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はじめに

教育(理論)というと何か小難しいイメー

ジがあり、実際主だった教育書(理論)を手

にとって見るとやはりわかりにくい。教育

は正論を言ってくるだけに、読み手の人々

は皆、引き下がってしまう。この Q&A教

育臨床ハンドブックはその点、 Q&A方式

でまたできる限りわかりやすい表現で記

載をした。大学生、大学院生、現職教員、

カウンセラーの方々を対象に書いたが、一

般の方々も読んで損のない著書だと思っ

ている。この本で少しでも教育(理論)とい

うものが人々に身近に親しみやすくなっ

て頂ければ幸いである。
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Q:教育臨床学とはどの様なことですか?

A:最近の学校現場で多発している、いじ

めや不登校などの問題を面接などを通

して考えていく学問のことです。

Q:教育相談とはどの様なことですか?

A:学校内における児童・生徒の不適応行

動や問題行動に対して適切な援助・アド

バイスを行い、学校生活への適応を図っ

ていくことです。近年、教員の力量とし

てカウンセリング=マインドを求める

傾向が強くなってきています。しかし、

多動や織目や登校拒否など、カウンセリ

ングでは治療が難しい点も多く出てき

ています。

Q:カウンセリング=マインドとはどの様

なことですか?
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A:自分の価値感や先入感をはさまずに相

手をわかろうとする態度のことです。ク

ライエント(生徒)が自らの問題に気づ

き、自分で自分の問題を解決していくこ

とができる様に援助を行い、共に歩んで

いく心の持ち方が大切です。

Q:指示的カウンセリングとはどの様なこ

とですか?

A:ウィリアムソンが説いたもので、科学

的手法により診断と治療を行っていく

カウンセリングのことです。指示的技法

はカウンセリングの効果を高めるため

に有効であり、一定の役割を演じさせた

り、課題を与えたりしていきます。指示

をしていけば治療を行っていくができ

るといった考え方のことです。これには

クライエント(生徒)の良好なレディネ
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スが必要です。

Q:非指示的カウンセリングとはどの様な

ことですか?

A:特にアメリカの心理学者ロジャーズが

説いたもので、クライエント(生徒)の

主観の世界を大切にし、こちらからは何

も課題などは出さずにクライエント(生

徒)に自由に発言をさせていき、心の問

題を解決していくカウンセリングのこ

とです。日本のカウンセリングはこの非

指示的カウンセリングが主流でしたが、

若干、最近は家族カウンセリングなどが

導入されるようになってきたこともあ

り、指示的カウンセリングの方向に動い

ていっています。

Q:カウンセラーの大切な 3点とはどの様
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なことですか?

A:①うそはいわない②社交的には話さな

い③守秘義務を守ることの 3点です。

Q:学校教育相談にはどの様な欠陥があり

ますか?

A:①子どもの行動に対して生徒指導係り

と教育相談係の連携が十分ではない②

学校内での役割分担のローテーション

が少ない(生活指導係りに 10年など)

③管理主義に対する批判のため、命令が

一元化となっていないことなどが挙げ

られます。

Q:学校内での 2大問題とはどの様なとと

ですか?

A:不登校と発達障害の 2つです。
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Q:教育相談の面接構造とはどの様なもの

ですか?

A:以下の 8点を挙げることができます。

①面接者(教員)②被面接者(生徒)③

面接者(教員)と被面接者(生徒)がお

互い語り合える共通の地盤④面接の目

的⑤面接のテーマ⑥面接場所となる空

間⑦面接の時間⑧両者のコミニュケー

ションを進める言葉

面接は教員と生徒の教養も影響し、パー

ソナリティー、両者の理解力も影響を及

ぼします。総合的な関係により面接がつ

くられていきます。

Q:健康なパーソナリティーへ向かつて変

容を起こすための条件とはどの様なこ

とですか?
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A:①カウンセラー(教員)とクライエン

ト(生徒)お互いが心理コンタクトを持

っている②生徒が不一致の状態③教員

が(関係性の中で)一致・統合を進めて

いる④生徒に対して無条件の肯定的理

解や積極的な見なしを行っている⑤生

徒と共感的理解ができている⑥共感的

理解を生徒に対しフィードパックが行

われていることなどが挙げられます。

教員と生徒はすべて心的に一体化する

必要はないのではないでしょうか?認

め合うところは認め合って、つながると

ころはつながっておく。また教育相談を

受ける生徒は悩みがあったり、また発達

が遅い様な感じの生徒も中にはいます。

否定的に見るのではなく、早く発達して

しまっていたら、先に感動を多く体験し

てしまって、後から感動が来てもその感
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動を十分に味わうことができないので

はないでしょうか?生徒一人ひとりの

姿、形が違うように発達や感じ方も様々

です。カウンセラー(教員)はその様な

点も念頭に入れておくことがよいので

はないかと思います。

Q:初期面接で大切なことはどの様なこと

ですか?

A:①アセスメント②生徒から信頼を得る

こと③生徒の内的体験過程を知ること

などが挙げられます。

Q:これからの学校教育相談で大切なこと

は何ですか?

A:これからは若干、教育相談というもの

が減少してくるかもしれません。これか

らの社会は会社中心主義から人間中心

8 



主義に変わっていきます。その様な中で

カウンセリングを通して新しい教育が

生まれてくると思います。カウンセリン

グの技術や理論を一つのチャンネルと

して、位置づけていくことが大切ではな

いでしょうか?

