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《 初 級 》
【宮城県】成澤昌浩(高)
【秋田県】佐々木玲子(小)

他2名(小) (小)
【山形県】押切真理子(小)
【福島県】1名(中)
【栃木県】伊東道子(中)
【群馬県】1名(高)
【埼玉県】酒井香央里(OB)

秦昭子(中)
【千葉県】山口恵美子(中)

小玉理恵子(小)
三上直美(中)
松﨑仁美(高)
山本真理子(小)
関川舞(特)
他1名(特)

【東京都】大西秀美(中)
【神奈川県】川原美穂(中)

飯塚裕子(中)
池田ゆかり(中)

【長野県】平井恭子(小)
宮澤順子(養)

【新潟県】阿部寿美(小)
猪股由貴子(養)
目黒シゲ(高)
星野桃子(高)

【福井県】藤田久栄(中)
他1名(小)

【静岡県】木下郁美(中)

【京都府】山﨑雅美(養)
中上瑞惠(養)
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尾野むつみ(小)
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植藤正彦(中)

【徳島県】森岡明代(中)
他1名(高)
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【福岡県】田川恵美子(小)
【佐賀県】中山節子(小)
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【大分県】角田一枝(幼)
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川南智子(小)
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【宮城県】秋本育代(OB)
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【福島県】村上淑子(高)
【埼玉県】武隈きよ子(中)
【千葉県】清水恵子(中)

【神奈川県】岸本愛子(小)
川原美穂(中)

【長野県】林孝子(小)
平田久美子(中)

【岐阜県】田口とも子(高)
【三重県】小林美和子(小)

加藤光世(特)
【京都府】増春ひろみ(小)
【兵庫県】谷田五沙子(小)
【広島県】木村裕子(小)
【徳島県】1名(高)
【高知県】中野ひとみ(中)
【宮崎県】岩崎瑞枝(小)
【鹿児島県】酒匂実喜(中)

他1名(中)

《 上 級 》
【福島県】宮本睦美(OB)
来談者中心療法を通して不登校か
らの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

【広島県】小迫玲子(OB)
いじめが原因の不登校生徒への教
室再登校援助
―保健室における認知行動療法等
による支援を試みて―

【千葉県】小林晶子(高)
過呼吸症状を頻回に起こす女子生
徒への時間制限カウンセリングに
よる支援

ここ数年心療内科を訪れうつ病の診断をくだされ
る教師が増えている。文部科学省の統計でも精神疾
患による休職者数が年々増え続け、2005年度には実
に4,178名となり、10年前の３倍以上になった。国
家公務員（約64万人）の精神疾患による休職者数は
1,160人であるから、教師（96万人）の数字は比率
的にも2倍以上になる。文科省では「保護者への対
応が煩雑になっていることや、子供、社会が変化し
これまで培ってきた指導方法が通用しなくなってい
る」と説明している。確かに最近も話題になってい
るが、保護者が教師に対し理不尽な要求をしたり無
理難題をいうケースが急増している。子どもたちに
しても、教師が注意をしたり頭をちょっとでもこず
いたりすれば、その場で携帯電話を取り出し教育委
員会に体罰があったと訴えることもあるくらいだ。
外交的で柔軟な思考や判断力を持つ教師ほど精神的
なストレスが高く、逆に固執性の高い教師ほど適応
性が高い、との指摘もある。一般的に望ましいとさ
れる性格傾向が学校組織の中では適応を困難にさせ
ている、という皮肉な現象だ。

東京都教職員互助会三楽病院精神神経科の医師は、
「休職者や通院者の背後に、大量の予備軍がいる。
健康に見えても中学教師全体の２，３割が軽い抑う 
つ状態という調査結果もある」と警鐘を鳴らしてい
る。このような状況は、教師の健康のみならず教育
の本質を左右する問題といえる。教育という国家に
とって最も重要な職務につき
ながら、その仕事から生じる
緊張・欲求不満・不安・怒り
や落ち込みなどの不快な感情
を持ち続ければ、仕事の意欲
を失うばかりでなく、生徒と
の関わりは機械的で表面的に
なり、子供の心身の健全な発育・
発達にも影響を及ぼす危険性
が懸念される。ひたむきで自
己関与の高い教師がバーンア
ウトしやすい、とまで言われて
いるが、こういった教師が教
育界にとっては最も大切な人
材であることが問題を一層複

雑にしている。
教師という職業は、航空管制官、外科医に次いで

ストレスのかかる職業と言われている。ある調査に
よれば、様々な症状が生じるほどのストレスを感じ
ている教師が全体の7割、離職の誘惑にかられた教
師は半分に及んでいる一方、教師という仕事にやり
がいを感じている教師は90％にも及ぶ。一見矛盾し
た深刻な状況の中でストレスをかかえたまま仕事を
続けているケースが多くなっているようだ。

●仕事の成果が見えにくいという、職務そのもの 
　　の曖昧性

●人と直接関わるために生じる、日常的な強い緊
　張感
●継続的な多忙感
●努力が必ずしもよい成果を生まない場合も多い
  教職という仕事の複雑さと難しさ
●まじめに、理想を追い求めようとする人が多い

といったことが、教師のストレスの高さにつながっ
ている。完璧な教師像を求めるほど自分の力量不足
と捉え、外的無力感が生じて「不安」を招く。何か
失敗をすれば過去否定と自己否定から将来否定の感
情が抑うつ感を高めてしまう。しかし、同じような
ストレスを受けながらも、ストレスフルな状況に適
応し職務を続けている教師が数多くいることも事実
だ。認知行動療法の観点からすれば、この違いが生
ずるのは個々の教師の認知的構え（物事の捉え方）
の違い、ということになる。ある外的な刺激を受け
たとき、その外的な刺激をどうとらえるか、という
枠組み（認知的構え）により適応・不適応が生じる

とされている。そしてその枠組みの中に、教師にあ
っては教師特有の文化の影響を受けた不合理な信念
が存在しやすく、理想に燃え完璧を求めれば求める
ほど、この不合理な信念が紛れ込み現実との乖離が
不適応を生んでいくことになる。

ストレス・マネジメントの方法としては、環境そ
のものに対する介入として、「仕事の負担軽減」「設
備の改善」「配置転換」「管理者によるラインケア
の充実」などがあげられるが、行政の力を借りなけ
ればならない。残る方法は個人で実践できるストレ
ス・マネジメントだ。
具体的な方法としては、まずストレスという概念

を理解し、次に自分のストレッサーやストレス反応
に気づき、さらにストレス・マネジメントの方法を
取得し、これを実践するという段階で構成されるの
が一般的である。ストレスチェック表は、インター
ネット上にもたくさん出回っているしいろんな雑誌
にも紹介されている。自分がどんなストレス反応を
どれだけ表出しているかを知るにはSRS-18（心理的
ストレス反応測定尺度）という質問紙がある。実践
の方法としては、個人の内的資源である自己効力感
や社会的スキルの向上、外的資源であるソーシャル
サポートの拡大といった方法が考えられる。自己効
力感の向上には認知行動療法、社会的スキルの向上
のためにはソーシャル・スキル・トレーニング（S-
ST）などが用いられる。自分自身でも行える認知行
動療法は非常に有効な手段になると思われる。

教師特有の不合理な信念

東京家政大学大学院福井研究室とJETI教師のスト
レス研究班は、教師特有の不合理な信念を、①自己
に対するもの②他者（児童・生徒・保護者）に対す
るもの③環境・状況に対するもの、の３つの次元に
分類し、教師および教育関係者を対象として調査・
分析した結果、以下のような教師特有の不合理な信
念を特定した。因子としては「理想的な児童・生徒
像」「完璧な教師像」「力量不足」「自己犠牲的傾
向」の４つを抽出し、これらの信念を測定する26項
目からなる質問紙を作成した。

1 児童･生徒は自ら進んで学校活動に参加しなけれ
ばならない。
2 児童･生徒は学習意欲がなければならない。

3 児童･生徒は自ら進んで学校の授業に参加しなけ
  ればならない。
4 児童･生徒はすべからく向上心を持つべきだ。
5 児童･生徒は授業中、常に落ち着いているべきで
  ある。
6 児童･生徒はしっかりした態度を示さなければな
  らない。
7 児童･生徒は毎日学校に来るのが当たり前である。
8 児童･生徒は教師の指示に素直の従うべきだ。
9 教師は悩んでいるところを人に見せてはならな
  い。
10 教師は完璧でなければならない。
11 教師が間違うはずはない。
12 教師が児童･生徒に受け入れられるためには本音
   を出すべきではない。
13 教師は何でもできなければならない。
14 教師が児童･生徒に好かれるためには自己主張は
   なるべく避けるべきである。
15 教師は人とけんかしてはならない。
16 教師はどんな児童･生徒からも嫌われてはならな
   い。
17 教師は酔っているところを人に見られるべきで
   はない。
18 教師は人前で失敗するところを見られるべきで
   はない。
19 学級運営がうまくいかないのは教師の力量がな
   いからだ。
20 子どもに言うことを聞かせられないのは教師の
   力量不足だ。
21 児童･生徒が問題行動をおこすのは担任のせいだ。
22 不登校をなおせないのは担任のせいだ。
23 親に信頼されないのは教師が無能だからである。
24 教師は自分のことよりも児童･生徒のことを優先
   するべきでだ。
25 教師は常に児童･生徒のことを考えているべきで
   ある。
26 教師は児童･生徒のために常に自己犠牲をはらう
   のが当然だ。
（1~8理想的な児童・生徒像、9~18完璧な教師像、
  19~23力量不足、24~26自己犠牲的傾向）

この質問紙を用いた「認知行動療法実践カード・
教師編」が来年にも刊行される予定になっている。

教師とストレス
JETI「さざなみ」編集部

認知行動療法は今世界でも最も主流のカウンセリング技法だが、その考え方

のルーツは意外に古い。古代ローマ帝国の哲人皇帝マルクス・アウレーリウスは

こんな言葉を残している。

「君がなにか外的の理由で苦しむとすれば、君を悩ますのはそのこと自体ではな

くて、それに関する君の判断なのだ」

古代ギリシアのストア派哲学者であったエピクテトスは

「人は物事そのものによって悩まされるのではない。物事の見方に悩まされる」

いずれも「最も恐れるべきことは自分自身の内に在る」ということだ。すな

わち同じようなストレスフルな事態に直面しても、その問題をどうとらえるかに

は個人差があり、個人の認知的構えによって変わってくる、ということだ。逆に

言えば、知らず知らずのうちに持った教師特有の不合理な信念を合理的な信念に

かえることで、自分の思考パターンがかわり適応できるようになるのだ。
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れる性格傾向が学校組織の中では適応を困難にさせ
ている、という皮肉な現象だ。

東京都教職員互助会三楽病院精神神経科の医師は、
「休職者や通院者の背後に、大量の予備軍がいる。
健康に見えても中学教師全体の２，３割が軽い抑う 
つ状態という調査結果もある」と警鐘を鳴らしてい
る。このような状況は、教師の健康のみならず教育
の本質を左右する問題といえる。教育という国家に
とって最も重要な職務につき
ながら、その仕事から生じる
緊張・欲求不満・不安・怒り
や落ち込みなどの不快な感情
を持ち続ければ、仕事の意欲
を失うばかりでなく、生徒と
の関わりは機械的で表面的に
なり、子供の心身の健全な発育・
発達にも影響を及ぼす危険性
が懸念される。ひたむきで自
己関与の高い教師がバーンア
ウトしやすい、とまで言われて
いるが、こういった教師が教
育界にとっては最も大切な人
材であることが問題を一層複

雑にしている。
教師という職業は、航空管制官、外科医に次いで

ストレスのかかる職業と言われている。ある調査に
よれば、様々な症状が生じるほどのストレスを感じ
ている教師が全体の7割、離職の誘惑にかられた教
師は半分に及んでいる一方、教師という仕事にやり
がいを感じている教師は90％にも及ぶ。一見矛盾し
た深刻な状況の中でストレスをかかえたまま仕事を
続けているケースが多くなっているようだ。

●仕事の成果が見えにくいという、職務そのもの 
　　の曖昧性

●人と直接関わるために生じる、日常的な強い緊
　張感
●継続的な多忙感
●努力が必ずしもよい成果を生まない場合も多い
  教職という仕事の複雑さと難しさ
●まじめに、理想を追い求めようとする人が多い

といったことが、教師のストレスの高さにつながっ
ている。完璧な教師像を求めるほど自分の力量不足
と捉え、外的無力感が生じて「不安」を招く。何か
失敗をすれば過去否定と自己否定から将来否定の感
情が抑うつ感を高めてしまう。しかし、同じような
ストレスを受けながらも、ストレスフルな状況に適
応し職務を続けている教師が数多くいることも事実
だ。認知行動療法の観点からすれば、この違いが生
ずるのは個々の教師の認知的構え（物事の捉え方）
の違い、ということになる。ある外的な刺激を受け
たとき、その外的な刺激をどうとらえるか、という
枠組み（認知的構え）により適応・不適応が生じる

