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  合格おめでとうございます。2011年6回～2012年5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】長尾順子(中)
【秋田県】髙橋洋恵(高)
　　　　　工藤薫(小)
【山形県】１名
【茨城県】井坂慶子(高)
【埼玉県】広岡富士子(特)
【千葉県】松岡弓弦(高)
　　　　　佐藤きよ子(  )
【東京都】斉藤通子(養)
【神奈川県】
【長野県】佐桝美穂(小)
　　　　　鎌﨑美奈子(養)
【兵庫県】谷尾敦子(特)
　　　　　友藤智栄美(小)
【山口県】１名
【徳島県】平岡充栄(特)
【高知県】中川美紀(小)
【福岡県】川島晴美(小)
　　　　　周藤尚美(小)
【鹿児島県】春田純二(高)

《 中 級 》
【北海道】山城裕美(高)
　　　　　長尾順子(中)
【茨城県】井坂慶子(高)
【埼玉県】倉持美幸(中)
【長野県】田中寛美(小)
　　　　　山田真里奈(高)
【石川県】池岡幸枝(高)
【兵庫県】宮崎あつ子(  )
　　　　　聳城ゆかり(高)
　　　　　友藤智栄美(小)
　　　　　越路文子(  )
【広島県】黒岩弘子(小)
　　　　　他１名
【岡山県】青木三重子(特)
【山口県】１名
【鹿児島県】春田純二(高)

《 上 級 》
【山形県】押切優子(小)
「自閉症児への言語獲得を通し
た行動のコントロールの試み ～
受容と指示的助言によるカウン
セリングを用いて～」

【埼玉県】武隈きよ子(中)
「相談室登校生徒が教室復帰す
るまでの支援 ～トークンエコノ
ミー法の適用について～」

【東京都】中野隆治(中)
「引きこもり傾向にある不登校
生徒に対する行動カウンセリン
グの適用～訪問カウンセリング
と学校・家族によるサポート
～」

【兵庫県】長田公子(特)
「対人関係で緊張の高い生徒に
対する自立活動における自尊感
情を育てる指導」

【愛知県】森田明美(養)
「教室不適応を示す自閉症生徒
に対するる～社会的スキル訓練
法の効果～」
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資格者一覧                                         

2010年12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)山
城裕美(高)
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)佐藤総子(小)山城
裕美(高)長尾順子(中) 他３名
上級：坪井克彦(高)續橋淳子(高)

【青森県】
初級：敦川優美子(聾)山本元子
(高) 他４名
中級：石岡祐子(小)濱中正子(小) 　　
岩葉悦子(中)奈良敬子(OB)

【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)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) 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)坂本眞喜子
(小)髙橋洋恵(高)工藤薫(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) 他１名
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)押切優子(小)

【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) 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)深谷淳(中)井坂慶子
(高) 他３名

【栃木県】
初級：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)吉
田哲子(中) 他２名

【群馬県】
初級：石田由美子(小)上村聡美
(養) 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)倉持美幸(高)広岡富士子(特) 
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)
酒井香央里(OB)黒須いち子(高)
泰昭子(中)倉持美幸(高) 他１名
上級：大木さゆり(小) 武隈きよ
子(中)

【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)三上直美(中)関川舞(特)
深谷孝惠(中)灰野都(小)土屋益子
(小)松岡弓弦(高)佐藤きよ子(　 ) 
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
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(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
子(中)山本真理子(小)森幸子(小)
小玉理恵子(小)松﨑仁美(高)平野
文(小)富田祐子(特) 他３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)大西秀美(中)玉
置美惠子(小)斎藤淳子(小)常盤直
子(中)千藤理恵(小)斉藤通子(養) 
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)笠井
さち子(OB)長田春美(小) 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)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)福岡八重子(教研) 
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)神本
直子(中)岸本愛子(小)川原美穂
(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)桜井秀一(教委)阿部ふさな
(小)橋爪美津子(養)溝口江理子
(中)高田正子(小)中野隆治(中) 他

２名
上級：岡部早苗(中)飯塚裕子(中) 
中野隆治(中)

