子(小)濱中正

【埼玉県】中沢ことじ(高)村本

知子(小)滝沢博子(小)大月ひろ子

子(小)敦川優美子(聾)山本元子

真理(高)木村直美(中)秋葉和子

(小)土屋美保(小)佐藤博美(中)角

(高) 他３名

(相)中原定子(小)大野とし子(小)

田都貴江(小)神田愛子(小)徳武良

【岩手県】小山田ヨシ子(小)前

前原久枝(小)小泉由恵(セン)新井

枝(小)芳川春子(中)唐澤かおり

川啓太郎(高)水木叔子(高)及川洋

礼子(中)武隈きよ子(中) 他1名

(中)笠井みゆき(中)小林眞由美

子(小)菅原美恵子(小)小原洋子

【千葉県】町田秀美(小)宇賀公

(中)永井あき子(小)平澤真美(小)

(中)野澤久美(小)伊藤奈美子(小)

子(中)三ツ橋三津江(小)秋山るみ

渡邊恭子(小)井ノ浦愛子(高)染川

吉田ひろみ(中)氏家ゆう子(OB)

(小)松橋新子(小)鈴木みちよ(小)

あゆみ(中)櫻井真由美(小)竹内久

杉田かおり(高)村上百合子(養)中

加藤惠子(小)佐久間啓子(小)藤井

代(高)大井信子(OB)伊藤八重子

村美代子(聾)西原晴美(OB)小泉

恵美子(高)石井末子(中)芝﨑綾子

(小)松本こずえ(中)大塚圭子(養)

礼(中) 他２名

(中)加藤容子(高)岩佐弥生(小)佐

他２名

【宮城県】荒久美子(中)樋口美

藤和代(小)青山ひとみ(小)野呂瀬

【新潟県】竹内由美子(小)堀井

穂(養)山内修(中)秀由佳(小)佐藤

かよ子(小)吉田昭代(中)加藤雅子

美加子(高)田中薫(高)金内美智子

ちよえ(高)我妻幸子(中)保原喜美

(小)川名かつ子(小)宮城喜代美

(小)桑原モト子(高)山田フサ(小)

子(高)鈴木可奈子(OB)庄司尋代

(小)亀田佳恵(小)北田敬子(中)小

星サユリ(OB)平松亜矢子(小)花

(養)小野ゆかり(中)蘇武千代子

林晶子(高)清水博美(小)横山前穂

水久美子(高)新保恵子(中等)加藤

(中)煤孫久子(中)清野優子(中)

(養)渡邊真亀子(小)押本麻子(高)

悦子(小)

JETI教師カウンセラー
資格者一覧
2006年12月末現在
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【富山県】飯野順(中)石黒高明

子(小)佐々木昌子(小)鷲尾登志子

【高知県】宮﨑久美子(高)久保

(中)山藤孝子(小)

(高) 他１名

田節子(高)中野ひとみ(中) 野地

【石川県】梶谷泉(小)米光恵美

【大阪府】小名川香代子(小)十

真由美(小)中村美幸(養)

子(高)石宮由美子(小)西田弘美

河芳江(小)上西起代美(高)石田千

【福岡県】福永桂子(小)浅島由

(高)中川浩美(相)川田佐登美(小)

恵子(小)元古幸恵(小)山本あや子

美子(中)森薫(高)上島昭宣(専)樋

鈴ヶ嶺陽子(高)岩沼見奈(養)

(小)亀田眞莉子(中)稲井郁美(高))

口悦子(高)西村穣子(中)吉岡恵美

【福井県】吉村嚇子(小)山中愛

他２名

子(小)椋田孝行(高)山下敬子(中)

子(小)平泉泰子(小)張籠二三枝

【兵庫県】蔭山利子(高)中井敏

針尾洋子(小)内野珠美(高)

(高)井川久美子(中)島崎直子(高)

子(小)水田恵(小)田中信子(小)佐

【佐賀県】平川まゆみ(養)緒方

他１名

竹友美子(中)田村弘子(小)中村美

幸代(小)石倉郁子(養)吉村千春

【岐阜県】宮西徹(高)福井千裕

佳(高)今枝弘子(中)松村豊子(高)

(養)熊谷眞理子(小)小松洋子(高)

(中)藤井静子(中)武田由香里(小)

蔭木恵子(高)浮田京芳(高)坂本民

真島茜(高)

