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  合格おめでとうございます。2010年１回～2010年３回実施　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

《 初 級 》
【北海道】１名
【山形県】押切優子(小)
【東京都】常磐直子(中)
【神奈川県】阿部ふさな(小)
　　　　　　他１名
【福井県】１名
【長野県】宮下明恵(小)
【岐阜県】野原武子(小)
　　　　　田中智保美(高)
　　　　　吉田寛子(小)
【兵庫県】長田公子(特)
【奈良県】松浦里恵(小)
【島根県】小林裕介(中)
【広島県】秋本敦子(中)
【高知県】乾由里子(小)
【佐賀県】高田裕史(中)
　　　　　他１名
【鹿児島県】畦地弥生(中)
　　　　　　德永寛隆(小)

《 中 級 》
【北海道】２名
【青森県】岩葉悦子(中)
【山形県】渡部恭子(小)
【千葉県】富田祐子(特)
【神奈川県】梅原幸子(OB)
　　　　　　徳丸ゆきえ(中)
【長野県】工藤晶子(小)
　　　　　宮下明恵(小)
【新潟県】１名
【岐阜県】田中智保美(高)
　　　　　野原武子(小)
【愛知県】森田明美(養)
【大阪府】岡村壽代(小)
　　　　　前川沢子(小)
　　　　　村田朝枝(小)
【兵庫県】澤田美保(小)
　　　　　蔭木恵子(高)
【奈良県】天田陽子(小)
【島根県】小林裕介(中)
【広島県】山本尚美(高)
【佐賀県】２名
【鹿児島県】益山晋一(養)
　　　　　　德永寛隆(小)
　　　　　　益山秀子(養)

《 上 級 》
【千葉県】
柴田明子(小)
「家庭環境の問題による不登校
児に対する行動カウンセリング
～家庭生活におけるストレスの
緩和と心の居場所作りを目指し
て～」

【鹿児島県】
大月ひろ子(小)
「子どもの不登校をきっかけに
母娘で自立を求めたケース 
～母親のコーピングスキルを高
め、社会性を育てることを通し
て～」

【埼玉県】
大木さゆり(小)
「母子分離不安と過剰適応を抱
え保健室登校になった児童への
行動カウンセリング 
～シェーピング法を用いて自己
効力感を取り戻したケース～」
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JETI教師カウンセラー
資格者一覧                                         

2010年６月末現在

【北海道】
初級：高橋恵美子(小)山脇恵子
(小)桂玲子(高)森永倫代(高)富田
孝子(高)神晴美(小)斎木香織(養)
髙田眞紀子(中)佐藤明美(中)堤瑞
枝(小)加藤和江(小)持川恵美(高)
小野地道子(中)安里栄子(中) 村
川明香(高)和泉洋子(小)濱野葉月
(高)桂あゆみ(小)加藤悦子(中) 他
１名
中級： 後藤奈津子(小)多田真理
子(小)福岡ひろみ(高)松平敦子
(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)松本直子(高)佐藤
総子(小)藤野屋まり子(高) 湊亜
矢(高) 他２名
上級： 坪井克彦(高) 續橋淳子
(高)

【青森県】
初級：松川清子(中)敦川優美子
(聾)山本元子(高)山内美和子(小)
木村仁美(小) 他３名
中級：石岡祐子(小)濱中正子(小)
岩葉悦子(中) 他１名

【岩手県】
初級：水木叔子(高)吉田ひろみ
(中)杉田かおり(高)村上百合子
(養)小泉礼(中)菅生陽子(中)阿部
晴美(中) 他１名
中級：菅原美惠子(小)伊藤奈美
子(小)野澤久美(小)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)鈴木友子(小)　 他１
名
上級：氏家ゆう子(OB)

【宮城県】
初級：荒久美子(中)樋口美穂(養)
蘇武千代子(中)
中級：山内修(中)我妻幸子(中)佐
藤ちよえ(高)保原喜美子(高)庄司
尋代(養)秀由佳(小)煤孫久子(中)
清野優子(中)小野ゆかり(中)秋本
育代(OB)成澤昌浩(中)
上級：鈴木可奈子(セン)