Q:カウンセリングの応答技法 積極的傾

聴と共感の基礎技法とはどの様なもの

ですか?

A:①聞かれた質問②うなずきと相づち③

気持ちの(反射)④言い換え⑤焦点の充

て方⑥要約などが挙げられます。

Q:積極的な介入技法とはどの様なもので

すか?

A:①明確化②直面化③解釈④リフレーミ

ング⑤ジョイニング⑥マッチングなど
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が挙げられます。

Q:探索的な質問技法とはどの様なもので

すか?

A:①聞かれた質問②閉ざされた質問③

(盲点に)焦点化された質問④具体的な

質問⑤円環的質問⑥ミラクル=クェス

チョンなどが挙げられます。

Q:ミラタルク=クェスチョンとはどの様

なことですか?

A:奇跡の質問ともいい、生徒に問題が解

決したときのことを創造させていくこ

とです。・・・何によって変わっていく

か?を注視しておく必要があります。

Q:ジョイニングとはどの様なことです

か?
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A: S.ミニューチンが説いた技法で、クラ

イエント(生徒)に対して伴走→調節→

模倣をしていくことです。

Q:システムズ=アプローチとはどの様な

ことですか?

A:問題があり、堂々巡りとなっているシ

ステムのどこかに介入をし、その状態か

らクライエント(生徒)を脱出させてい

くことです。例えば拒食症で悩む生徒の

家族に面接室で食事をしてもらい、相互

交流をしてもらうことなどが挙げられ

ます。

Q:遊戯療法とはどの様なものですか?

A:アメリカの心理学者アクスラインやイ

ギリスの精神分析家アンナ=フロイト

が始めたもので、遊びの中で自己を表現

11 



させて、遊びを通してクライエント(生

徒)と治療者(教員)の関係をつくって

いき、生徒の心の問題解決へと向けてい

く心理療法のことです。教員は許容的、

非審判的態度を持ち、遊びをリードして

いくことが大切です。生徒は家と違って

生き生きとプレイルーム(遊戯治療室)

で動いていくことがあります。生徒の遊

びの中から問題点、治療の突破口が露天

掘りの様に出てくることもあります。も

し可能ならば保護者に対しての平行面

接を行っていくこともよいでしょう。

Q:箱庭療法とはどの様なものですか?

A:イギリスのローンフェルトが創始した

ものをスイスの心理学者カルフが発展

させていった心理療法で、砂の入った木

箱と小さな様々な人形が用意され、クラ
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イエント(生徒)はその砂の上で小さい

人形を自由に動かし、砂で山や川をつく

ったりし、イメージ表現を行っていきま

す。この心理療法は大人のクライエント

のカウンセリングが行き詰ってしまっ

たときやまた遊戯療法などと連動させ

て行われたりもします。この心理療法は

言葉ではない、心のかなり深い層まで表

出をさせていくことが可能です。

Q:論理療法とはどの様なものですか?

A:アメリカの心理学者エリスが

創始したもので、心理的な問題の多くは

クライエント(生徒)が否定的な出来事

を体験したかどうかではなく、勝手に非

合理的な解釈をしてしまっているとい

うことが原因であるととらえ、直面・議

論などの直接的な方法を用いて非合理
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的にとらえてしまっているクライエン

ト(生徒)の認知に揺さぶりをかけてい

く心理療法のことです。例えばクライエ

ント(生徒)が教員から『学校に来なく

てよい』と言われ、教員から拒絶をされ

てしまったと認知をしてしまっている

ときに、常日頃、クライエント(生徒)

の体調が悪いのを知っていて、体調を気

遣ってその様な発言をしたのだと認知

を変えていくことです。

Q:不登校(登校拒否)とはどの様なこと

ですか?

A:病気や怪我などの身体的な理由、経済

的な理由、家庭の事情など明確な原因

がないにもかかわらず登校ができない

状態のことです。不登校児童・生徒は

年々増え続け現在年間 13万人以上に

14 



のぼっています。欠席日数が一応 30

日以上という規定をしていますが、 30

日に満たなくて、登校はしてはいるも

のの、いつでも休みそうな生徒もかな

りの数に上っています。

不登校の原因は子どもの性格傾向を

促してきた家族の養育態度の問題や学

校における教員の管理的な指導、社会

における受験競争の激化、少子化によ

る子ども集団での遊びの不足などを挙

げることができます。また不登校はい

じめと一体化している面を見受けるこ

とができます。不登校の背後にいじめ

がないかどうか常にカウンセラー(教

員)は気に留めて おく必要がありま

す。治療としてはカウンセリングはも

ちろんのこと、遊戯療法などとも連動

させたり、家族に対してもできればカ
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ウンセリングを行い、必要に応じて学

校に対しても生徒指導、保護者に対す

る対応などについてコンサルテーショ

ンを行っていくことが大切だと思われ

ます。

Q:校内暴力とはどの様なものですか?

A:友人や下級生に対して行われる対友人

暴力、教員に対して向けられる対教員暴

力、学校の器物破損といった対物暴力の

3種類に分けることができます。校内暴

力の多くは中学校で起こっています。暴

力は量的には減少をしてきていますが、

質的には凶暴化していっています。カウ

ンセラー(教員)としては校内暴力に対

して善悪を正していくということも大

切な要素の一つですが、それよりも校内

暴力につながっていってしまったプロ

16 



セスを重視し、原因究明をすすめ、被害

者に対して共感と受容を施していくこ

とが大切ではないでしょうか?