【山梨県】
初級：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)野竹奈
那子(中)永野由起子(中)工藤晶子
(小)今井亜貴子(小)佐栁美穂(小)
鎌﨑美奈子(養) 他2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)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
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)高橋明子(中)宮下明恵(小)山
田真里奈(高)田中寛美(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)太田雅也(中)熊谷仁
志(小) 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)星サユリ(OB)目黒シ
ゲ(高)小林恵子(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)武田陽
子(養) 他２名
上級：山際優子(高)新保惠子(高)

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

【石川県】
初級：梶谷泉(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)池岡幸枝(高)

【福井県】
初級：平泉泰子(小)井川久美子
(中)藤田久栄(中) 他2名
中級：張籠二三枝(高)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)
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)田口とも子
(高)小寺すゞゑ(小)村瀬浩美(高)
野原武子(小)吉田寛子(小) 他１
名
上級：多和田聡美(小)田中智保
美(高)

【静岡県】
初級：山口すみえ(小)松下純子
(小)杉山千幸(中)竹内美穂(高)伊
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藤正子(小)江間加奈子(高)梶山雅
美(高)吉田真由美(中) 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
木洋子(小)羽佐田春子(中)東孝次
(高)内田朱美(高)木下郁美(中)吉
田真由美(小) 他１名
上級：長澤友香(中)渡邉とも江
(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)平野理恵(小)浅野仁美(小)笹
元麻理(高) 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) 他
２名
上級：中根千恵子(小)藤田寿美
子(小)山田国枝(小)森田明美(養)

【三重県】
初級：島田八千代(高)村田真理
(小)中川はるみ(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)岡安惠子(OB) 他3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)河﨑喜美子(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) 他2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)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３名
上級：前羽京子(小)寺田政子(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)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)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)唐津弥生(高)清水さ
だ子(小)谷尾敦子(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)谷田五沙子(小)澤田美保(小)
蔭木恵子(高)藤波礼子(OB)笹沼
総江(小)聳城ゆかり(高)大村弘美
(小)宮崎あつ子()越路文子()友藤
智栄美(小) 他２名
上級：水田恵(小)西村美都利(小) 
長田公子(特)

【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) 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) 
他１名

【鳥取県】
初級：１名
中級：渡辺雅子(小)

【島根県】
初級：小豆澤育子(養)河合宣和
(小) 他1名
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) 
山本弘美(小)
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)畑京子(小)山田國夫(中)濃
野房子(中高)江見仁也(中高)大西
由美(高)青木三恵子(聾) 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)菅
本弥須子(中)秋本敦子(中)小畑隆
夫(小)浅田清(高) 他１名
中級：中原榮子(小)山根美穂(高)
松岡喜代子(小) 堂上多栄子(高)
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)眞鍋達子(高)山本尚美(高) 黒
岩弘子(小) 他３名
上級：小迫玲子)OB)矢田久美子
(小)

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

【徳島県】
初級：中野徳子(小)森岡明代(中)
中級：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)植
村恵理(高)平木智子(小) 他1名
中級：山田昭広(中)伊藤春恵(高) 
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)
中級：矢野多美子(小)川上繁美
(小)高月ひとみ(高)井上清美(中) 
池田多津子(小) 他1名

【高知県】
初級：野地真由美(小)今井奈三
(高)米澤さおり(高)
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)乾由里子(小)中川美紀
(小) 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)馬場香緒里(小)大塚裕子
(小)川島晴美(小)岡藤尚美(小)
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)益
山英子(  )萬田美佐(高)江口万友
(高) 他１名
上級：内野珠美(高)

【佐賀県】
初級：高田裕史(中) 他１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) 他２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)
深堀眞理子(養)入江徹(小)徳永京
子(小)小佐々繁美(高) 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)小川ヒロミ(中)
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)山部優
香里(高) 他１名
上級：塩田多磨美(中)

【大分県】
初級：角田一枝(幼)野中優美子
(高)
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)徳田香織(高) 

【鹿児島県】
初級：野口智子(協)平畑美樹(高)
斉藤佳代(OB) 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)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)鎌田克朗(中)畦地弥生(中)春
田純二(高) 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)
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)
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【JETI教師カウンセラー上級
試験論文】の考察を掲載しま
した。全文はホームページを
ご参照ください。