とされている。そしてその枠組みの中に、教師にあ
っては教師特有の文化の影響を受けた不合理な信念
が存在しやすく、理想に燃え完璧を求めれば求める
ほど、この不合理な信念が紛れ込み現実との乖離が
不適応を生んでいくことになる。

ストレス・マネジメントの方法としては、環境そ
のものに対する介入として、「仕事の負担軽減」「設
備の改善」「配置転換」「管理者によるラインケア
の充実」などがあげられるが、行政の力を借りなけ
ればならない。残る方法は個人で実践できるストレ
ス・マネジメントだ。
具体的な方法としては、まずストレスという概念

を理解し、次に自分のストレッサーやストレス反応
に気づき、さらにストレス・マネジメントの方法を
取得し、これを実践するという段階で構成されるの
が一般的である。ストレスチェック表は、インター
ネット上にもたくさん出回っているしいろんな雑誌
にも紹介されている。自分がどんなストレス反応を
どれだけ表出しているかを知るにはSRS-18（心理的
ストレス反応測定尺度）という質問紙がある。実践
の方法としては、個人の内的資源である自己効力感
や社会的スキルの向上、外的資源であるソーシャル
サポートの拡大といった方法が考えられる。自己効
力感の向上には認知行動療法、社会的スキルの向上
のためにはソーシャル・スキル・トレーニング（S-
ST）などが用いられる。自分自身でも行える認知行
動療法は非常に有効な手段になると思われる。

教師特有の不合理な信念

東京家政大学大学院福井研究室とJETI教師のスト
レス研究班は、教師特有の不合理な信念を、①自己
に対するもの②他者（児童・生徒・保護者）に対す
るもの③環境・状況に対するもの、の３つの次元に
分類し、教師および教育関係者を対象として調査・
分析した結果、以下のような教師特有の不合理な信
念を特定した。因子としては「理想的な児童・生徒
像」「完璧な教師像」「力量不足」「自己犠牲的傾
向」の４つを抽出し、これらの信念を測定する26項
目からなる質問紙を作成した。

1 児童･生徒は自ら進んで学校活動に参加しなけれ
ばならない。
2 児童･生徒は学習意欲がなければならない。

3 児童･生徒は自ら進んで学校の授業に参加しなけ
  ればならない。
4 児童･生徒はすべからく向上心を持つべきだ。
5 児童･生徒は授業中、常に落ち着いているべきで
  ある。
6 児童･生徒はしっかりした態度を示さなければな
  らない。
7 児童･生徒は毎日学校に来るのが当たり前である。
8 児童･生徒は教師の指示に素直の従うべきだ。
9 教師は悩んでいるところを人に見せてはならな
  い。
10 教師は完璧でなければならない。
11 教師が間違うはずはない。
12 教師が児童･生徒に受け入れられるためには本音
   を出すべきではない。
13 教師は何でもできなければならない。
14 教師が児童･生徒に好かれるためには自己主張は
   なるべく避けるべきである。
15 教師は人とけんかしてはならない。
16 教師はどんな児童･生徒からも嫌われてはならな
   い。
17 教師は酔っているところを人に見られるべきで
   はない。
18 教師は人前で失敗するところを見られるべきで
   はない。
19 学級運営がうまくいかないのは教師の力量がな
   いからだ。
20 子どもに言うことを聞かせられないのは教師の
   力量不足だ。
21 児童･生徒が問題行動をおこすのは担任のせいだ。
22 不登校をなおせないのは担任のせいだ。
23 親に信頼されないのは教師が無能だからである。
24 教師は自分のことよりも児童･生徒のことを優先
   するべきでだ。
25 教師は常に児童･生徒のことを考えているべきで
   ある。
26 教師は児童･生徒のために常に自己犠牲をはらう
   のが当然だ。
（1~8理想的な児童・生徒像、9~18完璧な教師像、
  19~23力量不足、24~26自己犠牲的傾向）

この質問紙を用いた「認知行動療法実践カード・
教師編」が来年にも刊行される予定になっている。

教師とストレス
JETI「さざなみ」編集部

認知行動療法は今世界でも最も主流のカウンセリング技法だが、その考え方

のルーツは意外に古い。古代ローマ帝国の哲人皇帝マルクス・アウレーリウスは

こんな言葉を残している。

「君がなにか外的の理由で苦しむとすれば、君を悩ますのはそのこと自体ではな

くて、それに関する君の判断なのだ」

古代ギリシアのストア派哲学者であったエピクテトスは

「人は物事そのものによって悩まされるのではない。物事の見方に悩まされる」

いずれも「最も恐れるべきことは自分自身の内に在る」ということだ。すな

わち同じようなストレスフルな事態に直面しても、その問題をどうとらえるかに

は個人差があり、個人の認知的構えによって変わってくる、ということだ。逆に

言えば、知らず知らずのうちに持った教師特有の不合理な信念を合理的な信念に

かえることで、自分の思考パターンがかわり適応できるようになるのだ。

TEXT BOXあり　↑

JETI教師カウンセラー
資格者一覧

2007年11月末現在

初 級 

中 級 

http: / /www.jet i . jp/

平成19年7月1日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14

1 64 532 7 8 9 10 11 12

JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI



目次修正

x 14
y -20

W 48
H 

受験体験記 受験の動機

-1000 -800-1400-1600-1800-2000-2200 -1200 -600 -400 -200 0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

漣 さざなみ

内閣府認証 特定非営利活動法人　日本教育工学研究所 発行 December 10, 2007 Volume XI

合格おめでとうございます。2007年 7、9月実施　認定試験合格者
JETI教師カウンセラー資格認定委員会　委員長　内山喜久雄

2007年 7月、9月 認定試験合格者・・・・・・ １
資格者一覧　初級・・・・・・・・・・・・・ ２

　　　　　　中級・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
　　　　　　上級・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

上級試験論文（要約）・・・・・・・・・・・ ５
受験体験記・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
受験の動機・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

「漣」第11号　目次

《 初 級 》
【宮城県】成澤昌浩(高)
【秋田県】佐々木玲子(小)

他1名(小)
【山形県】押切真理子(小)
【栃木県】伊東道子(中)
【群馬県】1名(高)
【埼玉県】酒井香央里(OB)
【千葉県】山口恵美子(中)

小玉理恵子(小)
他1名(特)

【東京都】大西秀美(中)
【神奈川県】川原美穂(中)

飯塚裕子(中)
池田ゆかり(中)

【長野県】平井恭子(小)
【新潟県】阿部寿美(小)

猪股由貴子(養)
【京都府】山﨑雅美(養)

中上瑞惠(養)
【大阪府】稲森真理(高)
【兵庫県】1名(中)
【岡山県】平松恵美子(小)
【広島県】木村裕子(小)
【徳島県】1名(高)

【長崎県】德永京子(小)
【大分県】角田一枝(幼)

内尾由利子(養)
【宮崎県】岩崎瑞枝(小)
【鹿児島県】酒匂実喜(中)

《 中 級 》
【宮城県】秋本育代(OB)
【秋田県】鈴木真澄(高)
【福島県】村上淑子(高)
【埼玉県】武隈きよ子(中)
【千葉県】清水恵子(中)
【神奈川県】岸本愛子(小)

川原美穂(中)
【三重県】小林美和子(小)

加藤光世(特)
【京都府】増春ひろみ(小)
【兵庫県】谷田五沙子(小)
【高知県】中野ひとみ(中)
【鹿児島県】1名(中)

《 上 級 》
【福島県】宮本睦美(OB)
来談者中心療法を通して不登
校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

【広島県】小迫玲子(OB)
いじめが原因の不登校生徒へ
の教室再登校援助
―保健室における認知行動療
法等による支援を試みて―

【千葉県】小林晶子(高)
過呼吸症状を頻回に起こす女
子生徒への時間制限カウンセ
リングによる支援

ここ数年心療内科を訪れうつ病の診断をくだされ
る教師が増えている。文部科学省の統計でも精神疾
患による休職者数が年々増え続け、2005年度には実
に4,178名となり、10年前の３倍以上になった。国
家公務員（約64万人）の精神疾患による休職者数は
1,160人であるから、教師（96万人）の数字は比率
的にも2倍以上になる。文科省では「保護者への対
応が煩雑になっていることや、子供、社会が変化し
これまで培ってきた指導方法が通用しなくなってい
る」と説明している。確かに最近も話題になってい
るが、保護者が教師に対し理不尽な要求をしたり無
理難題をいうケースが急増している。子どもたちに
しても、教師が注意をしたり頭をちょっとでもこず
いたりすれば、その場で携帯電話を取り出し教育委
員会に体罰があったと訴えることもあるくらいだ。
外交的で柔軟な思考や判断力を持つ教師ほど精神的
なストレスが高く、逆に固執性の高い教師ほど適応
性が高い、との指摘もある。一般的に望ましいとさ
れる性格傾向が学校組織の中では適応を困難にさせ
ている、という皮肉な現象だ。

東京都教職員互助会三楽病院精神神経科の医師は、
「休職者や通院者の背後に、大量の予備軍がいる。
健康に見えても中学教師全体の２，３割が軽い抑う 
つ状態という調査結果もある」と警鐘を鳴らしてい
る。このような状況は、教師の健康のみならず教育
の本質を左右する問題といえる。教育という国家に
とって最も重要な職務につき
ながら、その仕事から生じる
緊張・欲求不満・不安・怒り
や落ち込みなどの不快な感情
を持ち続ければ、仕事の意欲
を失うばかりでなく、生徒と
の関わりは機械的で表面的に
なり、子供の心身の健全な発育・
発達にも影響を及ぼす危険性
が懸念される。ひたむきで自
己関与の高い教師がバーンア
ウトしやすい、とまで言われて
いるが、こういった教師が教
育界にとっては最も大切な人
材であることが問題を一層複

雑にしている。
教師という職業は、航空管制官、外科医に次いで

ストレスのかかる職業と言われている。ある調査に
よれば、様々な症状が生じるほどのストレスを感じ
ている教師が全体の7割、離職の誘惑にかられた教
師は半分に及んでいる一方、教師という仕事にやり
がいを感じている教師は90％にも及ぶ。一見矛盾し
た深刻な状況の中でストレスをかかえたまま仕事を
続けているケースが多くなっているようだ。

●仕事の成果が見えにくいという、職務そのもの 
　　の曖昧性

●人と直接関わるために生じる、日常的な強い緊
　張感
●継続的な多忙感
●努力が必ずしもよい成果を生まない場合も多い
  教職という仕事の複雑さと難しさ
●まじめに、理想を追い求めようとする人が多い

といったことが、教師のストレスの高さにつながっ
ている。完璧な教師像を求めるほど自分の力量不足
と捉え、外的無力感が生じて「不安」を招く。何か
失敗をすれば過去否定と自己否定から将来否定の感
情が抑うつ感を高めてしまう。しかし、同じような
ストレスを受けながらも、ストレスフルな状況に適
応し職務を続けている教師が数多くいることも事実
だ。認知行動療法の観点からすれば、この違いが生
ずるのは個々の教師の認知的構え（物事の捉え方）
の違い、ということになる。ある外的な刺激を受け
たとき、その外的な刺激をどうとらえるか、という
枠組み（認知的構え）により適応・不適応が生じる

とされている。そしてその枠組みの中に、教師にあ
っては教師特有の文化の影響を受けた不合理な信念
が存在しやすく、理想に燃え完璧を求めれば求める
ほど、この不合理な信念が紛れ込み現実との乖離が
不適応を生んでいくことになる。

ストレス・マネジメントの方法としては、環境そ
のものに対する介入として、「仕事の負担軽減」「設
備の改善」「配置転換」「管理者によるラインケア
の充実」などがあげられるが、行政の力を借りなけ
ればならない。残る方法は個人で実践できるストレ
ス・マネジメントだ。

具体的な方法としては、まずストレスという概念
を理解し、次に自分のストレッサーやストレス反応
に気づき、さらにストレス・マネジメントの方法を
取得し、これを実践するという段階で構成されるの
が一般的である。ストレスチェック表は、インター
ネット上にもたくさん出回っているしいろんな雑誌
にも紹介されている。自分がどんなストレス反応を
どれだけ表出しているかを知るにはSRS-18（心理的
ストレス反応測定尺度）という質問紙がある。実践
の方法としては、個人の内的資源である自己効力感
や社会的スキルの向上、外的資源であるソーシャル
サポートの拡大といった方法が考えられる。自己効
力感の向上には認知行動療法、社会的スキルの向上
のためにはソーシャル・スキル・トレーニング（S-
ST）などが用いられる。自分自身でも行える認知行
動療法は非常に有効な手段になると思われる。

