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第１章 

 

研究の背景と目的 
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はじめに 

近年，公立・私立に関わらず，教育現場が抱えている問題は非常に多い。社会問題とも

なっている不登校，いじめといった問題に加え，特別支援教育による軽度発達障害児童生

徒への対応，虐待や非行への対応など，その多様さも更に増している。生徒が自殺に至る

ほどの問題も少なくはなく，警察庁の資料(2012)によると平成 23 年中の 19 歳までの自殺

者数は 567 名にのぼり，そのうち「学校問題」が自殺の原因であると推定されている自殺

者は 187 名であった。また，学校教育や教師に対する不満や不信は，真摯に取り組む教師

たちにも多大な負荷をかけており，バーンアウトする教師たちが急増している（落合,2003）。

現在の学校は生徒たちも教師たちも心理危機を抱えている状態であると言えるだろう。 

そのなかで，学校の抱える心理危機に予防的視点で対応する中核的な人材が求められて

いる。どのような職種がその役割を果たし得るかについては諸説あり，そのうちの一つが，

スクールカウンセラーがその役割を担う可能性を持つというものである。1995 年度に公立

中学校へ導入されて以来，認知度の高まりと共に徐々に広がりつつあるスクールカウンセ

ラーの活動であるが，教師との協働や問題の早期援助，危機状況へのタイムリーな介入な

ど，子どもの教育と生活の場である学校にさらにスクールカウンセラーが参加する意義は

大きい（石隈,1999）と言われており，学校教育においてスクールカウンセラーがより積極

的な役割を担っていくことが期待されている（瀬戸・下山,2003）。しかし，学校が心理危

機にいかに対応するかという課題が未だ解決されているとは言えない状況で，スクールカ

ウンセラーがどのように活動していくべきであるかということについては更に検討するべ

きであると言えるだろう。 

 

 

第１節 スクールカウンセラー事業とは 

１－１ スクールカウンセラー活用事業導入から現在まで 

文部省（現・文部科学省）によって公立中学校にスクールカウンセラーが導入されたの

は 1995 年度のことである。深刻化するいじめによる死亡事故・事件や不登校の増加など

の問題の解決のために，文部省は 1995 年度の国家予算に 3 億 7000 万円の新規予算を要

求し，調査研究委託事業として「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」が開始さ

れた。これは教育職員免許を持たない人間が学校教育に関わるという，聖域化されてきた

公教育の大きな改革であり，「平成の黒船来航」と言われたり，「なぜ，うちの学校にスク
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ールカウンセラーが来るのか，そんなに問題の学校なのか」と言われたりした（村山,2004）。

当初は 154 校（小学校 29 校，中学校 93 校，高等学校 32 校）を協力校とし，この時点で

はあくまでも二年という期限つきのスクールカウンセラー活用の効用に関する研究調査で

あったが，翌年度には約 4 倍の予算が計上され，1999 年度には配置校 2015 校（小学校

602 校，中学校 1096 校，高等学校 317 校）と約 13 倍に拡大した。その後調査研究の結果

効果が認められるとして 2001 年度からは「スクールカウンセラー活用事業補助」へと展

開し，現在に至っている。2008 年度には小学校にも配置される方向が出され，2013 年度

には 9835 校の中学校，13,800 校の小学校への配置が行われるなど，スクールカウンセラ

ーの学校への導入は拡大しつつあると言えるだろう。 

 

１－２ スクールカウンセラー事業の内容 

スクールカウンセラーの勤務体制としては，配置事業開始当初は「年 35 週，週に 2 回，

1 回あたり 4 時間」が原則であった（村山,2000）。その後「年間 35 週，週当たりの配置時

間は 8 時間以上 12 時間以内」（文部科学省,2007）となっているが，2008 年度に国庫補助

率が 1/2 から 1/3 に引き下げられ，財政面での負担が文部科学省から地方公共団体に移行

していくにつれて地域差が生まれており，現在は地域によって 1 校当たりの来校回数は 2

週に 1 回であったり，時間が 6 時間であったりと，少しずつ異なる形がとられている。ま

た，配置方法についても，スクールカウンセラーを１校だけに配置し，当該学校だけを対

象とする単独校方式，中学校区の地域を単位とし，その地域内にある小学校，中学校の中

の１校を拠点校としてスクールカウンセラーを配置し，地域内の他の学校も対象とする拠

点校方式，スクールカウンセラーの配置校を特定せず，予め決めておく対象校をスクール

カウンセラーが巡回する巡回方式など様々である。 

スクールカウンセラーの職業的背景としては，文部科学省(2009)は，「スクールカウンセ

ラー等活用事業実施要領」にて，スクールカウンセラーに求められる選考要件を「①財団

法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士，②精神科医，③児童生徒の臨

床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し，学校教育法第１条に規定する大学の

学長，副学長，学部長，教授，准教授，講師（常時勤務をする者に限る）又は助教の職に

ある者又はあった者」とし，このいずれかに該当する者から，都道府県又は指定都市が選

考し，スクールカウンセラーとして認めた者を任用するとしている。臨床心理士数の地域

格差による確保の難しさ，自治体の経済状況などから，「①大学院修士課程を修了した者で，
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心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について，１年以上の経験を有する者，

②大学若しくは短期大学を卒業した者で，心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業

務について，５年以上の経験を有する者，③医師で，心理臨床業務又は児童生徒を対象と

した相談業務について，１年以上の経験を有する者」という選考規定であるスクールカウ

ンセラーに準ずる者を任用している自治体（神奈川県，栃木県，茨城県など）もあるが，

基本的にはスクールカウンセラーとは「児童生徒の心理に対して一定以上の知識を有する

者」であるという基準を持ち学校内で活動していると言えるだろう。 

 最後にスクールカウンセラーの役割としては，文部科学省（2007）は①児童生徒に対す

る相談・助言，②保護者や教職員に対する相談（カウンセリング，コンサルテーション），

③校内会議等への参加，④教職員や児童生徒への研修や講話，⑤相談者への心理的な見立

てや対応，⑥ストレスチェックやストレスマネジメント等の予防的対応，⑦事件・事故等

の緊急対応における被害児童生徒の心のケア，という７つを挙げており，児童生徒が抱え

る問題に学校ではカバーし難い役割を担い，教育相談を円滑に進めるための潤滑油ないし，

仲立ち的な役割を果たすとしている。 

 これらの事業的背景を持った上で，スクールカウンセラーが学校でどのように活動すべ

きかについてのこれまでの研究を概説する。 

 

 

第２節 スクールカウンセラーに求められる活動 

２－１ アメリカにおけるスクールカウンセラー 

 文部省は日本のスクールカウンセラーを，呼称も含めてアメリカのスクールカウンセリ

ングをモデルとしてスタートさせている（大塚・滝口,1998）。そのアメリカにおける学校

心理学の起源は，1896 年にペンシルバニア大学の心理相談室で学習に困難を示す子どもへ

の援助サービスを始めた Witmer にあると言われており（Reynolds,Gutkin,Elliot & 

Witt,1984），現在はスクールカウンセラーとスクールサイコロジストという異なる専門性

を持つ役割が存在している。このような役割の違いもあり，日本ではあくまでも日本の現

状に即した独自のモデルを作り出していく必要がある（瀬戸ら,2003）と言われているが，

アメリカにおけるスクールカウンセラーの役割と機能も日本と同様，はじめから決まった

ものとしてあったのではなく，その時々の学校教育の問題から生じるさまざまな要請に応

えることを通して，１つ１つ明確になっていったものである（村上・上地,2001）。日本と
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比較して成熟しているアメリカのスクールカウンセラー・スクールサイコロジストの活動

を参考にすることは，日本におけるスクールカウンセラー活動を検討する上でも非常に有

効であると言えるだろう。そのためまずはここで，アメリカにおけるスクールカウンセラ

ーとスクールサイコロジストの役割を確認しておく。 

 アメリカにおけるスクールカウンセラーとは，ガイダンスティーチャー，ガイダンスカ

ウンセラーとも言われ，その役割はアメリカスクールカウンセラー協会(2012)によると，

学生の達成度を向上するという目標を持ち，教育チームの一員として，学生たちに対し直

接的，間接的なサービスを行うこととされている。具体的な職務内容としては，個々の生

徒に向けた学習計画の作成や認識・理解・達成力テストの分析，遅刻や欠席をする生徒へ

のカウンセリングなどの他，効果的な教室運営に関して教師に提案を行う，校長が生徒の

課題，必要，問題を見つけ，解決するのを手助けする，といったことが挙げられている。

また，Stone&Dahir(2004)は，学校全体の教育効果を高める組織への支援を主要な活動と

する新しいスクールカウンセラー像を提案し，生徒個人への支援だけでなく，学校全体の

教育目標を体現するのに必要な組織変革を，データを根拠にボトムアップ的に行うリーダ

ーが新たなスクールカウンセラー像であるとした。 

スクールサイコロジストは，児童発達の研究者である Gesell によって最初にその名称が

使われた（Fagan,1987）。当初は子供に心理検査を実施する専門家として必要だと提言さ

れ，その後その役割が拡大されていった。普通学区で仕事をしており，通常１人が２校な

いし３校を受け持っている。その主な役割は①特殊な学習，情緒，行動の障害についての

評定・診断・治療教育についての提言，または，適切な介入についての勧告，これらの生

徒への個別教育計画についての立案と検討，②生徒の学習と適応の過程を理解し，彼らを

援助するために親へのコンサルテーションをすること，③学習を促進し，学習障害や行動

障害を克服するための教室での方法や手続きの開発と利用について教師にコンサルテーシ

ョンを行う，という３つである（山谷,2002）。このスクールサイコロジストの役割の発達

について Bardon（1990）は３つのレベルにまとめ，アセスメントをレベル１，レベル１

にカウンセリングと問題解決型・研修型のコンサルテーションを加えたものをレベル２，

レベル２にシステム介入型のコンサルテーションと研究を加えたものをレベル３としてい

る。 

 つまり，スクールカウンセラーもスクールサイコロジストも，対生徒の活動に限らず，

対教員，対学校システム全体を対象として活動していると言えるだろう。日本のスクール
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カウンセラーはアメリカのスクールカウンセラーとスクールサイコロジストの両者の役割

を少しずつ担うような役割となっている。これらアメリカのスクールカウンセラー，スク

ールサイコロジストの活動内容を踏まえたうえで，次から日本におけるスクールカウンセ

ラーについて論じる。 

 

２－２ 日本におけるスクールカウンセラー 

先述したアメリカのスクールカウンセリングをモデルにし，日本においてスクールカウ

ンセラーが導入される時点で，学校での活動にはそれまでの日本における心理臨床的活動

とは異なる点が多くあると考えられた。そのためスクールカウンセラーが学校に入るとき

の留意点として，学校臨床心理士ワーキンググループによってスクールカウンセリング活

動のガイドラインが設定された（大塚,1995）：①文部省のスクールカウンセラー活用事業

に関係して，学校（小・中・高）に関与する臨床心理士を「学校臨床心理士」と呼称し，

現場の教諭で教育相談活動を行っている者を「教師カウンセラー」と呼称して区別する。

学校臨床心理士が現場教師の行っているカウンセリング活動を援助こそすれ，取って代わ

ろうとするものではないことを明確にするためである。②各地域の実態と現場の実情は

区々としている。一律的な対応技法のないことを認識し，柔軟かつ総合的に判断して，か

かわること。③不適応状態の児童・生徒の担任への助言と援助を優先し，本人や保護者へ

の直接的関わりは，十分慎重に行うこと。④学校内関係者の小グループ形式等による話し

合いや学内研修会の開催等に配慮し，校内関係者の相談活動を活性化させるよう努力する

こと。⑤学校組織，校内分掌，生徒指導係等の役割と機能に精通するよう努力すると共に，

これらをふまえた学校臨床心理士と教師との連携・協力体制・協力要請等のあり方を明記

すること。⑥学校外の地域関連機関（教育委員会，児童相談所，医療機関等）との連携的

援助のあり方についても配慮すること。これらの関連資源の利用には当該コーディネータ

ー担当者と常々コンタクトを図っておくこと。⑦狭義の守秘義務を前面に出すのではなく，

学校全体で守秘義務の大切さを考えていく方向を念頭におくこと。 

このガイドラインは導入期における重要な指針となったと同時に，いくつかの現在につ

ながる問題を生んでいる。まず指針として，この直接的援助よりも間接的援助を優先する

考えは，スクールカウンセラーが心がけるべき重要な姿勢となり，現在に至るまでにスク

ールカウンセラーの活動の方略においては，スクールカウンセラーではなく教師が生徒援

助の主体となることがスクールカウンセラー間の共通認識となって来ている（瀬戸
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ら,2003）。ガイドライン以前にアメリカで Gutkin&Curtis(1982)によって示されたスクー