【秋田県】
初級：田中昭子(小)沼倉睦子(小)
傳野千枝子(小)奥山貴美子(小)長
山葉子(中)坂本眞喜子(小) 他４
名
中級：小笹典子(中)福地恵(養)
佐々木玲子(小)安田眞理子(大)石
山由紀子(中)
上級：鈴木真澄(高) 

【山形県】
初級：原田麻美子(高)須藤郁子
(高)海道陽子(小)押切真理子(小)
高井君江(中)押切優子(小)
中級：岡部りう子(小)齋藤浩美
(中)渡部恭子(小)
上級：神保敬子(中)

【福島県】
初級：黒坂淑子(高)遠藤まさ子
(小)太田伴子(小)
中級：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)小滝久子(小)草野桂
子(中) 他１名
上級：宮本睦美(OB)

【茨城県】
初級：持丸すい(養)井上和子(高)
藤森幸子(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)椿本まさみ(OB)
岡宣子(小)髙安真美(高)日下隆久
(高) 

中級：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)本橋香織(養)金澤裕子
(養) 深谷淳(中)浅野享子(小) 他
３名

【栃木県】
初級：遅沢好子(中)伊東道子(中) 
他１名
中級：坂本優子(小)阿部純子(高)
臼井紀子(高)大河原真知子(小)福
田由美子(高)吉田哲子(中) 他１
名

【群馬県】
初級：石田由美子(小)山田祐子
(小)上野一恵(高) 他２名
中級：島田ひろみ(小)

【埼玉県】
初級：大野とし子(小)大山律子
(中)泰昭子(中)
中級：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)酒井香央里(OB)
黒須いち子(高)水村吏香(小) 他
１名
上級：大木さゆり(小)

【千葉県】
初級：町田秀美(小)宇賀公子(中)
松橋新子(小)鈴木みちよ(小)加藤
惠子(小)佐久間啓子(小)野呂瀬か
よ子(小)加藤雅子(小)北田敬子
(中)横山前穂(養)渡邊真亀子(小)
太田悦子(中)尾島由夏(高)山口恵
美子(中)加藤ひとみ(特)三上直美
(中)関川舞(特)深谷孝惠(中)灰野
都(小)土屋益子(小) 他１名
中級：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)押本麻子(高)清水惠
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子(中)山本真理子(小)森幸子(小)
小林道子(小)小玉理恵子(小)松﨑
仁美(高)平野文(小)石田かづ子
(小)曽我部由里(OB)富田祐子(特) 
他４名
上級：小林晶子(高)柴田明子(小)

【東京都】
初級：宮田富士子(中)種田三千
代(小)宮地いづみ(養)大串京子
(高)中原陽子(中)桂木悠美子(　
)重森幸代(中)大西秀美(中)玉置
美惠子(小)斎藤淳子(小)安藤真弓
(養)常盤直子(中) 他３名
中級：長谷川恵子(小)土屋みつ
子(中)関谷由美子(中)篠島秀哉
(中)荒畑美貴子(小)松本美佐子
(中)山本澄(養)宮川洋子(小)松宗
知子(中)笠井さち子(OB)荒武史
恵(小)谷田部裕美子(中) 他３名
上級：坪内英津子(中) 宮田富士
子(中)

【神奈川県】
初級：木原由紀子(養)花村マチ
子(小)相原晴美(小)黒川美穂子
(中)大島尚子(OB)渡邊ゆみ(小)林
篤子(盲)植木亜紀子(中)川瀬典子
(小)三木洋子(小)吉原ナナ子(小)
池田ゆかり(中)村田幸代(高)小野
美保子(小)藤波玲子(小)阿部ふさ
な(小)佐川紀子(中) 他２名　
中級：樫木暢子(養)滝沢睦美(小)
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)川越
幸子(養)神本直子(中) 洞口正人
(中)岸本愛子(小)川原美穂(中)飯
塚裕子(中)小泉順子(養)林由子
(高)加藤典子(小)梅原幸子(OB)徳
丸ゆりえ(中) 他２名
上級：岡部早苗(中)

【山梨県】
初級：米山真由美(小)山中八千
代(支) 他１名

中級：持田まさき(中)里吉和香
(小)奈良妙子(盲)