「⾃自閉症児への⾔言語獲得を通した⾏行行
動のコントロールの試み	   〜～受容と
指⽰示的助⾔言によるカウンセリングを
⽤用いて〜～」

押切優子
山形県立鶴岡養護学校

【キーワード】自閉症　 言語能力の
向上　 衝動的行動のコントロール　
発語記録　家庭と学校の連携
【考察】
　「ことば（前言語を含む）」は普
段の生活ではコミュニケーションを
とる道具となるが，相手に自分の思
いを伝えるにとどまらず，自分の行
動を規定する場合にも使われる。
　言語発達に遅れがある自閉症児な
らば，言語能力が向上すれば衝動的
な行動である頭突きを減少できるの
ではないかという考えと，「こと
ば」を増やしたいという親の思いを
合わせて成果が出た事例であった。
Clが獲得した言語は予想以上に多か
ったが，「がまん」と「分かった」
という言語の獲得は，衝動的に頭突
きをするということを減少ことにつ
ながった。また，これまで頭突きに
なったことが，言語を獲得すること
によって，自分の思いとは違って
も，Ｔと一緒に移動すべき場所に移
動したり，「しょと（外）」，「マ
ジック」のように行きたい場所や欲
しい物を「ことば」で伝えてきたり
というように変化した。
　安心して気持ちを伝えられる関係
ができると「ことば」は出てくる。
学校生活全般でClと行動を共にして
気持ちに寄り添ってきたことと，自
閉症児には珍しく「人懐っこい」Cl
の特徴が早期のラポール形成につな
がったと考える。また，家庭と学校
が互いに「連絡ノート」に発語記録
と衝動的行動を含めたClの記録をつ
け，送迎時の談話や保護者面談など
で家庭と学校が連携し合ってClの変

容を意識できたことも，言語能力の
向上や衝動的行動のコントロールの
向上につながったと考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このケースは，「長所や取り得を
支持する」・「選択的助言」という
点では実存的教育的カウンセリング
に，好ましい行動を「強化」すると
いう点では行動カウンセリングに，
また，モデリング学習や認知療法の
言語化などを合わせた試みと言え
る。第４期・第５期の経過に示した
ように，Clが自分から相手に意思を
伝えられるように環境を整えなが
ら，今後もClの成長を担任団で見守
っていきたい。

「相談室登校⽣生徒が教室復復帰するま
での⽀支援〜～トークンエコにミー法お
よび系統的脱感作法の適⽤用につい
て〜～」

武隈きよ子
新座市立第四中学校

【キーワード】相談室登校，気分障
害，対人不安，系統的脱感作法，ト
ークンエコノミー法。
【考察】
　当初，K男の支援は学校や先生，
友達も協力的であったからこれほど
長期に及ぶとは予想していなかっ
た。K男のかたくなな心を解き，考
え方を変えさせるように認知行動技
法を取り入れ，K男が発言している
ことが人に対して誤解を与えている
ことに気付かせ修正させた。体育教
師のマラソン指導のある時，私は一
緒に体育館の中を何周も走ったこと
があった。私は何事も言葉と行動で
示した。後にK男は私が走ったので
頑張ったと言っている。また， 学習
に取り組む姿勢や教室復帰を果たす
ため，シールを利用したトークンエ
コノミー法を取り入れ励ました。こ
れはかなり効果があった。これ等の
技法は他の相談室登校生にも有劫で
あった。常時，4，5人通っていて，
相談室の雰囲気は明るくK男は心を
開いた。相談室の先輩達が普通校に
進学し，見習う場面も多く良い結果
に繋がったと思う。