浅野文子(小)川瀬千登里(養)小坂

恵(高)西村美都利(小)大村弘美

【長崎県】田端アサノ(中)石井

保子(養)千村達志(中)原香(小)辻

(小)唐津弥生(高) 他1名

あつ子(高)冨永恵子(養)梅野とも

きり子(小)松井みどり(養)多和田

【奈良県】塩見順子(小)木村靖

庫(中) 竹村さおり(中)西川優子

聡美(小)亀山晴子(小)長尾弥生

代(中)

(小)深堀眞理子(養)池田美穂(小)

(小)山田佳生子(小)水谷志保子

【和歌山県】名原みのり(小)東

天野雅子(小) 他２名

(小)和田恵子(小) 他１名

平朋子(養)中村まき(小)藤田佳津

【熊本県】日高由紀(OB)岩野德

【静岡県】荒川恵子(小)山下辰

子(養)角末美智代(盲)湯浅二美

子(高)宇佐芳惠(中)宮崎光枝(小)

代 ( 中 ) 山 口 すみ え ( 小 ) 伊 藤 照 之

(中)和歌真喜子(高)他１名

光永千恵子(高)吉田協子(中)塩田

(高)青野千代(高)長澤友香(中)木

【鳥取県】１名

多磨美(中)宮本睦美(OB)増田英

下不二子(高)新井はる美(小)廣瀬

【島根県】小豆澤育子(養)林康

恵(小)

智子(中)山﨑永子(中)花村愛子

子(小)河合宣和(小)原留美子(小)

【大分県】長屋悦子(高)大塚万

(中)花畑清美(小)魚住みど里(高)

三谷佐登美(小)

里子(高)吉田由美(中)後藤正子

松下純子(小)鈴木洋子(小)吉田真

【岡山県】大森敦子(小)德山町

(教セ)菊奈津子(養)

由美(小)杉山千幸(中)

子(中)金光薫(高)西森裕子(高)下

【宮崎県】瀬戸口浩子(中)新福

【愛知県】天野真美(高)中根千

村ひとみ(小)青木三恵子(聾)

順子(小)田口敏子(OB)佐藤美智

恵子(小)本田多美子(中)田中雅子

【広島県】小迫玲子(高)松岡喜

子(高)矢津田恵子(小)

(高)松原美保(養)稲熊久江(中)山

代子(小)中原榮子(小)山根美穂

【鹿児島県】山本栄子(小)松尾

中みどり(高)石谷泰枝(高)吉澤美

(高)矢田久美子(小)古本文子(小)

恵(高)河野眞佐子(中)内田由紀子

由紀(小)豊永真美(高)安藤幸子

堂上多栄子(高)大本典子(中) 他1

(小)森田かおり(OB) 田邊ツル子

(小)長沼潤子(小)河合美貴子(小)

名

(中)除川納子(高) 他２名

石井志津子(小)岸本直子(小)林佳

【山口県】尾﨑悠子(小)藤本和

【沖縄県】神山隆子(小)宮城と

美(高)岡本明美(小)藤田寿美子

子(養)西村妙子(小)関岡縁(中)前

も子(小)下地シゲ子(中)村上芳美

(小)近藤甲代子(高) 他１名

田公子(高) 他２名

(中)比嘉晴美(高)玉城尚子(小)知

【三重県】古閑美彗子(中)糟谷

【徳島県】中野徳子(小)森光あ

花多鶴子(小)安次嶺和子(中)

佐知子(小)後藤香(高)伊藤千鶴

ゆみ(小)

(高)福森圭子(中)島田八千代(高)
村田真理(小)岡田綾(高)

【香川県】高橋貴美子(小)片岡
秀子(OB)半田リヱ(養)山田昭広

【滋賀県】古川郁子(小)松村斉

(中)伊藤君子(小)横井京子(中)滝

(養)松尾季洋子(相)西村敦子(小)

川真理(養)伊藤春恵(高)引田トシ

河崎喜美子(高)小川まち江(中)武

ヱ(OB)渡邊麻知代(小) 他２名

石晶子(中)川端智子(小) 他１名

【愛媛県】矢野多美子(小)月原

【京都府】前羽京子(小)小野斉

伸子(中)高月ひとみ(高)川上繁美

恵(中)森下美代子(中) 西村智惠

(小)村上洋子(小)
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泉由恵(セン) 新井礼子(中) 他１