【長野県】
初級：池田淑恵(中)滝沢博子(小)
佐藤博美(中)芳川春子(中)笠井み
ゆき(中)小林眞由美(中)櫻井真由
美(小)松本こずえ(中)大塚圭子
(養)新保友梨(小)久保田千恵(小)
渡邊雅子(小)小玉正子(小)狩戸由
香美(中)野竹奈那子(中)永野由起
子(中)工藤晶子(小)今井亜貴子
(小) 他１名
中級：小宮桂子(小)大塚頼子(高)
沓掛美知子(小)角田都貴江(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)山上洋子(小)伊藤
八重子(小)宮田千恵(小) 林孝子
(小)平田久美子(中)平井恭子(小)
鈴木理英(小)刈間雅代(小)中澤み
どり(小)與曽井ゆみ子(小)市川敬
子(小)高橋明子(中)宮下明恵(小) 
他５名
上級：神田愛子(小)宮澤順子(養)
大月ひろ子(小)

【新潟県】
初級：花水久美子(高)加藤悦子
(小)阿部寿美(小)猪俣由貴子(養)
星野桃子(高)嶋見千佳(中)小澤節
子(小)太田雅也(中) 他２名
中級：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)目黒シゲ(高)小林恵子(高)
山際優子(高)荒木真由美(小)佐藤
富子(中)後藤泉(中高)穴沢恭子
(小)柴野ひさ子(小)津島勘栄(高) 
他１名

【富山県】
初級：飯野順(中)山藤孝子(小)中
島由美子(小)木村千春(中)山本紗
都子(高)他１名
中級：石黒高明(中)

【石川県】
初級：梶谷泉(小)石宮由美子(小)
西田弘美(高)岩沼見奈(養)下田葉
子(小)　他１名
中級：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】
初級：山中愛子(小)平泉泰子(小)
井川久美子(中)藤田久栄(中)石動
里枝(小)
中級：張籠二三枝(高) 関良子
(中)角田幾代(小)吉田弥恵子(養)
小林嘉代子(中) 他２名
上級：吉村嚇子(小)

【岐阜県】
初級：川瀬千登里(養)松井みど
り(養)亀山晴子(小)山田佳生子
(小)和田恵子(小)桐山美香(小)吉
田寛子(小)
中級：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)水谷志保子(小) 林由紀子(中)
田口とも子(高)小寺すゞゑ(小)村
瀬浩美(高)野原武子(小)田中智保
美(高) 他１名
上級：多和田聡美(小)

【静岡県】
初級：山口すみえ(小)松下純子
(小)吉田真由美(小)杉山千幸(中)
竹内美穂(高)伊藤正子(小)江間加
奈子(高)梶山雅美(高)小林眞弓
(小) 他１名
中級：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
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木洋子(小)羽佐田春子(中)渡邉と
も江(中)東孝次(高)内田朱美(高)
木下郁美(中)
上級：長澤友香(中)

【愛知県】
初級：天野真美(高)本田多美子
(中)松原美保(養)稲熊久江(中)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)
石井志津子(小)岸本直子(小)岡本
明美(小)近藤甲代子(高)小林信子
(高)宮島暢子(小)平野理恵(小)浅
野仁美(小) 他１名
中級：河合美貴子(小)山中みど
り(高)田中雅子(高)林佳美(高)尾
﨑久美子(中)渡辺有巳(専)山田国
枝(小)森田明美(養) 他２名
上級：中根千恵子(小) 藤田寿美
子(小)

【三重県】
初級：島田八千代(高)村田真理
(小)中川はるみ(高)朝熊天章(高)
徳地和子(中)岡田みこ(小) 他１
名
中級：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)髙島勢津子(高)
瀬古育子(小)岡安惠子(OB) 他２
名

【滋賀県】
初級：古川郁子(小)西村敦子(小)
中級：松村斉(養)川端智子(小)武
石晶子(中) 赤松可容子(小)河﨑
喜美子(高)谷井尚子(高)橋野賀代
(小)吉川ひろ子(高) 他４名
上級：松尾季洋子(相) 小川まち
江(中)