ルサイコロジストの援助機能においても，直接的援助だけでなく，教師がスクールサイコ

ロジストに援助依頼を行い，スクールサイコロジストが教師にコンサルテーションを行う

ことで，教師が子供を治療するという間接的援助モデルが示されていた。スクールサイコ

ロジストの役割は，初期は子供のアセスメントやカウンセリングが中心であったが，徐々

に間接的援助が重視されていき，現在では教師は生徒にとって大切な環境の一つであり，

子どもの成長と子どもを取り巻く環境に影響力を持つのは大人であるため，大人に対する

働きかけを重視するべきである（Cook-Morales,1999），と考えられるようになっている。

このような援助方針は特にスクールカウンセラーの勤務が非常勤中心である日本の学校に

おいては，特に重要であると考えられる。伊藤・中村（1998）の調査においても，スクー

ルカウンセラーたちはスクールカウンセラーの役割として“教師の援助”を高く評価して

おり，子どもへのカウンセリングのような直接援助を念頭に置きながらも，それに加えて

教師の援助を通して間接的に子供の援助を行う間接援助を重視し，それに取り組もうとし

ていた。スクールカウンセラーの活動において教員との連携は最も大きな課題と言っても

よいだろう。 

その一方で問題として挙げられるのは，「一律的な対応技法のないことを認識し，柔軟か

つ総合的に判断して，かかわること」という柔軟な対応の必要性が，教員との連携方略も

含めてスクールカウンセラー活動の曖昧さを生んでいるということである。先述した文部

科学省(2007)の示すスクールカウンセラーの役割についても，①～⑦といった具体的な内

容に加え，「児童生徒が抱える問題に学校ではカバーし難い役割を担い，教育相談を円滑

に進めるための潤滑油ないし，仲立ち的な役割」と付け加えられており，その内容は明確

ではない。この曖昧さの一因には，教育相談全体の曖昧さもあると考えられる。黒沢（2000）

は学校コミュニティに対して，「みんなでやれる」というように職務を共有するシステム

構築の一端を担う日本の方法論は，アメリカのスクールカウンセラーの，教育の専門家と

して「私がやる」という場合とは大きく異なっていると指摘している。西山（2003）はこ

の指摘に関し，アメリカでは「スクールカウンセリング」の位置づけを見るとスクールカ

ウンセラーが何をすべきかが明らかになり，そのことが「スクールカウンセラーの職業ア

イデンティティ」を明確にすることができるが，日本の現状では現在まで，誰が学校カウ

ンセリングの実践者かという主体の所在と，それに付随する「考え方」が異なっており，

日本式スクールカウンセリング（教育相談）は，それが何を含み，誰が行うべきものなの
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かという最初の位置づけが明確でないため，それぞれの担当者が何をするのかということ

へとつながらないと説明している。スクールカウンセラーは活動する上で，このような日

本の教育相談自体の持つ曖昧さを理解していくことが必要であろう。とは言えアメリカの

スクールカウンセリングに問題が無いわけではなく，教師たちのもっている「総合的に児

童生徒を見て成長を促進する」という能力が軽んじられ，弱められてしまったのではない

かという考えもある（西山,2003）。教科指導も，生徒指導も，教育相談も，すべて教員が

担うという日本の教員文化ならではのメリットもある。それをむやみに否定するのではな

く，そのなかでスクールカウンセラーはいかに教員と連携し，機能するかを模索する必要

があるだろう。これを踏まえ，次節ではスクールカウンセラーの教員との連携の課題につ

いて論じる。 

 

 

第３節 スクールカウンセラーの教員との連携についての課題―外部性と内部性― 

３－１ スクールカウンセラーの外部性・内部性とは 

 スクールカウンセラーの活動の特徴を表す言葉に，外部性と内部性がある。これは先述

したように日本におけるスクールカウンセラーの導入は学校外から第三者的立場の人間を

学校現場に入れるということを目的として行われたため，スクールカウンセラーには「学

校外」「第三者」ということが求められたことにはじまるものであると考えられる。 

外部性・内部性の「外」「内」という言葉は，ある範囲や集団・組織を境界とした内側と

外側を表す。そのため，「外部性」という言葉をこの定義にあてはめると，学校という組織

を「内」とし，そこに「外」から来るスクールカウンセラーという関係性が考えられる。

しかし，実際のスクールカウンセラーの外部性・内部性は，このような客観的，物理的な

「外」と「内」だけで説明できるものではなく，「ウチ」「ソト」という心理的なものも関

わっている。大崎(2008)は日本における「ウチ」と「ソト」という概念について，自分が

内側に属しているのか外側に属しているのか，という心理的な状態を表すことが大きいと

している。そして更に，日本におけるこのような「ウチ」「ソト」はただ単に集団の「内側」

である，「外側」である，ということとは異なり，「日本人による「ウチ」の認識概念は，

「ヨソ者」なしに「ウチ者」だけでなんでもやっていける，というきわめて自己中心的な，

自己完結的な見方に立っている」（中根,1967）というような，「ウチ」と「ソト」を分断す

る意識があると考えられる。「なぜ，うちの学校にスクールカウンセラーが来るのか」とい
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う言葉にはこのような「ウチ」「ソト」意識が関わっているであろう。 

つまり，スクールカウンセラーの外部性・内部性という言葉には，学校に関わる何かし

らの集団枠組みに対する客観的な「外」と「内」，そして心理的な「ソト」と「ウチ」が関

わっていると考えられる。 

 

３－２ スクールカウンセラーの外部性 

これまでのスクールカウンセラーの活動について論じた文献の中で，外部性について言

及している箇所を抜きだしたものが表１である。 

まず文部科学省(2003a)は，①外から派遣されている，という学校という組織に外から関

わる外部者の立場という意味で外部性という言葉を使用している。これはスクールカウン

セラーが学校に第三者として派遣されたという背景を引き継ぐものであると考えられる。

スクールカウンセラー事業開始当時だけではなく，最近の研究（堀尾,2012 など）におい

てもスクールカウンセラーが「派遣」され，学校が「受け入れる」という表現が使われて

おり，スクールカウンセラーが学校組織という集団に対して外から入ってきている立場で

あるとする考えがあると考えられる。 

次に，細見(2004) や生島・神尾(2004)は②教員ではない，という教員集団に異なる職務

で関わるという意味で，外部性という言葉を使用している。スクールカウンセラーは基本

的に教育職員免許を持たない人間として学校教育に関わっている。具体的な職務として“成

績の評価などを行わない”（細見,2004）という点では養護教諭も同様であると考えられる

が，養護教諭も教員職員免許をもつ教員ではあるため，養護教諭よりもより教員との違い

は大きいと考えられる。 

更に“外部性とは，教職員ではない独立したスタッフとして位置づけられることで，児

童生徒，教職員，保護者のどの立場からも相談しやすい体制のこと”（大橋・今野,2011)

といった記述もあり，「独立した」「教職員ではない」と，①，②が揃うことで外部性と

する場合もある。 

スクールカウンセラーの③専門性も外部性と考えられているが，これは教員集団という

単一の専門性を持つ集団に，心理臨床という異なる専門性を持って関わるということを指

し，先述した②の，教員集団という集団に異なる職務で関わる意味での外部性と重なると

ころがあるが，スクールカウンセラーの職務内容ではなく，心理臨床の専門家であるとい

うことに焦点を当てている点に違いがあると考えられる。しかし，更にそしてその一方で，



表１ 文献に見られる外部性に関する記述 

 分類 内容 文献内での記述 

① 立場 外から派遣されている 文部科学省(2003a) 

スクールカウンセラーについては「心の専門家」としての専門性と学校外の人材であることによ

る外部性とにより、不登校児童生徒等へのカウンセリングや教職員、保護者等への専門的助言・

援助において効果を上げている。 

② 職務 教員ではない 細見(2004) 

外部性とは，学校の教員以外の者であり，教員とは異なり，成績の評価などを行わない第三者的

な存在であるという意味で考えられている 

神尾・生島(2004) 

スクールカウンセラーの「外部性」、つまりスクールカウンセラーは教師ではない、あるいは教

職経験を持たないこと 

③ 専門性 心理臨床の専門家 伊藤(2008a) 

教師とは違った専門性から関わる支援の手（外部性）が必要と考えられた。 

スクールカウンセラーの専門性（外部性）に対する期待は大きい。 

文部科学省(2007) 

スクールカウンセラーの「外部性」は、教育の専門性を持っている教員とは異なる、臨床心理の

専門性を生かすことができるという点で意義があり、教員と連携して児童生徒の自己実現を助け

る役割を果たしている。 

④ 勤務体制 非常勤 西山(2004) 

非常勤と言う「非日常的」で「外部性」を生かした児童生徒の支援を行う 

大橋・今野(2011) 

学校に毎日スクールカウンセラーがいることは，内部の人間として固定化されてしまう危険性が

あり，外部性が保てなくなる危険性につながってくるとも考えられる。 
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外部性を専門性とは別のものとして捉え，外部性が専門性を活かすために必要であると言

う記述（文部科学省,2007)もある。つまり，スクールカウンセラーが専門性を保つことが

外部性の目的でもある。外部性と専門性は相補的な関係性にあるとも考えられる。 

④非常勤であるということも，外部性と大きく関連すると考えられている。西山(2004)

は非常勤であること自体が外部性であるとし，大野ら(2011)は外部性を保つための必須条

件としてあげている。スクールカウンセラーは最初から組織に位置づきすぎる場合，第三

者として機能しにくい状況が生じる（竹森,2012）と言われており，非常勤であることがス

クールカウンセラーの外部性を保つ重要な条件であると考えられていると言える。 

 

３－３ スクールカウンセラーの活動における外部性の必要性 

スクールカウンセラーが外部性を持つことは，スクールカウンセラーの教員への間接的

援助であるコンサルテーションにおいて求められている。コンサルテーションとはもとも

とコミュニティ心理学の中心的概念であり，コンサルティを通した間接的な援助を指し示

し(瀬戸ら,2003)，“異なった専門性や役割をもつ専門家同士が援助方針をねる”（石

隈,1999）と定義される。スクールカウンセラー（コンサルタント）と教員（コンサルティ）

はそれぞれ異なった専門性を持つ専門家同士であり，異なる視点・立場からクライエント

である生徒の問題について話し合うことによって，教員の問題解決の援助を行うと共に教

員の援助能力の向上も図るのが，スクールカウンセラーの教員に対するコンサルテーショ

ンである。 

このようなコンサルテーションとは，そもそもはコンサルティ側の要請があってはじめ

て成立する関係（光岡,1995）であり，“雑談でも片手間でも茶飲み話でもなく，専門的な

職業的営為である”（鵜養・鵜養,1997）というように，依頼契約の明確なフォーマルな対

話として提示されるものであった。当初はそれぞれのスクールカウンセラーが学校現場で

教員と主に１対１でのコンサルテーションを行ったなかで，注意点やポイントとして考え

られる点が報告された。例えば今井(1998)はコンサルテーションにおいて重要視するのは

相談事例本人とそれを取り巻く人たちとの多層な人間関係であり，本人，家族および担任

教諭とで形成するコンステレーションの把握がコンサルテーションにとって必須であると

した。また野々村(2001)は高校生の 3 事例の学校教員へのコンサルテーションの過程から，

学校でのコンサルテーションのポイントとして，コンサルテーションの原則を踏まえなが

らもその枠にとらわれない柔軟性と，見立てとアセスメントによる安定性という，両面の
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感覚を持ち合わせていることが必要と述べた。このようなコンサルテーションは基本的に

は“組織の外にある”（Korchin,1976 村瀬孝雄監訳 1980）古典的なコンサルテーション

と考えられ，スクールカウンセラーは問題に対応するチームの一員というよりもむしろ，

チームを外部的に支える立場と考えられ，外部性を持って活動することが重要であると言

われている。 

 

３－４ スクールカウンセラーの内部性 

次に，これまでのスクールカウンセラーの活動について論じた文献の中で，内部性につ

いてどのように言及されているかを検討する。 

伊藤(2008a)は，ふだんのコミュニケーションを基盤とした，日ごろからの教師との関係

作りを内部性の獲得であるとしたが，内部性という言葉は外部性と対比させて使われるこ

とが多く，単独で使われている文献はほとんど見られない。伊藤（2008b）はスクールカ

ウンセラーには外部性と同時に内部性が求められるとし，スクールカウンセラーには“教

師とは異なる立場と専門性を有しつつ，学校内の人間として‘身内になる’というバラン

スの取れた力量”が必要になるとしている。また，名古屋市教育相談研究室（2006）は“ス

クールカウンセラーは外部の人材で専門性を有している一方で，学校組織の一員として教

育活動に参画する立場にもある。この外部性と内部性を融合するための場や機会が十分に

満たされている学校では，望ましい協働が展開されている”と述べている。これらの記述

から，内部性とは「学校内の一員となる」ということを指すと考えられ，客観的にどのよ

うな立場にあるかということはあまり問題とされておらず，むしろ「関係づくり」「身内

になる」といった集団の境を越えた心理的なつながりの「ウチ」の関係性を獲得すること

を重視していると考えられる。 

 

３－５ スクールカウンセラーの活動における内部性の必要性 

外部性の重要性が論じられる一方で，スクールカウンセラーの内部性が必要と論じられ

るようになったことは，スクールカウンセラーの活動において，「雑談・片手間・茶飲み話」

に表されるような日常的な関係づくりに力を注ぐことが重要であると考える研究が多く見

られるようになってきことと関連すると考えられる。横山(2002)は教員と連携するために

は，まず教員との関係づくりが必要であるとし，“その関係づくりは，問題状況が出てくる

前から始まっており，まずはスクールカウンセラーの基本的な考え方や立場を教師に伝え
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ておくことが必要である”というように日常的な関係づくりを連携の基盤として提案した。

また中島(1999)は“インフォーマルな対話は単にそれが後にフォーマルな臨床的対話につ

ながるということのみならず，それら自体が臨床的有効性をもって機能する経験をも含む”