【岐阜県】宮西徹(高)藤井静子

名

(中)浅野文子(小)千村達志(中)辻

【千葉県】三ツ橋三津江(小)秋

きり子(小)小坂保子(養)原香(小)

山るみ(小)石井末子(中)藤井恵美

福井千裕(中)武田由香里(小)長尾

子(高)岩佐弥生(小)加藤容子(高)

弥生(小)多和田聡美(小)水谷志保

佐藤和代(小)芝﨑綾子(中)青山ひ

子(小) 他１名

とみ(小)川名かつ子(小)吉田昭代

【静岡県】長澤友香(中)伊藤照

(中)亀田佳恵(小)宮城喜代美(小)

之(高)荒川恵子(小)木下不二子

【北海道】後藤奈津子(小)續橋

清水博美(小)小林晶子(高)押本麻

(高)山下辰代(中) 廣瀬智子(中)花

淳子(高)多田真理子(小)福岡ひろ

子(高)

村愛子(中)青野千代(高)新井はる

み(高)松平敦子(高)坪井克彦(高)

【東京都】樫木暢子(養)長谷川

美(小)山﨑永子(中)花畑清美(小)

山口理恵子(小)佐藤由美子(小)堂

恵子(小)土屋みつ子(中)坪内英津

魚住みど里(高) 鈴木洋子(小)

腰律子(高)水上ますみ(養)

子(中)関谷由美子(中)篠島秀哉

【愛知県】河合美貴子(小)山中

【青森県】石岡祐子(小)濱中正

(中)宮田富士子(中)荒畑美貴子

みどり(高)田中雅子(高)中根千恵

子(小)

(小)松本美佐子(中)山本澄(養)宮

子(小)林佳美(高)藤田寿美子(小)

【岩手県】菅原美恵子(小)伊藤

川洋子(小)笠井さち子(OB) 他１

他１名

奈美子(小)野澤久美(小)氏家ゆう

名

【三重県】糟谷佐知子(小)後藤

子(OB)小原洋子(中)及川洋子

【神奈川県】滝沢睦美(小)岡部

香(高)伊藤千鶴(高)福森圭子(中)

(OB)前川啓太郎(高)小山田ヨシ

早苗(中)野田由栄子(中)井上公子

古閑美彗子(中)

子(小)中村美代子(聾)西原晴美

(小)武井逸美(小)古江ひろ子(小)

【滋賀県】松尾季洋子(相)小川

(OB) 他１名

神津厚子(小)井上敦子(中)橋本ゆ

まち江(中)松村斉(養)川端智子

【宮城県】山内修(中)我妻幸子

かり(中)麻生麻由美(小)前田礼子

(小)武石晶子(中)河崎喜美子(高)

(中)佐藤ちよえ(高)保原喜美子

(小)神本直子(中)他1名

他１名

(高)鈴木可奈子(OB)庄司尋代(養)

【山梨県】持田まさき(中)

【京都府】前羽京子(小)森下美

秀由佳(小)煤孫久子(中)清野優子

【長野県】小宮桂子(小)大塚頼

代子(中)西村智惠子(小)佐々木昌

(中)

子(高)沓掛美知子(小)角田都貴江

子(小) 他１名

【秋田県】小笹典子(中)

(小)神田愛子(小)大月ひろ子(小)

【大阪府】小名川香代子(小)山

【山形県】岡部りう子(小)神保

土屋美保(小)唐澤かおり(中)田澤

本あや子(小) 他1名

敬子(中)齋藤浩美(中)

操(小)木下志保里(養)清水祐子

【兵庫県】水田恵(小)佐竹友美

【福島県】髙橋良子(中)田代貴

(中)平澤真美(小)永井あき子(小)

子(中)今枝弘子(中)中村美佳(高)

峰子(高)堀川由美子(小)安齋紀子

徳武良枝(中)渡邊恭子(小)井ノ浦

中井敏子(小)蔭山利子(高)坂本民

(高)佐藤浅香(中)小飛山智康(高)