Q:いじめとはどの様なことですか?

A:自分より精神的に身体的に弱い者に対

して一方的に攻撃的を行っていき、相手

に苦痛を与えていくものです。いじめの

発生件数は小学校・中学校・高校などを

合わせて年間約 3万件以上にも上って

います。いじめは学校のものだけとは限

らず、企業や家庭など様々なところで見

られます。いじめを受ける対象の者は集

団の中に入ったままで攻撃を受け続け、

いじめをする側は集団の中に溶け込み、

簡単には見えない形で行っていきます。

いじめを受けている生徒を他校へ転校

をさせれば解決をするといった安易な
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考えが出るかもしれませんが、それでは

根本的な解決を見ることにはならず、現

状の中で、幅広い協力体制でいじめ被害

を受けている生徒の関係者(家族・友人・

保護者など)が真剣に善後策を考えてい

く必要があります。

Q:いじめの 3条件とはどの様なものでし

ょうか?

A:被害者、加害者、傍観者の 3つです。

いじめは被害者が悪いわけではありま

せん。カウンセラー(教員)がいじめに

対して連携して『和』の心で関わってい

くことが大切です。

Q:学級崩壊とはどの様なものですか?

A:小学校、中学校において授業中、児童・

生徒・が立ち歩いたりするなど自己中心
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的な行動を行っていき、授業が成立でき

ない状況になってしまうことです。その

中の要素として①学級崩壊を進める中

心となる人物がいる②その生徒と同調

する生徒が多数いる③崩壊している時

間がかなり長いことなどが挙げられま

す。

Q:問題児とはどの様なものですか?

A:人格的な不適応や情緒面において障害

を持っている子どものことです。問題児

かどうかはカウンセラー(教員)の方が

主観的に判断してしまうケースが多い

様ですので注意をする必要があります。

それよりももっとその子どもが問題行

動に動いていく背景・プロセスなどに対

して注視していくことが大切ではない

かと思われます。
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Q:問題行動とはどの様なものですか?

A:児童・生徒の健全な発達を妨害したり、

妨害をする可能性がある行動や態度の

ことです。窃盗や恐喝といった社会に影

響を及ぼす反社会的行動(非行)と家出、

自殺、不登校といった個人に影響を及ぼ

す非社会的行動の 2種類に分けること

ができます。

Q:学校基本調査とはどの様なことです

か?

A:小学校・中学校・高校を対象として、

学校の生徒数やクラス数、卒業生の進路

先など学校に関する基本的な調査を行

い、学校教育行政上、基礎資料を得るた

めに行われる調査のことです。

Q:スーパーパイザーとはどの様な人です
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か?

A:心理治療に関わるセラピストが自分の

抱えている臨床事例に対してスーパー

ビジョンを受けるときの経験豊富な指

導者のことをいいます。

Q:スーパービジョンとはどの様なことで

すか?

A:カウンセラー(教員)が初心者の場合、

面接技法などをいっそう訓練してもら

うための方法のことです。

Q:スクールカウンセラーとはどの様な人

ですか?

A:学校内において生徒に対してのカウン

セリングなどを主に行っていく人で、現

在、小学校・中学校に配置されていって

いる人は臨床心理士の資格を持ってい
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る人です。

Q:スクールカウンセラー活用調査研究委

託事業とはどの様なことですか?

A:全国の小学校・中学校・高校などに対

していじめや不登校などを未然に防止

するために、どの様にスクールカウンセ

ラーを活用していっているか?これか

らどの様にしていくべきか?調査・研究

を行っていることです。

Q:折衷主義とはどの様なことですか?

A:ソーンが説いたもので、面接の最初の

頃はロージャーズの来談者中心療法的

に行っていき、面接の治療のスピードが

落ちてきた場合、カウンセラー(教員)

の方から積極的に働きかけをしていく

技法のことです。
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Q:ソーシャル=スキルとはどの様なこと

ですか?

A:挨拶や自己主張など、社会の中で他人

と交流し、共同作業をしていく上で必要

な能力のことをいいます。

Q:教育カウンセリングとはどの様なこと

ですか?

A:少年非行やいじめといった問題行動を

防ぐために、あるいはそれに対する心の

治療のために教育活動上、行っていくカ

ウンセリングのことです。

Q:カウンセリングとサイコセラピー(心

理療法)の違いはどの様なものですか?

A:カウンセリングは非専門家がすべての

人を対象に対話によって援助を行って

いくことですが、サイコ=セラピー(心
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理療法)は専門家が生活の困難さを持つ

人を対象に精神分析などを行っていく

ことです。

Q:精神分析とはどの様なことですか?

A:フロイトが始めた、無意識下の行動を

明らかにしていくことで、心の病を治療

していくことです。

精神分析の主な技法として①明確化②

直面化③解釈の 3つがあります。

Q:認知行動療法とはどの様なことです

か?

A:誤って学習した考え方、イメージの修

正、改善を図っていく心理療法のことで

す。

Q:ナルシズムとはどの様なことですか?
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A:自分自身を夢想することにより獲得し

ていく性的な満足のことです。自己愛と

もいいます。

Q:マイクロカウンセリングとはどの様な

ことですか?

A:アイピィが開発したもので、初心者の

ためのカウンセリング訓練プログラム

のことです。『関わり行動』から『技法

の統合』までの階層表があります。

Q:構成的グループエンカウンターとはど

の様なことですか?

