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日本学校教育相談学会
第６０号

平成２７年４月１１日発行
編集発行人 瀬下 肇

いじめ・不登校の予防的・開発的教育相談の充実を！
―会員等の日々の実践に期待するー

日本学校教育相談学会
群馬県支部理事長 瀬下 肇

１ ご退職・ご栄転された皆様へ
平成２７年度がスタートしました。各学校・園においてはぴかぴかの新入生・園児を迎え、

フレシッユな感覚でそれぞれのお立場でご活躍のことと思います。
さて、年度末にご退職をされた会員・準会員（以下会員等という）の皆様、大変お疲れさま

でした。教職に就かれた方々は、３８年程の長きに渡って児童生徒の教育指導に素晴らしい貢
献と実績を残されたことと思います。そのことに深く敬意を表したいと思います。これからも
地域社会でその力を発揮されますよう願っています。
また、年度末の人事異動でご栄転された方々、本当のご栄転おめでとうございます。日々の

着実な教育実践の成果と人柄等の賜物と考えます。今後とも健康に留意されご活躍されますよ
う祈念申し上げます。

２ 今年度の支部の重点目標といじめ・不登校の予防的・開発的相談の充実
今年度の重点目標として、以下の４点を掲げました。是非、このことを踏まえ各学校での実

践をお願いします。
（１）子どもの成長や学校の教育課題の解決に役立つ学校教育相談の研究・研修・実践を推

進するとともに、関係機関・団体等と連携しながら、学校の生徒指導や教育上の諸問
題の解決に努める。

（２）東日本大震災で被災した児童生徒の心理的安定を図り、環境に適応し自己実現できるよ
う支援する。

（３）会員・準会員の新規加入者を増やすとともに、本学会認定の「学校カウンセラー」や「ガ
イダンスカウンセラー」を増加させ、学校教育相談学会の一層の充実に資する。

（４）スクールカウンセラー、生徒指導嘱託、学校カウンセラー等の養成をするとともに、群
馬県全体の学校教育相談の向上を図る。
折しも今年２月２０日に川崎市の中学１年生上村遼太君が全裸にされ多摩川で泳がされた
上、カッターナイフで首を切られ殺害されるという悲惨な事件が発生しました。事件の詳
しい内容や背景等については、今後の警察の捜査等を待ちたいと思いますが、このような
事件の再発防止に努めなければならないと考えます。
会員等の皆様には、日々の教育実践において、中１刺殺事件等を踏まえ、地域や学校、

児童生徒の実態に応じて学校・園の教育上の諸課題の解決に鋭意取り組まれていることと
思いますが、より一層の充実を期待したと存じます。具体的には、いじめ・不登校等の予
防的・開発的教育相談の充実が何より重要です。各会員等が力を結集し、皆様が勤務する
学校・園においていじめ・不登校の予防的・開発的教育相談を推進し、いじめ予防をし、
１件でもいじめ件数を減らすること、１人でも不登校児童生徒数の減少を図ることと考え
ています。その先頭に立って、会員等の皆様が活躍されることを願っています。ここにこ
そ、学会や学会員等の存在意義があるものと思いますし、群馬県支部の存在を高めるもの
と考えています。

そのためには、ピア・サポート、ソーシャルスキル、アサーショントレーニング、スト
レス・マネジメント、アンガーマネジメント、ワイド相談、SEL（社会性と情動の学習）、
グループワークトレーニング、プロジェクト・アドベンチャー等を年間の教育相談計画に
盛り込むなど教育課程に位置づけて全校態勢で取り組むことが肝要と思います。また、広
島大学の栗原慎二氏の提唱するマルチレベルアプローチ（ピア・サポート、品格教育、協
同学習、SEL を同時に取り組む）も参考になると思います。岡山県総社市においては、栗
原先生の指導のもと全市で「だれでも学校に行きたくなる学校づくりプロジェクト」に取
り組み、その結果、不登校が減少し、学力も向上したという実践報告があります。本支部
の会員等の取り組みを期待しています。