愛子(高) 染川あゆみ(中)竹内久

恵(高)浮田京芳(高)西村美都利

金子里美(高)坂上緑(小)渋佐多恵

代(高)大井信子(OB)伊藤八重子

(小) 他1名

子(養)平野珠美(中) 他１名

(小) 他1名

【和歌山県】東平朋子(養)藤田

【茨城県】山口広美(小)吉田美

【新潟県】堀井美加子(高)金内

佳津子(養)湯浅二美(中)和歌真喜

土里(高)金澤京子(小)戸村みどり

美智子(小)竹内由美子(小)田中薫

子(高)名原みのり(小)角末美智代

(小)笹島加与子(高)飯塚かほる

(高)桑原モト子(高)山田フサ(小)

(盲)

(中)田村治子(養) 他1名

平松亜矢子(小)新保恵子(中等)星

【島根県】三谷佐登美(小)林康

サユリ(OB)

子(小)原留美子(小)

子(高)臼井紀子(高)大河原真知子

【富山県】石黒高明(中)

【岡山県】大森敦子(小)德山町

(小) 他１名

【石川県】米光恵美子(高)中川

子(中)金光薫(高)下村ひとみ(小)

【埼玉県】木村直美(中)村本真

浩美(相)鈴ヶ嶺陽子(高)川田佐登

【広島県】小迫玲子(高)中原榮

理(高)中沢ことじ(高)秋葉和子

美(小)

子(小)矢田久美子(小)山根美穂

(相)中原定子(小)前原久枝(小)小

【福井県】吉村嚇子(小)張籠二

(高)村岡喜代子(小) 堂上多栄子

三枝(高)島崎直子(高) 他１名

(高) 他１名

中級

【栃木県】坂本優子(小)阿部純

4
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【山口県】西村妙子(小)前田公
子(高)

【要約】

【徳島県】森光あゆみ(小)

私(Ｓ)が学校適応相談員とし

【香川県】片岡秀子(OB)山田昭
広(中)滝川真理(養)伊藤春恵(高)

て担任をサポートするかたちで

上級

中学２年Ｍと出会った。不登校

引田トシヱ(OB) 他１名

の第３ステージの状態にあっ

【愛媛県】矢野多美子(小)川上

た。幼稚園の年長期に母親に連

繁美(小)高月ひとみ(高)

れられ福祉施設に預けられた。

【高知県】久保田節子(高)宮﨑
久美子(高)中村美幸(養)

【北海道】坪井克彦(高)

兄弟はなく母親と父親はすでに

續橋淳子(高)

離婚していた。幼児期に母親か

【福岡県】上島昭宣(専)森薫(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)

ら拒絶された経験による『見捨

吉岡恵美子(小)西村穣子(中)椋田

【宮城県】鈴木可奈子(OB)

てられ不安』がＭの心の奥底に

孝行(高)針尾洋子(小)内野珠美

【東京都】坪内英津子(中)

存在し、その寂しさに伴う精神

(高)

宮田富士子(中)

【佐賀県】石倉郁子(養)緒方幸

【神奈川県】岡部早苗(中)

代(小)熊谷眞理子(小)吉村千春

【長野県】神田愛子(小)

(養)平川まゆみ(養)小松洋子(高)

【福井県】吉村嚇子(小)

真島茜(高)

【静岡県】長澤友香(中)

【長崎県】石井あつ子(高)冨永

【愛知県】中根千恵子(小)

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
【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)宮本睦美(OB)

【滋賀県】松尾季洋子(相)
小川まち江(中)

が強かったため、面会の際「大
切にかつ真剣に考えている」と
いう実感をもたせるよう努め

があった。時間の経過とともに
内閉化の状態から外に意識を向
け始め、精神的にも比較的安定



する日が増えていった。しかし
学校復帰には至らず学校適応相

(中)内田由紀子(小)除川納子(高)

http://www.jeti.jp/

談員として任期が切れ、中断と
なったケースである。
【考察】
（１）1年間を振り返って
「大切にしている」という姿勢
の重要性

他１名

この一年間のＭとの関わりの

【沖縄県】下地シゲ子(中)村上
子(中)森田かおり(OB)

も愛されていない」という思い

【福岡県】内野珠美(高)

眞佐子(中)松尾恵(高)田邊ツル子

芳美(中)知花多鶴子(小)安次嶺和

リングを続けた。特に「誰から

うつや緊張をほぐす意味で効果

【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。

【鹿児島県】山本栄子(小)河野

共感していく非指示的カウンセ

た。作業療法は気分転換となり

(養)後藤正子(小)
智子(高)矢津田恵子(小)