というように，インフォーマルな関係性の持つ力を検討した。現在ではスクールカウンセ

ラーは，“問題はスクールカウンセラーが学校の中で他の教師たちと一緒になって協力し子

どもたちの支援に当たれるかどうかにかかっている”（原田ら,1997），“相談とは関係のな

い雑談をすることによって作られる関係というものも無視できない”（原田,2004），“教師

の土俵に入って，職員室の教師たちと同じ釜の飯を食う仲と認めてもらえるよう努力して

いく謙虚な姿勢が求められる”（吉田,2008）というように，学校の一員となり，教員との

同僚的関わりを持たなくてはそもそも仕事が成立していかないとも考えられている。吉村

(2010）の調査においても，教員がスクールカウンセラーへ相談する前に相談するかしな

いかに関わるものとして，「教員だけで打開できない状況」「教員個人の抱える悩み」とい

う教員側の要因に加え，「教員のスクールカウンセラーとの同僚としての関わり」というも

のがあった。スクールカウンセラーの「ウチ」の関係性としての内部性も重要であると考

えられるようになっていると言えるだろう。 

このようなスクールカウンセラーと教員との関係性を基盤とし，同僚的な関わりの中で

援助を行っていこうと考えるのがコラボレーションである。コラボレーションとは，教員

を同僚とみなし，互いの目的や資源を共有しつつ対等な立場で新しいものを生み出すこと

というニュアンスを持ち，個々の問題解決にとどまらず問題の予防や学校の変革をも目指

す用語（瀬戸ら,2003）である。安養・下田(2010)はインタビュー調査から学校におけるコ

ラボレーションのメリット・デメリットを整理し，コラボレーションを円滑に進め・維持

するための「コラボレーションのマナー」を提案した：①クライエントのための支援であ

ること，②他の社会資源を理解・尊重し，学ぼうとする姿勢を持つこと，③フラットな関

係を大切にすること，④専門用語を使わないこと，⑤情報の共有，把握状況の確認をこま

めに行うこと，⑥個人情報の扱いについてのルール，⑦真実を語ること，⑧批判をしたり，

すぐに評価をしたりしないこと。コラボレーションをあくまで“「限られた期間内に」互い

の人的・物質資源を活用して，直面する問題の解決に寄与する対話と活動を展開すること”

とする定義もあり（亀口,2002），コンサルテーションとコラボレーションには重なり合う

点も多い。しかし，“スクールカウンセラーも学校内部の者として，常に教師をエンパワメ

ントする，サポートする立場でいること，そして，問題解決に向かう仲間として存在する
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ことで，教師との中に自然なコラボレーションが形成され，有効な働きができる”（芳田・

粟村,2009）というように，基本的にはコンサルテーションはお互いが独立した専門家同士

という外部性の高いスタンスを取っており，コラボレーションはより内部性の高い関わり

を基盤とすると言えるだろう。 

 

 

３－６ 外部性・内部性の両立と境界 

先述したように，外部性と内部性はスクールカウンセラーにとって両立を求められてい

るものである。しかしではどのような状態が両立と言えるのだろうか。文部科学省の第２

回教育相談等に関する調査研究協力者会議（2007）においても，スクールカウンセラーの

外部性と内部性については討議されているが，「一方で外部性を言うと同時に，学校組織の

一員で，管理職の指導に従わなければいけない立場なんだという自覚も必要だと思う。」「内

部性と外部性を自分の中でどう整理するかというのが非常に重要な問題だと考える。」「外

部性ということは，たとえ学校の中に常勤として居たとしても，その使い分けというのは

十分できていくのではないかと思う。」といったように様々な意見が出されており，統一さ

れた見解とはなっていない。コラボレーションにおいても“教師と親しくなればよいとい

うものではなく，日常場面での教職員との協働を重要と考え，報告・連絡・相談や情報発

信を心がけつつも，心理療法的な枠組みや距離感を維持しておく必要がある”（植山,2008）

というように，協働と距離感がそれぞれ重要であるということが認識されているものの，

どのような状態が両立であるのかについては明確になっていない。 

また，スクールカウンセラーを境界にいるものと捉える見方もある。淵上（2005）によ

る学校組織の研究枠組みの図においては，スクールカウンセラーは学校組織とその外の境

界に位置づけられ，学校組織に完全に入り込んだ立場ではない。また，教師と同僚，管理

職からなる協働からは外にあり，外から教員にコンサルテーションを行う立場であるとさ

れている。つまり，学校という組織に外から関わる外部のスタッフという意味での外部性

を一部持ちつつ，一部では学校と言う組織に入り込み，教師と同僚，管理職からなる協働

へは完全に外部性を持った立場であると考えられている。 
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図１ 教師を起点とした学校組織の研究枠組み（淵上,2005） 

 

このように，スクールカウンセラーを境界にいる存在と論じることは多く， “境界的機

能”“学校社会の境界人”“境界性と社会性を共に生きること”（西村,2000），“ウチとソト

の境界膜”（湊,2000）というように表現されている。そして更にスクールカウンセラーに

はその狭間で“いかにして境界人としての自分を見失わないようにするのか”（早川,2002）

が求められていると言われている。 

この境界とは，竹森（2012）がスクールカウンセラーが“外部の専門家”として内部か

ら独立した立場で，内部への積極的な介入を行って，自律的活動が生じてきたら，外部の

スタンスへと立ち戻るという内と外の重心の移動を行うべきであると述べているように，

スクールカウンセラーが「ウチ」と「ソト」の機能を両立させるために境界にいるべきで

あるとの考えに立っている。よって両立と使用されている言葉は違うものの，どちらもス

クールカウンセラーが「内」と「外」の間に立ち，「ウチ」と「ソト」の両方の機能を持つ

ことを求めているものであると考えられる。 

 

３－７ 外部性・内部性と生徒への関わり 

スクールカウンセラーの活動が直接的であれ間接的であれ，本来生徒の援助を主目的と

する以上，スクールカウンセラーの外部性と内部性を考える上で，それが生徒への関わり

へ及ぼす影響も検討しなくてはならない。元々スクールカウンセラーは，他の心理臨床と

異なり，“相談者の生活の場そのものに入る”（竹森,2000）という特徴をもつ。この特徴に

ついて近藤(1994)は“カウンセラーの働く場と子どもの現実生活の場との間に存在した一
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定の距離，それによって保護されていたカウンセラーの匿名性や中立性や非個人性，ある

いはクライエントとカウンセラーが出会う面接室という場の虚構性が，喪われ，脅かされ，

壊される”と述べているように，学校内に相談室が設定されているという時点で，学校を

日常的な場としている生徒の日常とつながることは排除し得ず，これはスクールカウンセ

ラーの大きな特徴となっている。その一方で生徒と一対一で行う面接場面も存在するため，

スクールカウンセラーは専門家としての側面と，生活者としての側面を合わせもち，この

２つの側面を統合していくことが重要であると言われている（半田,1997）。教員に対して

スクールカウンセラーが外部性と内部性の両立を求められているのと同様，生徒への相談

活動にとっても，スクールカウンセラーが非常勤であり外部性を持つことが重要であると

言われており（大橋ら,2011，吉田,2008 など），その一方で援助者であるスクールカウン

セラーが学校生活を生徒や教師と共有することが，生徒，教師，学校組織にとって，援助

的機能を活性化することにつながる（家近・石隈,2006）とも言われている。 

また，西山(2005)は常勤型スクールカウンセラーの生徒への関わりの特徴として内部性

を挙げている。それによると常勤の専任スクールカウンセラーは“日常的かかわりの中で，

巻き込まれて客観視ができなくならないように配慮しながら，その児童生徒が問題を抱え

ている時に支援を行う場合でも普段の様子との兼ね合いでかかわりの糸口を見つけていく

ことができるのは最大のメリットであり，「内部性」あっての効果であろう”とされており，

常勤であることが内部性につながると論じている。外部性が非常勤であることと関連する

のに対し，常勤型であることは内部性と関連すると考えられ，内部性があることで日常的

関わりが行われると考えられる。 

このように，スクールカウンセラーの生徒に対する外部性と内部性は「日常性」「非日常

性」と関連していると考えられ，教員に対する場合と同様，外部性と内部性の両立が求め

られていると言えるだろう。 

 

３－８ スクールカウンセラーの外部性・内部性に関するまとめ 

これまでの文献の記述を見ていくと，スクールカウンセラーの外部性・内部性には，客

観的な「外」と「内」，そして心理的な「ソト」と「ウチ」が混在して語られている。また，

スクールカウンセラーの位置づけも曖昧である。 

①外から派遣されている，という学校という組織に外から関わる外部者の立場という外

部性は，一見客観的な「外」・「内」の「外」であり，揺るぎないものであるように見え
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る。しかし，まず実際にスクールカウンセラーの採用を行う自治体がどのようにスクール

カウンセラーの立場を捉えているかを見ると，その活用に関して「配置」と「派遣」とい

う言葉が併用して用いられているように曖昧である。文部科学省(2007)は，拠点校となる

学校にはスクールカウンセラーを「配置」するとし，そこを拠点として訪問する学校には

「派遣」するという言葉の使い方をしているが，自治体によっては拠点校・訪問校に関わ

らず教育委員会からの「派遣」という言葉を使っている。つまり，スクールカウンセラー

の立場をどのように捉えているかということ自体，統一されていない。 

また，②教員ではないという職務や，③心理臨床の専門家というスクールカウンセラー

の専門性も，教員がカウンセラー役割を兼ねる教員カウンセラーの例を除き，一見確保さ

れているもののようであるが， “スクールカウンセラーは非常勤であることで外部性が保

たれると言われているが，その一方で学校スタッフの一員である以上学校組織内の力動に

さらされ，親・教師・生徒・スクールカウンセラーのなかで複雑な転移・逆転移が生じる

のは必至” (早川,2002)と言われるように，場合によっては外部性が保たれず，“スクール

カウンセラーが自律性を喪失する”（竹森,2012）恐れがあると考えられている。 

ではこの曖昧な状況の中でスクールカウンセラーに何が求められているかというと，表

１の外部性の説明の①から③がそれぞれすべて，「学校外の」（文部科学,2003a）「教員以

外の」（細見,2004）「教師とは違った」（伊藤,2008a）と表現しているように，スクールカ

ウンセラーが教員とは違う存在であることではないかと考えられる。スクールカウンセラ

ーは“異質性の認識”（湊,2000）を持つ必要があると言われているように，この「異質性」

によってスクールカウンセラーが第三者としての視点を持つことができ，専門性を保つこ

とができると考えられる。これは一見スクールカウンセラーであれば当たり前に可能なこ

とのようであるが，この「異質性」は外部性として挙げられた具体的な立場の違い，職務

の違い，専門性の違い，非常勤の勤務体制があってもなお容易に確保されるものではなく，

内部性として心理的な「ウチ」となり，協働の一員となることはこの「異質性」をおびや

かすとも考えられている。しかしその一方で協働の一員となる必要もあるため，どのよう

にこれを両立するのかということが課題となっており，竹森(2012)は，“矛盾や二律背反を，

どのように活用（利用）するのか，ウチとソトをどのように結びつけるのかといった点は，

守秘義務の問題と関連して，SC に共通する特有の困難さと課題であり，実践を重ねる中

で理論的な体系化を進める必要がある”と述べている。 

外部性として「異質性」が重要であるからこそ，この確保のためには非常勤という勤務
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体制が必要であると考えられているが，常勤であれば外部性が喪失するのかという検証は

行われていない。外部性の喪失が専門性の喪失につながるのであれば，常勤型スクールカ

ウンセラーは専門性を発揮することができないということになる。しかし，現実に常勤型

スクールカウンセラーは少人数ではあるものの活動しており，その活動は検討されるべき

であろうと考えられる。 

生徒にとっての「日常性」と「非日常性」に関しても，非常勤であっても常勤であって

も学校内に相談室が設定されており，スクールカウンセラーが“相談者の生活の場そのも

のに入る”（竹森,2000）時点で内部性につながるものであると考えられている。むしろこ

の特徴を活かし，“日常に開かれた援助機能”（瀬戸,2005）という相談室のオープンルーム

や自由来室活動の効果も検討されている。その一方で，あくまで学校であっても“面接室

と言う場の「異空間」を演出する”という工夫が必要であった事例の報告（田中,2003）も

あり，生徒に対する外部性と内部性として「日常性」「非日常性」をどのように扱うかとい

うことも課題と言えよう。 

 

 

第４節 スクールカウンセラーと学校における心理危機 

４－１ 危機の定義 

危機とは，Caplan(1961)によって「（個人が）人生上の重要目標が達成されるのを妨げ

られる事態に直面した時，習慣的な課題解決法をまず初めに用いてその事態を解決しよう

とするが，それでも克服できない結果生じる状態である。」と定義された。他に

Hansel(1976)が「個人の普段の体験とは異質の急激な変化や遭遇」，アメリカ精神医学会

(1994)が「危機は，人が通常もっている，事態に打ち克つ作用がうまく働かなくなり，ホ

メオスタシスが急激に失われ，苦痛と機能不全が明らかに認められる状態」と定義してい

る。つまり，危機とは，何らかの変化や障害により，人がそれまで通常用いていた方法で

は対処しきれない状況にさらされることであると考えられる。 

更に危機はその根源によって大きく２つに分類される（小澤,2010）。１つは「発達段階

における危機」である。発達的危機の代表的理論モデルには，エリクソンのアイデンティ

ティの成長と危機に関する理論（Erikson,1954）があり，乳児期から成熟期までの発達段

階に伴う危機的状況，そして結婚，定年などの発達，成熟に伴う人生の特定の時期で発生

する特有の危機的状況が含まれる。もう１つは，「状況に伴う危機」である｡これは失業や
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解雇・離婚・別離などの社会生活上の危機や，災害や事件，病気，障害の発生など予期し