「ひきこもり傾向にある不不登校⽣生徒
に対する⾏行行動カウンセリングの適⽤用
〜～訪問カウンセリングと学校・家族
によるサポート〜～」

中野隆治
横浜市立六浦中学校

【キーワード】不登校，訪問カウン
セリング，行動カウンセリング，校
内生徒支援体制
【考察】
　今回の事例を見直して，まず，Cl
の不登校の原因が決して担任とのト
ラブルからだけではないという認識
が大事であるということであった。
Clはこれまで，家族生活の中で常に
優秀な兄達との比較を強いられ，父
親の強圧的な指導のもとに，同じよ
うに有名大学への進学を義務づけら
れてきた。このことによるストレス
が多感な中学３年時になって，不登
校という形で暴発したと考えられ
る。従って，このことによるストレ
スをなくすことからカウンセリング
は始めねばならず，家庭訪問の初期
において，父母との面談をして，特
に父親との協力を取り付け，父親か
らのClへの共感的な態度での接触が
効果を果たしたものと思われる。母
親も従来のようなClの言うがままの
態度ではなく，時に指示的な言葉で
話すようになり，兄達もClへの暖か
い態度で付き合うようになった。こ
れらのことがClのコーピング・スキ
ルの形成に大きく役立ったことは十
分考えられる。勿論，行動カウンセ
リングでのClの頑張りが成功の大き
な要因ではあるが，家族のソーシャ
ルサポートなしではこのケースの成
功は難しかったと思われる。
　もう一つの要因は，行動計画の実
行時におけるタイミングの取り方で
ある。Clの教室登校という大きな目
標を冬休み後に位置付けることで，
受験を目前に控えた級友たちにClが
スムーズに入り込めたことが良かっ
たと思われる。
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　訪問カウンセリングにおいては，
Clが心を開く動機となるものを探す
こと――具体的にはClが歴史小説が
好きであったこと――が大事であっ
たと思われる。歴史小説という話題
が，Clとのラポール形成に大きく役
立ったのである，
　訪問以外でも，Clの生活改善の一
助として，電話によるカウンセリン
グも有効であったと思われる。
　今回のケースでは，Clの高校進学
への強い意志がカウンセリングと学
校や家族によるサポートで強化さ
れ，登校に至ったのであるが，中で
も，家族全体のClへの支援の思いが
強い力になったのは確かである。た
だし，他のひきこもりのケースで
は，Clの登校への動機となるものを
見つけ出せない場合もあり，成果が
出にくい面がある。いずれにして
も，家族からのClへの支援こそはど
んなケースにおいても登校への強い
後押しになると言えるのではない
か。
　結果として，このケースは成功し
たが，課題としては，この時期では
たまたまClは一人きりであったが，
現今，同様の事例が同一校で同時に
複数発生する場合が多く見られる。
その際，教育相談係が一人で多数の
事例を抱え切れるものでなく，役割
分担の細分化や係以外の割り当ても
必要である。週１回設置されている
ＳＣとの連携を含め，校内での教育
相談体制づくりやカウンセリング研
修の充実を促進し，全校職員が平時
からカウンセリングマインドを持っ
て生徒と対応することの必要性が思
われてならないのである。

「対⼈人緊張の⾼高い知的障害⽣生徒に対
する⾃自⼰己表現⼒力力を⾼高める遊戯療療法的
アプローチ」

長田公子
兵庫県立出石特別支援学校

【キーワード】自己理解，自己表
現，遊戯療法的アプローチ，知的障
害，ランドウークレフナー症候群

【考察】
自己表現をしていく過程には３つの
プロセスが考えられる。すなわち，
「自分の気持ちに意識を向ける，自
分を表現する，自分が表現したもの
を分かち合う」の３つのプロセスで
ある。対象生徒の自立活動での様子
を整理していくと，この３つのプロ
セスを経ている様子が理解できる。
　まず，「自立活動の時間」という
個別指導の時間を確保することで，
自分の気持ちに丁寧に意識を向ける
時間と空間を持つことができた。リ
ラックスした空間で，仮名パズルゲ
ームを楽しみ，文字を手がかりに自
分が知っている言葉を想起する体験
を通して，「自分もできる」という
体験ができた。授業の前と後に，イ
ラストで自分の気持ちを表現するこ
とは，授業と自分の気持ちを振り返
る機会となり，楽しさを実感し達成
感を高めた。現場実習でも最後まで
実習に参加して達成感を経験した。
そのような体験が，「分からない」
と言える自信に結びつき，直接的に
自分の気持ちを表現することができ
るようになってきた。「安心・安全
の場」を提供し，信頼関係を構築す
るという目標を達成できたことにな
る。　　　　
　第２期になると，夏休みの思い出
や中学校時代の思い出，悔しかった
ことなど，気持ちやイメージを自分
の言葉で表現できるようになった。
イラストではなく，担当者との会話
で，自分の気持ちに形を与え，整理
していくことができた。担当者は，
すべての表現を肯定的に受け止め，
承認や賞賛，教示を求める質問を繰
り返しながら，対象生徒と気持ちを
共有するように努めた。
　また，この時期の話し合いでは，
自分の感情を分析して，授業の公開
依頼を拒否する，あるいは，現場実
習で二つの実習を体験し，比較検討
しながら自分の進路について悩むな
ど，心の整理を体験していく様子が
観察される。授業公開については，
対象生徒の意思を尊重して非公開に