教師特有の不合理な信念

東京家政大学大学院福井研究室とJETI教師のスト
レス研究班は、教師特有の不合理な信念を、①自己
に対するもの②他者（児童・生徒・保護者）に対す
るもの③環境・状況に対するもの、の３つの次元に
分類し、教師および教育関係者を対象として調査・
分析した結果、以下のような教師特有の不合理な信
念を特定した。因子としては「理想的な児童・生徒
像」「完璧な教師像」「力量不足」「自己犠牲的傾
向」の４つを抽出し、これらの信念を測定する26項
目からなる質問紙を作成した。

1 児童･生徒は自ら進んで学校活動に参加しなけれ
ばならない。
2 児童･生徒は学習意欲がなければならない。

3 児童･生徒は自ら進んで学校の授業に参加しなけ
  ればならない。
4 児童･生徒はすべからく向上心を持つべきだ。
5 児童･生徒は授業中、常に落ち着いているべきで
  ある。
6 児童･生徒はしっかりした態度を示さなければな
  らない。
7 児童･生徒は毎日学校に来るのが当たり前である。
8 児童･生徒は教師の指示に素直に従うべきだ。
9 教師は悩んでいるところを人に見せてはならな
  い。
10 教師は完璧でなければならない。
11 教師が間違うはずはない。
12 教師が児童･生徒に受け入れられるためには本音
   を出すべきではない。
13 教師は何でもできなければならない。
14 教師が児童･生徒に好かれるためには自己主張は
   なるべく避けるべきである。
15 教師は人とけんかしてはならない。
16 教師はどんな児童･生徒からも嫌われてはならな
   い。
17 教師は酔っているところを人に見られるべきで
   はない。
18 教師は人前で失敗するところを見られるべきで
   はない。
19 学級運営がうまくいかないのは教師の力量がな
   いからだ。
20 子どもに言うことを聞かせられないのは教師の
   力量不足だ。
21 児童･生徒が問題行動をおこすのは担任のせいだ。
22 不登校をなおせないのは担任のせいだ。
23 親に信頼されないのは教師が無能だからである。
24 教師は自分のことよりも児童･生徒のことを優先
   するべきだ。
25 教師は常に児童･生徒のことを考えているべきで
   ある。
26 教師は児童･生徒のために常に自己犠牲をはらう
   のが当然だ。
（1~8理想的な児童・生徒像、9~18完璧な教師像、
  19~23力量不足、24~26自己犠牲的傾向）

この質問紙を用いた「認知行動療法実践カード・
教師編」が来年にも刊行される予定になっている。

教師とストレス
JETI「さざなみ」編集部

認知行動療法は今世界でも最も主流のカウンセリング技法だが、その考え方

のルーツは意外に古い。古代ローマ帝国の哲人皇帝マルクス・アウレーリウスは

こんな言葉を残している。

「君がなにか外的の理由で苦しむとすれば、君を悩ますのはそのこと自体ではな

くて、それに関する君の判断なのだ」

古代ギリシアのストア派哲学者であったエピクテトスは

「人は物事そのものによって悩まされるのではない。物事の見方に悩まされる」

いずれも「最も恐れるべきことは自分自身の内に在る」ということだ。すな

わち同じようなストレスフルな事態に直面しても、その問題をどうとらえるかに

は個人差があり、個人の認知的構えによって変わってくる、ということだ。逆に

言えば、知らず知らずのうちに持った教師特有の不合理な信念を合理的な信念に

かえることで、自分の思考パターンがかわり適応できるようになるのだ。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。

その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で
受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもので
あり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったらう
まくいくのか本当に難しいケースであった。来談者
中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カウ
ンセリングの実践といったようにこの中級カウンセ
リングまでに学んだ全ての方法を一年半という年月
をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライエ
ントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強く
伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に考
えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共感
するということに徹した。クライエントの話に納得
いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼女
をとにかく心地よくさせることが第一と考えたから
である。回数を重ねる事に、初めのころの勢いある
一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事を
感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を通
してラポールの確立をある程度実感したので、全て
の受容、共感から一歩進めたお話療法を実践してみ
ようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらかい
間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエン
トが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったので
慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在の
置かれている事実について伝えた。本人にどこまで
伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くとい
う事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守り
支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗り
越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果を
もたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
― 保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１）中高との連携
中学２年時のいじめが原因で不登校になり、相談

室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきなり
の出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。

熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（駿
河台大学青山洋子講師作成）は中高連携にも大いに
参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見て、
その指導を関係者で共有する。当たり前のようだが、
教育者として、基本中の基本を疎かにしないことを、
確認する作業である。すべての不登校予防の前提に、
これがなくてはならないと思うのである」と指摘し
ている。
２）いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ」と
いう自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、学
校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、きっ
といいことはないだろう」という将来否定的な思考
がClから「先生、僕うつ病ですか」と質問を受けた
ように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠障害、
背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常などの身体
症状としても現れる。病院に行って身体面からの検
査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度に
緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否定
的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効であ
った。DACS test「自動思考カード」が変容を評価
する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない」というような人による評価に価値を
おくという指向性、自分に自信が持てないことはや

りたがらない回避性がみられた。不合理な信念を合
理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の変容
で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改善が
問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人関係
スキルや心因性身体反応をコントロールできる力を
身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとしている。
心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友

だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。
３）保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１年目の担任は入学式での加害者の出
会いに不登校になっても「仕方がない」という理解、
「よけいに傷つく」ことが起こりうるのではという
不安をもたれたうえでの自信のない消極的な態度で
あった。２年目の担任は「不登校は甘え、高校は義
務教育ではない、無理に保健室登校させなくてもよ
い」という無理解な態度であった。保健室登校のCl
と担任とのかかわりが少なく、担任に対する信頼感
や期待感を損わせてしまい、支援が中断、長期化す
る要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Clに必要なコーピングスキルを育むなど、
保健室登校の期間だからこそできることを積み上げ
て教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。家庭
との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様子を
伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしながら、
そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関われる
教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健

室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。
組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動

療法の全教職員研修の機会も持った。
養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた

形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ―ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１年
後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭からの

勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、そ
の通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤を
処方されるという事務的な診察がほとんどで、主治
医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれるとい
うことはないとのことだった。Y子はそのことにか
なり不満を感じていて、「この通院（治療）に意味
があるのだろうか」と思い悩んでいたようであった。
養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウンセ
ラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言って
いた「主治医にカウンセリングを受けたほうがいい
と言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬じゃ
なくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"という
気持ちの表れだったのではないかと思う。
HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに

対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が

筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。
経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか

ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す
るような言葉を発した後に「でも、しょうがないか

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリング

では、学校の時間枠の中で、教育課程の一環として
カウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施する
ことが望まれるとされており、今回のケースでは、
年度の区切りを期限と設定することが妥当であると
考えた。
Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自

分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。

TEXT BOXあり　↑

JETI教師カウンセラー
資格者一覧

2007年11月末現在

初 級 

中 級 

http: / /www.jet i . jp/

平成19年7月1日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14

1 64 532 7 8 9 10 11 12

JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI



目次修正

x 14
y -20

W 48
H 

受験体験記 受験の動機

-1000 -800-1400-1600-1800-2000-2200 -1200 -600 -400 -200 0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

【JETI教師カウンセラー上級試験論文】
 の要約と考察を掲載しました。
 全文はホームページをご参照ください。

http://www.jeti.jp   

来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。

その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で
受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもので
あり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったらう
まくいくのか本当に難しいケースであった。来談者
中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カウ
ンセリングの実践といったようにこの中級カウンセ
リングまでに学んだ全ての方法を一年半という年月
をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライエ
ントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強く
伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に考
えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共感
するということに徹した。クライエントの話に納得
いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼女
をとにかく心地よくさせることが第一と考えたから
である。回数を重ねる事に、初めのころの勢いある
一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事を
感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を通
してラポールの確立をある程度実感したので、全て
の受容、共感から一歩進めたお話療法を実践してみ
ようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらかい
間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエン
トが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったので
慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在の
置かれている事実について伝えた。本人にどこまで
伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くとい
う事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をはかりながら、全体でクライエントを見守り
支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗り
越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果を
もたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
― 保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１）中高との連携
中学２年時のいじめが原因で不登校になり、相談

室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきなり
の出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（駿

河台大学青山洋子講師作成）は中高連携にも大いに
参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見て、
その指導を関係者で共有する。当たり前のようだが、
教育者として、基本中の基本を疎かにしないことを、
確認する作業である。すべての不登校予防の前提に、
これがなくてはならないと思うのである」と指摘し
ている。
２）いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ」と
いう自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、学
校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、きっ
といいことはないだろう」という将来否定的な思考
がClから「先生、僕うつ病ですか」と質問を受けた
ように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠障害、
背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常などの身体
症状としても現れる。病院に行って身体面からの検
査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度に
緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否定
的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効であ
った。DACS test「自動思考カード」が変容を評価
する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない」というような人による評価に価値を
おくという指向性、自分に自信が持てないことはや

りたがらない回避性がみられた。不合理な信念を合
理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の変容
で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改善が
問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人関係
スキルや心因性身体反応をコントロールできる力を
身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとしている。
心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友

だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。
３）保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１年目の担任は入学式での加害者の出
会いに不登校になっても「仕方がない」という理解、
「よけいに傷つく」ことが起こりうるのではという
不安をもたれたうえでの自信のない消極的な態度で
あった。２年目の担任は「不登校は甘え、高校は義
務教育ではない、無理に保健室登校させなくてもよ
い」という無理解な態度であった。保健室登校のCl
と担任とのかかわりが少なく、担任に対する信頼感
や期待感を損わせてしまい、支援が中断、長期化す
る要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Clに必要なコーピングスキルを育むなど、
保健室登校の期間だからこそできることを積み上げ
て教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。家庭
との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様子を
伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしながら、
そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関われる
教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健

室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。
組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動

療法の全教職員研修の機会も持った。
養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた

形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ―ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１年
後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭からの

勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、そ
の通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤を
処方されるという事務的な診察がほとんどで、主治
医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれるとい
うことはないとのことだった。Y子はそのことにか
なり不満を感じていて、「この通院（治療）に意味
があるのだろうか」と思い悩んでいたようであった。
養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウンセ
ラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言って
いた「主治医にカウンセリングを受けたほうがいい
と言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬じゃ
なくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"という
気持ちの表れだったのではないかと思う。
HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに

対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が

筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。
経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか

ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す
るような言葉を発した後に「でも、しょうがないか

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリング

では、学校の時間枠の中で、教育課程の一環として
カウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施する
ことが望まれるとされており、今回のケースでは、
年度の区切りを期限と設定することが妥当であると
考えた。
Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自

分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。

その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で
受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもので
あり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったらう
まくいくのか本当に難しいケースであった。来談者
中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カウ
ンセリングの実践といったようにこの中級カウンセ
リングまでに学んだ全ての方法を一年半という年月
をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライエ
ントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強く
伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に考
えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共感
するということに徹した。クライエントの話に納得
いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼女
をとにかく心地よくさせることが第一と考えたから
である。回数を重ねる事に、初めのころの勢いある
一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事を
感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を通
してラポールの確立をある程度実感したので、全て
の受容、共感から一歩進めたお話療法を実践してみ
ようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらかい
間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエン
トが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったので
慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在の
置かれている事実について伝えた。本人にどこまで
伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くとい
う事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守り
支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗り
越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果を
もたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
― 保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１）中高との連携
中学２年時のいじめが原因で不登校になり、相談

室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきなり
の出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（駿

河台大学青山洋子講師作成）は中高連携にも大いに
参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見て、
その指導を関係者で共有する。当たり前のようだが、
教育者として、基本中の基本を疎かにしないことを、
確認する作業である。すべての不登校予防の前提に、
これがなくてはならないと思うのである」と指摘し
ている。
２）いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ」と
いう自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、学
校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、きっ
といいことはないだろう」という将来否定的な思考
がClから「先生、僕うつ病ですか」と質問を受けた
ように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠障害、
背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常などの身体
症状としても現れる。病院に行って身体面からの検
査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度に
緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否定
的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効であ
った。DACS test「自動思考カード」が変容を評価
する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない」というような人による評価に価値を
おくという指向性、自分に自信が持てないことはや

りたがらない回避性がみられた。不合理な信念を合
理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の変容
で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改善が
問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人関係
スキルや心因性身体反応をコントロールできる力を
身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとしている。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。
３）保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１年目の担任は入学式での加害者の出
会いに不登校になっても「仕方がない」という理解、
「よけいに傷つく」ことが起こりうるのではという
不安をもたれたうえでの自信のない消極的な態度で
あった。２年目の担任は「不登校は甘え、高校は義
務教育ではない、無理に保健室登校させなくてもよ
い」という無理解な態度であった。保健室登校のCl
と担任とのかかわりが少なく、担任に対する信頼感
や期待感を損わせてしまい、支援が中断、長期化す
る要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Clに必要なコーピングスキルを育むなど、
保健室登校の期間だからこそできることを積み上げ
て教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。家庭
との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様子を
伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしながら、
そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関われる
教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、
Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健室