得ない出来事に生じる危機を指す。 

 一般に危機状態はネガティブなものとして受け取られやすいが，転換期としての側面も

持つ。Caplan(1961)による危機理論においては，“危機はそこにとどまり続けるものでは

なく，適応への過程の出発点として捉えられ，人は心理的な危機状況に陥ったとき，本来

備えている適応行動としての様々な対処機制を用いて心理的恒常性を維持するものであ

る”という前提を持っている。危機を転換点として捉えることによって，危機には成長を

促進させる可能性が内在していると定義づけることもでき，危機や喪失などのトラウマと

苦闘した末に得られるポジティブな心理的変化を「外傷後成長（posttraumatic growth）」

と呼ぶ（Tedehi&Calhoun,1995）。また宅(2005)の調査では高校生がストレスフルな出来

事に対して自らの体験に意味を付与していく心の動きが，それを起因とする自己成長感を

導いているというメカニズムが示唆された。つまり，危機による心理的混乱自体は問題で

はなく，適応への過程における一時的な心理的防衛反応と解釈することができる。しかし，

様々な要因によって心理的混乱から一段と悪化した病的状態へと移行する場合もあり，こ

の転換期としての危機状態に対する適切な危機介入が重要となると考えられている。 

 危機という言葉には身体的な変化や出来事も含まれるため，本研究ではそのなかでも「発

達段階，もしくは状況に伴い，習慣的な課題解決法によっては克服できない状態に陥った

結果生じた心理的混乱」を心理危機と定義し，検討する。 

 

４－２ 学校における心理危機 

学校における心理危機は，児童・生徒といった子どもを始めとする学校コミュニティの

構成員の危機と学校コミュニティ全体の危機に分けられる。そのうち子どもの危機状況は，

思春期の始まりなど発達上の課題に伴う危機，教育上の課題に伴う危機，心的外傷になる

出来事，障害・病気に伴う危機，精神疾患の現れとしての危機などに分類できる（石隈,1999）。

これを一般的な危機理論に照らし合わせると，思春期の始まりなど発達上の課題に伴う危

機，教育上の課題に伴う危機は「発達段階における危機」，心的外傷になる出来事は「状況

に伴う危機」に分類されると考えられるが，それ以外にも障害・病気に伴う危機，精神疾

患の現れとしての危機といった，一般的な危機の分類には当てはめにくいものも子どもに

は存在していると言える。 

一般的に学校における心理危機と言うと，学校コミュニティ全体を対象とし，事件・事
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故といった「状況に伴う危機」のことを意味する場合が多い。これは日常的な学校の機能

が，学校コミュニティの構成員である児童・生徒の発達的危機に対応するためのものであ

るという前提を持つからである。「さまざまな背景を持つ人格発達途上にある児童・生徒

の成長・発達を支援する」という特徴を持つ学校コミュニティにおいては，児童・生徒の

個人的な危機状態はむしろ日常的と言え，危機状態が特定の個人に限られており，またそ

の深刻さの程度が一定範囲に留まっている限り，構成員の個人的危機は，学校コミュニテ

ィの日常的な機能の範囲内で十分に対応可能である（窪田,2009）と考えられている。この

ような学校コミュニティ全体を対象とし，心的外傷になる出来事といった事件・事故など

による「状況に伴う危機」は非常に重要なものであり，これまでもそのような場面での緊

急支援のあり方が論じられてきた（大西・早瀬・多久和,2002 など）。しかし，スクールカ

ウンセラーの活動について検討する場合，事件・事故などによる「状況に伴う危機」に関

しては，反応が特定の個人のレベルに止まっているときには当該校配置のスクールカウン

セラーの通常の勤務の範囲内で反応が出ている児童・生徒のカウンセリングをしたり，教

職員のコンサルテーションを行うことで対処可能な場合もあるが，学校レベルの反応とそ

れによるコミュニティの混乱が予測される場合は，スクールカウンセラーのみでは対応が

困難であり，外部からの臨床心理士会緊急支援チームが支援することが必要になってくる

（窪田ら,2005）。このように事件・事故などによる「状況に伴う危機」には外部からの介

入が大きな役割を持っており，通常学校内で活動しているスクールカウンセラーの役割と

しては，個人の範囲内の「状況に伴う危機」，そして「発達段階における危機」を含む，日

常的心理危機への対応こそが重要であると考えられる。このような日常的に生じている子

どもの危機は重大性が見過ごされがちであるが，危機に関係する問題はごく普通に起こり，

生徒の教育的発達を妨げる（Pitcher& Poland,1992 上地他訳 2000）。また，適切な対応

がなされない場合は深刻な事態に陥る可能性がある（大西・早瀬,2009）。こういった一見

日常的な心理危機への学校コミュニティの対応機能の維持，そして向上は学校にとって重

要な課題であると言えるだろう。 

 

４－３ スクールカウンセラーの心理危機への対応の課題 

日常的心理危機は，日常的であるからこそ，危機と認識されにくい。そのため日常的心

理危機の早期発見と早期対応を可能にするためには，スクールカウンセラーがより積極的

に学校コミュニティの中に入り，教員との連携を構築する必要があると考えられる。しか
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し，学校コミュニティの中に入ることは「ウチ」としての内部性を促進すると考えられ，

これを現場で外部性と両立させながら，教員との連携していくことは決して容易なことで

はない。また，西山(2005)は“非常勤の立場で学校というコミュニティに入っていくとき，

その学校の各スタッフからどう認知されるかは，同僚性を感じるスタッフが少ないという

点で，こちらのコントロールできない領域となり，状況によっては互いが同僚と認知し合

えないという状況も生まれてしまいかねないことは協働関係を作るには大きなリスクであ

る”と「ウチ」としての内部性の獲得の難しさについても述べている。現場のスクールカ

ウンセラーがこのような状況であってもどのように連携を構築していっているのかは検討

する必要があるだろう。また，このような容易ではない状況を改善するためにどのような

工夫ができるのかということについても検討すべきであると考えら得る。 

また先述したように，外部性を保つには非常勤であることが求められると言われている

が，より内部性を活かして活動していく常勤型スクールカウンセラーを求める声も多い。

吉澤・古橋（2009）の「中学校におけるスクールカウンセラーの活動に対する教師の評価

に関する調査」によると 80％の教師がスクールカウンセラーの現在の勤務形態を課題とし

て挙げており，58%の教師がスクールカウンセラーの勤務形態として「常勤」を求めてい

た。学校現場は現状の非常勤型スクールカウンセラーの活動だけでは不十分であると感じ

ており，その解決の一つとしてスクールカウンセラーの勤務体制の常勤化を検討している

と考えられる。更にどのようなことが「常勤」に求められているのかと考えると，生田(1996)

の調査では専任のスクールカウンセラーの設置に賛成する理由の最も大きいものは，「指導

に困難を感じる子どもが多くなり，担任のみで対処するには時間的ゆとりがない」という

ものであり，時間的制約や研修不足からの力量不足といった厳しい現実のもとで，多くの

教員が共に力を合わせ，時には肩代わりして子どもたちに関わってくれるカウンセラーの

必要性を強く願っていると考えられていた。スクールカウンセラーの常勤化は，現在の学

校における日常的心理危機への対応を改善する一つの方法と考えられていると言えよう。 

 

 

第５節 本研究の目的と構成 

５－１ 本研究の目的 

本研究は，先述したスクールカウンセラーの心理危機への対応の課題に対し，スクール

カウンセラーが教員とどのように連携していくべきかについて検討することを目的とする。
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学校へのスクールカウンセラー導入から 20 年を経て，スクールカウンセラーの活動はあ

る程度の成果は上げているものの，近年の学校に関わる問題の多発からも，まだ生徒の日

常的心理危機への対応が十分なされているとは言えない。外部からの危機介入が必要とな

るほど危機の範囲が大きくなってからではなく，日常的心理危機の段階で早期に対応する

ためには，スクールカウンセラーがどのような立場で，どのように教員と連携していくか

ということを検討することが重要であると考える。連携を論じる視点は様々あるが，本研

究では特に，スクールカウンセラーの外部性と内部性の両立が重要であると考え，検討す

る。外部性と内部性を両立することの重要性についてはこれまでも触れられているものの，

その望ましいあり方についてはまだ曖昧な点が多い。また，スクールカウンセラーが常勤

型となった場合には，外部性・内部性のあり方についても影響が出ると考えられる。その

ために本研究ではこの点について，非常勤型スクールカウンセラーの教員との連携プロセ

スの分析，非常勤型スクールカウンセラーの教員との連携の具体的工夫，常勤型スクール

カウンセラーの事例検討という３つの点から検討し，スクールカウンセラーが専門性を発

揮し，学校の日常的心理危機に対して有効に活動していくためには，スクールカウンセラ

ーがどのような外部性と内部性を持って教員と連携していくことが必要であるかを検討す

る。 

 

５－２ 本研究の構成 

第２章以降の本研究の構成について概説する。 

第２章では，非常勤型スクールカウンセラーと教員の連携構築プロセスを検討する。日

常的心理危機へ対応するためには，スクールカウンセラーと教員の連携を確立させること

で，心理的問題に対する学校全体の力を向上させ，心理危機の発生時には素早く，適切に

対応することが目指される。しかし，非常勤型スクールカウンセラーの外部性と内部性の

両立も含め，スクールカウンセラーが教員との連携をどのような形で行うのが適切である

のかということにはまだ様々な議論があり，曖昧な状態である。よってこの章では実際に

現場のスクールカウンセラーが苦慮しながら実践している連携のプロセスについて詳細に

検討していくことで，スクールカウンセラーが心理危機の予防と対応のためにより教員と

スムーズに連携し，適切にコンサルテーションを行うにはどのような連携の改善が必要で

あるかを考える。 

続いて第３章では，スクールカウンセラーと教員の連携を促進する具体的な工夫として，
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協力しあって行う共同授業の試みについても検討する。共同授業は，スクールカウンセラ

ーと教員の連携の一つの形であるが，また，相談室という生徒の日常生活に隣接する場所

から，授業という完全に日常的な場面に入っていくという試みでもあり，教員との連携を

更に促進するものであると考えられる。また，この授業において生徒の相談室・スクール

カウンセラーに対するイメージに働きかけることによって，生徒の相談室の利用を促進す

ることが，心理危機の予防と対応に効果を持つと考えられる。 

次に第４章では，常勤型スクールカウンセラーと教員との連携について，心理危機状態

にある生徒へ対応した事例を元に検討する。学校現場にはスクールカウンセラーの常勤化

への期待があり，スクールカウンセラーが学校の抱える心理危機に予防的視点で対応する

中核的な人材となるためには，常勤化についても検討が必要であると考えられる。しかし

常勤型スクールカウンセラーは非常勤型スクールカウンセラーとは外部性・内部性のあり

方が異なり，その連携には新たな課題もあることが予測され，常勤型スクールカウンセラ

ーの実際の活動を検討することが必要であると考えられる。 

最後に第５章では，全体の研究を振り返り，スクールカウンセラーの日常的心理危機へ

の対応についての課題について得られた示唆についてまとめ，更に今後の課題について述

べていく。 



 

 

 

 

 

第２章 

 

スクールカウンセラーと教員の 

連携プロセスの検討 

～非常勤型スクールカウンセラーの 

インタビューから～ 
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第１節 問題と目的 

スクールカウンセラーの活動においては教員との連携が不可欠である。日常的心理危機

への対応に関しても，発生した心理危機に対して力を合わせて対応することに加え，教員

とは異なる専門性を持って学校や教員と関わることで，現場で生徒をめぐって日常的に起

こる様々な出来事や問題に対応する学校全体の心理的支援の力を向上させるという予防的

対応も期待されている。名古屋市教育相談研究室（2006）の調査でも「スクールカウンセ

ラーの研修や助言によって教員の資質が向上している」という項目に教員の 76.4％が肯定

的評価を示しているように，スクールカウンセラーの日々生徒と対応している教員へ心理

教育的な研修を行う，一つ一つのケースで適切な連携を行うといった役割を果たすことが

重要である。スクールカウンセラーが学校の抱える心理危機に対応する中核的な人材とな

るためには，教員といかにスムーズに連携を構築するかということが課題であると言えよ

う。 

しかし，連携には教員とスクールカウンセラーとの有機的な相互の関係性が大きく関わ

っているため，具体的な方略を学ぶだけでスムーズに行えるものでもない。特に，非常勤

型である現在の公立中学校スクールカウンセラーは，第一章で論じられたように外部性を

持ちながらもその一方で，学校現場のことを十分に理解し，教職員とも十分なコミュニケ

ーションや情報共有ができるような内部性を持つことが望まれている。しかし，この外部

性と内部性をどのように両立させていくべきかということは未だ明確になっておらず，現

在スクールカウンセラーは“ヨソモノとして見られたり，ミウチとして見られたりする曖

昧な”（湊,2000）状態で活動している。 

この状態で連携を構築することは決して容易なことではなく，上手くいく場合ばかりで

はない。実際に子どもへの援助と言う共通の目的をもちながらも，教師と心理臨床家の言

動や有り方に違いが生じ，連携が困難になる場合もあるという指摘（高嶋ら,2007）や，

スクールカウンセラーの 74%が十分な連携が取れていないと自己評価しているとの報告

（原田,2002）もある。スクールカウンセラーたちが現場で苦慮していることは想像に難

くないが，実際にスクールカウンセラーたちが現場でどのような手がかりからこの外部性

と内部性を両立させ，教員と連携を構築しているのかということは明らかにはなっていな

い。この有機的な連携構築のプロセスが，実務経験や，スクールカウンセラー同士のクロ

ーズドな勉強会などで磨かれる，「職人技」のようになってしまっては，スクールカウンセ

ラーを育成する際，また教員との連携に苦慮するスクールカウンセラーを援助する際に有
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効な手立てがとりにくいと考えられる。よって本研究ではスクールカウンセラーへのイン

タビューから，スクールカウンセラーがケースに当たり，どのようなプロセスを経て教員

との連携を構築しているのかを検討することを目的とする。 

 