A:集団でエクササイズやシェアリングを

行い、①心と心のふれあい②自己発見を

すすめ、行動の変容と人間的な自己成長

を図っていく学習のことです。
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Q:ファシリテーターとはどの様な人です

か?

A:参加者の心の動きや状況を見ながら実

際にプログラムを進めて参加者自身の

心の動きをすすめていく人のことです。

促進者ですので、グループの中であまり

力を入れて発言をすることは控えた方

がよいでしょう。

Q:全体的シェアリングとはどの様なこと

ですか?

A:グループ全体の話し合いを通して感じ

たことに焦点を充てて、お互いの気持ち

を分かち合っていくことです。

Q:ジョハリの窓とはどの様なものです

か?

A:自己ならびに他者から見た自己領域を
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表す考えのことです。表にあらわすと以

下の様になります。

自分知って 自分知らな

いる しミ

他者が知つ オープン 自己盲目

ている自分

他者が知ら 秘密 無意識世界

ない自分

Q:行動療法とはどの様なことですか ?

A:アイゼンクが提唱したもので、生徒の

問題行動に対して行動理論や学習理論

の原理を使用して治療を行っていくこ

とです。この中にはウオルピィが開発し

た系統的脱感作法などがあります。これ

はまず不安になる対象の出来事(例えば

電車に乗ること)に不安の弱い状態から

徐々に強い状態をイメージして不安を
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なくしていきます。

Q:試行カウンセリングとはどの様なこと

ですか?

A:健康な人に模擬的(練習的)なカウン

セリングを行い、それを録画して重要な

言葉などを拾い出し、検証をしていき、

カウンセラー(教員)の力量を高めてい

くことです。

Q:進路指導とはどの様なことですか?

A:生徒一人ひとりが自分の将来の進路を

計画をしていく過程で教員が組織的に

継続的に援助を施していくことです。最

近の小学生・中学生・高校生に対する進

路指導はとかく日本は上昇志向が強い

こともあってか、児童・生徒の力よりも

高めのところに対しての進路指導が展
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関されていってしまう傾向があります。

あくまでも子どもが将来、社会の中で生

き生きと生きていくことができる様に

アドバイスを行っていく必要がありま

す。また次の上級学校の入学試験のとこ

ろばかりに目がいく比重が高まってい

る様ですが、その上級学校を将来、子ど

もが出るときのときのこと(就職など)

も考慮に入れて、広い長い視野で、生

徒・保護者・教員が三位一体となって取

り組んでいくことが寛容です。

Q:受容・共感・指示とはどの様なことで

すか?

A:積極的な肯定、純粋性を土台においた

クライエント(生徒) とリレーション

(関係性)づくりを行っていく技法のこ

とです。
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Q:治療的人格変化の必要にして十分な条

件とはどの様なことですか?

A : rカウンセラー(教員)は自分を尊重

してくれている。共感してくれている』

とクライエント(生徒)が感じている状

態になっていることです。もちろん、無

理に共感を強いるものではありません。

Q:新学力観とはどの様なことですか?

A:問題にぶつかり、いかに解決に結び付

けていくか?を重点に置き、そのプロセ

スにおいて知識を獲得させていこうと

いう新しい学習のことをいいます。

Q:ひきこもりとはどの様ことですか?

A:社会から逃げて自分の空間から出て行

かない様になっていくことをいいます。現

在、全国で 200万人近く(男女比は約 50%
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ずつ)いるといわれ、社会的な問題ともな

ってきています。

Q:生徒指導の機能とはどの様なことです

か?

A:生徒指導を通して生徒の心の中に①自

己決定の心②自己存在感③共感的関係

がつくられていくことです。

Q:マズローの欲求階層モデルとはどの様

なことですか?

A:人間の欲求をピラミッド型の階層とし

てとらえ、下から①生理的欲求②安全の

欲求③所属と愛の欲求④承認の欲求と、

『自己実現の欲求』を最高の欲求として

います。

Q:対話のある授業とはどの様なととです
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か?

A:仲間と手伝いあい、聞きあう関係の中

から学習意欲が育まれていく授業のこ

とです。

Q:問題行動はどの様な原因からくると考

えられますか?

A:現代のわが国の少年は攻撃の規制方法

を学ぶ機会が乏しく、親からの伝承もな

く成長してしまっています。小さい頃に

できなかった遊びというものを非行・暴

力という形で追体験していっている側

面もあります。子どもは親や兄弟、友人

などの交流を通して合理性や不合理性

を学んでいきますが、よい形でその過程

における不満を昇華させることにより、

大人になっていくものなのですが、最近

の子どもは過度の受験勉強や少子化の
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中で十分な昇華へとはつなげていくこ

とができず、常にフラストレーションが

心の中に内在してしまっており、これが

非行への導火線となってしまっている

ところがあります。

Q:ピア=グループとはどの様なことです

か?

A:同年齢で対等の間柄で付き合っていく

仲間集団のことをいいます。最近は仲間

集団をつくる場合、核家族化や地域の衰

退化から学校内部でつくるケースが増

えてきました。ピア=グループには遊び

を核とした遊戯集団や反社会行動に動

きやすいギャング集団などがあります。

この仲間集団というものは子どものア

イデンティティーの形成、しいてはパー

ソナリティーの形成に深く関わってい
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ますので、もし集団からはずれてしまっ

ている生徒がいれば、カウンセラー(教

員)は集団のリーダーにその子どもの面

倒をみさせたりさせ、集団に溶け込ませ

ていく様にすることが大切であると考

えられます。

Q:葛藤(場面)とはどの様なことですか?