登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任であ
った。積極的に管理職、他教職員への共通理解を得
られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意志
疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ―ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１年
後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭からの

勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、そ
の通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤を
処方されるという事務的な診察がほとんどで、主治
医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれるとい
うことはないとのことだった。Y子はそのことにか
なり不満を感じていて、「この通院（治療）に意味
があるのだろうか」と思い悩んでいたようであった。
養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウンセ
ラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言って
いた「主治医にカウンセリングを受けたほうがいい
と言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬じゃ
なくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"という
気持ちの表れだったのではないかと思う。
HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに

対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話
題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が筆

者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生のこ
とも"物"を相手にするように話していた」と表現し
ていた）、筆者も「それでいいんだよ」と返したこ
とが良い意味での転機となり、Y子自身がより内面
に目を向けるプロセスをも支えることができたと感
じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。
経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなかっ
たが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に怒
鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す
るような言葉を発した後に「でも、しょうがないか

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。

その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で
受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもので
あり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったらう
まくいくのか本当に難しいケースであった。来談者
中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カウ
ンセリングの実践といったようにこの中級カウンセ
リングまでに学んだ全ての方法を一年半という年月
をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライエ
ントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強く
伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に考
えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共感
するということに徹した。クライエントの話に納得
いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼女
をとにかく心地よくさせることが第一と考えたから
である。回数を重ねる事に、初めのころの勢いある
一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事を
感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を通
してラポールの確立をある程度実感したので、全て
の受容、共感から一歩進めたお話療法を実践してみ
ようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらかい
間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエン
トが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったので
慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在の
置かれている事実について伝えた。本人にどこまで
伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くとい
う事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守り
支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗り
越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果を
もたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
― 保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１）中高との連携
中学２年時のいじめが原因で不登校になり、相談

室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきなり
の出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（駿

河台大学青山洋子講師作成）は中高連携にも大いに
参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見て、
その指導を関係者で共有する。当たり前のようだが、
教育者として、基本中の基本を疎かにしないことを、
確認する作業である。すべての不登校予防の前提に、
これがなくてはならないと思うのである」と指摘し
ている。
２）いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ」と
いう自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、学
校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、きっ
といいことはないだろう」という将来否定的な思考
がClから「先生、僕うつ病ですか」と質問を受けた
ように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠障害、
背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常などの身体
症状としても現れる。病院に行って身体面からの検
査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度に
緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否定
的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効であ
った。DACS test「自動思考カード」が変容を評価
する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない」というような人による評価に価値を
おくという指向性、自分に自信が持てないことはや

りたがらない回避性がみられた。不合理な信念を合
理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の変容
で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改善が
問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人関係
スキルや心因性身体反応をコントロールできる力を
身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとしている。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。
３）保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１年目の担任は入学式での加害者の出
会いに不登校になっても「仕方がない」という理解、
「よけいに傷つく」ことが起こりうるのではという
不安をもたれたうえでの自信のない消極的な態度で
あった。２年目の担任は「不登校は甘え、高校は義
務教育ではない、無理に保健室登校させなくてもよ
い」という無理解な態度であった。保健室登校のCl
と担任とのかかわりが少なく、担任に対する信頼感
や期待感を損わせてしまい、支援が中断、長期化す
る要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Clに必要なコーピングスキルを育むなど、
保健室登校の期間だからこそできることを積み上げ
て教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。家庭
との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様子を
伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしながら、
そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関われる
教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、
Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健室

登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任であ
った。積極的に管理職、他教職員への共通理解を得
られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意志
疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ―ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１年
後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭からの

勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、そ
の通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤を
処方されるという事務的な診察がほとんどで、主治
医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれるとい
うことはないとのことだった。Y子はそのことにか
なり不満を感じていて、「この通院（治療）に意味
があるのだろうか」と思い悩んでいたようであった。
養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウンセ
ラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言って
いた「主治医にカウンセリングを受けたほうがいい
と言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬じゃ
なくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"という
気持ちの表れだったのではないかと思う。

HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに
対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話
題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が筆

者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生のこ
とも"物"を相手にするように話していた」と表現し
ていた）、筆者も「それでいいんだよ」と返したこ
とが良い意味での転機となり、Y子自身がより内面
に目を向けるプロセスをも支えることができたと感
じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。
経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなかっ
たが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に怒
鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す
るような言葉を発した後に「でも、しょうがないか

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。
その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で

受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもの
であり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったら
うまくいくのか本当に難しいケースであった。来談
者中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カ
ウンセリングの実践といったようにこの中級カウン
セリングまでに学んだ全ての方法を一年半という年
月をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライ
エントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強
く伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に
考えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共
感するということに徹した。クライエントの話に納
得いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼
女をとにかく心地よくさせることが第一と考えたか
らである。回数を重ねる事に、初めのころの勢いあ
る一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事
を感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を
通してラポールの確立をある程度実感したので、全
ての受容、共感から一歩進めたお話療法を実践して
みようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらか
い間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエ
ントが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったの
で慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在
の置かれている事実について伝えた。本人にどこま
で伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くと
いう事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守
り支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗
り越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果
をもたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
―　保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１ ） 中高との連携
中学２ 年時のいじめが原因で不登校になり、相

談室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきな
りの出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（ 

駿河台大学青山洋子講師作成） は中高連携にも大
いに参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見
て、その指導を関係者で共有する。当たり前のよう
だが、教育者として、基本中の基本を疎かにしない
ことを、確認する作業である。すべての不登校予防
の前提に、これがなくてはならないと思うのである。」
と指摘している。

２ ） いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ。」
という自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、
学校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、き
っといいことはないだろう。」という将来否定的な
思考がClから「先生、僕うつ病ですか。」と質問を
受けたように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠
障害、背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常など
の身体症状としても現れる。病院に行って身体面か
らの検査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう。」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度
に緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否
定的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効で
あった。DACS test「自動思考カード」が変容を評
価する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない。」というような人による評価に価値
をおくという指向性、自分に自信が持てないことは

やりたがらない回避性がみられた。不合理な信念
を合理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の
変容で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改
善が問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人
関係スキルや心因性身体反応をコントロールできる
力を身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとして
いる。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。

３ ） 保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１ 年目の担任は入学式での加害者の
出会いに不登校になっても「仕方がない。」という
理解、「よけいに傷つく。」ことが起こりうるので
はという不安をもたれたうえでの自信のない消極的
な態度であった。２ 年目の担任は「不登校は甘え、
高校は義務教育ではない、無理に保健室登校させな
くてもよい。」という無理解な態度であった。保健
室登校のClと担任とのかかわりが少なく、担任に対
する信頼感や期待感を損わせてしまい、支援が中断、
長期化する要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Ｃ Ｌ に必要なコーピングスキルを育むな
ど、保健室登校の期間だからこそできることを積み
上げて教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。
家庭との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様
子を伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしなが
ら、そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関わ
れる教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健
室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ― ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１ 
年後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭から
の勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、
その通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤
を処方されるという事務的な診察がほとんどで、主
治医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれると
いうことはないとのことだった。Y子はそのことに
かなり不満を感じていて、「この通院（治療）に意
味があるのだろうか」と思い悩んでいたようであっ
た。養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウ
ンセラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言
っていた「主治医にカウンセリングを受けたほうが
いいと言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬
じゃなくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"と
いう気持ちの表れだったのではないかと思う。

HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに
対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が
筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。

経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか
ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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【北海道】
高橋恵美子(小)山脇恵子(小)
桂玲子(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)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)
濱野葉月(高) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)
敦川優美子(聾)山本元子(高) 他3名

【岩手県】
小山田ヨシ子(中)前川啓太郎(高)
水木叔子(高)及川洋子(小)
菅原美惠子(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)
中村美代子(聾)西原晴美(OB)

小泉礼(中)阿部清美(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)鈴木可奈子(セン)
 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)成澤昌浩(高)

【秋田県】
田中昭子(小)小笹典子(中)
鈴木真澄(高)安田眞理子(高)
秋本育代(OB)福地恵(養)
佐々木玲子(小) 他3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)
押切真理子(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小) 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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)髙安真美(高) 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)
吉田哲子(中)伊東道子(中) 他2名

【群馬県】
石田由美子(小)島田ひろみ(小) 他2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)武隈きよ子(中)
小松朋子(小)大山律子(中)
酒井香央里(OB)秦昭子(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)清水恵子(中)
太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小)
山口恵美子(中)小玉理恵子(小)
三上直美(中)松﨑仁美(高)
山本真理子(小)関川舞(特) 他2名

【東京都】
宮田富士子(中)篠島秀哉(中)
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)大西秀美(中) 他3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)
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)
岸本愛子(小)川原美穂(中)
飯塚裕子(中)池田ゆかり(中) 他3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(OB)
伊藤八重子(小)松本こずえ(中)
大塚圭子(養)新保友梨(小)
林孝子(小)平井恭子(小)
宮澤順子(養)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
竹内由美子(小)野口美加子(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)阿部寿美(小)
猪俣由貴子(養)目黒シゲ(高)
星野桃子(高)

【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)藤田久栄(中) 他2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)田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
荒川惠子(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)吉田真由美(小)

杉山千幸(中)木下郁美(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)小林信子(高) 他2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)岡田綾(高)
加藤光世(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他1名

【滋賀県】
古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)
河﨑喜美子(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)島崎直子(小)
鷲尾登志子(高)増春ひろみ(小)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
寺田政子(小)尾野むつみ(小) 他1名

【大阪府】
小名川香代子(小)十河芳江(小)
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)稲森真理(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)谷田五沙子(小)
清水さだ子(小) 他2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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)
下村ひとみ(小)青木三恵子(聾)
畑洋子(小)平松恵美子(小)

【広島県】
小迫玲子(OB) 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)
堂上多栄子(高)大本典子(中)
竹之内多美子(小)豊島唯顕(高)
木村裕子(小)浦崎正美(高)
植藤正彦(中) 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2名

【徳島県】
中野徳子(小)森岡明代(中) 他1名

【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)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(小)井上清美(中)

【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)
中村美幸(養)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)針尾洋子(小)

内野珠美(高)田川恵美子(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)
真島茜(高)中山節子(小)

【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)入江徹(小)
徳永京子(小) 他2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)宮本睦美(OB)
増田英恵(小)

【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)角田一枝(幼)
内尾由利子(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)岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
川南智子(小) 他3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)
仲田スミ子(OB)
 

【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)水上ますみ(養)
近藤夕紀子(小) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)

【岩手県】
菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)
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)
鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)
秋本育代(OB)成澤昌浩(高)

【秋田県】
小笹典子(中)鈴木真澄(高)
福地恵(養)

【山形県】
岡部りう子(小)神保敬子(中)
齋藤浩美(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小)村上淑子(高) 

【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)
吉田哲子(中) 他1名

【群馬県】
島田ひろみ(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)
小松朋子(小)武隈きよ子(中) 他1名

【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)押本麻子(高)
清水惠子(中)

【東京都】
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)
笠井さち子(OB) 他1名

【神奈川県】
樫木暢子(養)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)
神本直子(中)岸本愛子(小)
川原美穂(中) 他2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)伊藤八重子(小)
林孝子(小)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
野口美加子(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)
星サユリ(OB)

【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) 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)
田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
長澤友香(中)伊藤照之(高)
荒川惠子(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)魚住みど里(高)
鈴木洋子(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

【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)岡田綾(高)
小林美和子(小)加藤光代(特)

【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)河﨑喜美子(高) 他1名

【京都府】
前羽京子(小)森下美代子(中)
西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小)増春ひろみ(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)谷田五沙子(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(OB)下村ひとみ(小)

【広島県】
小迫玲子(OB)中原榮子(小)
矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高)
木村裕子(小) 他1名

【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)

【徳島県】1名
【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)
中村美幸(養)森光あゆみ(小)
中野ひとみ(中)

【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)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 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)
吉田協子(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)瀬戸口浩子(中)
岩崎瑞枝(小)

【鹿児島県】
山本栄子(小)河野眞佐子(中)
松尾恵(高)森田かおり(OB)
田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高)酒匂実喜(中) 他2名

【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)

 

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【福島県】宮本睦美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【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)
【岐阜県】多和田聡美(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)
【広島県】小迫玲子(OB)
【香川県】片岡秀子(OB)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)
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【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。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。
その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で