第２節 研究方法 

２－１．調査対象者 

11 名の公立中学校スクールカウンセラーに調査を行った。調査対象者はいずれも東京近

県（１都３県）の公立中学校で複数年勤務している。対象を絞った理由は，東京近県はス

クールカウンセラーの導入が早く，また，臨床心理士の数が確保されやすいため，１人１

校形式が中心であることによる。拠点校方式では勤務日数が少なく動き方が特殊であるこ

と，また導入してからの年数が浅い自治体や近年導入が始まった小学校では学校側にスク

ールカウンセラーの理解が低い可能性があり，スクールカウンセラーとして活動する以前

の問題が大きいため，本研究では中学校にて１人１校形式を経験しているスクールカウン

セラーにしぼり分析を行った（拠点校方式も同時に経験しているスクールカウンセラーも

含まれている）。また，勤務初年度のスクールカウンセラーはまだ経験を振り返る段階では

ないと考えられたため，複数年勤務経験のあるスクールカウンセラーに限った。 

 

表２ 調査対象者一覧          ※SC 歴＝スクールカウンセラーの経験年数 

  年齢 性別 SC 歴 心理臨床歴 公立中学校以外の勤務 

A 35 女 4 年 5 年 生活支援センター，保健センター 

B 51 女 4 年 4 年 なし 

C 47 男 2 年 3 年 なし 

D 28 男 4 年 4 年 療育機関・小児科 

E 38 男 8 年 10 年 民間カウンセリングルーム 

F 54 男 8 年 24 年 ハローワーク 

G 32 女 5 年 9 年 フリースクール 

H 31 女 2 年 7 年 小児科 

I 42 男 6 年 7 年 教育相談室 

J 29 男 3 年 4 年 児童養護施設 

K 29 女 5 年 5 年 なし 
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２－２．インタビューの手続き 

2009 年 11 月から 2011 年 1 月まで，フェイスシート・質問紙への記入後，半構造化面

接を行った。公立中学校でのスクールカウンセラーとしての実践を聞き取りたい，という

主旨をあらかじめ伝え，同意の得られたスクールカウンセラーに対して，筆者が１名ずつ

インタビューを行った。質問紙は数値化するのではなく，半構造化面接の手がかりとして

用いた。インタビュー実施後，逐語録を作成し分析の対象とした。 

 

２－３．インタビューガイド 

インタビューをするに当たり，1）中学校での仕事内容についての概要，２）教員との

連携・コミュニケーションについて，３）日常的な教員との関わりについて，４）質問紙

の質問項目それぞれの内容について，なぜそのように答えたか・それについてどう思うか

を聞き取るというインタビューガイドを作成した。 

質問紙では，スクールカウンセラーと先生の役割はどのような関係だと思いますか？（重

なりあう部分が多い・どちらともいえない･全く異なる役割）スクールカウンセラーと先生

の考え方についてどのように感じていますか？（同じような考え方・どちらともいえない・

全く異なる考え方）スクールカウンセラーと先生のコミュニケーションについてどのよう

に感じていますか？（足りない・どちらともいえない・足りている）スクールカウンセラ

ーは学校にどのように関わっている存在だと感じていますか？（外から派遣されている・

どちらともいえない･学校の中の人間）という項目をそれぞれ７件法で尋ね，インタビュー

の手がかりとした。また，教員とスクールカウンセラーを表す言葉でイメージと合致する

ものを（関係者 スーパーバイザーとスーパーバイジー コンサルティとコンサルタント 

同僚 仲間 その他）の中からいくつでも自由に選んでもらい，その理由をインタビュー

の手がかりとした。 

 

２－４．倫理的配慮 

インタビュー開始時に，あらためて本研究の目的を口頭と文書で説明し，インタビュー

内容の研究使用と，IC レコーダーによる音声記録の許可を得た。音声データの書き起こし

に際しては，個人名は仮名表記とし，個人情報に配慮した。 

 

２－５．分析方法 
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 分析方法は質的研究法である，修正版グラウンデッド・セオリー法（M-GTA）を用いた。

M-GTA は，実践から理論を構築するグラウンデッド・セオリーの一種であり，木下

(2003,2007)によって方法論が確立されている。木下（2003）によると M-GTA に適する研

究の条件は，１）人間と人間が直接的にやり取りをする社会的相互作用に関わる研究であ

ること，２）ヒューマンサービス領域であること，３）研究対象とする現象がプロセス的

性格をもっていることの３点が挙げられる。本研究はこのすべてに当てはまっているもの

であると考えられたため，M-GTA を分析方法として選択した。 

 

M-GTA の分析手順 

 M-GTA は，インタビュー・データから概念を生成し，複数の概念間の関係を解釈的に

まとめ，最終的に結果図として提出するという手順をふむ。具体的な手続きは，以下の通

りとなる。 

１）分析テーマの設定：分析にあたり，データに根ざした分析が可能になるように，分析

テーマを設定した。分析開始時には「スクールカウンセラーと教員のコミュニケーション」

と設定したが，分析が進むにつれて「連携生成プロセス」が重要な概念となることが見え

てきたため，最終的に「スクールカウンセラーの教員との連携生成プロセス」を分析テー

マと設定した。 

２）概念の生成：テーマを設定した後，データの関連箇所に着目し，それを一つの具体例

（ヴァリエーション）とし，かつ，他の類似具体例をも説明できると考えられる，説明概

念を生成した。概念を創る際に，分析ワークシートを作成し，概念名，定義，最初の具体

例などを記入した。データ分析を進める中で，新たな概念を生成し，分析ワークシートは

個々の概念ごとに作成した。同時並行で他の具体例をデータから探し，ワークシートのヴ

ァリエーション欄に追加記入した。なお，具体例が豊富に出てこなければ，その概念は有

効ではないと判断した。解釈が恣意的に偏る危険を防ぐため，生成された概念の完成度は，

類似例の確認だけでなく，出来る限り自分の分析や解釈とは反対の対極例を考え，そのよ

うな概念がデータから創られるかどうか，比較の観点から確認を行い，その結果をワーク

シートの理論的メモ欄に記入した。次に，生成した概念と他の概念との関係を個々の概念

ごとに検討した。 

３）カテゴリーの生成：複数の概念の関係からなるカテゴリーを生成し，カテゴリー相互

の関係から分析結果をまとめた。 
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４）結果図の生成：分析結果の概要をストーリーラインとして簡潔に文章化し，結果図を

生成した。 

本研究の概念「教員優先」をもとに，概念の生成過程を簡単に説明する。まず，インタ

ビュー・データの中で分析テーマに関連する箇所「最終的には児童生徒に対する責任を持

っているのは先生なので，最終的には私がひくことになります。」（C）という部分に着目し

た。まず，この部分についての意味を自分の解釈とは反対の観点からも考えた上で，適切

に表現する言葉は何かという順序で検討を行った。そして検討を重ねた結果，「教員の意向

を優先させる」と定義し，最終的に「教員優先」という概念を生成した。そしてこれらを

分析ワークシートに記入した。その後の分析過程については，M-GTA の分析手順に示し

た通りである。 

 

分析のステップ 

修正版 M-GTA では，データの収集と分析を並行して行い，収集と分析のセットをステ

ップと呼ぶ。本研究ではまずステップ１として，ベースとなるデータを 2 事例（A,B）か

ら収集し，スクールカウンセラーと教員の連携に関するコミュニケーションに着目して分

析した（ベース・データの収集）。この２事例の分析を通して，14 の概念が見出された。

そしてステップ１の分析結果を元にステップ２として追加データとして新たにデータを収

集し（理論的サンプリング），ステップ１で生成された概念・カテゴリーを修正，再編した。

概念の生成過程で類似のエピソードが見られない場合は概念から削除した。 

このようなプロセスを経て，最終的に 21 の概念と 8 つのカテゴリーが生成された。ス

テップ１で生成された 14 概念のうち，1 概念は他概念と内容が共通していると考えられた

ため統合し，2 概念は類似のエピソードが見られなかったため概念から削除した。 

 

分析者の立場 

質的研究法による分析は，分析結果から分析者の思考の枠組みの影響を排除することが

できない。分析者も公立中学校などでのスクールカウンセラー経験が約 10 年あり，分析

者の経験は本研究の分析に影響を与えている。 

 

 

第３節 結果と考察 
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M-GTA によるインタビュー分析 

M-GTA による分析を通して生成された 21 の概念と 8 つのカテゴリーとの関係を，連携

生成プロセスの仮説モデルをストーリーラインとして，図２に結果図として示した。以下

にこの結果図に示したものを，カテゴリー，概念の内容に触れながら説明する。なお，カ

テゴリーを《 》，概念を【 】，調査対象者の語りを「 」内にゴシック体で示した。概

念のその他の語りは付録１に掲載した。「 」の後に記入されている（ ）内のアルファベ

ットは調査対象者を示している。 

 

３－１．カテゴリーの動き 

まず，カテゴリーを中心に，分析により示されたスクールカウンセラーと教員の連携構

築プロセスの枠組みを説明する。 

教員と連携を行おうとするとき，まずスクールカウンセラーは連携の準備段階として《事

前準備》を行う。《事前準備》がスムーズに行われ，そのまま《連携実行》へとつながるこ

ともあるが，しばしば連携の阻害段階として，スクールカウンセラーと教員にはズレが生

じる《ズレの発生》。このズレが発生すると，スクールカウンセラーは連携模索段階に入る。

連携模索段階ではスクールカウンセラーは《教員とのコミュニケーションの活用》を行う

が，そのなかでは《葛藤》が生じる。しかしこの《葛藤》を《教員理解の獲得》によって

抱え，《ズレの消化》を行う連携の再構築段階を経て，連携の実行段階として《協働》して

いく。しかし，そのままケースの解決へ向かう場合もあるが，すべてのケースがすぐ解決

するわけではないため，再び連携の準備段階へと戻り，再び連携を模索し，立て直され，

また連携が実行されていくという循環的な動きとなる場合も多い。これを繰り返しながら

連携は行われ続けると言える。そして全体を通してスクールカウンセラーがこの循環を行

うこと全体を支えるものがいくつかの《支え》要因である。 

 

３－２．各段階におけるカテゴリー，概念 

 各段階のカテゴリーと，カテゴリーを構成する概念の関係を中心に，プロセスを説明す

る。 

①連携の準備段階 

スクールカウンセラーは教員との連携を開始する時に，連携の準備段階として，《事前準

備》を行う。ここでは，まず教員とケースについての【情報交換】が行われる。面接のき



 

                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 連携プロセスの分析図 
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っかけとしては保護者や生徒から直接申し込みがある場合も，教員から紹介がある場合も

あるが，教員から紹介を受けた場合はその段階でどのような生徒・保護者であるのかとい

う情報を収集する。また，保護者や生徒から直接申し込みが入った場合には面接後に，面

接の報告と教員の意見を情報として収集する。スクールカウンセラー活動における守秘義

務は，情報を共有できる相手かはきちんと見極めながらも，基本的には学校という組織単

位で考えることが必要であると言われており（伊藤,2000 など），学校内で連携してケース

を扱う以上，このような教員との【情報交換】が必要不可欠である。 

 

【情報交換】 

「先生からその生徒についての情報をですね，集めさせていただきます。」（B） 

 

そしてその上で，教員へスクールカウンセラーとしてそのケースについてどのように考

えるか，【見立ての伝達】を行う。この見立てにはケースの生徒や保護者のパーソナリティ

や，問題となっている行動の背景，今後の方向性などが含まれる。 

 

【見立ての伝達】 

「最近不安定みたいだけどなんでかな，ちょっと保護者との間じゃまだわからなかったん

ですけど，なんか思い当ることないですか，とか，なんかこういうことで困ってるみた

いだから，こういうフォローがあるといいかもしれないですね，とか…。」（K） 

 

この【情報交換】と【見立ての伝達】が連携の土台となる。 

 

 

②連携の阻害段階 

 連携準備段階で行われた【情報交換】と【見立ての伝達】によって，すぐに連携実行段

階へと進むこともある。しかし，スムーズに教員との連携が図れない場合もある。 

連携を阻害するものとして大きいのは【教員との意見・理解の相違】である。スクール

カウンセラーと教員の間ですぐに意見や見立てが一致することばかりではなく，生徒につ

いての理解や対応方法の方針について意見が異なることも多い。具体例としてはスクール

カウンセラーが不登校生徒の学校に行けない理由として，生徒自身には登校したい気持ち
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があるができないと理解したことに対し，教員は生徒の怠けであると理解しているような

相違が語られた。 

 

【教員との意見・理解の相違】 

「やっぱり生徒にこういう支援をした方がいいのではないかなと自分が思って言ったこと

であっても，いやあそれはってことで，やっぱり違う見方をなさったり，違う風にやっ

ていきたいというお考えをお聞きして」（B） 

 

このような【教員との意見・理解の相違】は，「生徒に対しての理解の仕方が全然違って

いたりすると，ああ，分かり合えてなくてつらいなぁっていう風に思います」（H）という

ように決して心地よいものではないが，スクールカウンセラーと教員の視点の相違による

ものであると理解もされている。「向こうは教育のプロで私は心理のプロなわけだから，視

点が違って，その…物事の見立てと向き方が最初からずれるのは，スタートの上では当然

のことだと思っている」（I）つまり，【教員との意見・理解の相違】こそスクールカウンセ

ラーの「異質性」であり，当然起こりうることであると考えられていると言えるだろう。   

また，意見をすり合わせる【時間の不足】があることも連携を阻害する。時間があれば

すべて解決すると言うわけではないが，教員の多忙やスクールカウンセラーの勤務が週に

１回ということから，教員とスクールカウンセラーがコミュニケーションを取ることので

きる時間自体が不足している。  

 

【時間の不足】 

「コンサルテーションにしても，なかなか先生の空き時間がなかったりとか，放課後でも

部活動の時間であったりとかで，なかなか十分にお話しする時間が無くて」（A） 

 