３ 学校教育相談のマネジメント力の発揮と研修を
学校教育相談が機能するような学校づくりのためには、会員等が実力を身につけ、学校の管

理職をはじめ先生方に教育相談が学校教育に不可欠であるというより確かな実感を持ってもら
うことが重要です。できれば、本支部の会員等が学校の教育相談担当者として学校教育相談の
プロデュースするプロデューサーとして大いに活躍して頂きたいと考えています。本支部が主
催する研修会等に参加されるなどして、一人一人の児童生徒の自己実現を図られますよう切に
願っています。
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平成２６年度 第２１回 学校教育相談研修会【抄録】 平成２７年２月２１日（土）

※午前中２つの実践発表、そのあと小集団での研究討議が行われました。実践発表のみご紹介します。

発表１「集団活動の場で、落ち着いて活動する

ことがむずかしい児童への援助・指導」

～受容的な関わりと自信を持たせる支援を通し

て～

発表者 群馬県立伊勢崎特別支援学校

教諭 清水 秀俊 先生

１ 対象生徒 Ａ男（小学部３年生）

２ 問題の概要

Ａ男は、パズルなどの好きな活動には集中して

取り組むことができる。しかし、苦手なことに取

り組んだり、大きな声で言葉をかけられたり、や

りたいことがすぐにできずに待たされたりしたと

きには、気持ちが高ぶり、自分の顔をたたいたり、

担任を噛んだりするなどの自傷・他傷行為を行う

ことがある。特に、苦手な集団活動の場では、気

持ちが高ぶることが見られる。

３ 指導の方針

Ａ男に対して、家庭に対して、職員との連携の

３つを指導の柱にして取り組んだ。

４ まとめと今後の課題

Ａ男は、相手に自分の気持ちを伝えることの困

難さ、見通しをもてないときの不安、友達と関わ

ることのむずかしさなどを抱えながら、学校生活

を送ってきたと思われる。そんなＡ男に対して、

担任・副担任は、Ａ男の思いや願いをつかみ、受

け止めようとしてきた。また、Ａ男が「できた」

「がんばった」という体験をし、それを認められ

たり、褒められたりすることで自信がもてるよう

支援をしてきた。

そうした支援を通じて、Ａ男は、いろいろな集

団生活の場で、落ち着いて最後まで取り組むこと

ができるようになった。また、気持ちが高ぶった

時でも、落ち着きを取り戻す時間が短くなったり、

担任の腕を噛むなどの他傷行為が少なくなったり

してきた。

一方で、現在でも、なぜＡ男が気持ちを高ぶら

せたのか、をつかめないこともある。

今後は、Ａ男の行動の背景にある思いや気持ち

をより正確に分析し、しっかりと把握して上で、

それを受け止めながら、支援・指導を行っていき

たい。

発表２「授業に出席できない生徒への支援」

～母親とのカウンセリングを中心として～

発表者 前橋市総合教育プラザ

相談指導員 須藤 智子 先生

１ 対象生徒 Ｂ男（中学１年生）

２ 問題の概要

Ｘ年１１月に母親より相談室へ、Ｂ男の不登校

の相談電話が入った。Ｂ男は、夏休み中は部活に

参加し、帰ってくるとぐったりしていて課題に手

がつかなかった。２学期に入り、課題が終わって

いないことを気にしたのか、週１、２回の登校に

なった。１０月になると、「勉強が分からない。」

「クラスに仲のよい生徒はいない。男子の問題（男

子特有のもの）は楽しくないし、合わせられな

い。」と言って、授業には出なくなった。部活動

だけは放課後に毎日出席し、休日に行われる大会

にも参加できた。

３ 指導の方針

（１）母親とのカウンセリングを実施して母親の

養育態度の変容を図り、Ｂ男の自立を促し、

登校できるように支援する。

（２）Ｂ男にも母親にも来所してもらい、Ａ相談

指導員とのプレイセラピーを通して、Ｂ男

の情緒の安定を図る。

４ まとめと今後の課題

母親は心のコップが一杯の様子だったので、傾

聴することを大切にした。Ｂ男に対し、できる対

処はすべてしたいという強いエネルギーを母親に

感じた。母親の強い思いを受け止めつつ、Ｂ男の

成長と自立を話し合った。少しずつ母親はＢ男と

のスキンシップや、Ｂ男の考えを尊重するように

なった。

面談が進むと母親自身の話をして人生を振り返

り、一方的だった自分の行動に疑問を感じる場面

も出てきた。後半は母親がＢ男への対応を変えた

ために起こった、心の揺らぎを受け止めた。

Ｘ年＋１年４月に入り、Ｂ男が登校し授業にも

出られるようになった。Ｂ男の情緒が安定し、自

主性や社会性も伸張しつつあることがうかがえる

ようになった。

(記録･文責 添田)