し，自分の意見を言えばきちんと対
応してもらえる体験をした。このよ
うな体験は，対象生徒の周囲への観
察力を高め，より深い自己表現にな
ったと考えられる。
第３期では，友達とのお喋りや，生
徒会役員への再度の立候補に向けて
いろいろな人に相談していく様子か
ら，自分の表現したものを他の人と
分かち合い，友達からのフィードバ
ックを基に，自分自身をとらえ直し
ていく様子が観察される。自己をと
らえ直すという体験は，現場実習を
経て，よりよい自分に変えていこう
という意欲に結びついてきた。
　このように３つのプロセスを経な
がら，自分を表現できるようになっ
ていたのには，３つの理由が考えら
れる。
　まず，1つめは，自立活動の時間
という個別指導の場で「安心・安
全」が確保できたことである。自尊
感情の低い生徒は，他からの評価に
過敏になっている。その評価がない
個別指導の場で，担当者と一対一の
時間を過ごすというのが効果的であ
った。そして，そこでの担当者の肯
定的な受け止めがあって，より自由
に自分を表現できる結果となった。
　次に，遊戯療法アプローチを用
い，話すことを強要せず，ゲームを
楽しみながら，心をほぐしていった
ことである。自立活動では，担当者
は教師という立場であり，対象生徒
にとっては身構える必要のある人で
あり，場面であった。しかし，学習
内容はゲームであり，仮名パズルや
コミックパズルのような簡単なゲー
ムで，勝負に関係がないものが多か
った。ゲームを楽しみながら，日常
生活の中の話題など，何気ない話を
続けていくことが多かったので，構
えることなく話ができたのだと推測
できる。
　3つ目は，学習場面において，担
当者が対象生徒に対する積極的かつ
肯定的な関心を向けたことである。
対象者がNOと言えた時点がひとつ
の転換期である。担当者は対象生徒
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の「恥ずかしいから嫌だ。」という
表現を受け止め，公開授業を断念し
た。これ以後，自己の気持ちや行動
の振り返りや評価も言語化できるよ
うになった。担当者が共感的理解を
示すことで，自己成長を遂げてきた
といえる。ロジャースのいう来談者
中心法というほど明確なものではな
いが，「カウンセリングマインドを
持って生徒に寄り添うこと」で，
「安心・安全の場所で自由に自己表
現や適切な自己評価」ができ，結果
として自己表現の力が高まっていっ
たと考えられる。
　対象生徒は，6歳でてんかんに伴
う獲得性失語症を発症しているが，
生育歴には歩き始めが遅かったと記
され，WISC-Ⅲの結果からも軽度の
知的障害があることが考えられる。
STの指導で回復した会話および言語
の発達は学年相応のものではなく，
通常学級での学習は困難であったと
考えられる。学習面での遅れが自己
評価の低下につながっている。個別
指導の場で，イラストやコミック漫
画，仮名パズルゲームなどを使っ
て，言葉を多用しない場面を作るこ
とで，リラックスした場を提供でき
たが，イメージを言葉に置き換える
時，語彙が少なくてもどかしい思い
をしている様子が観察された。その
ような場面では，担当者は，対象生
徒の思い描いているイメージや感情
を推察して言葉に置きかえて確認す
る作業を丁寧に行う必要があった。
会話だけの面談では，対象生徒の自
己表現力を十分に引き出すことが難
しく，カードゲームやコミック漫画
など視覚刺激が言語表現のきっかけ
作りには効果的であった。
　特別支援学校の高等部には，地域
の中学校から様々な課題を持った生
徒が入学してくる。知的障害，発達
障害，不登校，被虐待生徒等，障害
種別も様々で，特別支援学級に在籍
していた生徒，通常学級に在籍して
いた生徒等，その背景は多種多様で
ある。自己理解や他者理解のあり方
も多様であるが，いずれも自己肯定