スクールカウンセラーが週に１回という勤務であることによる【即時性のなさ】も連携

を阻害する一因となる。生徒も学校も１日１日変化しており，行事等も頻繁に行われる。

スクールカウンセラーが必要とされる時に関われないことがあるということも，連携を難

しくさせることがある。 
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【即時性のなさ】 

「先生へのコンサルをすぐにやらなきゃっていうことはでもちょくちょくあって，今日こ

んなことがあって，どうしよう，みたいなことについてはその場でその日話したのはす

ごくよかったなと…思うんですけど，いない日にあると，こんなことがあって，こんな

ふうになっちゃったんだよ，って後で聞いてももうどうしようもないっていうときはあ

るので…」（D） 

 

 

③連携の模索段階 

連携が阻害されたとしても，その段階であきらめていてはスクールカウンセラーの仕事

は成立しない。連携の阻害段階から，スクールカウンセラーはどのような連携が可能であ

るか，どのようにすれば連携がスムーズに行われるかを試行錯誤していく。これが連携の

模索段階である。 

連携の模索段階で，スクールカウンセラーは《教員とのコミュニケーションの活用》を

行う。事前準備から一歩踏み込み，まずは【伝え方の工夫】を行う。 

 

【伝え方の工夫】 

「その先生の考え方とか，言葉とか，先生が使う用語とかをまず聞きながら，先生が好き

そうなっていうか，わかりそうな言葉っていうのを探して，表現するようにはしている

ので，専門用語を使わないってことなのかもしれないですけど，その先生との間で作り

出していくというか」（J） 

 

また，他の教員とコミュニケーションを取り，情報を収集したり，間接的に意見を伝え

るなどの【他の教員へのアプローチ】も行う。特に管理職や教育相談担当教員，養護教諭

などが重要な対象となることが多い。 

 

【他の教員へのアプローチ】 

「他の先生とか，立場の違う先生方にフォローを頼んだりと言ったようなこともしたりし

ます。」（E） 
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そしてケースに直接関わる話をするばかりではなく，【雑談の活用】も重要であると考え

られている。職員室での雑談や，給食を一緒に食べる，納会などの飲み会に参加するなど，

雑談の活用により教員とのコミュニケーションを広げ，深めることが連携の模索には欠か

せない。 

 

【雑談の活用】 

「同じ生徒とか同じ保護者とかで，うーんって悩んでるときに，そこで先生と愚痴をこぼ

しあえたり，いやー，正直しんどいよね，ってぶっちゃけた部分も言い合えるとか，そ

ういうのって結構支えになるのかな」（K） 

 

しかし，このコミュニケーションの活用に際し，スクールカウンセラーには２つの《葛

藤》が生じている。 

まず１つ目は，【役割意識】と【教員優先】の葛藤である。スクールカウンセラーは【役割

意識】を持っており，学校内にいる自分はスクールカウンセラーとしての自分である，と

感じている。教員とスクールカウンセラーは異なる専門性を持つ同士であり，専門職同士

として協働していこうという意識がスクールカウンセラーの教員との関係性の基本となっ

ている。 

 

【役割意識】 

「学校へ行けば私はスクールカウンセラーっていうアイデンティティを持ってね，そうい

う人としてやってるんで」（F） 

 

しかし，専門職同士として教員と対等であるかというとそうではなく，生徒に関する最

終責任者は教員であるという意識と，スクールカウンセラーの勤務は週に１回であり，実

際の動きとしては学校では教員が中心であるため，教員の意見を尊重するべきであるとい

う【教員優先】もスクールカウンセラーには強く意識されている。 
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【教員優先】 

「支援のためにどうすべきか，ということは，ある程度こうしたいという気持ちが先生の

側であるっていうこともあるから，（先生に）私はこうしたい，こうすべきだと思う，っ

ていうのがあったら，私はまずそれを最優先させます。」（I） 

 

【役割意識】をもって連携の形は模索されるが，専門性が異なる以上，意見が異なるこ

とも当然生じてくる。しかし，意見が異なった時，スクールカウンセラーは生徒への対応

は最終的には担任が決定するものであると考えていることと，教員に自分の意見を強く伝

えることは時として対立図式を生み，スクールカウンセラーの仕事に差しさわりがでると

言う意識から，まずは教員の意見を主として尊重する。しかし，あまりにも【教員優先】

となってしまうと，それでは自分（スクールカウンセラー）がいる意味がないのではない

か？生徒のためになっていないのではないか？と【役割意識】との葛藤が生じる。 

 

【教員優先】と【役割意識】の葛藤 

「先生のやり方を受けるあまりに，もうちょっと生徒よりに，学校主体じゃない考え方で

対応すべきかなって思うことが出てくる」（E） 

 

そして２つ目は教員と適切な【距離感の確保】をしなくてはいけないという考えと，近

づかなくては連携がスムーズに行えない，親しくなりたいという【親和欲求】との葛藤で

ある。スクールカウンセラーには，教員との関係性を近づけたいという気持ち【親和欲求】

がある。【雑談の活用】を行うには，教員と親しくなる必要がある。そのためスクールカウ

ンセラーは教員と個人対個人として関わりを持っていくことが，より仕事をスムーズに行

うために必要であるという意識を持っている。 

 

【親和欲求】 

「ちょっと気になるレベルの雑談の中に上がるような，内容の情報交換っていうのには，

やっぱり中の人間っていうこう…なんていうか，仲間意識みたいなものがないと話しづ

らいのかなぁって思うので」（H） 

 

 このような“ちょっと気になるレベル”というものを拾い上げていくことが日常的心理
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危機の予防としては重要であり，スクールカウンセラーはそれを意識して活動していると

言える。 

しかし，【親和欲求】と同時に，距離を近づけたくない，近づけない方がよいのではとい

う【距離感の確保】を求める気持ちも同時にある。これは，近づきすぎることで教員の感

情に巻き込まれ，客観的にケースを見ることができないのではないかというおそれからく

るものであり，スクールカウンセラーの専門性を守るための意識である。 

 

【距離感の確保】 

「やっぱり仲間でいながらそれをちょっと客観的に見たり，ちょっとひいた立場にすぐな

れるっていう立場は絶対に崩すべきじゃないと思います。」（B） 

 

このようにスクールカウンセラーには，教員との関係性を近づけたいが，近づけすぎて

もいけないという葛藤が生まれる。 

 

【親和欲求】と【距離感の確保】の葛藤 

「先生方ベテランで，取り込まれちゃうっていうか，外部性というか，外から来ているか

らこそ見えるものとか，言えることとか，専門家としてのアイデンティティとか，そう

いうのがどうしても揺らぎがちになりそうなときもあるかなっていう気はしていて，あ

んまり仲良くなりすぎても，言いづらくなっちゃうこととか出てきそうだなっていうの

は感じてますね･･･。難しいですね。」（J） 

 

雑談のようなインフォーマルなコミュニケーションを活用しながらも，学校内でより機

能し，専門性を発揮していくにはどのような関係性のバランスが望ましいのか？という試

行錯誤を行っていると言えるだろう。 

 

 

④連携の再構築段階 

スクールカウンセラーは連携の模索段階を経て，連携の再構築段階へと移行する。模索

段階で２つの葛藤が生じていたが，そこから再構築への手掛かりとなるのは，《教員理解の

獲得》である。スクールカウンセラーは教員の【職業理解の獲得】と【個人理解の獲得】
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を行うことで全体的な教員理解を獲得してく。 

【職業理解の獲得】とは，教員の大部分が共通して持っている考え方や認識を理解する

ということである。スクールカウンセラーと教員はこれまでに受けてきた職業訓練が異な

るため，教員がどのような役割意識を持っており，どのように考えがちかということを，

スクールカウンセラーは教員との関わりの中から学んでいく。 

 

【職業理解の獲得】 

「先生がどういうふうに悩んでるかっていう…って言ったら変だけども，先生って言う人

種っていうかさ，正体っていうのがずいぶんわかってきたので。」（F） 

 

【個人理解の獲得】とは，教員それぞれのパーソナリティや考え方を理解するというこ

とである。教員は共通して持っている考え方や認識がある一方で，教員それぞれで異なる

考え方もある。 

 

【個人理解の獲得】 

「先生個人…うん，個人，その先生の考え方とか，認知の仕方とか，ですかね。そこはお

さえないと話ができないかなっていう感じですかね」（Ｊ） 

 

スクールカウンセラーは学校において生徒だけでなく，教員に対しても見立てを行い，

場合によってはそれぞれの教員の家族背景なども理解しながら教員一人一人を理解してい

く。この２つの理解を重ねることにより，スクールカウンセラーは連携する教員について

の理解を深めていく。 

 

【職業理解の獲得】と【個人理解の獲得】 

「先生ってこういう考えがベースにあるんだなっていうのを同時に感じ取るというか…感

じ取る感じですよね。ここは絶対こういう風な指導とかをしていくんだなっていうのを

感じながら…でもこの先生はわりとカウンセリングに理解のある感じだなとか，完全に

生徒指導だなぁとか，ちょっとやる気がそがれてる感じだなとか，プラスアルファです

かね。」（D） 
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教員を職業理解と個人理解の両面から理解していくことで，スクールカウンセラーはズ

レに振り回されず，ズレをズレのまま受け入れるようになっていく【ズレを抱える】。 

 

【ズレを抱える】 

「でもね，って来て，ああじゃあそういうこともあるんだ，って，白黒つけずに曖昧なま

まこう…残して，受け取って，っていうのも必要かなぁ」（K） 

 

そしてスクールカウンセラーはこの【ズレを抱える】状態でもう一度教員の意見や考え

を取り入れた形で【援助を立て直す】。 

 

【援助を立て直す】 

「そのギャップを解消させると言うことを目的にするのではなくて，まあそのギャップは

あるよね，ということを自分のなかで抱えたまま，じゃあ，今具体的に動く，対応する，

人はこの先生なわけだし，この条件の中でどういう風にいい支援ができるかっていうレ

パートリーを探す」（Ｉ） 

  

このように，スクールカウンセラーはズレを解消しようとするのではなく，ズレはある状

態として認識しながら，そのなかでどのような援助をすることができるのかという形で連

携を再構築していく。 

 

 

⑤連携の実行段階 

連携実行カテゴリーでは教員とスクールカウンセラーの《協働》が行われる。《協働》で

は教員とスクールカウンセラーで【見立てを共有】する。 

 

【見立てを共有】 

「こういうふうにじゃあやっていきましょうかということで，二人の間での見立てをする

んです。」（C） 

 

そして教員とスクールカウンセラーの役割分担をし，【二人三脚】で連携を実行していく。 
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【二人三脚】 

「先生はあくまで教育のプロなので，私は心理のプロの立場として，先生と二人三脚とい

うか，先生は教育，私は心理の面から，違ったアプローチというか，（中略）重層的に

というか，そういう支援ができるんじゃないかな」（B） 

 

そしてここから問題の解決へとつながる場合もあるが，見立ては何度も修正されていく

ことも多く，再び連携の準備段階へ戻り，このプロセスを繰り返すこともある。 

 

 

⑥スクールカウンセラーの連携のプロセスを支えるもの 

このプロセス全体を通して，スクールカウンセラーが教員と連携していくことを支えて

いくのが，【目的の共有】【心理職同士の支え】【プラスのフィードバック】である。 

まず【目的の共有】であるが，スクールカウンセラーは【教員との意見・理解の相違】

はあるものの，生徒の成長を願うという目的は共有しているという思いがあり，これが教

員とのつながりの核となっている。 

 

【目的の共有】 

「子どもが健全に育っていく，まあ心理学的な用語で言うと発達する，っていうこととは

同じだからさ。教育の目標とね，私たちの心理の目標は同じなんだよ。発達心理の目標。

子どもが健全に成長してもらいたいっていうことで協力してやるわけだから，そういう

点では同志だよ，先生も。」（F） 

 

【心理職同士の支え】は学校外で心理職同士やスクールカウンセラー同士で悩みを共有

したり，アドバイスをしあったりすることが支えとなっている。また，学校内でも他の勤

務形態で入っているスクールカウンセラー同士や，相談員などのスクールカウンセラー以

外の心理職との支え合いもある。 
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【心理職同士の支え】 

「他のスクールカウンセラーの方と話す機会があると，まあ内容はずいぶん違うんですけ

ど，抱えている思いで同じところがあるので，そういったところで支えられたりとか」

（A） 

 

【プラスのフィードバック】は学校内で教員，保護者，生徒からの感謝の言葉などであ

る。特に教員から「いてくれてよかった」などの仕事を認めてもらえているフィードバッ

クがあることは，他の教員との連携を行う際も精神的な支えとなることが多い。 

 

【プラスのフィードバック】 

「教育相談主任とか，他の先生とか，わかってくれるなとか頼りにしてくれてるなってい

う先生がいることはすごく支えになりますね。やっぱり先生たちに認めてもらえなけれ

ば，全く仕事ってない職種なので」（G） 

 

これらの支えがあるからこそスクールカウンセラーは葛藤やケースへの不安が乗り越え

られていると考えられるだろう。 

 

 

第４節 総合考察 

 本研究は，11 名のスクールカウンセラーを対象に半構造化面接を行い，スクールカウン

セラーが教員との連携を構築していくプロセスを仮説的に生成することを試みた。以下，

本研究で得られたプロセスについて特に着目すべきことへの考察を行い，これまでのスク

ールカウンセラーと教員の連携に関する研究との異同，本研究から見たスクールカウンセ

ラーの教員との連携構築についての現場への提案，および本研究の限界と今後の課題につ

いて述べる。 

 