         
 
 
 
 

※瀬下理事長による講師紹介  
                   

本田恵子先

生は、中学・

高校の教師を

していた。指

導に困った時、

先輩の教師に

「何事も経験  
【瀬下理事長】     だよ」と言わ

れた。そこで、若い教師の核になるもの

カウンセリングを求めて米国留学をされ

たそうです。先生の著書にある「怒るの

は当たり前、みんな自分の怒りを正当に

表現していいのです。」という言葉も瀬下

理事長から紹介されました。  
 
１ アンガ－とは  
①アンガ－は、様々な感情が入り乱れ混沌と

した状態をいう。  
②アンガ－は、自分の気持ちと他人の気持ち

の区別がつかない状態でもある。  
③アンガ－は、周囲を巻き込みやすく、自分

も巻き込まれやすい状態になる。  
２  状況は変えられない。ではどうす

る？  
 できごとは変えられないが、同じできごと

への感じ方や考え方は変えられる。たとえば、

宿題をやらなくてはならないが、サッカーの

練習をしっかりやってレギュラーの座を獲得

しなくてはならないという状況でどうするか。

これまでの感じ方・考え方では、「宿題は気

になるがサッカーに行く」となり、これまで

のやり方として実際にいらいらしながらサ

ッカーの練習・試合をする。試合の結果もよ  

 
 
 
 
 
くならない。そこで、同じできごとへの感  
じ方・考え方を変えてみる。「宿題は、でき

るところまで、まずやろう。」と考え、適切

な方法として、できるだけ進ませておく。そ

の結果、集中してサッカーの試合に臨める。  
【ご講演中の本田先生】  

３ アンガ－の表出タイプとその対応  
①（爆発型：ADHD タイプ）突然、爆発する。

が、その後はさっぱりしている。  
 （対応）刺激の排除、タイムアウト、スト

レスマネジメント  
②（パニック型：PDD タイプ）不安が高く、

猜疑心が強い。自分が攻撃されそうになる

と先制攻撃をしてくる。  
 （対応）相手が安心できるように、立場を

明確にし、行動の見通しを立てる。  
③（じわじわ型：LD タイプ）おとなしい溜

め込みタイプ。一気に爆発。爆発後は落ち

込む。  
 （対応）感情のモニタ－、黄色信号でスト

レスマネジメントをする。助けを求める力

をつける。自分から声をかける勇気をもつ。 
④（ねちねち型：愛情障害タイプ）常にいら
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   講演 学校におけるアンガーマネージメントの進め方  
      ～対応の難しい児童生徒に巻き込まれないように～  
   講師 早稲田大学教育学部教育心理学専修教授   本田 恵子先生  
 
 
 
 
    
 
 

－３－  



いらする。嫉妬や恨みを特定の相手に執拗

にぶつけていく。  
 （対応）認知変容、正しい人間関係の作り

方を教える。（真ん中の関係）  
４ 脳の働きと行動の関係  

①自律神経の調節機能を安定させる。  
②言葉を増やすことで、行動指令を出しやす

くする。  
③制御機能を鍛えることで、アクセルやブレ

－キが踏みやすくなる。  
④実行機能を鍛えることで、一つの問題に対

する複数の解決方法を思い付くようになる。 
⑤全体を見渡す力を鍛えることで、視野を広

げる、目標を持つことができるようになる。 
５ VTR『虐待の傷はいえるのか』  
 情緒障害施設の二人の子どもたちのヒート

アップの様子を VTR でみる。廊下を歩く際、

一人の男の子が、近くを歩いていた女の子の

体に誤って触れたことからトラブルとなる。

体を当てられ興奮した女の子の立場から、状

況を分析する。止めようとした人の「立ち位

置」が興奮した子にとって、戦闘態勢となっ

てしまっていること、止めに入った先生の顔

の表情がニュートラルではなく相手を刺激し

てしまう結果となったことを分析する。  
相手をいきなり押さえつけたりしないで、

まず、落ち着いて言葉がけをしたりするなど

の安全な介入の仕方を考える。このあと、顔

をニュートラル（ゆるませる）にする方法に

ついて本田先生に実演していただく。  
【VTR の流れ】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この事例の対応策として（女の子に身に