A:葛藤とは 2つ以上の欲求がお互いにぶ

っかり合い、脱出が困難になっていく状

況のことをいいます。またこの葛藤には

レビンが指摘した様に①接近一接近型

②回避一回避型③接近一回避型の 3パ

ターンがあります。

Q:学校・地域・家庭の連携はどの様な連

携が望ましいと考えられますか?

A:この 3者が一致団結して生徒の非行な
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どの防御にあたっていくことが望まし

いのですが、しかしこの 3者とも機能が

違うと考えられます。この 3者がズレを

承知で共通項を出していくことがよい

のではないでしょうか ?3つの輸が少

しでも重なるようにつながりを持って

おき、そしていざという時には一緒に動

ける様にしておくのが懸命ではないで

しょうか?

Q:心理劇(サイコ=ドラマ)とはどの様な

ことですか?

A:クライエント(生徒)の自発性、創造性

を引き出し、心を癒し、より高いレベル

に向上させていくために行う劇のこと

で、劇の最後に参加者全員でシェアリン

グを行い、心の内面の洞察やカタルシス、

他者との共感を育んでいきます。
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Q:自律訓練法とはどの様なことですか?

A:ドイツの精神科医シュルツが提唱した

もので、手足の重たい感じ→手足の温か

い感じ→鼓動→上腹部の温かい感じ→

額の涼しい感じという順に集中してい

き、身体的なリラクゼーションをすすめ

ていき、クライエント(生徒)のストレス

を軽くしていく心理療法のことです。

Q:分析心理学とはどの様なことですか?

A:スイスの心理学者ユンクが提唱したも

ので、夢や絵画の様な創造的活動を通し

てクライエント(生徒)の心の世界の活

性化を図っていく心理治療法のことで

す。

Q:力動論とはどの様なことですか?

A:オーストリアの精神分析医フロイトが
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指摘したもので、クライエント(生徒)の

心的世界の中の様々な要因がどの様に

バランスをとっているのかを見ていく

ものです。

Q:エス(イド)とはどの様なことですか?

A:フロイトが指摘したもので、無意識の

中に沈んでしまっているリピドー(性的

エネルギー)の貯蔵庫のことです。

Q:自我(エゴ)とはどの様なことですか?

A:フロイトが指摘したもので、子どもが

幼児期に両親との同一視やしつけなど

を通して、取り込まれていった道徳律の

ことです。

Q:超自我(スーパーエゴ)とはどの様な

ことですか?
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A:フロイトが指摘したもので、自我(エゴ)

に対して、裁判官の様な役割をする良心

ともいえるもののことです。

Q:バイオフィードパック法とはどの様な

ことですか?

A:ミラーが提唱したもので、日常はあま

り意識しない体の状態に対して機械を

使用し、音や光の刺激により知覚をさせ、

生体の状態をよりよい方向にコントロ

ールできる様にしていく心理療法のこ

とです。最終的には機械を使用せずに自

分なりの感覚を身につけて自己の状態

をコントロールさせていきます。血圧が

高くストレスが高いクライエント(生

徒)に対して血圧が下がったら何かの報

酬を与え、血圧が上がったら報酬を与え

ないというふうにしてクライエント(生
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徒)の血圧を下げていく様なこともこの

範中に入ります。

Q:交流分析とはどの様なことですか?

A:アメリカの精神分析医パーンが説いた

もので、同一のパーソナリティーの中に

共存していると考えられる親 (p)・大

人 (A) ・子ども (C)の自我状態問のバ

ランスを調整することにより対人関係

を改善していくことです。

Q:フォーカシングとはどの様なことです

か?

A:ロジャーズが発展させ、ジエンドリン

が完成させたもので、『言葉に胸が詰ま

る~ w今日は気分が乗る』といった様な

感情とも身体状況ともいえる様な『感

じ』がありますが、これに対して誠実に
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自己対話していくことです。このことに

より内面的に深い層に前向きな変化が

現れてくることです。

Q:自閉症とはどの様なことですか?

A: 他人との交流が億劫になり、自分勝

手な振る舞いをしたり、極端に一つの物

事に集中したりし、全般的に外界を排除

して自己に病理的に集中して自己に関

心を示していくことです。治療としては

遊戯療法や行動療法が取られることも

ありますが、『他者との関わりの形成』

を基礎としてコミニュケーションの発

達をすすめていきます。一つの病気とし

て取り組むよりも状態像として取り組

むことの方が懸命だと思われます。

Q:チックとはどの様なことですか?
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A:瞬きや頬や口などの周りがぴくびくと

規則性のない動作が繰り返し起こるこ

とです。治療には行動療法や遊戯療法が

使用されることが多い様です。

Q : i織目とはどの様なことですか?

A:障害がないのにも関わらず、話すこと

を拒んだり、話すことができないといっ

た青年期の心理的障害のことです。最近

の児童・生徒は学校内の特定場面に限定

して話すことができなくなる様なケー

スが多くなってきています。治療として

は被験者の不安や緊張をだけ軽くし、緊

張をする場面に少しずつ馴れさせてい

くことがよいと思われます。

Q:スチューデント=アパシーとはどの様

なことですか?
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A:生徒・学生の無気力的な症候のことで

す。一昔前は五月病というものがありま

したが、最近は若干、子どもが熱心に受

験に取り組まない傾向がありますので、

アパシー傾向は減っていると考えられ

ます。

Q:摂食障害とはどの様なことですか?