ポールを形成し聞いて受容し、

【香川県】片岡秀子(OB)

里子(高)吉田由美(中)菊奈津子
【宮崎県】田口敏子(OB)佐藤美

もりの症状が表れていた。ラ

【兵庫県】水田恵(小)

吉田協子(中)
【大分県】長屋悦子(高)大塚万

不安(抑うつ)対人不信、引きこ

中で、ＳがＭの心の声をしっか

「見捨てられ不安」が根底に
ある不登校生徒に対する訪問
カウンセリング〈中断例〉

り聞ける存在であるということ
が不可欠であった。クライエン
トとのラポールを形成しなが

〜学校適応相談員としての1年

ら、とにかく聞いて、受容し、

間の定期的な訪問を通して〜

共感していく非指示的カウンセ

鈴木可奈子

リングを続けた。『見捨てられ

元宮城県中学校教員

不安』が根底にあるため、自分
は誰からも愛されていない、必

5
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要とされていないという気持ち

るという悪循環になってしま

す。そんな支援がしたいとずっ

が強かった。Ｍは自分のことを

う。その様子について学園側と

と考えていました。養護教諭の

大切に考えてくれる人の存在

情報交換しあいながら、その良

職務内容は年々多様化してきま

と、心を開いて話せる人の存在

くない行動を目前にしたときは

したがその中で私自身に何がで

を必要としていた。そのため

その行動そのものについて注意

きるか、どうしたいのか、今後

「Ｍの存在を大切にしている」

を促すが、あくまでも「Ｍを大

の人生設計を考えた時やはりカ

という態度、姿勢をもち面会す

切に思っているから言ってい

ウ ン セ ラ ー と して の 自 分 で し

ることが重要であると考えた。

る」ということが伝わるように

た。自己研修は続けていました

そして掲げた具体的な行動目標

配慮していくことで共通理解を

が勤務しながら心理学を専門

が①約束した面会の時刻を守

図った。学園側にはこのような

的、系統的に学ぶ機会はむずか

る。（他の仕事が入っても最優

生活上の言葉がけにも気を配っ

しく、この教師カウンセラーの

先にした。）②プライバシーを

ていただいた。

学習システムは自宅で学べると

守る配慮を約束し、安全に話せ

（２）家族の問題と「見捨てら

いう利点がありました。JETIの

る関係を保証する。③そのとき

れ不安」（略）

スタッフの方々にパソコン操作

どきのＭの気持ちにじっくり耳

（３）学校適応相談員の立場と

などを電話でサポートしていた

を傾けることで、「大切にかつ

校内外の連携（略）

だきながら、第1号として約1年

真剣に考えている」という実感

（４）今後の指導における改善

半ほど経ったころ上級試験の面

をもたせるよう努める。④面会

策について（略）

接で内山先生にお会いできた時

できないときはメモや手紙を残

の感激は今もこころに残ってい

して励ます。⑤心身不調で面会



できない場合は電話で様子を聞

ます。このシステムを通して日
本カウンセリング学会に入会で

き、電話があったことだけ伝え

きたことも、とてもありがたい

てもらう。⑥校内外で対応や指

ことでした。

導について連携を図っていく。
であった。この目標を踏まえ面
会を重ねるにつれ、Ｍは落ち着
いた様子でＳと対話できるよう

特別寄稿

その後、私は私なりのカウン

滋賀県草津市教育研究所
松尾季洋子

になっていった。また、安心し

《私の夢をかなえた教師カ

ていろいろな話題で話しかけて

ウンセラー資格取得》

くるようになった。真剣に作業
に取り組むこともできた。この
ような様子の変化からみて、①
〜⑤の行動目標は意義があった
と評価できると思う。つまり、
「Ｍのことを大切にかつ真剣に
考えている」という姿勢が伝わ
り、信頼につながっていったと
考えられる。
たとえばＭが精神的に過敏に
なっている時、大人の顔色を
伺ったり警戒したりする様子が
見られることがあった。そんな
時起床を促したり、朝食を食べ
るように注意すると機嫌を悪く
し、暴言を吐いたりした。しか
し、その後は必ず自己嫌悪に陥