受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもの
であり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったら
うまくいくのか本当に難しいケースであった。来談
者中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カ
ウンセリングの実践といったようにこの中級カウン
セリングまでに学んだ全ての方法を一年半という年
月をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライ
エントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強
く伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に
考えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共
感するということに徹した。クライエントの話に納
得いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼
女をとにかく心地よくさせることが第一と考えたか
らである。回数を重ねる事に、初めのころの勢いあ
る一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事
を感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を
通してラポールの確立をある程度実感したので、全
ての受容、共感から一歩進めたお話療法を実践して
みようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらか
い間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエ
ントが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったの
で慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在
の置かれている事実について伝えた。本人にどこま
で伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くと
いう事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守
り支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗
り越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果
をもたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
―　保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１ ） 中高との連携
中学２ 年時のいじめが原因で不登校になり、相

談室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきな
りの出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（ 

駿河台大学青山洋子講師作成） は中高連携にも大
いに参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見
て、その指導を関係者で共有する。当たり前のよう
だが、教育者として、基本中の基本を疎かにしない
ことを、確認する作業である。すべての不登校予防
の前提に、これがなくてはならないと思うのである。」
と指摘している。

２ ） いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ。」
という自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、
学校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、き
っといいことはないだろう。」という将来否定的な
思考がClから「先生、僕うつ病ですか。」と質問を
受けたように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠
障害、背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常など
の身体症状としても現れる。病院に行って身体面か
らの検査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう。」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度
に緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否
定的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効で
あった。DACS test「自動思考カード」が変容を評
価する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない。」というような人による評価に価値
をおくという指向性、自分に自信が持てないことは

やりたがらない回避性がみられた。不合理な信念
を合理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の
変容で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改
善が問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人
関係スキルや心因性身体反応をコントロールできる
力を身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとして
いる。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。

３ ） 保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１ 年目の担任は入学式での加害者の
出会いに不登校になっても「仕方がない。」という
理解、「よけいに傷つく。」ことが起こりうるので
はという不安をもたれたうえでの自信のない消極的
な態度であった。２ 年目の担任は「不登校は甘え、
高校は義務教育ではない、無理に保健室登校させな
くてもよい。」という無理解な態度であった。保健
室登校のClと担任とのかかわりが少なく、担任に対
する信頼感や期待感を損わせてしまい、支援が中断、
長期化する要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Ｃ Ｌ に必要なコーピングスキルを育むな
ど、保健室登校の期間だからこそできることを積み
上げて教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。
家庭との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様
子を伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしなが
ら、そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関わ
れる教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健
室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ― ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１ 
年後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭から
の勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、
その通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤
を処方されるという事務的な診察がほとんどで、主
治医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれると
いうことはないとのことだった。Y子はそのことに
かなり不満を感じていて、「この通院（治療）に意
味があるのだろうか」と思い悩んでいたようであっ
た。養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウ
ンセラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言
っていた「主治医にカウンセリングを受けたほうが
いいと言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬
じゃなくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"と
いう気持ちの表れだったのではないかと思う。

HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに
対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が
筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。

経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか
ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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【北海道】
高橋恵美子(小)山脇恵子(小)
桂玲子(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)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)
濱野葉月(高) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)
敦川優美子(聾)山本元子(高) 他3名

【岩手県】
小山田ヨシ子(中)前川啓太郎(高)
水木叔子(高)及川洋子(小)
菅原美惠子(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)
中村美代子(聾)西原晴美(OB)

小泉礼(中)阿部清美(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)鈴木可奈子(セン)
 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)成澤昌浩(高)

【秋田県】
田中昭子(小)小笹典子(中)
鈴木真澄(高)安田眞理子(高)
秋本育代(OB)福地恵(養)
佐々木玲子(小) 他3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)
押切真理子(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小) 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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中)伊東道子(中) 他2名

【群馬県】
石田由美子(小)島田ひろみ(小) 他2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)武隈きよ子(中)
小松朋子(小)大山律子(中)
酒井香央里(OB)秦昭子(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)清水恵子(中)
太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小)
山口恵美子(中)小玉理恵子(小)
三上直美(中)松﨑仁美(高)
山本真理子(小)関川舞(特) 他2名

【東京都】
宮田富士子(中)篠島秀哉(中)
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)大西秀美(中) 他3名

【神奈川県】
武井逸美(小)井上公子(小)
木原由紀子(養)樫木暢子(養)
花村マチ子(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)岸本愛子(小)
川原美穂(中)飯塚裕子(中)
池田ゆかり(中) 他3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(OB)
伊藤八重子(小)松本こずえ(中)
大塚圭子(養)新保友梨(小)
林孝子(小)平井恭子(小)
宮澤順子(養)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
竹内由美子(小)野口美加子(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)阿部寿美(小)
猪俣由貴子(養)目黒シゲ(高)
星野桃子(高)

【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)藤田久栄(中) 他2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)田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
荒川惠子(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)吉田真由美(小)
杉山千幸(中)木下郁美(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)小林信子(高) 他2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)岡田綾(高)
加藤光世(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他1名

【滋賀県】
古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)
河﨑喜美子(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)島崎直子(小)
鷲尾登志子(高)増春ひろみ(小)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
寺田政子(小)尾野むつみ(小) 他1名

【大阪府】
小名川香代子(小)十河芳江(小)
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)稲森真理(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)谷田五沙子(小)
清水さだ子(小) 他2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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)
下村ひとみ(小)青木三恵子(聾)
畑洋子(小)平松恵美子(小)

【広島県】
小迫玲子(OB) 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)
堂上多栄子(高)大本典子(中)
竹之内多美子(小)豊島唯顕(高)
木村裕子(小)浦崎正美(高)
植藤正彦(中) 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2名

【徳島県】
中野徳子(小)森岡明代(中) 他1名

【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)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(小)井上清美(中)

【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)
中村美幸(養)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)針尾洋子(小)

内野珠美(高)田川恵美子(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)
真島茜(高)中山節子(小)

【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)入江徹(小)
徳永京子(小) 他2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)宮本睦美(OB)
増田英恵(小)

【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)角田一枝(幼)
内尾由利子(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)岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
川南智子(小) 他3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)
仲田スミ子(OB)
 

【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)水上ますみ(養)
近藤夕紀子(小) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)

【岩手県】
菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)
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)
鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)
秋本育代(OB)成澤昌浩(高)

【秋田県】
小笹典子(中)鈴木真澄(高)
福地恵(養)

【山形県】
岡部りう子(小)神保敬子(中)
齋藤浩美(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小)村上淑子(高) 

【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)
吉田哲子(中) 他1名

【群馬県】
島田ひろみ(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)
小松朋子(小)武隈きよ子(中) 他1名

【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)押本麻子(高)
清水惠子(中)

【東京都】
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)
笠井さち子(OB) 他1名

【神奈川県】
樫木暢子(養)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)
神本直子(中)岸本愛子(小)
川原美穂(中) 他2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)伊藤八重子(小)
林孝子(小)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
野口美加子(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)
星サユリ(OB)

【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) 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)
田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
長澤友香(中)伊藤照之(高)
荒川惠子(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)魚住みど里(高)
鈴木洋子(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

【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)岡田綾(高)
小林美和子(小)加藤光代(特)

【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)河﨑喜美子(高) 他1名

【京都府】
前羽京子(小)森下美代子(中)
西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小)増春ひろみ(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)谷田五沙子(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(OB)下村ひとみ(小)

【広島県】
小迫玲子(OB)中原榮子(小)
矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高)
木村裕子(小) 他1名

【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)

【徳島県】1名
【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)
中村美幸(養)森光あゆみ(小)
中野ひとみ(中)

【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)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 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)
吉田協子(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)瀬戸口浩子(中)
岩崎瑞枝(小)

【鹿児島県】
山本栄子(小)河野眞佐子(中)
松尾恵(高)森田かおり(OB)
田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高)酒匂実喜(中) 他2名

【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)

 

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【福島県】宮本睦美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【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)
【岐阜県】多和田聡美(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)
【広島県】小迫玲子(OB)
【香川県】片岡秀子(OB)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)
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【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。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。
その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で

受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもの
であり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったら
うまくいくのか本当に難しいケースであった。来談
者中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カ
ウンセリングの実践といったようにこの中級カウン
セリングまでに学んだ全ての方法を一年半という年
月をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライ
エントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強
く伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に
考えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共
感するということに徹した。クライエントの話に納
得いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼
女をとにかく心地よくさせることが第一と考えたか
らである。回数を重ねる事に、初めのころの勢いあ
る一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事
を感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を
通してラポールの確立をある程度実感したので、全
ての受容、共感から一歩進めたお話療法を実践して
みようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらか
い間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエ
ントが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったの
で慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在
の置かれている事実について伝えた。本人にどこま
で伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くと
いう事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守
り支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗
り越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果
をもたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
―　保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１ ） 中高との連携
中学２ 年時のいじめが原因で不登校になり、相

談室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきな
りの出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（ 

駿河台大学青山洋子講師作成） は中高連携にも大
いに参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見
て、その指導を関係者で共有する。当たり前のよう
だが、教育者として、基本中の基本を疎かにしない
ことを、確認する作業である。すべての不登校予防
の前提に、これがなくてはならないと思うのである。」
と指摘している。

２ ） いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ。」
という自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、
学校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、き
っといいことはないだろう。」という将来否定的な
思考がClから「先生、僕うつ病ですか。」と質問を
受けたように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠
障害、背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常など
の身体症状としても現れる。病院に行って身体面か
らの検査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう。」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度
に緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否
定的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効で
あった。DACS test「自動思考カード」が変容を評
価する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない。」というような人による評価に価値
をおくという指向性、自分に自信が持てないことは

やりたがらない回避性がみられた。不合理な信念
を合理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の
変容で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改
善が問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人
関係スキルや心因性身体反応をコントロールできる
力を身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとして
いる。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。

３ ） 保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１ 年目の担任は入学式での加害者の
出会いに不登校になっても「仕方がない。」という
理解、「よけいに傷つく。」ことが起こりうるので
はという不安をもたれたうえでの自信のない消極的
な態度であった。２ 年目の担任は「不登校は甘え、
高校は義務教育ではない、無理に保健室登校させな
くてもよい。」という無理解な態度であった。保健
室登校のClと担任とのかかわりが少なく、担任に対
する信頼感や期待感を損わせてしまい、支援が中断、
長期化する要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Ｃ Ｌ に必要なコーピングスキルを育むな
ど、保健室登校の期間だからこそできることを積み
上げて教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。
家庭との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様
子を伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしなが
ら、そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関わ
れる教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健
室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ― ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１ 
年後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭から
の勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、
その通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤
を処方されるという事務的な診察がほとんどで、主
治医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれると
いうことはないとのことだった。Y子はそのことに
かなり不満を感じていて、「この通院（治療）に意
味があるのだろうか」と思い悩んでいたようであっ
た。養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウ
ンセラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言
っていた「主治医にカウンセリングを受けたほうが
いいと言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬
じゃなくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"と
いう気持ちの表れだったのではないかと思う。

HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに
対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が
筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。

経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか
ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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【北海道】
高橋恵美子(小)山脇恵子(小)
桂玲子(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)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)
濱野葉月(高) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)
敦川優美子(聾)山本元子(高) 他3名

【岩手県】
小山田ヨシ子(中)前川啓太郎(高)
水木叔子(高)及川洋子(小)
菅原美惠子(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)
中村美代子(聾)西原晴美(OB)

小泉礼(中)阿部清美(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)鈴木可奈子(セン)
 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)成澤昌浩(高)

【秋田県】
田中昭子(小)小笹典子(中)
鈴木真澄(高)安田眞理子(高)
秋本育代(OB)福地恵(養)
佐々木玲子(小) 他3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)
押切真理子(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小) 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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中)伊東道子(中) 他2名

【群馬県】
石田由美子(小)島田ひろみ(小) 他2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)武隈きよ子(中)
小松朋子(小)大山律子(中)
酒井香央里(OB)秦昭子(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)清水恵子(中)
太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小)
山口恵美子(中)小玉理恵子(小)
三上直美(中)松﨑仁美(高)
山本真理子(小)関川舞(特) 他2名

【東京都】
宮田富士子(中)篠島秀哉(中)
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)大西秀美(中) 他3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)
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)
岸本愛子(小)川原美穂(中)
飯塚裕子(中)池田ゆかり(中) 他3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(OB)
伊藤八重子(小)松本こずえ(中)
大塚圭子(養)新保友梨(小)
林孝子(小)平井恭子(小)
宮澤順子(養)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
竹内由美子(小)野口美加子(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)阿部寿美(小)
猪俣由貴子(養)目黒シゲ(高)
星野桃子(高)

【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)藤田久栄(中) 他2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)田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
荒川惠子(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)吉田真由美(小)

杉山千幸(中)木下郁美(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)小林信子(高) 他2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)岡田綾(高)
加藤光世(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他1名