【京都府】
初級：小野斉恵(中)鷲尾登志子
(高)稲葉幸恵(特)堀井佐登美(小) 
他１名
中級：森下美代子(中)西村智惠
子(小)島崎直子(小)佐々木昌子
(小) 由良さよ子(小)増春ひろみ

(小)尾野むつみ(小)寺田政子(小)
岩井清美(小)山﨑雅美(養)中上瑞
恵(養) 他１名
上級：前羽京子(小)

【大阪府】
初級：十河芳江(小)石田千恵子
(小)元古幸恵(小)亀田眞莉子(中)
稲井郁美(高)馬迫清美(高)稲森真
理(高)堀田典子(中)黒田静代(中) 
他１名
中級：小名川香代子(小)山本あ
や子(小) 奥出晶子(高)岡村壽代
(小)前川沢子(小)村田朝枝(小) 他
1名

【兵庫県】
初級：田中信子(小)田村弘子(小)
松村豊子(高)大村弘美(小)唐津弥
生(高)清水さだ子(小)長田公子
(特)
中級：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)廣畑祐子(中)
谷田五沙子(小)東郁子(中)澤田美
保(小)蔭木恵子(高) 他２名
上級：水田恵(小)

【奈良県】
初級：塩見順子(小)木村靖代(中)
松浦里恵(小)
中級：森野千江美(小)髙橋すみ
子(OB)天田陽子(小)

【和歌山県】
初級：中村まき(小)上西起代美
(高)前出徳子(小) 他１名
中級：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)宮
本礼子(セン) 他１名

【鳥取県】
初級：太田三葉子(中) １名

【島根県】
初級：小豆澤育子(養)河合宣和
(小)

中級：三谷佐登美(小)林康子(小)
中上留美子(小)山根よし子(高)小
林裕介(中)

【岡山県】
初級：西森裕子(高)青木三恵子
(聾)平松恵美子(小)大谷和恵(養)
中級：大森敦子(小)德山町子(中)
金光薫(OB)下村ひとみ(小)畑洋
子(小)織田由美(高)畑京子(小)山
田國夫(中)薬師寺幸子(高) 他２
名

【広島県】
初級：古本文子(小)大本典子(中)
竹之内多美子(小)権藤正彦(中)小
川法子(小)菅本弥須子(中)黒岩弘
子(小)秋本敦子(中) 他１名
中級：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) 佐柄加代美(小)
木村裕子(小)松井博子(小) 豊島
唯顕(高)小坂結香(OB)浦崎正美
(高)岡田美子(小)眞鍋達子(高)山
本尚美(高) 他２名
上級：小迫玲子)OB)

【山口県】
初級：尾﨑悠子(小)藤本和子(養)
関岡縁(中)藤本知美(中) 他１名
中級：西村妙子(小)前田公子(高)
岡朱実(小) 他１名

【徳島県】
初級：中野徳子(小)森岡明代(中)
中級：久米博(高)大倉明子(高) 
２名

【香川県】
初級：高橋貴美子(小)半田リヱ
(養)伊藤君子(小)横井京子(中)平
賀光子(小)植村恵理(高) 他１名
中級：山田昭広(中)伊藤春恵(高) 
川江美津子(養) 引田トシヱ(OB)
渡邊麻知代(小) 他１名
上級：片岡秀子(OB)滝川真理
(養)

【愛媛県】
初級：月原伸子(中)村上洋子(小)
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中級：矢野多美子(小)川上繁美
(小)高月ひとみ(高)中條美恵子
(小)井上清美(中)池田多津子(小) 
他２名

【高知県】
初級：野地真由美(小)今井奈三
(高)米澤さおり(高)乾由里子(小)
中級：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)柴園美(小)岡
山京(中)　他１名

【福岡県】
初級：福永桂子(小)浅島由美子
(中)樋口悦子(高))山下敬子(中)田
川恵美子(小)守田孝子(小)守田和
則(中)
中級：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)吉田卓生(中)小
崎里美(高)益山英子(  ) 他１名
上級：内野珠美(高)

【佐賀県】
初級： 寺﨑里美(小)高田裕史
(中) 他２名
中級：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)中山節子(小)畑瀬真理子(特)
井手眞由美(養) 他１名