感の低さが顕著である。行動面で
は，自分が傷つく前に先手を打つ攻
撃的な行動と，他者との交流を表面
的な部分でやり過ごす回避型の２極
化した行動が多くみられる。このよ
うな生徒たちに，自立活動の時間と
いう学習の場で，「安心・安全の
場」を提供し，自己を振り返る時間
を教師と一緒に共有し，そのような
体験を通して自分を表現する経験を
重ね，自己肯定感を高めさせていき
たいと考えている。

「教室不不適応を⽰示す⾃自閉症⽣生徒に対
する社会的スキル訓練法の効果」

森田明美
愛知県立豊川養護学校

【キーワード】対人不安　 教室不適
応　 受容的・傾聴的カウンセリング　
社会的スキル　 他害行動　 自閉症　
知的障害
【考察】
　 登校しても不安感が強く，教室に
入れない，かといって一人では過ご
せないＹ男にとってまず重要なこと
は，「安心して過ごせる環境設定 」
と「感情のコントロール」であると
捉えた。担任，副担任（私）が安心
して話せる存在になれるよう，聴い
て受容し共感していくカウンセリン
グとSSTを続けた。関わる側が，安
心した心持ちと支える姿勢を保ち続
けたことが，Ｙ男に安心感をもたら
したと考える。１年生１学期は９回
あったパニックが２年生の１学期
は，いらいらするものの他害行為に
は及ばず，私とのやりとりで落ち着
くことができた。また，「○○が起
こりそうで心配」と先の不安につい
ても語れるように促したことで，関
わる人達にも理解されやすくなった
と考えられる。
　 教室で過ごしていることをほめ，
スモールステップで取り組んでいっ
た結果，現在は２時限目の授業に一
人で参加できるようになっている。
これまでに対人関係のスキルを学ん
できていないことや，場面を誤って
認知することにより不安になってい
ることが考えられたので，個別対応

の時間にSSTを取り入れたことは，
落ち着いて過ごしたり，相手の気持
ちを考えたりする上で成果があっ
た。(表１）行動は少しずつ改善され
たが，まだ自分勝手な思いこみやこ
だわりで不安になってしまうことも
多く見られる。
　 自閉症の生徒が主体的に活動する
ために，分かって動ける物理的支援
と彼らの特性を配慮した人的支援と
いう両面から学習環境を整えてきた
ことが，成果につながったと考えら
れる。しかし，知的に低いことから
自分の置かれている状況や自分の内
面の理解が難しく，言葉でストレス
や悩みをうまく表現できないことか
ら，スキルの習得に時間を要した。
また，解決したかに見えた問題が不
安定になると再び出現するなど，習
得したスキルの般化の難しさも感じ
ている。
　 今回の事例では，ケース会や部会
でＹ男の特性を共有し，高等部以外
の校長を始め養護教諭，事務職員な
ど関わりのある人たちにも理解のあ
る対応をしてもらえたことが大き
い。母親もＹ男の成長を受け止め一
緒に支援していくという関係ができ
つつある。また，学級でもSSTの学
習を取り入れ，Ｙ男を暖かく迎え入
れてもらえたことから，Ｙ男自身も
クラスメイトとの関わりを広げよう
としている。人との良好な相互作用
を多く経験していくことで教室への
不適応が軽減されていくことを実感
した。
　 今後，福祉施設への進路を希望し
ていることを踏まえて，現在獲得し
たスキルを生かせる環境設定等をし
将来を見据えた支援目標を検討して
いくことが必要であろう。
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