A: 10代前半から 20代前半の女性によく

見受けられるもので、ボディイメージも

影響し、極端に食事を摂取しなくなった

り、逆に極端に食事を摂取する様になる

ことです。参考までに体型が普通領域の

女子高校生の 85%までが自分は痩せた

いと思っている報告があります。自分の

体質に合った体型というものが健康的

でよいのではないでしょうか?
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Q:欲求とはどの様なものですか?

A:自分をある行動へ駆り立てていく意欲

のことです。

Q:欲求不満とはどの様なことですか?

A:欲求を獲得することができない状態の

ことで、青少年の多くの欲求は満たすこ

とが難しいと思われます。またこの満た

されない欲求というものが自己の心の

中に十分に昇華されていけば精神的に

健康なパーソナリティーを獲得してい

くことが可能であると考えられていま

す。

Q:いじめと自殺の関係性はどの様なもの

ですか?

A:最近は『公』よりも『私』の価値観が

広がり、集団規範や社会規範が育ちにく
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いパックボーンがあります。この様なと

ころから他人には無関心という気持ち

が強く、仲間はずれや暴力、嫌がらせが

増え、特に心的に感じやすい子どもの場

合、最悪の場合、自殺へとつながってい

く恐れもあります。カウンセラー(教員)

はその様なターゲットになりやすい子

どもを防御しながら子どもを集団にう

まく適応できる様に持っていくことが

寛容だと思われます。

Q:ダウン症とはどの様な物ですか?

A:イギリスの眼科医ダウンが指摘したも

ので、 21番染色体が 3本ある 21トリソ

ミーの染色体異常による筋肉の緊張低

下、知的発達が遅い症状のことをいいま

す。子どもの外見として目が切れ上がる、

起伏のない顔立ちなどの特徴がありま
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す。

Q:境界例(ボーダーライン)とはどの様

なことですか?

A:神経症(ノイローゼ)と精神病の境界領

域にある症状のことをいいます。

Q:発達障害とはどの様なことですか?

A:子どもの発達過程の中で心身の機能が

止まってしまっている状態のことです。

知的障害や自閉症などがあります。

Q:アスペルガー症候群とはどの様なこと

ですか?

A:オーストリアの小児科医アスペルガー

が指摘したもので、 IQは 70"""'75くら

いで、言語やコミュニュケーションは発

達をしていますが、特定の音を拒絶した

45 



り、不器用な面が特にあります。

Q:注意欠陥多動性障害 (ADHD)とはど

の様なことですか?

A:わが国の子どものうち 7-8%くらい

いるといわれていますが、集中力がなく、

教室の席を離れて動き回ったりする様

な多動性があったり、人が話し終わる前

に話し出したり、順番を待つことができ

ないといった衝動性があります。

Q:学習障害 (LD)とはどの様なことで

すか?

A:カークが指摘したもので、話すことは

できるが文字が書けなかったり、文字は

書けるが聞くことができなかったりと

いった困難さを持っていることです。英

語圏では子どもの 10%くらいがこれに
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相当するといわれています。

Q:高機能自閉症とはどの様なことです

か?

A:知的障害がない自閉症のことで、おお

むね IQは 80くらいですが、コミニュ

ケーションができなく、こだわり行動な

どをします。

Q:操穆病とはどの様なことですか?

A:とても明朗になる『操』状態とひどく

落ち込む『欝』状態が交互に起こること

です。本人は多重人格と誤解しているケ

ースもあります。

Q:統合失調症とはどの様なことですか?

A:精神機能が分解され、自閉や興奮、幻

聴など青年期に多く発生する病的な症
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状のことです。

Q:ガイダンスの機能とはどの様なことで

すか?

A:進路指導やホームルーム指導、カウン

セリングなどを通して生徒一人ひとり

の可能性を高めていくことです。またガ

イダンスは規制とか支配といった様な

上からの圧力をかけるものではなく、生

徒自身の問題解決力を援助・養成をして

いくことが大切です。

Q:ラ=ポールとはどの様なことですか?

A:カウンセラー(教員)とクライエント(生

徒)の聞において共感的、調和的な関係、

相互理解などが、できあがった状態のこ

とです。
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Q:心的外傷(トラウマ)とはどの様なも

のですか?

A:心のバランスを失うほどに強烈な心理

的な刺激を受けることにより、心の中の

無意識の層に残ってしまう痛みのこと

です。

Q:エンパワーメントとはどの様なもので

すか?

A:暴力やいじめなどによって痛めつけら

れた生徒自身を立ち直らせていくため

に自己の持っている力を再発見させて

いくことです。またはその力をカウンセ

ラー(教員)などが援助をしていくこと

です。最近の子どもは悩みを抱えられな

いケースが多く、カウンセラー(教員)が

子ども自身、悩みを抱えていくことがで

きる様に援助・指導をしていくことも大

49 



切な点の一つではないでしょうか?

Q:防衛機制(防衛反応)とはどの様なこ

とですか?