【長崎県】
初級：田端アサノ(中)
中級：冨永恵子(養)梅野とも庫
(中)竹村さおり(中)西川優子(小)
天野雅子(小)池田美穂(小)深堀眞
理子(養)入江徹(小)徳永京子(小) 
他２名
上級：石井あつ子(高)

【熊本県】
初級：宮崎光枝(小)増田英恵(小)
川野智子(教委)
中級：岩野德子(高)日高由紀
(OB)光永千恵子(高)宇佐芳惠(中)
吉田協子(中)木村統子(中)
上級：塩田多磨美(中)

【大分県】
初級：角田一枝(幼)
中級：長屋悦子(高)大塚万里子
(高)吉田由美(中)後藤正子(小)内
尾由利子(養)
上級：菊奈津子(養)

【宮崎県】
初級：新福順子(小)
中級：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】
初級：軸屋史子(養)野口智子(協)
平畑美樹(高)福迫美佳(小)斉藤佳
代(OB)畦地弥生(中) 他２名
中級：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)八田華おり(中)内田ひろ
子(中)酒匂実喜(中)眞竹久美子
(小)野口智子(協)川南智子(小)平
畑美樹(高)田中和子(OB)德永寛
隆他(小)益山晋一(養)益山秀子
(小) 他２名

【沖縄県】
初級：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)平田悦子(中)
中級：下地シゲ子(中)村上芳美
(中)知花多鶴子(小)安次嶺和子
(中)仲田スミ子(OB)平田悦子(中)

【JETI教師カウンセラー上
級試験論文】の要約を掲載
しました。全文はホーム
ページをご参照ください。
http://www.jeti.jp/

家庭環境の問題による不登校児
に対する⾏行行動カウンセリング
~家庭⽣生活におけるストレスの
緩和と⼼心の居場所作りを⽬目指し
て~

柴田明子
習志野市立小学校教諭

【要約】
　 クライエント（以下Clと略
す）が小４の夏休み終盤、父親
が急死という出来事が起こっ
た。そこから、家庭環境がどん
どん乱れていき、食生活のリズ
ムも崩れていった。肥満傾向に
あったClは、小５の１学期に喘
息と肥満治療で特別支援学校に
転校。小６になり再び本校に
戻ってきたが１ヶ月半で不登校
になる。Clの不登校の直接的契
機は、母親の育児放棄と、Clの
心理的なストレスと自立性の乏
しさに起因するものである。そ
こで、他機関と連携をし母親へ
の相談活動を通して家庭生活を
修正することによって、家族シ
ステムが正常化し、それによっ
てClの自立性が得られると考え
た。Clに対しては、行動カウン
セリングを用い完全登校の目標
に至るまでの行動をスモールス
テップの形で設定した。最終的
に完全登校に至る前に卒業を迎
えて終結となったが、担任や友
達と穏やかに会話ができ、中学
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への希望も話せるまでに至る事
例である。

【考察】

 　 今回の不登校のケースは、Cl

の父親の急死から母親のネグレ
クト傾向が浮き彫りになり、Cl
が目標を設定しても、なかなか
協力が得られないという特殊な
ケースでもある。
　 しかし、他の不登校児と比較
して一般化できる部分もある。
まず、不登校になる前に早期発
見、早期対応が重要である。ま
た、そういった子ども達は気持
ちが不安定であるため、カウン
セラーの柔軟な対応が必要であ
る。今回は、行動カウンセリン
グを適用し、スモールステップ
での目標を持ち、Clが１つずつ
クリアしていくことで達成感が
得られ、意欲へとつなげること
ができた。行動計画→行動契約
→強化の一連の流れを継続する
ことが重要である。家庭環境の
特殊な部分の対応としては、学
級担任や学校側だけでは家庭の
問題に入り込めない複雑な背景
がある。そこで、他の機関と連
携し、役割分担を明確にした上
でカウンセリング及び指導の方
向性の共通理解を図ることで機
能していくことができた。ま
た、それぞれの専門性を生かし
た情報交換ができるため、今回
のようなケースの場合にはとて
も有効であった。