付けさせたいこと）：非言語のジェスチャー

で「ここ」が痛いと示す。この男の子と廊

下などですれ違う時に、離れてすれ違うよ

うにする。  
６  児童生徒がキレやすくなっている

ときにやってはいけないこと（NG 集） 
①自分の感情で相手を非難する：「なんで、そ

うなるの？」「恥ずかしいでしょう？」「ど

うしてそういうことを言うわけ？」  
②ものごとを否定的に関連付ける：「それ違

う」「それをやったらだめ」「そんな風だか

ら、友達できないんだよ」「勉強しないなら、

休み時間ないですよ」  
③本当の気持ちと反対のことを言う：勝手に

しなさい」「やる気ないんだろう」「もう知

らない」  
④自分の体験で問題解決をしてしまう：「それ

は、こうやるんだよ」  
７ 具体的な解決策を探す（できている

ことに注目）  
①「これをしようとしたんだね」：行動目標

を明確にする。  
②「ここまで、やったんだ」：到達したとこ

ろまで理解する。  

男 の 子 に ぶ つ

かられた  
袖で、ぱっと相手

の頭をさわる  

男 の 子 が 手 で

よける  

壁 に お し つ け て

首を絞め始める  
男 の 子 が 謝 ら

ない  

壁 に ど ん ど ん

たたきつける  
先 生 が 男 の 子

の横に立つ  

頭 を 押 さ え に

かかる  

－４－  



③「何が、起こったんだろうね」：背景の分

析の姿勢を示す。  
④「ここを変えるといいんじゃない？」：改

善点や変容の場所を示す。  
⑤「どこまで、できるようになりたい？」：

今後の目標を聞く。  
⑥「そのために、どうしようか？」：到達す

るための方法を考える。  
⑦「私にできることは、ある？」：相手がし

てほしいこと、何を求めているかを尋ねる。 
８ 児童生徒の反応別の支援の仕方（教

員・周囲の児童生徒に必要なこ）  
①（ちょっとだけ SOS を出して相手を引き

寄せるタイプ）  
 （対応）１）相手の行動を見て、何を伝え

たいかを言葉にする。「こういうことを

しているね」  
 ２）気持ちを言葉にする。「こういうことが

したいのかな」  
３）適切な方法を伝える。「だったら～やっ

てみて」  
②（自分の欲求を押し通そうとするタイプ） 
 （対応）１）相手の気持ちを受け止める。

「こういうことがいいたいのね」  
 ２）自分の状態を説明する。「今、～してい

ます」「～をしてほしいです」  
③（マイナス行動で引き寄せるタイプ）  
 （対応）１）欲求は、受容する。「～がし

たいのですか？」  
 ２）相手が興味をもちそうなことを伝えて

逃げるのをストップする。  
 ３）こちらのしてほしいことを伝えて待つ。 
※参考文献  
本田恵子著「キレやすい子の理解と対応」  

            ほんの森出版  
本田恵子著「先生のためのアンガ－マネ－ジ    
     メント」    ほんの森出版  

本田恵子著「キレやすい子のアンガ－マネ－

ジメント」   ほんの森出版  
【記録・文責 横澤】 

平成 26 年度 学校教育相談スキルアップ講座  

～今年度も学校現場で活躍している教育相談

担当者のスキルアップを目指し，群馬県の学校

教育相談のレベルアップを図るために開催さ

れました。 

 

１ 日時   平成 27 年 1 月 17 日(土)・24 日(土)・      

31 日(土)9:00~16:00 

２ 会場   前橋市総合福祉会館 第１会議室 

３ 受講料 10,000 円 

 