A:児童や生徒が無意識的に自己を防衛し

ていくことです。欲求を無理やり押さえ

つけて忘れ去ろうとする『抑圧』や不適

応の原因に理屈をつけて自己を正当化

していこうとする『合理化』や空想の世

界にふけって自己逃避をしていく『白昼

夢』などマイナス的なものが大半ですが、

満たされない欲求を芸術や学問などに

向けていく『昇華』といったプラス的な

ものもあります。

Q:発達課題とはどの様なことですか?

A:アメリカの心理学者ハピガーストが説

いたもので、子どもが成長発達する中で
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直面し、解決しなければならないと指摘

した課題のことです。乳幼児期において

は歩くことや話すことを学ぶこと。児童

期においては同じくらいの年齢の子ど

もたちと上手に遊ぶことや子ども集団

でのルールを学ぶことなどがこれに相

当します。青年期においては大人から精

神的な独立や経済的な強立などをして

いくことや、将来の職業生活の準備、一

生涯を通す人生観の確立などが挙げら

れます。

Q:コーピング=スキルとはどの様なこと

ですか?

A:ストレス反応を少しでも軽くしていく

ための技能のことです。

Q:精神的健康とはどの様なことですか?
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A:①人格に連続性や統一性がある②社会

的な承認を得ている③理想を持ってい

ることなどが要素としてあげられます。

また自己を客観的に見ることもできま

す。しかし、精神的に健康な人は自分を

都合のよい方向にゆがめてしまってい

す側面もありますので、正確に自己を見

つめることができる人は修病や落ち込

みへとつながってしまう可能性も考え

られます。

Q:精神的不健康とはどの様なことです

か?

A:欲求が阻止され、精神的緊張が高まっ

たり、それにより異常な行動を起こした

りするケースのことです。

Q:社会化とはどの様なことですか?
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A:だんだんと一人前の大人になっていく

ことです。

Q:コンサルテーションとはどの様なこと

ですか?

A:カウンセラー(教員)などが他の専門家

から診断や鑑定のアドバイスをもらい、

クライエント(生徒)に対して適切なア

ドバイスをしていくことです。他の専門

家からのアドバイスを使うかどうかは

カウンセラー(教員)が決めていきます。

Q:リフレーミングとはどの様なことです

か?

A:クライエント(生徒)の認知的な枠組み

を変えていくことです。例えば拒食症的

で衰弱してしまっているのは本人に問

題があるのではなく周囲の家族のこと
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を思うがあまり、食事ができなくなって

しまったのだと考え、枠組みを変えたり

することです。

Q:ロジャーズとはどの様な人物ですか?

A:アメリカの心理学者でクライエント(生

徒)に対して忠告などをしない非指示的

療法を創始し、またそこから『受容』と

『よく聞く』を基礎とした来談者中心療

法へと変容させていきました。後、ベー

シック=エンカウンターグループを展

開し、コミニュティの中で PCA(Person

Entered Approach)を形づくっていき、

画一化された現代社会に潜む人々の心

の傷を癒していく風潮を生み出してい

きました。

Q:ロジャーズの来談者中心療法とはどの
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様なものですか?

A: r受容』と『よく聞く』を基礎として、

クライエント(生徒)の話をよく聞き、気

持ちを感じ取り続ける技法のととです。

クライエント(生徒)が心ゆくまで自分

の気持ちを話し、精神的な問題を自らが

気づいていける様にすすめていきます。

主要な点は①純粋性②無条件の肯定的

理解③共通的理解の 3つです。

Q:アスクラインとはどの様な人物です

か?

A:アメリカの心理学者でロジャーズのク

ライエント中心療法に基づいて遊戯療

法を提唱していきました。また①できる

限り早くラ=ボールをつくっていく②

あるがままの受容を行っていく③許容

的な紛囲気をつくっていく④クライエ
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ント(生徒)の感情を察知していく⑤ク

ライエント(生徒)の主体性を大切にし

ていく⑥非指示的な態度で接していく

⑦長いプロセスを把握していく⑧制限

をつくっていくといった r8つの原理』

を打ち出していきました。

Q:M.クラインとはどの様な人物ですか?

A:オーストリアの心理学者で、母子関係

を重視し、遊戯療法を通じて子どもの無

意識や幻想、の豊かさ、外界世界と内的世

界が融合する、生まれてから早い段階で

の対象関係の重要性を指摘していきま

した。

Q:フロイトとはどの様な人物ですか?

A:オーストリアの精神分析医で、特に人

の心の中の無意識に着目をし、その中に
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ある願望や衝動が行動へと動いていく

といった『心的決定論』を主張したり、

性的エネルギーであるリピドーの重要

性を主張していきました。この様な点か

ら『深層心理学』を創案し、現在の心理

療法の基礎をつくっていきました。

Q:開発的カウンセリングとはどの様なこ

とですか?

A:クライエント(生徒)に対して、より意

欲的な健康的な生活をめざすととがで

きるように援助をしていくととです。教

員にとって身近な学級通信の発行ゃあ

るいはエンカウンターなども開発的カ

ウンセリングに属します。アメリカの心

理学者プラッカーは開発的カウンセリ

ングは人間の自由の拡大と効率性の拡

大であると説いています。
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Q:エリクソンの心理社会的発達論とはど

の様なことですか?