４－１．スクールカウンセラーと教員の連携構築プロセス 

M-GTA による分析の結果，スクールカウンセラーにとっての教員との連携は，準備，

阻害，模索，再構築，実行というプロセスを経て行われていることが明らかになった。こ
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れまでの研究でもスクールカウンセラーと教員の連携に困難があることは予測されていた

が，スクールカウンセラーがそのなかで実際どのような葛藤を抱えているかは明らかにな

っていなかったため，阻害段階からの連携の模索と再構築へのプロセスに関しては，新た

な仮説を生成したと言えよう。 

スクールカウンセラーが教員と連携しようとするときに，その連携を阻害する要因とし

ては，具体的な【時間の不足】【即時性のなさ】といったものに加え，【教員との意見・理

解の相違】が重要な要因として語られた。これは，「視点は全然違うなぁっていうのは感じ

るんですよね…その…なんていうのかな…そもそもやっぱり心理の視点自体がすごく独特

だなぁと感じて…何がっていうか，そもそも見てる立ち位置が違う」（D）というような，

スクールカウンセラーと教員の視点の違いからくる違いであると考えられている。このよ

うなスクールカウンセラーと教員の視点の違いについてはこれまでも論じられており，教

員と心理臨床家では同じ事象を見る時でも視点が異なると言われている。高嶋ら(2007)の

研究においては，教員には「指導」「解決志向」などの視点が特徴的で，心理臨床家には「内

面に焦点を当てる」「保留する」などの視点が特徴的であることが明らかになっている。ま

た，佐藤（2003）は，教員とスクールカウンセラーの比較を働きかけの単位・次元・性質

の３つの観点から比較し，働きかけの対象が教員は集団中心である一方カウンセラーは個

人中心であり，規範の扱いとしては，教員は公共性・社会的規範を重視する一方でカウン

セラーは個別性・個人的事情を重視するとした。これらのような違いが連携のなかで表面

化するため，岡本・谷口(2009)のスクールカウンセラーへのインタビューにおいても，学

校に勤務して覚えた違和感の１つとして，生徒の個人性が軽んじられた出来事が語られて

いたように，このような教員とのズレを感じることは，どのスクールカウンセラーにも共

通しているものであると考えられる。しかし，教員とスクールカウンセラーは異なる専門

性を持つため，このズレは教員とスクールカウンセラーの間には生まれて当然のものであ

り，これこそが「異質性」として必要な事であるとも言える。スクールカウンセラーが教

員と全く同じ視点・同じ意見を持つのであればスクールカウンセラーが学校に関わる意味

がない。重要なのはこのズレからどのように連携を構築していくかということであり，ス

クールカウンセラーはこのズレをスタートに連携の模索と再構築を行っていく。しかしそ

の過程では葛藤も生じているということが今回語られた。 

ズレがあるからこそ異なる専門性の有効性が発揮されると考え，専門家同士として対等

な立場で話し合うことが理想であるが，スムーズにいくケースばかりではない。なぜなら
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スクールカウンセラー自身がこのズレを正面から指摘し，議論することは得策ではないと

感じているからである。そのためスクールカウンセラーには２つの葛藤が生じていた。 

まずは教員優先と役割意識の葛藤である。スクールカウンセラーは導入期より教員優先

で動くべきであると言われてきており，また学校の一員として教員と対立しては仕事がし

づらくなるという意識が働いている。なぜなら，スクールカウンセラーの非常勤で外から

派遣されているという外部性の意識が，学校の中心は教員と生徒であるということへもつ

ながっていたからである。更に学校組織の一員として心理的な「ウチ」に入るには，教員

との関係性を悪くすることは良くないという意識も持っており，それが教員優先という意

識へとつながっていた。スクールカウンセラーが専任であり教員と同等の責任をもって生

徒に関わっていた場合，または完全に外部のカウンセラーとしてケースのコンサルテーシ

ョンのみに来校した場合では，この意識には違いが生じる可能性がある。しかしその一方

で担任の意見に迎合してしまうのでは存在意義がないとも感じられ，専門家同士であるが

教員優先であるというところでスクールカウンセラーは葛藤することとなる。そのためス

クールカウンセラーはこのズレに真正面に向き合うというよりも，他の教員へのアプロー

チや伝え方の工夫など，様々な方法を用いて連携を模索していた。 

また，このような連携模索の方法の一つとして，スクールカウンセラーは連携にフォー

マルなコミュニケーションだけでなく，雑談の活用というようなインフォーマルなコミュ

ニケーションも用いており，日常的心理危機への予防と対応にはインフォーマルな“雑談

レベル”の情報交換が非常に重要であると考えられる。また同時にスクールカウンセラー

には，学校が職場である以上，純粋に職場の人間関係として教員との関係を良好に保ちた

いという感情も生じており，これも自然なものであろう。この時点でスクールカウンセラ

ーと教員との関係性はお互いが独立した専門家同士としてのみではなく，より「ウチ」と

いう心理的な内部性を含むものとなっていると考えられる。しかし，本研究において，イ

ンフォーマルなコミュニケーションを行う上で，スクールカウンセラーには教員との距離

感についての葛藤も生じていた。インフォーマルなコミュニケーションは教員との距離を

縮め，内部性を高めることへとつながり，スクールカウンセラーたちはそうしなければ良

好な関わりが持てないとも感じているが，同時に専門性を発揮するためにはある程度の距

離を取り，外部性を保たなければいけないという意識も持っていた。この２つの葛藤はま

さに外部性と内部性の両立の葛藤であり，スクールカウンセラーたちが“教員とは異なる

立場と専門性を有しつつ，学校内の人間として身内になるというバランスの取れた力量”
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（伊藤,2008）を目指しているための葛藤であると言えるだろう。 

しかし，スクールカウンセラーはこれらの葛藤で立ち止まるのではなく，そこからスク

ールカウンセラーがその連携の中で最も専門性を発揮するためのバランスを見極め，教員

とのズレをそれはそこにあるものと理解して抱え，連携を再構築していた。そのためのカ

ギとなるのが，教員理解の獲得であった。教員理解は教員の職業理解と教員の個人理解に

よって構成される。教員とスクールカウンセラーは異なる教育課程を経て職に就いている。

また，教員には当たり前と感じられることがスクールカウンセラーにとっては当たり前で

はなく，逆も同様である。その違いが視点のズレとして生じるのは当然であり，だからこ

そ「異質性」が確保される。しかし，教員が職業的にどのような背景を持ち，どのような

考え方を持ちがちであるのかという教員の背景が理解できないと，スクールカウンセラー

はそのズレに振り回され，その教員とどのような関係性を取るかという葛藤は大きくなる

と考えられた。しかし，教員の背景を理解することでズレを客観的に見ることができ，葛

藤の軽減にもつながる。更にその教員が個人としてどのようなパーソナリティを持ってい

るのかという教員の個人理解も加えていくと，よりスクールカウンセラーの葛藤は軽減さ

れていくと考えられた。 

 そして更にこの連携の再構築は，教員とスクールカウンセラーのズレの解消を目指すも

のではなく，ズレを抱えつつも連携を構築することを目指すものであるということが示さ

れた。このようなズレを抱えながらも関係性を保つということは，カウンセリングにおい

てカウンセラーがクライエントに向き合う姿勢と共通すると考えられる。厳密に言えばス

クールカウンセラーにとって教員はクライエントではなく，クライエントである生徒に協

働して対応する対等な立場である。しかし，スクールカウンセラーは教員と連携するなか

で，教員が自由に自分を表現し，試行錯誤しながら安心して生徒に対応することができる

ように働きかけるという役割も担っていると考えられる。 

 

 

４－２．心理危機への予防と対応のために 

心理危機の予防と対応のためにスクールカウンセラーは，教員と連携体制を構築し，会

議や研修等で日々生徒と対応している教員へ心理教育的なアドバイスをしたり，一つ一つ

のケースでスムーズに適切な役割分担を行ったりすることが重要である。しかし，本研究

ではスクールカウンセラーと教員との間にはしばしばズレが生じることがわかった。教員
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優先という意識があるとは言え，このようなズレが生じたときにただ教員の要求にあわせ

てしまうのでは，「異質性」が確保されずスクールカウンセラーが学校に関わる意味がない。

また，生徒に心理危機が生じたときの介入にはスピードも必要であり，スクールカウンセ

ラーと教員との連携は必要に応じてすぐに構築されることが望ましい。連携の阻害段階か

らいかに早く連携の再構築を行うかということが心理危機への対応には重要であると考え

られる。 

今回のインタビューの分析から，スクールカウンセラーが役割意識と教員優先，内部性

の活用と外部性の確保に葛藤しながらもズレを抱えて連携を構築していくには，教員の職

業理解と個人理解の獲得が重要であるということが示唆された。鵜養（2002）はスクール

カウンセラーが学校を一人のクライエントと捉える視点が必要であるし，その一部として，

教員集団を知る必要性を述べている。スクールカウンセラーは関わる個々の教員をその場

ごとに見立てていくことが必要であり，この点においてはスクールカウンセラーの心理臨

床家としての力が試されることとなる。しかし，教員の職業理解については教員の教育背

景などに共通のものがあると考えられるため，事前に伝えていくことも可能であろうと考

えられる。このような教員の職業理解は，教員側から求められているものでもある。小林

(2008)の教師によるコンサルタントとしてのスクールカウンセラー・相談員についての教

師の評価・意見の調査において，＜否定的評価・不満＞の一つとして，学校の特性や忙し

さを考慮しない関わりへの不満が挙げられていた。更に本研究においてスクールカウンセ

ラー自身のためにも，教員理解が葛藤の解消になるということがわかったため，両者のた

めにスクールカウンセラーが教員の職業理解をより獲得する方策を検討していくことが非

常に有効であると考えられる。 

また，阻害段階からの連携の再構築とは別に，阻害要因自体を軽減するという視点も必

要である。阻害要因として挙げられた「教員との意見・理解の相違」「時間の不足」「即時

性のなさ」を軽減するような非常勤型スクールカウンセラーの活動の工夫や，勤務体制の

変更による改善の可能性についても検討することが必要であろう。 

本研究の問題点として，本研究はスクールカウンセラーの立場に立った見方のみであり，

そのプロセス上で教員がどのように感じているのかという点は含まれていない。吉村

(2010)によって教員がスクールカウンセラーへ相談するプロセスは検討されているが，今

後実際の連携途中において教員がスクールカウンセラーとの関わりをどのように受けとめ

ているかも検討する必要があるだろう。また，データ収集の問題として，本研究は東京近
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県のスクールカウンセラーを対象として行われた。東京近県はスクールカウンセラーの導

入が早く，教員へのスクールカウンセラー役割の浸透も進んでいる。このプロセスを他地

域の現状に適応できるかどうかについては更なる検討が必要であろう。 



 

 

 

 

 

 

第３章 

 

心理教育プログラムの実施が 

生徒の相談欲求および相談室イメージへ 

及ぼす影響の検討 
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第１節 問題と目的 

第２章において検討されたように，非常勤型スクールカウンセラーと教員との連携には

難しさがある。スクールカウンセラーのインタビューの分析から連携の阻害要因として抽

出されたのは「教員との意見・理解の相違」「時間の不足」「即時性のなさ」であった。ス

クールカウンセラーたちはこの阻害段階から連携を模索し，教員との連携の再構築を行う

が，それだけではなく，この阻害要因による影響を軽減するような工夫も同時に検討すべ

きものであると考えられる。本章ではその一つの工夫として，スクールカウンセラーが教

員と共に授業を行う，共同授業の取り組みについて検討する。 

スクールカウンセラーが行う授業は，スクールカウンセラーの主な役割の一つとして提

案されている。石隈(1999)は学校心理学の３段階の援助サービスを一次的援助サービス・二

次的援助サービス・三次的援助サービスと段階を分けて説明し，一次的援助サービスには

子どもの対人関係スキルを育成する授業や子どもの学習意欲を高める授業が含まれるとし

ている。そして授業の内容としては，田畑(1999)の“ともに考える”“育つ”“育てる”“（子

どもに）教わる”などを主眼とした「こころの授業」や，中根ら（2010）の学校ニーズに

応じたシナリオ教材を用いた心理教育プログラムなどが提案されている。このような授業

による関わりの第一の目的が児童生徒の成長促進であることには異論がないと考えられ，

実際に心理教育プログラムによる抑うつ対処の自己効力感の向上（及川・坂本,2008）やコ

ミュニケーション・スキルの向上（牧野,2010）など，様々な効果が報告されている。しか

し，スクールカウンセラーが教員と連携して共同授業を行うことには，更に２つの意味が

あると考えられる。 

１つ目は，生徒の個別カウンセリングの利用の促進である。心理教育プログラムには，“集

団構成員の多数がカウンセラーと関わる機会を持つことにより，カウンセラーと集団構成

員が関係を持ちやすくする役割”“特殊な人だけがカウンセラーと話をするという先入観や

偏見を解消する役割”“心理教育プログラムによって喚起された個々人の内的あるいは対人

関係的な気づきが，個別カウンセリングへの動機付けをはぐくむという役割”という３つ

の役割が含まれる（大矢,2000）。これを中学校の共同授業に当てはめて考えると，スクー

ルカウンセラーが教員と連携し共同授業を行うことによって，スクールカウンセラーと生

徒が関係を持ちやすくし，スクールカウンセラーへの先入観や偏見を解消し，個別カウン

セリングへの動機付けをはぐくむ，という期待が持てると考えられる。このような効果は

心理危機の予防として非常に重要である。第２章で検討したように勤務時間が限られてい
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ることにより生じる SCの活動の難しさは多くあるが，その１つが，生徒とも直接関わる機