【滋賀県】
古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)
河﨑喜美子(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)島崎直子(小)
鷲尾登志子(高)増春ひろみ(小)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
寺田政子(小)尾野むつみ(小) 他1名

【大阪府】
小名川香代子(小)十河芳江(小)
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)稲森真理(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)谷田五沙子(小)
清水さだ子(小) 他2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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)
下村ひとみ(小)青木三恵子(聾)
畑洋子(小)平松恵美子(小)

【広島県】
小迫玲子(OB) 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)
堂上多栄子(高)大本典子(中)
竹之内多美子(小)豊島唯顕(高)
木村裕子(小)浦崎正美(高)
植藤正彦(中) 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2名

【徳島県】
中野徳子(小)森岡明代(中) 他1名

【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)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(小)井上清美(中)

【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)
中村美幸(養)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)針尾洋子(小)

内野珠美(高)田川恵美子(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)
真島茜(高)中山節子(小)

【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)入江徹(小)
徳永京子(小) 他2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)宮本睦美(OB)
増田英恵(小)

【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)角田一枝(幼)
内尾由利子(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)岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
川南智子(小) 他3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)
仲田スミ子(OB)
 

【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)水上ますみ(養)
近藤夕紀子(小) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)

【岩手県】
菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)
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)
鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)
秋本育代(OB)成澤昌浩(高)

【秋田県】
小笹典子(中)鈴木真澄(高)
福地恵(養)

【山形県】
岡部りう子(小)神保敬子(中)
齋藤浩美(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小)村上淑子(高) 

【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)
吉田哲子(中) 他1名

【群馬県】
島田ひろみ(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)
小松朋子(小)武隈きよ子(中) 他1名

【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)押本麻子(高)
清水惠子(中)

【東京都】
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)
笠井さち子(OB) 他1名

【神奈川県】
樫木暢子(養)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)
神本直子(中)岸本愛子(小)
川原美穂(中) 他2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)伊藤八重子(小)
林孝子(小)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
野口美加子(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)
星サユリ(OB)

【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) 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)
田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
長澤友香(中)伊藤照之(高)
荒川惠子(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)魚住みど里(高)
鈴木洋子(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

【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)岡田綾(高)
小林美和子(小)加藤光代(特)

【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)河﨑喜美子(高) 他1名

【京都府】
前羽京子(小)森下美代子(中)
西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小)増春ひろみ(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)谷田五沙子(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(OB)下村ひとみ(小)

【広島県】
小迫玲子(OB)中原榮子(小)
矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高)
木村裕子(小) 他1名

【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)

【徳島県】1名
【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)
中村美幸(養)森光あゆみ(小)
中野ひとみ(中)

【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)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 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)
吉田協子(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)瀬戸口浩子(中)
岩崎瑞枝(小)

【鹿児島県】
山本栄子(小)河野眞佐子(中)
松尾恵(高)森田かおり(OB)
田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高)酒匂実喜(中) 他2名

【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)

 

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【福島県】宮本睦美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【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)
【岐阜県】多和田聡美(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)
【広島県】小迫玲子(OB)
【香川県】片岡秀子(OB)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

http: / /www.jet i . jp/

平成19年12月10日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14

1 64 532 7 8 9 10 11 12

JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI JETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XIJETI NewsLetter / December 10, 2007 Volume XI



目次修正

x 14
y -20

W 48
H 

受験体験記 受験の動機

-1000 -800-1400-1600-1800-2000-2200 -1200 -600 -400 -200 0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

【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。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。
その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で

受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもの
であり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったら
うまくいくのか本当に難しいケースであった。来談
者中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カ
ウンセリングの実践といったようにこの中級カウン
セリングまでに学んだ全ての方法を一年半という年
月をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライ
エントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強
く伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に
考えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共
感するということに徹した。クライエントの話に納
得いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼
女をとにかく心地よくさせることが第一と考えたか
らである。回数を重ねる事に、初めのころの勢いあ
る一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事
を感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を
通してラポールの確立をある程度実感したので、全
ての受容、共感から一歩進めたお話療法を実践して
みようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらか
い間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエ
ントが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったの
で慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在
の置かれている事実について伝えた。本人にどこま
で伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くと
いう事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守
り支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗
り越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果
をもたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
―　保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１ ） 中高との連携
中学２ 年時のいじめが原因で不登校になり、相

談室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきな
りの出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（ 

駿河台大学青山洋子講師作成） は中高連携にも大
いに参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見
て、その指導を関係者で共有する。当たり前のよう
だが、教育者として、基本中の基本を疎かにしない
ことを、確認する作業である。すべての不登校予防
の前提に、これがなくてはならないと思うのである。」
と指摘している。

２ ） いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ。」
という自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、
学校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、き
っといいことはないだろう。」という将来否定的な
思考がClから「先生、僕うつ病ですか。」と質問を
受けたように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠
障害、背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常など
の身体症状としても現れる。病院に行って身体面か
らの検査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう。」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度
に緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否
定的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効で
あった。DACS test「自動思考カード」が変容を評
価する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない。」というような人による評価に価値
をおくという指向性、自分に自信が持てないことは

やりたがらない回避性がみられた。不合理な信念
を合理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の
変容で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改
善が問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人
関係スキルや心因性身体反応をコントロールできる
力を身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとして
いる。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。

３ ） 保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１ 年目の担任は入学式での加害者の
出会いに不登校になっても「仕方がない。」という
理解、「よけいに傷つく。」ことが起こりうるので
はという不安をもたれたうえでの自信のない消極的
な態度であった。２ 年目の担任は「不登校は甘え、
高校は義務教育ではない、無理に保健室登校させな
くてもよい。」という無理解な態度であった。保健
室登校のClと担任とのかかわりが少なく、担任に対
する信頼感や期待感を損わせてしまい、支援が中断、
長期化する要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Ｃ Ｌ に必要なコーピングスキルを育むな
ど、保健室登校の期間だからこそできることを積み
上げて教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。
家庭との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様
子を伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしなが
ら、そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関わ
れる教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健
室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ― ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１ 
年後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭から
の勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、
その通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤
を処方されるという事務的な診察がほとんどで、主
治医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれると
いうことはないとのことだった。Y子はそのことに
かなり不満を感じていて、「この通院（治療）に意
味があるのだろうか」と思い悩んでいたようであっ
た。養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウ
ンセラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言
っていた「主治医にカウンセリングを受けたほうが
いいと言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬
じゃなくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"と
いう気持ちの表れだったのではないかと思う。

HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに
対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が
筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。

経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか
ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す

な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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【北海道】
高橋恵美子(小)山脇恵子(小)
桂玲子(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)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)
濱野葉月(高) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)
敦川優美子(聾)山本元子(高) 他3名

【岩手県】
小山田ヨシ子(中)前川啓太郎(高)
水木叔子(高)及川洋子(小)
菅原美惠子(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)
中村美代子(聾)西原晴美(OB)

小泉礼(中)阿部清美(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)鈴木可奈子(セン)
 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)成澤昌浩(高)

【秋田県】
田中昭子(小)小笹典子(中)
鈴木真澄(高)安田眞理子(高)
秋本育代(OB)福地恵(養)
佐々木玲子(小) 他3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)
押切真理子(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小) 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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中)伊東道子(中) 他2名

【群馬県】
石田由美子(小)島田ひろみ(小) 他2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)武隈きよ子(中)
小松朋子(小)大山律子(中)
酒井香央里(OB)秦昭子(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)清水恵子(中)
太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小)
山口恵美子(中)小玉理恵子(小)
三上直美(中)松﨑仁美(高)
山本真理子(小)関川舞(特) 他2名

【東京都】
宮田富士子(中)篠島秀哉(中)
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)大西秀美(中) 他3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)
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)
岸本愛子(小)川原美穂(中)
飯塚裕子(中)池田ゆかり(中) 他3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(OB)
伊藤八重子(小)松本こずえ(中)
大塚圭子(養)新保友梨(小)
林孝子(小)平井恭子(小)
宮澤順子(養)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
竹内由美子(小)野口美加子(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)阿部寿美(小)
猪俣由貴子(養)目黒シゲ(高)
星野桃子(高)

【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)藤田久栄(中) 他2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)田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
荒川惠子(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)吉田真由美(小)

杉山千幸(中)木下郁美(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)小林信子(高) 他2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)岡田綾(高)
加藤光世(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他1名

【滋賀県】
古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)
河﨑喜美子(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)島崎直子(小)
鷲尾登志子(高)増春ひろみ(小)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
寺田政子(小)尾野むつみ(小) 他1名

【大阪府】
小名川香代子(小)十河芳江(小)
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)稲森真理(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)谷田五沙子(小)
清水さだ子(小) 他2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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)
下村ひとみ(小)青木三恵子(聾)
畑洋子(小)平松恵美子(小)

【広島県】
小迫玲子(OB) 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)
堂上多栄子(高)大本典子(中)
竹之内多美子(小)豊島唯顕(高)
木村裕子(小)浦崎正美(高)
植藤正彦(中) 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2名

【徳島県】
中野徳子(小)森岡明代(中) 他1名

【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)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(小)井上清美(中)

【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)
中村美幸(養)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)針尾洋子(小)

内野珠美(高)田川恵美子(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)
真島茜(高)中山節子(小)

【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)入江徹(小)
徳永京子(小) 他2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)宮本睦美(OB)
増田英恵(小)

【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)角田一枝(幼)
内尾由利子(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)岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
川南智子(小) 他3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)
仲田スミ子(OB)
 

【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)水上ますみ(養)
近藤夕紀子(小) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)

【岩手県】
菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)
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)
鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)
秋本育代(OB)成澤昌浩(高)

【秋田県】
小笹典子(中)鈴木真澄(高)
福地恵(養)

【山形県】
岡部りう子(小)神保敬子(中)
齋藤浩美(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小)村上淑子(高) 

【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)
吉田哲子(中) 他1名

【群馬県】
島田ひろみ(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)
小松朋子(小)武隈きよ子(中) 他1名

【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)押本麻子(高)
清水惠子(中)

【東京都】
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)
笠井さち子(OB) 他1名

【神奈川県】
樫木暢子(養)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)
神本直子(中)岸本愛子(小)
川原美穂(中) 他2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)伊藤八重子(小)
林孝子(小)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
野口美加子(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)
星サユリ(OB)

【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) 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)
田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
長澤友香(中)伊藤照之(高)
荒川惠子(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)魚住みど里(高)
鈴木洋子(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

【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)岡田綾(高)
小林美和子(小)加藤光代(特)

【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)河﨑喜美子(高) 他1名

【京都府】
前羽京子(小)森下美代子(中)
西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小)増春ひろみ(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)谷田五沙子(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(OB)下村ひとみ(小)

【広島県】
小迫玲子(OB)中原榮子(小)
矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高)
木村裕子(小) 他1名

【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)

【徳島県】1名
【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)
中村美幸(養)森光あゆみ(小)
中野ひとみ(中)

【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)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 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)
吉田協子(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)瀬戸口浩子(中)
岩崎瑞枝(小)

【鹿児島県】
山本栄子(小)河野眞佐子(中)
松尾恵(高)森田かおり(OB)
田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高)酒匂実喜(中) 他2名

【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)

 

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【福島県】宮本睦美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【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)
【岐阜県】多和田聡美(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)
【広島県】小迫玲子(OB)
【香川県】片岡秀子(OB)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)
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【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。
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来談者中心療法を通して不登校からの立ち直り
～寮生活を共に歩んで～

宮本睦美
宮崎県元高等学校教諭

【要約】
高校3年のクライエントは前籍校を中退し、親元

を離れて全寮制単位制高校である本校に通学してい
る。筆者は、女子副寮監長である。元々家庭環境が
複雑で、これまでも様々な問題を起こしてきた。今
回は、友人関係のトラブルと、進路を巡っての母親
と対立の二つが重なり、やる気を失ったクライエン
トが不登校になった事例である。来談者中心療法や
お話療法など様々な方法で面談してきたが、結局リ
ストカットをしてしまい、夏休み前、自宅で療養す
る事となった。欠課時数オーバーで卒業延期となっ
たがこの自宅での療養の間、母親との会話や、祖母
の家で過ごした事を通して、落ち着きを取り戻して
いた。後期から新たな友人もでき、少しずつ授業に
でる事ができるようになった。

進路に関しては、行動カウンセリングを実施し少
しずつ目標を明確にさせ、行動の実施を促した。筆
者の退職に伴い、1年半にわたる支援が中断・終結
となった事例である。
その後新たな夢に向かって奮闘中である旨電話で

受けた。以上が論文要点である。
【考察】
前述にも示しているようにクライエントは家庭環

境が複雑で、幼少期から現在まで心の安らぐ場所、
甘えられる場所がなかった。

その為、そのストレスや状況を友人にぶつけてし
まい、良い人間関係を築く事が出来なかった。全て
を周りのせいにし、被害妄想が大きく、マイナス思
考で物事を考えることしかできない状況やリストカ
ットでストレス発散、自分の存在の確認をしたりす