A:発達の中における自我の役割に焦点を

あてていきました。 O歳から 1歳にかけ

ての乳児期は別名、口唇感覚期といい、

基本的信頼と不信が対立をしていきま

す。人格的な徳は『望み』です。 1歳か

ら3歳にかけての幼児前期は別名、筋肉

旺門期といい、自律性と疑惑が対立をし

ていきます。人格的な徳は『意志力』で

す。 3歳から 6歳にかけての幼児後期は

別名、運動性器期といい、自主性と罪悪

感が対立をします。人格的徳は『目的感』

です。 6歳から 11歳にかけての児童期

は別名、潜伏期といい、勤勉と劣等感が

対立をします。人格的な徳は『有能感』

です。 12歳から 23歳かけての思春期・

青年期は自我同一性と同一性拡散が対
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立をしていきます。このときの人格的な

徳は『忠誠心』です。 24才から 64才ま

での成人期は生殖性と停滞が対立をし

ます。人格的な徳は『慈しみ』です。 65

才以上の老年期(円熟期)は自我の統合

と絶望が対立をします人格的な徳は『知

恵』です。

Q:モラトリアムとはどの様なことです

か?

A:元々は銀行用語で、支払猶予という意

味のことですが、エリクソンは青年期は

大人としての役割や責任を猶予される

のでこの時期の人間をモラトリアム青

年と呼びました。

Q:レディネスとはどの様なことですか?

A:学習に対して用意されている状態で学
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習に対する準備性ともいわれます。子ど

もの学習をスムーズに進めていかせる

にはある一定の発達ができあがってい

なければなりません。例えば書き言葉を

習得するためには先に話し言葉を習得

していなければならないといったこと

などです。何れにせよ教員が子どもの学

習の準備性を判断し、養成をしていく必

要があります。

Q:フロイトのリビドーの発達段階理論と

はどの様なことですか?

A:性的エネルギーであるリピドーが発達

していくにつれて、ある特定の身体部分

が優位となり、そのことにより様々な心

の特性が出てくることです。 O歳--1歳

は口唇期といわれ、数個とが活動の中心

であり、晴乳に対してリピドーが集中し
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ていきます。 2歳.......3歳は虹門期であり、

排滑に関係する器官が優勢となります。

3歳.......5歳は男根期といわれ、この後半

期にエディプス期に入り、超自我が作ら

れていきます。 6歳.......12歳は潜伏期と

なり、一時発達がストップします。 13

歳~性器期となり、性的な活動が活発化

していきます。

Q:発達の一般的段階区分として、児童期

はどの様なものですか?

A: 6歳.......11歳くらいまでの小学校時代で

すが、発達の中では比較的安定した時期

であり、ギャングエイジが行われていき

ます。次第に自己中心性がなくなり、社

会性が身についていき、外界に対する興

味が培われ、積極的に知識を吸収してい

こうとする様になります。
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Q:発達の一般的段階区分として、青年期

とはどの様なものですか?

A:年齢的には 12歳から 22歳くらいまで

で、前期・中期・後期の 3期に分けるこ

とができます。青年前期は中学生頃で知

識生活の時期でもあり、物事を純粋的に

見つめていこうとする傾向があります。

青年中期は高校生頃で、精神生活の時期

でもあり、物事を抽象的にとらえていこ

うとする傾向があります。青年後期は大

学生頃で社会生活の時期ともいわれ、物

事を現実に即して考えていく傾向があ

ります。この青年期では心理的離乳(精

神的離乳)が行われ、第二次成長も現れ

てきます。最近は 30歳頃までを青年期

としてとらえる傾向も出てきました。い

ずれにしてもこの青年期は疾風怒涛の

時代もいわれ心身ともに著しく変化を

62 



していく時代です。

Q:ロールシャツハテストとはどの様なも

のですか?

A:左右対称のインクの染みが何に見える

かを問う心理検査のことです。 10枚の

図版を 1枚ずつ見て何に見えたか?な

ぜか?と質問をしていき、被験者の回答

を評価していく投影法のテストのこと

です。

Q:心理検査テストを行う場合、特にどの

様な点について注意をしておく必要が

ありますか?

A:心理テストを行う検査者は特に専門的

な知識が必要です。心理テストの結果や

解釈は検査者の習熟度によって大きな

影響を被ります。特に投影法は解釈が複
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雑ですので検査者の力量が大きな影響

を持ちます。絶えず力量を高めていくた

めにも自分と気の合ったスーパーパイ

ザーにスーパービジョンを受けること

が寛容です。何にしてもテストの解釈は

慎重に行ってください。結果がすべてで

あるという訳ではありません。また特に

投影法は無意識を表現させるのでクラ

イエント(生徒)に対して大きな負担を

強いることになります。検査者はむやみ

に心理テストをするべきではないでし

ょう。そして測定結果というものはある

程度、客観性がありますので安易に断定

をしますと後の治療に影響を与えかね

ません。

Q:よいカウンセラー(教員)とはどの

様なものですか?
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A:一概にはとてもいえませんが、教育

現場の生徒と接する場面では様々な

角度から見ていくことができ、自分に

対しても客観的に見ることができ、そ

して自分と生徒との関係性も多様な

角度から見ていける、それらのことを

踏まえながら少しでも子どもに感動

を与えていくことができる様な教育

活動を子どものペースを鑑みながら

行っていける人がよいのではないで

しょうか?またよいカウンセラーの

資質のーっとして、問題点(悩みなど)

が環境より量的にオーバーしている

といった量的な面、そして問題点(悩

みなど)がその環境と異にしていると

いった質的な面の両面から見ること

ができるといったことも大切なこと

ではないでしょうか?
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