＜講座の内容>    *敬称略，  SC：ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  

1 月 17 日(土) 9:00~16:00 

「ソーシャルスキルトレーﾆﾝｸﾞの理論と実際」 

  伊勢崎市立豊受小学校 校長 藤本重夫 

「ブリーフセラピーの進め方」 

    川場村立川場中学校 SC 青木美穂子 

「交流分析の理論と実際」 

  渋川市立伊香保小学校 教頭 國峯 智 

「相談面接演習Ⅲ」 

  太田市立尾島小学校 教諭 西澤祐美子  

1 月 24 日(土) 9:00~16:00 

「認知行動療法における問題解決技法」 

「行動へ介入する集団認知行動療法」 

   群馬大学教育学部 准教授 岩瀧大樹 

「学校教育相談アセスメント概論」 

   群馬大学教職大学院 教授 懸川武史 

「事例研究の理論と演習Ⅲ(専門編）」  

 伊勢崎市立殖蓮第二小学校 教諭  横澤敏明  

1 月 31 日(土) 9:00~16:00 

「保護者との面接の進め方(上級編)」 

   伊勢崎市立第二中学校 SC 内山 彰 

「家族療法の理論と実習」 

  渋川市立赤城南中学校 校長 武藤栄一 

「不登校の理解と対応Ⅲ」  

   太田市立駒形小学校 SC 須永敏江 

「リラクセーション」 

  伊勢崎市立あずま中学校 SC 高橋冝英 

 

【文責 下山】  

－５－  
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資料(1)
～学校教育相談スキルアップ講座「ブリーフセラピーの進め方」より

より効果的効率的な面接を目指すブリーフセラピーには，クライエントに解決像を描

かしていくためのスキルがいろいろあります。ここでは，講座の資料として用いられたも

のを一部紹介します。
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資料(2)
 子供たちに自己肯定感を高めるための SGE のエクササイズの一つとして「コンプリメン

トシャワ－」があります。そこで使えるワークシートを紹介します。
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学 会 短 信
母親が愛着行動が取りにくい場合は３人で面接
～自己肯定感を高めることが、不適応行動を減少させる～

小学校１年生男児が授業に集中できず、出歩くことがあった。
母子関係に問題があり、母親が子どもを褒めないで、叱ることが多く、子どもは自己

肯定感を持てずに、先生や母親の言うことを聞かなかった。
母親と児童と、カウンセラーとで双六ゲームやネットワークゲームをした。カウンセ

ラーが意識的に児童のよいところを褒めると大変喜んだ。また、児童に母親の膝に乗る
ように促すと喜んで膝の上に乗り、母子共に心地よい経験ができた。毎回、３人でゲー
ムをする中で、母親の接し方が変わり、子どもを褒めることが多くなり、子どもの自己
肯定感も高まり、情緒が安定してきた。

担任の先生とも情報交換を頻繁に行い、児童の行動を褒めるように心がけていただい
た。また、集団での活動を逸脱する行為については短く、具体的な改善を図る指導をし
ていただいた。教室でも、比較的落ち着いて行動できる日が多くなってきた。

今年度は、４つの講座を開催します

１ 学校教育相談基礎講座
趣旨 学校教育相談の基礎的な内容を研修します。
日時 平成２７年５月２３日(土)・３０日(土)・６月６日(土)9:00 ～ 16:00
会場 前橋市総合福祉会館３階第１会議室 受講料 10,000 円

２ スクールカウンセラー等養成講座
趣旨 スクールカウンセラー等に必要とされる基礎的な知識と実践的な対応方法

を学びます。
日時 平成２７年８月２２日(土)・２９日(土)・９月５日(土)9:00 ～ 16:00
会場 群馬県生涯学習センター(予定) 受講料 10,000 円

３ 学校教育相談スキルアップ講座
趣旨 今学校現場で活躍している教育相談担当者のスキルアップを目指し、群馬

県の学校教育相談のレベルアップを図ります。
日時 平成２７年１１月７日(土)・１４日(土)・２１日(土)9:00 ～ 16:00
会場 前橋市総合福祉会館(予定) 受講料 10,000 円

４ 学校教育相談技術修得講座(不登校解決アプローチ講座)
趣旨 学校教育相談を長年研鑽し、臨床経験も豊かなカウンセラーが支援した不登

校解決事例を発表します。そして、不登校解決アプローチの技術やノウハウを
学ぶことにより、カウンセラーとしての資質や技術の向上を図ります。

日時 平成２７年１２月５日(土)9:00 ～ 16:00
会場 前橋市総合福祉会館(予定) 受講料 3,000 円

学校カウンセラーに群馬県支部から１０名が認定
１月１７日(土)、に学校カウンセラー認定のための面接会が開催されました。
次の 10 名の方が認定となりました。おめでとうございます。(敬称略)

大谷由力里、清水 道子、白崎あつ子、須田 民子、須藤 智子、
田畑奈津子、出井 一美、星野 智子、松澤 修、矢島 敏明
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