ることは、ヒステリーとう精神的な病からのもの
であり、あまりに専門的すぎてどのように扱ったら
うまくいくのか本当に難しいケースであった。来談
者中心療法、お話療法絵画療法、作業療法、行動カ
ウンセリングの実践といったようにこの中級カウン
セリングまでに学んだ全ての方法を一年半という年
月をかけて実践してみた。来談者中心療法はクライ
エントがとにかく話を聞いて欲しいという状態が強
く伝わり、とても今の段階では何を言っても冷静に
考えられないと感じたのでとにかく全てを受容、共
感するということに徹した。クライエントの話に納
得いかない事や、口を挟みたいこともあったが、彼
女をとにかく心地よくさせることが第一と考えたか
らである。回数を重ねる事に、初めのころの勢いあ
る一方的な話し方が少しずつ柔らかくなってきた事
を感じた。次にお話療法であるがこれまでの対話を
通してラポールの確立をある程度実感したので、全
ての受容、共感から一歩進めたお話療法を実践して
みようと思い試みた。うまく言葉を選び、やわらか
い間接的な言い方をきちんと考えなくてはクライエ
ントが心を閉ざしてしまう可能性があると思ったの
で慎重に行った。クライエントに共感しつつも現在
の置かれている事実について伝えた。本人にどこま
で伝わったかは疑問であるが、相手の意見を聞くと
いう事が実践できたことは良かったと思う。

絵画療法については絵を通して会話をし、クライ
エントの心の本心を探り出す良いきっかけになった
のではないかと思う。

作業療法については養護教諭の依頼を受けてはじ
めたことがきっかけであったが、達成感がうまれ、
自信がついて表情も明るくなり、良い傾向だったの
で、私の担当している図書館便りの一部を協力して
もらった。少しずつ他の事にも目を向けることが出
来るようになり次のステップにつなぐことのできる
良い効果であった。

最後に行動カウンセリングであるが自宅療養期間
をおき、またこれまでのクライエントの様子から、
初めの頃からすると随分落ち着いてきたように感じ
た。具体的な目標を設定しどのように行動していく
かを決め実践していけば道は開けてくると確信した。
結局は半年遅れの卒業になってしまうが、ここで道
筋をたて、計画をねり、調子の良い状態の時に始め
させなければまた、前段階に戻ってしまうのではな
いかという私自身の焦りもあった。周りの職員との

協力をかかりながら、全体でクライエントを見守
り支えてきた。また、何よりも本人が、苦しみを乗
り越え夢に向かい一生懸命頑張ったことが良い結果
をもたらしたのだと思う。

いじめが原因の不登校生徒への教室再登校援助
―　保健室における認知行動療法等による

支援を試みて ―　

小迫玲子
広島県元高等学校教諭

【要約】
中２の時、いじめから受けた心の痛手が原因で、

長期にわたる不登校になり相談室登校を経緯して高
校へ入学した。入学式で中学校時代のいじめ加害者
とのいきなりの出会いは大きな負のスタートとなり、
入学式の翌日から不登校となった。

保健室登校を始めたが、対人不安や緊張がとても
強く、焦りを感じていた保護者は「自立塾」に入塾
させた。学校の支援は１学期で中断する。

２年目にClの強い希望で復学してきたが当時、問
題をさらに悪化させる新たな要因が生じ、過剰で不
適切な抑うつや不安気分を引き起こしていた。Clと
保護者の願いや思いをしっかりと受けとめて再度保
健室登校を引き受けた。

他教員との連携を深めながら、根気よく認知行動
療法的なアプローチでClに否定的な自動思考や不合
理な信念に気づかせ変容を促し、コーピングスキル
を育んで教室再登校をするまで支援し卒業に至った
事例である。
【考察】
１ ） 中高との連携
中学２ 年時のいじめが原因で不登校になり、相

談室登校を経緯し入学してきて、加害者とのいきな
りの出会いで大きな負のスタートとなったのは、中・
高との連携が不十分であった。
熊谷市で使用されている小中連携申し送り個票（ 

駿河台大学青山洋子講師作成） は中高連携にも大
いに参考になるものである。

小林正幸は「この熊谷市の小中連携は、不登校の
一次予防策としては、子ども一人ひとりを丁寧に見
て、教師が個別に支えていく指導計画を事前に作成

するという対応策である。一人ひとりを丁寧に見
て、その指導を関係者で共有する。当たり前のよう
だが、教育者として、基本中の基本を疎かにしない
ことを、確認する作業である。すべての不登校予防
の前提に、これがなくてはならないと思うのである。」
と指摘している。

２ ） いじめ体験と心理的課題
ひどいいじめによる心的外傷は、単に加害者のい

じめ行為によって作られるものではなく、環境整備
や謝罪がなされたとかいうことだけで済む簡単なも
のではない。

Clがいじめられる苦しみに耐えかねて訴えても「先
生が助けにはならなかった」「つらいことはわかる
けど、そんなことでくじけてどうするの、いじめら
れたら、もう少し強い気持で断れるとよい」と一方
的に励まされたり｢支えてくれる友達がいなくなった｣
などと語ったようにいじめに関わった学校や家庭の
大人に対する強い不信感と仲間喪失感が対人回避感
情を生じ長い間引きずってしまった。他者との関係
性の不在の中では自己を形成していくことが困難と
なる。「どうせ自分は何をやっても駄目なんだ。」
という自己に対する否定的な思考や、自己嫌悪感、
学校や家庭に対する否定的な思考、「この先も、き
っといいことはないだろう。」という将来否定的な
思考がClから「先生、僕うつ病ですか。」と質問を
受けたように抑うつや不安気分を引き起こし、睡眠
障害、背部痛、頭重・めまい、腹痛や便通異常など
の身体症状としても現れる。病院に行って身体面か
らの検査を受けても異常がないと言われる。

したがって、Cl自身が病気であるという意識を持
たずに学校生活が送れるよう、自分で症状がコント
ロールできるようにしてやるには心理的アプローチ
がどうしても必要であるが、症状が重い時は、向神
経薬と整腸剤などの薬剤の併用で効果が促進された。

集団に入るとClは「どうしても体が硬くなってし
まう。」と嘆くように、対人関係脅威の思考で過度
に緊張し萎縮してしまう。このような問題となる否
定的な自動思考の変容に認知療法のスキルは有効で
あった。DACS test「自動思考カード」が変容を評
価する上でも参考になった。

自動思考の修正を進めていく過程で、Cl特有の不
合理な信念「人からどう思われているか気になって
しかたがない。」というような人による評価に価値
をおくという指向性、自分に自信が持てないことは

やりたがらない回避性がみられた。不合理な信念
を合理的な信念や行動の変容と自動思考との両方の
変容で抑うつ、不安気分は解消し、自己効力感の改
善が問題解決への意欲を生み出し、同世代との対人
関係スキルや心因性身体反応をコントロールできる
力を身につけ、力強く社会に一歩踏み出そうとして
いる。

心的外傷を重視した真の「いじめの解決」とは友
だちによって傷ついた心は友だちによってしか癒さ
れない。そしていじめに関わった学校や家庭の大人
に対する強い不信感と思考面の悪化による抑うつ感
の修正に誠意をもって付き合い、根気よく温かく見
守り続けたことがPTSDから脱出でき、元気を取り戻
させることができたと考えられる。

３ ） 保健室登校と養護教諭の支援
いじめがきっかけで長期にわたる不登校、相談室

登校に留まる経過のなかで、傷つきが深いと想定さ
れた。

保健室登校の開始にあたっては、まずClが今どん
な状態なのかの見極めが第一となり、Clの意向と家
庭、管理職・担任及び他の教職員の共通理解と連携
は不可欠である。

今回の事例のように、特に担任との連携は一番重
要であるが、１ 年目の担任は入学式での加害者の
出会いに不登校になっても「仕方がない。」という
理解、「よけいに傷つく。」ことが起こりうるので
はという不安をもたれたうえでの自信のない消極的
な態度であった。２ 年目の担任は「不登校は甘え、
高校は義務教育ではない、無理に保健室登校させな
くてもよい。」という無理解な態度であった。保健
室登校のClと担任とのかかわりが少なく、担任に対
する信頼感や期待感を損わせてしまい、支援が中断、
長期化する要因にもなった。

しかし、養護教諭はClの状況からして先を見通し
て対人不信や不安・緊張の軽減、生活空間を徐々に
広げる、Ｃ Ｌ に必要なコーピングスキルを育むな
ど、保健室登校の期間だからこそできることを積み
上げて教室再登校へと繋げていく必要性を考えた。
家庭との信頼関係を深めつつ、担任には保健室の様
子を伝え、意志の疎通がうまく図れるようにしなが
ら、そして抱え込み過ぎないようにできるだけ関わ
れる教員を増やしながら焦らずに関わり続けた。

３年目の担任は、保健室登校の理解があり保健室
での教科指導を通してClのセルフエステームを高め、

Clも保護者も信頼を寄せていた教員であり、保健
室登校から教室へ一歩踏み出す重要な時期に適任で
あった。積極的に管理職、他教職員への共通理解を
得られるように働きかけ、養護教諭、保護者との意
志疎通もうまくいった。

組織体制が機能するように、生徒理解や認知行動
療法の全教職員研修の機会も持った。

養護教諭は教室への再登校の段階では一歩引いた
形で役割を担ったが、予想通りには進まなかった。
焦る保護者の気持が安定するように支援することは
重要であった。関わる人たちが今何が問題かに焦点
を当て共有し、適切なタイミングでシェ― ピングの
機能を用い、一つずつ解決できる戦略を考え、１ 
年後には全て解決することができた。

過呼吸症状を頻回に起こす女子生徒への
時間制限カウンセリングによる支援

小林晶子
千葉県高等学校教諭

【要約】
高校入学直後から、授業中や集会時に頻繁に過呼

吸を起こして保健室へ運ばれてきたＹ子は、筆者の
パートナーの養護教諭に勧められ、精神科を受診し
た。その際、主治医より「カウンセリングを並行し
て受けたほうがいい」と言われ、筆者が担当するこ
とになったケースである。カウンセリングは、終結
時期を示しＹ子の目標達成への意識を高めることを
目的とした時間制限カウンセリングを取り入れ実践
した。

カウンセリング中期まで、Ｙ子は出来事などの表
面的な話題が多く、内面を語ることはほとんどなか
ったが、後期に入ると内面と向き合い始め、自分の
つらさや寂しさを表現できるようになった。また、
「いろんなことを自分の中に溜め込まないようにし
たい」という当初の目標に対しても、言語化しなが
ら心の中にある "いろんなこと" を整理し、またそ
れらが解決しないまでも、心の中にあることに混乱
しなくなり、結果として過呼吸症状の軽減にもつな
がっていった。
【考察】
過呼吸や頻脈（不整）の症状を頻繁に訴えて学校

生活に支障をきたしていたY子は、養護教諭から
の勧めで初めて心療内科にかかることはできたが、
その通院の状況としては、症状を尋ねられて安定剤
を処方されるという事務的な診察がほとんどで、主
治医やカウンセラーがゆっくり話を聴いてくれると
いうことはないとのことだった。Y子はそのことに
かなり不満を感じていて、「この通院（治療）に意
味があるのだろうか」と思い悩んでいたようであっ
た。養護教諭に「なんでこの学校ってスクールカウ
ンセラーがいないの？」と訴えたことは、Y子が言
っていた「主治医にカウンセリングを受けたほうが
いいと言われた」から聞いたのではなく、Y子の"薬
じゃなくて、私の話（気持ち）を聴いて欲しい"と
いう気持ちの表れだったのではないかと思う。

HR担任が筆者に対してY子へのカウンセリングに
対する不安を話していたように、カウンセリングの
初期の段階では筆者や保健室への"甘え"や"依存"の
気持ちが強くなり、来室もカウンセリングを始める
前よりも若干ではあるが増えていた。ただ、筆者は
このことを良いとも悪いとも受け止めず、Y子にと
って必要なプロセスであると捉えて見ていた。保健
室へ来室するときは、ほとんど養護教諭が対応し、
筆者は二人のやりとりを観察していることが多かっ
た。これは、特に養護教諭とそういう役割分担を事
前に話し合っていたわけではなかったが、養護教諭
が筆者とY子がカウンセリングをしているというこ
とを承知していたため、問診やバイタルチェック、
処置などの対応について、筆者に気を回して前に出
てくれたものと感じている。と言うよりも、筆者が
Y子に対して"カウンセリングをしているときと保健
室で対応するときとで態度や言うことが変わってし
まうのもどうなんだろう"と無意識に一歩引いてし
まっていたという雰囲気が養護教諭に伝わり、Y子
への対応を買って出てくれたという方が適切かもし
れない。態度や言うことが変わるというのは、決し
て矛盾していることをするという意味の"変わる"で
はないが、保健室で執務しているときはY子に対し
ても「スカートを下げてから出直しなさい」「ピア
スを外しなさい」というような指導もしていたため、
カウンセリングを開始してから筆者の方がその切り
替えに多少抵抗や葛藤を感じていたのだと思う。