昨年3月、私は32年間の養護
教諭生活にピリオドをうちまし
た。今は、念願であった教育相
談室に勤務しています。退職ま
であと8年を残し、退職を決心
したのはこの教師カウンセラー
資格取得が大きなきっかけでし
た。
保健室での様々な悩みを抱え
た子どもたち、先生や保護者の
方々との出会い、私自身の病気
による7ヶ月の休職からの職場
復帰が転機でした。大人も子ど
ももこころの風邪をひくことが
あります。しかし、前向きに生
きていくことはできる時がきま

6

セリングのあり方を模索し、自
分の気持ちを言語化しにくい場
合、非言語のメッセージの受け
止めとして、カラーやアートセ
ラピストの資格を取得しまし
た。私の場合、この心理療法は
かなり役にたっています。その
ほか自律訓練法や行動療法、
NLP、交流分析など自分に合う
と思った方法は学んで実践する
という気持ちを忘れず仕事に活
かそうと研修に通っています。
今の相談室の仕事はハローワー
クで探しました。履歴書に、教
師カウンセラー、心理相談員、
カラー、アートセラピスト…と
書いていく時、勤務しながら毎
日2時間、JETIの勉強をしてい
た時のことを思い出しました。
しんどかったけれど夢があった
から続けられた。本当に今の自
分の出発点でした。
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今、私はもうひとつの夢であ

することを望みます。教育現場

る自分のセラピールームをひら

では具体的な支援のノウハウが

く準備をしています。退職金で

知りたいと、多くの先生が思っ

自宅にテラスルームをつくりま

ておられます。

した。陽のひかりがいっぱい

私の学習法
新潟県OB 匿名希望
家庭の事情により教職を退き

入ってくる部屋でちょっぴりこ



ころの風邪をひいた人やひきそ

ました。しかし、いずれ相談員
や準スクールカウンセラーとし

うな人と過ごすことを第3の仕

て 再 就 職 し た い と 考 えて い ま

事にするために。このハッピー

す。 そ の 時 の た め に と 、 「 e 教

セラピールーム花紅茶と名づけ

師」での学習を始めました。

た部屋は私の宝物です。

合格者の声

当面の目標を初級合格と決
め、ＣＤにより大学教授の講義

今JETIの勉強をしている方々に
お伝えしたいことは
○頑張れば夢はかないます。毎
日勉強する時間をみつけて継続

を受けながらノートをとる方法
で学習し、試験に臨みました。

私の宝物
埼玉県中学校

武隈きよ子

することです。
○JETIの学習システムで学んだ

「何時この資格がとれるのだろ

ことから、さらに自分にあった

う」と思ったこともありました

研修を深めていくために日本カ

が、遂に夢が叶いました。相談

ウンセリング学会に入会できる

員として八年の歳月が流れてい

ことは魅力です。

ます。今日迄種々のカウンセリ

○自宅で学べるシステムは忙し
い教師にとっては、とてもあり
がたいことです。
○学んでいく過程や資格取得、
学んだ内容は自分の自信につな
がり教育相談に役立ちます。
○面接で内山先生にお会いでき
ることを楽しみに頑張ってくだ
さい。
《今後に望むこと》

ング講座や研修を受けてきまし
たが、この教師カウンセラーの
ご案内を頂いた時「きちんとし
た 資 格 が ほ し い 。 や って み よ
う」という熱い思いが湧き上
がって来たのを覚えています。
学校でのお勤めの傍ら、時間が

合格することはできましたが、
手応えがいまひとつだったた
め、それまでの学習方法を見直
しました。そして、中級試験に
向けては、各技法ごとに
①『ポイントを学習する』を熟
読する
②大学教授の講義を聞きながら
ノートをとる
③ノートを使って復習する
を繰り返しました。中級試験も
難しかったのですが、学習を始
めてから1年半で、なんとか合
格することができました。