⼦子どもの不登校をきっかけに⺟母
娘で⾃自⽴立立を求めたケース	  
~⺟母親のコーピングスキルを⾼高
め、社会性を育てることを通し
て~	  

大月ひろ子
松本市立小学校教諭

【要約】
　 クライエント（以下Clとい
う）には二人の娘がいて、生ま
れた時から障害のある長女(中度
知的障害)にはよく手をかけてい
たが、次女(Ｔ子)はあまり手を
かけずに育てたという負い目が
ある。 
　 Ｔ子は通常学級に入っていた
が、次第に学習面での遅れが目
立つようになり、姉の中学進学
を機に５年生になって特別支援
学級に入級した。Ｔ子は入級当
初ははりきって登校していた
が、１学期後半から遅刻や欠席
が目立つようになり、クライエ
ント(母親)は悩むことが増え
た。元来母親は、実母以外に相
談相手もなく、社会性も弱いの
で、Ｔ子の不登校について筆者
も一緒に考えることになった。
そんなで、夫による虐待の話や
家庭環境の問題点が多々クライ
エントから聞かれた。そこで、
カウンセリングマインドを大事
に聴くことで安心感を与え、ク
ライエントの社会性を育てなが
ら、他の機関との連携を進める
中で、母娘ともに自立に向けた
新たな一歩を踏み出し、不登校
が解消されたケースである。

【考察】
　 初めはＴ子の不登校をどのよ
うにとらえ、どう解決していけ

ばよいかばかり考えていたが、
Clとのカウンセリングを進めて
いく中で、Ｔ子だけに問題があ
るのではなく、家庭環境や家族
関係を変える大切さがわかり、
中でもClの社会性を育てること
が今回の母娘の自立につながっ
たと考えられる。具体的には、 
①今回のカウンセリングを通し
て、じっくり話を聴く中で、信
頼関係を築いたことで、Clの
コーピングスキルが高まり、社
会性が育っていったと思われ
る。今までは家庭の中でも夫や
子どもたちの言いなりで、我慢
することが多く、あまり自己主
張も見られなかったClが、自分
から外に働きかけるなど、社会
性が育っていった。 
②Clの自立を求めての能動的な
変化や母娘での話し合いが、Ｔ
子にとっても刺激になり、私も
一緒に頑張ろうという気持ちに
変わったと思われる。実際、家
を出て環境が変わってからは、
Ｔ子の不登校は、解消されるよ
うになった。 
③Clとの話し合いを進めていく
中で具体的な目標については、
最初は自分が我慢すればという
気持ちだったが、話を整理して
聴いていくうちに、とにかく家
を出て、母娘で自立してやって
いきたいという気持ちがはっき
りしてきた。 
④知的に問題があり、物事を客
観的に見たり整理して考えたり
する力が弱いClであったため
に、やや指示的な対応が所々見
られたが、基本的には、カウン
セリングマインドを大切にし
て、Clがどうしたいのか決めら
れるように話を整理して聴いた
り、寄り添って聴いてあげたり
したことで、Clは新たな一歩を
踏み出せたのではないかと思わ
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れる。実際、市の支援施設に
移ってからは、周りの予想以上
に母娘に笑顔が見られるように
なった。環境が整い子どもたち
も頑張っている様子を聞くと、
Clの決心は正しかったと思う
し、母親のコーピングスキルを
高めることで、母親自身の社会
性を育てたことが有効だった思
う。

⺟母⼦子分離不安と過剰適応を抱え
保健室登校になった児童への⾏行行
動カウンセリング	  
~シェーピング法を⽤用いて⾃自⼰己
効⼒力力感を取り戻したケース~

大木さゆり
春日部市立小学校教諭

【要約】
　 クライエント（以下、Cl）は
真面目で『いい子』な小２の女
子である。おとなしいが頑張り
屋で、『何でもできて当たり
前』と思われる存在だった。し
かし、夏休み中に男子の暴言に
傷ついたことから教室が怖くな
り、９月から登校を渋り始めて
保健室登校となった。 
保健室のアセスメントでは、暴
言で受けた心的外傷の他に、母
親との接点の少なさが見え隠れ
し、甘えの抑圧と頑張らなくて
はという過剰適応気味なプレッ
シャーが感じられた。
　 養護教諭（以下、私）は、心
的外傷で萎えた自尊感情を高め
る練習をさせたり、遊技を通し
て過剰適応気味な思考の軟化を
試みながら、教室への不安を乗
り越えるためシェーピングの支
援を行った。Clは遊びを通して
友達関係を築きながら自己効力