Y子は言語表現が上手で、初回からよく話してく
れたが、筆者に対しても不信感があったことは明ら
かで、4回目の面接あたりまでは出来事や事柄に話

題が偏りがちになっていた。その不信感をY子が
筆者に正直に伝え（「悪いと思ったけれど、先生の
ことも"物"を相手にするように話していた」と表現
していた）、筆者も「それでいいんだよ」と返した
ことが良い意味での転機となり、Y子自身がより内
面に目を向けるプロセスをも支えることができたと
感じている。

Y子の過呼吸症状が起きるのは、自分の思い通り
に事が運ばなかったり、自分の要求が拒否されたり、
友達とトラブルを起こした直後というケースがほと
んどであった。筆者は日常の観察から、Y子は物事
への対処能力が低く、わがままで自由奔放なイメー
ジがあったが、反面、休養中に話しかけてくるなど
かかわりを求めている様子もうかがえた。両親との
関係がうまくいっていず、会話もほとんどないこと
も聞いていたことから、筆者はY子が「自分の話を
しっかり聴いて受け止めてほしい」と訴えているよ
うに感じていた。過呼吸症状の生起についても、「私
はこんなにつらいんだからもっと心配してほしい（優
しくしてほしい）」という彼女の強い感情の表れな
のではないかと捉えた。このようなことから、Y子
に対してのカウンセリングは、来談者中心療法の理
論を基盤とし、Y子のつらい気持ちや素直な感情を
受け止め、共感し、伝え返しながら安心して内面を
見つめられるように心がけた。安心して話を聴いて
もらい受け止めてもらえるという経験を重ねること
で、Y子の内面が安定し、過呼吸症状も軽減するで
あろうと見立てた。

また筆者はY子とのラポールがある程度図れたと
感じた時点から、積極的にY子の非合理的信念を指
摘し合理的信念に修正していくような応答を増やし
た（例：最終回の面接の中で、彼との関係を終わら
せることに対して応答した部分）。Y子の実際場面
での対処能力を高めることがねらいで、その行為を
実践するY子の支えとなり、ひいては過呼吸症状の
軽減にもつながると考えた。

経過のやりとりの中では詳しく記述をしてこなか
ったが、Y子はカウンセリングの中期までは「親に
怒鳴られないようにするためには自分が（我慢して）
気持ちを抑えて言わないようにしていればいいし、
そうしなければいけない」、「自分は誰にも必要と
されていない人間だ」というような非合理的な信念
を強く持っており、言葉でもよく表現していた。し
かし、カウンセリング終盤になって、自分を卑下す

るような言葉を発した後に「でも、しょうがないか
な」と言い足したり、「それが私ですよね？」と苦
笑いしながら筆者の表情をうかがったりと、それま
でには感じられなかった"柔軟さ"を感じるようになっ
た。筆者がフォローアップの回で述べた「非合理的
信念の変容」と「過呼吸症状の軽減」とのつながり
についての根拠は、このような背景からである。

筆者がY子とのカウンセリングに「時間制限的な
要素」を取り入れたことで、Y子もカウンセリング
の終結へ向けてある意味「目標」を意識して臨んで
いたように思う。時間制限カウンセリングは、面接
回数の標準を12回に設定するが、これにこだわるこ
となくクライエントとカウンセラーの合意のもとに
（5回ないし10回でも）できるだけ少ない面接回数

を目標に明確に時間の制限を設定するところに意味
があるとされている。また、学校カウンセリングで
は、学校の時間枠の中で、教育課程の一環としてカ
ウンセリングの時間を柔軟に組み込んで実施するこ
とが望まれるとされており、今回のケースでは、年
度の区切りを期限と設定することが妥当であると考
えた。

Y子へのカウンセリングの適用は、現在までの自
分を受け止め理解してもらえたという体験を通して、
過呼吸症状の軽減とともにY子が今後の生活の中に
プラスの変容（思考や行動）をもたらすことができ
るのだという自信を得ることができたという効果が
あったのではないかと感じている。
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【北海道】
高橋恵美子(小)山脇恵子(小)
桂玲子(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)村川明香(高)
和泉洋子(小)近藤夕紀子(小)
濱野葉月(高) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)
敦川優美子(聾)山本元子(高) 他3名

【岩手県】
小山田ヨシ子(中)前川啓太郎(高)
水木叔子(高)及川洋子(小)
菅原美惠子(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)
中村美代子(聾)西原晴美(OB)

小泉礼(中)阿部清美(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)鈴木可奈子(セン)
 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)成澤昌浩(高)

【秋田県】
田中昭子(小)小笹典子(中)
鈴木真澄(高)安田眞理子(高)
秋本育代(OB)福地恵(養)
佐々木玲子(小) 他3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)
押切真理子(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小)草野桂子(中)

【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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)高安真美(高) 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)
吉田哲子(中)伊東道子(中) 他2名

【群馬県】
石田由美子(小)島田ひろみ(小) 他2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)武隈きよ子(中)
小松朋子(小)大山律子(中)
酒井香央里(OB)秦昭子(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)清水恵子(中)
太田悦子(中)尾島由夏(高)
森幸子(小)柴田明子(小)
山口恵美子(中)小玉理恵子(小)
三上直美(中)松﨑仁美(高)
山本真理子(小)関川舞(特) 他2名

【東京都】
宮田富士子(中)篠島秀哉(中)
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)大西秀美(中) 他3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)
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)
岸本愛子(小)川原美穂(中)
飯塚裕子(中)池田ゆかり(中) 他3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(OB)
伊藤八重子(小)松本こずえ(中)
大塚圭子(養)新保友梨(小)
林孝子(小)平井恭子(小)
宮澤順子(養)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
竹内由美子(小)野口美加子(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)阿部寿美(小)
猪俣由貴子(養)目黒シゲ(高)
星野桃子(高)

【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)藤田久栄(中) 他2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)田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
荒川惠子(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)吉田真由美(小)

杉山千幸(中)木下郁美(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)小林信子(高) 他2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)岡田綾(高)
加藤光世(高)小林美和子(小)
中川はるみ(高) 他1名

【滋賀県】
古川郁子(小)松村斉(養)
松尾季洋子(相)西村敦子(小)
河﨑喜美子(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)島崎直子(小)
鷲尾登志子(高)増春ひろみ(小)
山﨑雅美(養)中上瑞恵(養)
寺田政子(小)尾野むつみ(小) 他1名

【大阪府】
小名川香代子(小)十河芳江(小)
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)稲森真理(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)谷田五沙子(小)
清水さだ子(小) 他2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)上西起代美(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(OB)西森裕子(高)
下村ひとみ(小)青木三恵子(聾)
畑洋子(小)平松恵美子(小)

【広島県】
小迫玲子(OB) 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)
堂上多栄子(高)大本典子(中)
竹之内多美子(小)豊島唯顕(高)
木村裕子(小)浦崎正美(高)
植藤正彦(中) 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2名

【徳島県】
中野徳子(小)森岡明代(中) 他1名

【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)渡邊麻知代(小) 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)
村上洋子(小)井上清美(中)

【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)
中村美幸(養)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)針尾洋子(小)

内野珠美(高)田川恵美子(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)
真島茜(高)中山節子(小)

【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)入江徹(小)
徳永京子(小) 他2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)宮本睦美(OB)
増田英恵(小)

【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)角田一枝(幼)
内尾由利子(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)岩崎瑞枝(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)酒匂実喜(中)
川南智子(小) 他3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)
仲田スミ子(OB)
 

【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)水上ますみ(養)
近藤夕紀子(小) 他1名

【青森県】
石岡祐子(小)濱中正子(小)

【岩手県】
菅原美惠子(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)小山田ヨシ子(中)
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)
鈴木可奈子(セン)庄司尋代(養)
秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)
秋本育代(OB)成澤昌浩(高)

【秋田県】
小笹典子(中)鈴木真澄(高)
福地恵(養)

【山形県】
岡部りう子(小)神保敬子(中)
齋藤浩美(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)
佐藤裕美子(小)本田千恵里(OB)
茂木ヒロミ(小)村上淑子(高) 

【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)
吉田哲子(中) 他1名

【群馬県】
島田ひろみ(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)
小松朋子(小)武隈きよ子(中) 他1名

【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)押本麻子(高)
清水惠子(中)

【東京都】
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)
笠井さち子(OB) 他1名

【神奈川県】
樫木暢子(養)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)
神本直子(中)岸本愛子(小)
川原美穂(中) 他2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)伊藤八重子(小)
林孝子(小)平田久美子(中) 他2名

【新潟県】
野口美加子(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)
星サユリ(OB)

【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) 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)
田口とも子(高) 他1名

【静岡県】
長澤友香(中)伊藤照之(高)
荒川惠子(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)魚住みど里(高)
鈴木洋子(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

【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)岡田綾(高)
小林美和子(小)加藤光代(特)

【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)河﨑喜美子(高) 他1名

【京都府】
前羽京子(小)森下美代子(中)
西村智惠子(小)島崎直子(小)
佐々木昌子(小)増春ひろみ(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)谷田五沙子(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(OB)下村ひとみ(小)

【広島県】
小迫玲子(OB)中原榮子(小)
矢田久美子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小)堂上多栄子(高)
木村裕子(小) 他1名

【山口県】
西村妙子(小)前田公子(高)

【徳島県】1名
【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)
中村美幸(養)森光あゆみ(小)
中野ひとみ(中)

【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)深堀眞理子(養)
入江徹(小) 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)
吉田協子(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)瀬戸口浩子(中)
岩崎瑞枝(小)

【鹿児島県】
山本栄子(小)河野眞佐子(中)
松尾恵(高)森田かおり(OB)
田邊ツル子(中)内田由紀子(小)
除川納子(高)酒匂実喜(中) 他2名

【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)

 

【北海道】坪井克彦(高)
續橋淳子(高)

【岩手県】氏家ゆう子(OB)
【宮城県】鈴木可奈子(セン)
【福島県】宮本睦美(OB)
【千葉県】小林晶子(高)
【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)
【岐阜県】多和田聡美(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)
【広島県】小迫玲子(OB)
【香川県】片岡秀子(OB)

滝川真理(養)
【福岡県】内野珠美(高)
【長崎県】石井あつ子(高)
【熊本県】塩田多磨美(中)

級 回 申請受付期間 申請料 試験問題 答案提出
納付期限 発送日 締切日

2008年 12月1日
～

12月27日 12月27日
1月9日 1月21日第1回 (2007年) (2007年) (2007年)

初級
第2回 2月1日 ～ 2月29日 2月29日 3月5日 3月21日
第3回 4月1日 ～ 4月30日 4月30日 5月7日 5月20日

中級
第4回 6月1日 ～ 6月30日 6月30日 7月7日 7月22日
第5回 8月1日 ～ 8月31日 8月31日 9月8日 9月22日
第6回 10月1日 ～ 10月31日 10月31日 11月5日 11月20日
2009年 12月1日

～
12月26日 12月26日 1月7日 1月20日

第1回 (2008年) (2008年) (2008年) (2009年) (2009年)

上級 - 随時受付 申請時 申請後 申請から
6ヶ月

教師カウンセラー資格認定試験 2008年実施要項・スケジュール

受験資格　中級は初級資格取得者、上級は中級資格取得者 
試験方法　初級・中級は、申請後、認定委員会より試験問題送付。答案を認定委員会に提出。

上級は、事例研究論文を認定委員会に提出。 面接。

注意  申請料が期日を過ぎても確認できない場合、試験問題は発送いたしません。
      また、答案返却締切日は当日消印有効ですが、答案提出が締切日を過ぎた場合は申請は失効となります。
      その場合、申請料の返還はできませんので、予めご了承ください。

認定方法
本認定委員会が審査の上認定いたします。合否については本人宛郵送で通知されます。
（審査期間は約1ヶ月です）
合格の場合は、初級・中級・上級それぞれの『資格認定書』が交付されます。
合格者は、認定委員会による『JETI教師カウンセラー名簿』に登録されます。

申請書類の記入と申請方法
申請書に必要事項をご記入の上、認定委員会に提出して下さい。

申請料
同封の振込用紙にて、納付期限までにお振込み下さい。
＜e教師受講の方＞

初級：5,000円、中級：8,000円、上級：15,000円
＜日本教育工学研究所・JETI 会員の方＞

初級：3,000円、中級：5,000円、上級：10,000円

http: / /www.jet i . jp/

平成19年12月10日発行
発行　日本教育工学研究所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町

1-35-14
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