あれば机に向かう日が続きまし

私にとっては、認定試験とそ

た。大学で受ける講義そのもの

の合格が学習の励みになりまし

が自宅で受けられる、このシス

た。今は、学んだことを実践

テムは、忙しい毎日の中で張り

し、少しでも多くの悩める子ど

合いと勇気をもたらしてくれ、

もたちの助けになりたいと思っ

今、私は教育相談所で12校の

私の励みになりました。何度も

ています。

巡回相談をしていますが、軽度

繰り返し授業が受けられること

発達障害をふくむ、特別支援の

も魅力でした。そして、今回合

相談が急増しており、大阪医科

格の通知を頂き、認定書を手に

大学に特別支援教育士の研修に

した時、喜びで一杯になりまし

通っています。

中級試験に合格して
鹿児島県中学校

匿名希望

た。私の宝物が増えました。必

大学時代心理学に出会い、再

教育相談の先生方の中には、

ず教育相談の場で生かし、今後

度入試を受け心理学科で学びた

特別支援コーディネーターを兼

もステップアップしていきたい

いと真剣に考えた時期がありま

ねておられる方もあり、発達障

と思っています。ありがとうご

した。結局転科もしませんでし

害の二次障害としての不適応、

ざいました。

たが、いつかは系統立てて学び

不登校も支援が急務です。JETI

たいと思っていました。教職も

の学習に特別支援がさらに充実

10年を超え、さらに優れた教師

7

JETI NewsLetter / January 10, 2007 Volume Ⅸ

になるため何かを始めたいと

ることができました。母のうつ

現代の子どもが抱える諸問題

思った3月、この講座に出会いま

状態の対応と重なる内容も多

に対して、適切な対応をするた

した。学習は長年の思いを形に

く、受験勉強は私にとって一石

めには、カウンセラーとしての

する新しい出発であり、学生時

二鳥でした。

力量をつけて行くことが大切だ

代を思い起こさせ、今までの歩

受験日程と介護予定を見比

と思います。また、教師自身が

みを振り返る機会でもありまし

べ、いつ受験しステップアップ

人間関係を豊かに築く上で、カ

た。職場が忙しいながらも、12

するかという受験プランを立て

ウンセリング的な考え方と実践

月まで中級受験という目標と、

ました。「やるときは集中！」

力は必要不可欠なものだと考え

仕事以外のものに打ち込める時

をモットーとしました。合格通

ます。

間は大きな救いだった気がしま

知は大きな自信に繋がりまし

す。講義のノートを見直し、

た。喜びで心が弾み単調な介護

「ポイントを学習する」を何度

生活に張り合いが出てきまし

も読み返しました。ここで得た

た。今は、上級受験に向けテー

知識を使いこなすためには、ま

マを絞っています。

だまだ努力と人間としての器が

長崎県

教諭

私自身が精神的な病気になっ
たことがあり、まだ時々、不安
定になることがあり通院してい

必要です。合格は第一歩にすぎ



ませんが、今後精進して行くた

る。今回、学習を進めて行くう
ちに自分の精神状態を安定させ

めの嬉しい道しるべになりまし

て行くのに大変役に立ちまし

た。

受験の動機

た。いろいろな考え方や技法を
よく学び、自己コントロールを

私の受験体験記
東京都中学校OB 笠井さち子
「やったー！」介護生活の中
で、初級・中級の合格通知は希
望の光であり、生きる張り合い
となりました。
「e教師」を通しカウンセリング
の勉強を始めたいと思ったのは
二年前です。副校長という立場
で児童、保護者、教職員のよき
相談相手となりたかったからで
す。特に、児童理解に関して
は、学級経営に悩む教師も多
く、保護者の方々も毎日のよう
に私共管理職を訪れ苦情を訴え
たり相談をしておりました。そ
のような中で、児童、保護者、
教職員の心を受けとめ、適切な
アドバイスを行いたかったから
です。
現在私は、学校現場での職務

高めて行きたいと思っている。
群馬県

教諭
福島県

様々な問題を抱えている児童
が増えています。今までの経験

今、日本の家庭、教育界が、

だけでは対応しきれない状況が

いじめ問題等で大きく揺れてい

あり、さらに自らの力量の弱さ

る。そんな中、身近な現場での

を感じています。より実践的な

問題事を、私が教師であったこ

理論や方法を学び、指導に役立

とを理由によく相談されるよう

てたいと考えています。

になった。適切なアドバイスを
してあげたい。また、カウンセ

兵庫県

ラーとして教育現場のみならず

教諭

悩んでいる多くの人々の心の支
現在多発している心の病につ

えになりたい。

いての理解を深めることによ
り、教育指導の場を広めること



ができると考えたからです。ま
た自分自身の知識を深めること
にもつながり、これからの生活
にも役立てて行けると思い応募
しました。
静岡県
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を退き、自宅にて実母の介護を
しています。母とともに生きる

教諭

教諭

という介護生活のお陰で「e教
師」の勉強をする時間を獲得す
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