感を取り戻していき次第に教室
に入れるようになっていった。
母親には、多忙な時間を割いて
無条件の愛を伝えていただき、
母子でのシェーピングを行うこ
とで母子分離不安を払拭して
いった。
【考察】
　 この事例は、Clが暴言で受け
た心的外傷により保健室登校に
なり、Clの根本にあった甘えの
抑圧、母子分離不安、過剰適応
気味な思考という問題が噴出し
た事例であった。 
　 当初、従順ないい子でいるこ
とで母親や周囲の賞賛を得てき
たClは、学級に入れない自分は
最悪と落ち込んでいた。『頑張
らなくても愛される』実感を与
えるため受容に努め、負の感情
に罪悪感を持つClに『どんな気
持ちでも大切で正しい』と教
え、気持ちを表す主張訓練を試
みた。その結果、初めは頑なに
優等生的発言を繰り返したCl
が、次第に感情を爆発させた
り、幼児のようにはしゃいだ
り、家族の愚痴も吐露できるよ
うになった。 
　 同時に、真面目すぎるClにレ
クリエーションで単純に楽しむ
経験を積ませた結果、Clに子ど
もらしい快活さが出てきた。そ
のうち遊びを通してClが自力で
友達ネットワークを築き上げた
ことが大きな自信となり、立ち
直るための心のベースが作れた
と感じた。 
　 保健室登校から立ち直る支援
の柱となったのはシェーピング
である。Clに寄り添いながら行
うシェーピングはエネルギーと
根気が要ったが、それだけに、
ステップを乗り越える度に喜び
合い、Clが少しずつ力を取り戻

していった様子が印象に残った
事例である。



「教育現場と認知行動療法」
「漣」編集部

　2010年４月より、認知療法・
認知行動療法が保険適用となっ
た。「ようやく」の感は免れな
いが（欧米においては既にうつ
病治療の中心は認知行動療法に
なっており、英国では医師だけ
でなく看護師も患者に対し実施
している）、この１、２年の間
に、TVや新聞・雑誌等でたびた
び取り上げられてきた「認知行
動療法」の効果が、ようやく我
が国でも「認知」された結果で
あろう。12年間続く年間３万人
以上の自殺者、そしてその大半
がうつ病を患っているとも言わ
れるが、うつ病患者の数が100
万人を超える事態になって、厚
労省は保険適用の決断を下した
わけである。うつ病治療の本命
として認知行動療法にかかる期
待は大きい。
　医療の現場では、認知行動療
法をうつ病や不安障害の治療に
取り入れるため、各所で研修会
が開かれ始めているが、実は認
知行動療法の考え方や技法は教
育現場でこそ活用されて欲しい
ものである。
　「e教師」は、この認知行動
療法を中心に学習するプログラ
ムであり、その中で教育現場で
いかに有用であるかが解説され
ているので以下に引用した。

認知行動療法
（6）教育臨床と認知療法 
　それでは，認知療法の発想と技法
は，教育臨床にどのように有用なの
であろう。
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　まず，児童・生徒の抱えるさまざ
まな問題を「認知」の問題として考
え，あるいは，児童・生徒の問題の
中にある認知の問題を取り扱うこと
で，相談の目標を明確化することが
できるという点を指摘することがで
きる。
　一般的に，「認知」という概念の
中には，
 1）一時的なイメージや思考のよう
に比較的容易に気づくことのできる
「認知的出来事」
 2）経験や行為をまとめあげる「認
知的過程」
 3）過去の経験を体制化した，かな
り持続的で，しかも将来の経験や行
為に影響を及ぼす「認知的構造」
で，「認知的構え」とでも呼ぶこと
のできるものという質の異なった概
念が含まれている（坂野）。教育臨
床において「認知」を取りあげると
き，こうした認知の分類は役に立
つ。なぜなら，児童・生徒の抱える
問題の中には，
 1）考え方に歪みがみられ，その結
果として抑うつ感や不安といった不
適応を示す場合（ 認知的出来事に
問題の見られる場合 ）
 2）短期的，長期的な目標の見通し
を立てることができないといった，
経験や行為をまとめあげることに失
敗している場合（認知的過程に問題
の見られる場合）
 3）認知的構えに問題があり，過去
の経験を否定的に体制化したり，強
い絶望感をもっていたり，将来に対
する否定的な見通しを強くもってい
る場合といったケースが決して少な
くないからである。

 　例えば，表4-5は，初発の不登校
のケースにあって，その不適応の主
たる原因と対応の基本をまとめたも
のである（坂野）。初発の不登校の
ケースでは，発達段階によって特徴
的な原因が認められる。とりわけ小
学校高学年，中学校後期，および高
等学校初期においては，不登校の主
たる原因として認知の関与している
ケースが少なくない。すなわち，こ
の時期の不登校を呈する子どもたち
には，完全主義的で二者択一的な自
動思考（認知的出来事），内的で安

定的な原因帰属の型や低い自己効力
感（認知的過程と構え），否定的な
外的評価に対する敏感さ，否定的な
自己イメージ，学習性無力感状態
（認知的構え），といった認知的傾
向の認められることが多く，それが
不登校の発生と維持に大きな影響を
もたらしており，不登校が発達的に
異なった様相を示す原因となってい
ると考えられるからである。

　したがって，認知的反応が不登校
の発生と維持に大きく関与している
時期にあっては，認知療法のさまざ
まな技法を取り入れた指導プログラ
ムが有効であると思われる。児童・
生徒の訴える問題をただ漠然と理解
するのではなく，こうした異なった
認知問題として理解するならば，行
動変容のターゲット，あるいは介入
の目標が明確化されるとともに当面
する問題への介入方法の探索がより
容易になってくる。

　このほか，認知療法の考え方とそ
こに含まれるさまざまな技法が教育
臨床場面において有用である理由と
しては，つぎのような点が考えられ
る。
 1）症状や態度，行動の変化が生じ
やすく，クライエントの動機づけが
高められる 　認知療法では，セル
フモニタリングやホームワークを通
してまず何らかの態度や行動の変容
を手に入れることができる。した
がって，クライエントの相談活動へ
の参加に対する動機づけが低下する
ことなく，以後の介入がきわめてス
ムースに行われることになる。
 2）多様な問題が対象となる先にみ
たように，認知療法は，それがこれ
まで有効とされてきたさまざまな技
法の組み合わせから構成されている
というところにその特徴がある。し
たがってその適用される対象は多岐
にわたっている。教育相談における
問題に対して，かなりの部分をカ
バーできるフレキシビリティをもっ
ているといえる。
 3）セルフコントロールを教え，学
ぶという視点があるために，児童・
生徒は日常生活を送る中で対処の方
法を学び，活用することができる

　認知療法には，クライエントが問
題への対処の方法やセルフコント
ロールの方法を習得するということ
がその目的の1つとしてあげること
ができる。したがって，認知療法で
は，児童・生徒が日常生活を普通に
送る中で適応をはかっていくという
援助を行うことが可能となる。ここ
にも認知療法が教育臨床の方法とし
て有効な理由があるのだと考えられ
る。
 4）「半健康」な子どもたちも対象
とすることができる
　教育臨床の対象となる子どもの中
には，病理的に明らかに問題のある
と思われるケースからそうでない
ケースまでさまざまな児童・生徒が
いる。認知療法は，病理的なケース
に始まり，病理的に問題は見られな
くても主観的には強い不適応感を感
じていたり，ストレスの多い生活の
中で一時的な不適応に陥っている
「半健康」な児童・生徒も対象とす
ることができる。普通の生活を送っ
ている一般的な児童・生徒の精神衛
生管理にも適用が可能である。
 5）認知療法は，介入の方法として
体系化されている
　認知療法は，介入の方法として高
度に体系化されているものである。
したがって，教育臨床に従事するカ
ウンセラーの側からすると，技法の
習得が比較的容易であり，どのよう
なケースに対してどの技法をどのよ
うに適用することができるかといっ
たことが理解しやすいという利点を
もっている。
「e教師」認知行動療法 教育臨床と
認知療法（坂野雄二）より

http://www.jeti.jp/
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