会が限られるということである。文部科学省（2007）はスクールカウンセラーについての

報告の中で “スクールカウンセラーの相談時間が短いことや，曜日が限られていることか

ら，児童生徒や保護者が相談したいタイミングに相談できないという課題がある”として

いる。“児童生徒一人ひとりについて，性格，現在の状況，ストレス，悩み，問題などを把

握し，問題が発生しそうな児童生徒に予防的に働きかけ，本人が主体的に自らの力で解決

できるよう支援する活動を行う”という予防的カウンセリング（文部科学省,2003b）もス

クールカウンセラーの重要の役割の一つであることを考えると，スクールカウンセラーが

多くの生徒にとって身近なものとなること，生徒がスクールカウンセラーへ相談すること

を学校内で受けられるサポートの一つとして認知できるよう働きかけることは必要である

と言えるだろう。そのためにもスクールカウンセラーが，スクールカウンセラーへ相談す

ることによってどのようなメリットがあるのか，スクールカウンセラーや相談室の役割と

は何なのか，というようなテーマを取り入れて共同授業を行うことに意義があると考えら

れる。 

２つ目は，スクールカウンセラーと教員の連携の促進である。スクールカウンセラーの

専門性を活かした授業を行うことにより，その授業を見る教員のスクールカウンセラー理

解を促進することができる。また，スクールカウンセラーが関わる生徒が増加することは，

教員とスクールカウンセラーの連携の機会の増加につながるため，１つ目の意義である生

徒の個別カウンセリングへの動機づけの高まりも教員とスクールカウンセラーの連携につ

ながっていくと考えられる。よって，生徒のスクールカウンセラー理解の促進に焦点をあ

てた生徒への共同授業を行うことが，教員との連携の促進にも有効であると考えられる。 

この２つの目的に焦点をあてて考えると，非常勤型スクールカウンセラーの活動の難し

さを改善する一つの工夫として，スクールカウンセラーと相談室の役割を伝えることに主

眼を置いた共同授業が行われるべきであると考えられる。しかし，このような内容の共同

授業を行ったという実践例や，行ったことによる効果についてはまだ報告が見られず，検

討が必要であろうと考えられる。 

そもそも，スクールカウンセラーや相談室の役割について，現状として中学生はどのよ

うに理解しているのであろうか。半田(2003)のスクールカウンセラー配置後約半年という時

期の調査では，スクールカウンセラーへの肯定的なイメージがスクールカウンセラーとの

かかわりと関連をもたず存在しており，「スクールカウンセラーとはやさしいものだ」とい
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った先入観から「やさしいスクールカウンセラーに相談したい」といった素朴な期待が生

徒のとらえ方の中にあるとされたが，数年後の後藤・廣岡(2005)の調査では，軽い悩み・進

路の悩み・深刻な悩みのすべてにおいて相談員は友だちよりも相談に対する抵抗感が高か

った。水野ら(2006)の中学生の被援助志向性に関する研究においても，中学生のスクールカ

ウンセラーや心の教室相談員に対する被援助志向性は非常に低く，最終的な分析から除外

されていた程である。つまり，中学生の多くはスクールカウンセラーを“援助してもらい

たい相手”と感じていないと考えられる。これはなぜだろうか。大学生・専門学校生など

を対象とした学生相談室に関する研究では，被援助志向性には，相談室イメージが影響を

与えると考えられている。森田（1990,1997）は，学生が入学時に抱いていた学生相談室イ

メージにより，来談，来談の継続性，相談内容などに違いが見られたことを報告した。ま

た，高野・宇留田(2004)は，学生相談室の利用のしやすさを高めるためには特に心理的な利

益の認知を高めることが効果的であると指摘している。これらから，中学生のスクールカ

ウンセラーへの相談欲求にも同様に相談室イメージが影響を与えていると考えられる。ス

クールカウンセラーの援助が本当に必要ではない生徒はともかくとして，必要である場合

にも抱いているイメージからスクールカウンセラーを“援助してもらいたい相手”と感じ

ないとすれば望ましいことではない。学校心理学においてスクールカウンセラーは心理教

育的援助サービスを行う専門的ヘルパーであると位置づけられ，心理教育的援助サービス

においては，子ども自身によるヘルパーの活用が今後の課題の一つであり，子どもが援助

をどうとらえているかを知ることが重要であると指摘されている（石隈,1999）。そして水

野（2009）は，“これからの人は，自分で問題を解決する力だけでなく，他者からのサポー

トを上手に使う「助けられ上手」のスキルも必要である”としている。つまりスクールカ

ウンセラーは，生徒が現在相談室に対してどのようなイメージを抱いているのかというこ

とを理解した上で，生徒がスクールカウンセラーの行う援助を理解して適切に活用できる

ように働きかけていくことが必要だと言えよう。 

よって本研究では，筆者がスクールカウンセラーとして勤務した中学校において教員と

連携してスクールカウンセラーと相談室の役割を伝える共同授業を行い，中学生が授業前

に相談室にどのようなイメージを持っているのかと，授業後にそのイメージやスクールカ

ウンセラーへの相談欲求がどのように変化するのかを検討する。これらを明らかにするこ

とによって，スクールカウンセラーと教員のひとつの連携の形としての共同授業を行うこ

との有効性が検討されると考える。また中学生が共同授業前に相談室にどのようなイメー
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ジを持っているのかは，これまで行っていた活動と関わっていると考えられるため，生徒

の発行していた相談室通信の認知度や共同授業実施前までの相談室との関わりについても

調査する。 

なお，本研究の対象となった中学校は，校内にスクールカウンセラーとは勤務体制の異

なる相談員も同時に配属されている中学校であるため，相談員についてもスクールカウン

セラーと同様の調査を行い，比較しつつ検討する。常勤型である相談員は，生徒にとって

より「日常性」としての内部性が高い存在であり，非常勤型であるスクールカウンセラー

はより「非日常性」としての外部性が高い存在であることが予測される。このような勤務

体制の違いが生徒の相談室イメージや相談欲求にどのような影響を与えているのかも検討

したい。 

 

 

第２節 研究方法 

２－１ 実践の概要について 

（１）自治体の特徴 

スクールカウンセラー，相談員共に１校に１人ずつ全校配置されている。スクールカウ

ンセラーは 7 時間×週１日，相談員は 5 時間 45 分×週 5 日で勤務することとなっている。

それぞれの役割は以下のように規定されている。 

スクールカウンセラーの役割 

・教職員や相談員が行う教育相談への指導・助言 

・教育相談体制に対する指導・助言 

・心理，医療などの情報提供 

・児童・生徒への個別カウンセリング 

・日常的な場面での相談活動や行動観察 

・保護者への指導・助言 

・教育相談部会，生徒指導部会，研修会，PTA 講演会などへの参加 

 

相談員の役割 

・保護者・児童生徒の相談活動 

・他機関への連携 
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・家庭や地域への心の問題についての啓発 

・広報活動 

・相談室の維持，管理 

 

（２）A中学校での実践 

基本的には相談室における相談活動の主体は相談員とされており，生徒への日常的な関

わりや相談，相談室登校の生徒への対応は相談員が中心，保護者のカウンセリングや教員

へのコンサルテーションはスクールカウンセラーが中心といった役割分担がなされている。

自治体としての相談員の雇用条件には必ずしも心理学の専門的知識は必要とされていない

が，A中学校の相談員は臨床心理士であるため，実質的にはスクールカウンセラーと同等の

心理援助サービスを行っていると言える。 

相談室について生徒には「友人関係，部活動，勉強のことなど学校生活に関すること，

困っていること，不安に思っていることなどなんでも気軽に相談が出来る場所」と入学当

初に説明されている。また，入学式・始業式といった式典でスクールカウンセラーと相談

員共に壇上で自己紹介を行っている。 

相談室は昼休みと予約相談のない午後は生徒に開放されており，「自由来室活動」（半

田,1996），「オープンルーム」（瀬戸,2005）と言われる活動も行われている。スクールカウ

ンセラーと相談員については「相談員は毎日相談室にいて身近な相談に乗ってくれる。ス

クールカウンセラーは臨床心理士であり，こころの専門家として相談に乗ってくれる」と

区別され説明されている。生徒手帳には相談室の開室時間と直通の電話番号が記載されて

いる。 

 相談室は校舎１階の一番奥で体育館，グラウンドの近く，直接外から入ることのできる

位置に設置されており，３学年教室は近くにある。全体で普通教室と同じ広さがあるうち

個別相談室とフリースペースに分けられている。フリースペースにはスクールカウンセラ

ーと相談員の机がある他，生徒が昼休みや放課後に自由に遊べる囲碁や将棋，パズルなど

が置かれた棚と机がある。 

 

２－２ 共同授業の企画・立案 

総合学習で共同授業を行うという企画は，3学年総合学習の担当であり，当該学年の教育

相談担当であった教員によって立案され，教育相談部会に依頼された。3学年の要望として
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は①「3学年はこれから受験などのストレスを抱えることが予想されるため，予防的対応を

行いたい」②「相談室が不登校に対応する特別なところであるという印象を生徒が持って

おり，相談室によく来室する生徒を差別的な目で見る面もあるため，これを改善したい」

という２点が挙げられ，この要望をもとに当該学年の教育相談担当・教育相談主任・スク

ールカウンセラー・相談員・養護教諭で複数回の話し合いが行われた。教育相談主任・ス

クールカウンセラー・相談員は共に生徒の相談室理解の促進が必要であると感じており，

３学年の要望と共通する点があったため，これまでも保健通信や保健指導などでストレス

マネジメントの説明を行っている養護教諭が生徒のストレスへの予防的対応の１つとして

ストレスマネジメントとリラクゼーションを担当し，スクールカウンセラー・相談員は相

談室・スクールカウンセラー・相談員それぞれの役割の理解を促進し，悩みを相談するこ

とが対処行動の１つとして有効であることを伝えることを目的としてプログラムを組み立

てることで合意が得られた。 

 

２－３ 共同授業の実施 

6月末～7月の始めにかけて「こころの授業～悩みやストレスと上手に向き合おう～」と

して総合学習の時間を用い，3 週連続×2 時限連続の 6 時限分行われた。1 週目，2 週目は

同曜日に行われたが，3週目はスクールカウンセラーの出勤日に合わせて行われたため，時

間割を変更して別曜日となった。 

3週とも会場としては体育館を用い，欠席者を除く 3学年全クラスの生徒を集めて一斉授

業として行われた。生徒との距離を近づけるために舞台は用いず，担当者は集合して体操

座りをしている生徒の前方でパイプ椅子に座った状態，一部必要に応じて立った状態でマ

イクを用いて内容を進めた。 

総合学習全体の流れとしては，１週目は相談員による相談室の紹介と思春期の悩みの仕

組みについての説明，２週目は養護教諭によるストレスマネジメントの説明とリラクゼー

ションのワーク，３週目はスクールカウンセラーによるスクールカウンセラーの役割につ

いての説明と，スクールカウンセラー・相談員・教育相談主任による公開相談会が行われ

た。３週の内容の順番はスクールカウンセラーの勤務日との兼ね合いにより決定された。

スクールカウンセラーは自己紹介と共にスクールカウンセラーの役割についての説明とし

て，カウンセリングが生徒指導と異なり，気持ちや考えの整理をし，一緒に解決方法を考

えていくものであるということ，週１回の来校であることから生徒たちにあらかじめ固定
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したイメージを持っていないこと，秘密は守られることを話した。その後，悩みをスクー

ルカウンセラー・相談員に相談した時にどのように返答してもらえるのかを具体的に体験

してもらうことを目的として公開相談会を行った。事前に生徒から質問を募集したところ，

スクールカウンセラーに対して寄せられた質問は以下のようなものであった。 

 

スクールカウンセラーへの質問一覧 

・部活の後輩にやる気を出してもらうにはどのような声かけをすればいいか。 

・友だちの作り方を教えてください。 

・いじめはどうなったらなくなるのですか？ 

・不安や良くないことが続くと体調が悪くなる。どうしたらいいか。 

・仲の良かった人と話さなくなってしまった。どうしよう。 

・親に受験について言われるのが嫌。姉と兄に対してと自分に対してで態度が違うもの嫌。

ストレス。 

・どうしてスクールカウンセラーになろうと思ったのか？ 

・人を嫌いになってしまう。どうしたらいいか。 

 

２－４ 調査対象 

 A中学校 3学年生徒 244名のうち，総合学習に参加した生徒を調査対象とした。 

事前調査は男子 121名女子 117名全体 238 名から回答を得た。そのうち記入漏れなどの

ない男子 113名女子 116名全体 229名を分析の対象とした。 

事後調査は男子 118 名女子 117 名計 235 名から回答を得た。そのうち記入漏れなどのな

い男子 111名女子 113名全体 224名を分析の対象とした。 

 

２－５ 手続き 

欠席者を除く３年生全員に総合学習の事前と事後に質問紙調査を実施した。事前調査は 1

週目の総合学習の実施前に，HRを用いてクラス毎に教室で，事後調査は 3週目の総合学習

実施直後，スクールカウンセラー・相談員が会場を退出してから一斉にその場で行われた。

調査は無記名で行われ，回答が評価などに影響がないことが説明された。学級担任・学級

委員が質問紙を学級活動の時間に配布し，その時間内で記入し回収するという形式で行わ

れた。用紙は２つ折りになり，記入内容が見られないように工夫された。事後には学年教
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員作成による記名式の振り返り用紙も配布され，記入されたため，参考資料として分析に

用いる。 

 

２－６ 調査内容 

質問項目は半田(2003)を参考にし，（１）～（５）のように作成した。事前調査は（１）

～（５），事後調査は（４），（５）と，必要であれば相談を申し込むことができるフォーム

で形成された。 

（１）相談室への来室について尋ねる項目について，「相談室来室経験」「相談室来室理由」

について調査した。実際の質問項目はそれぞれ以下のようであった。「相談室に行ったこと

はありますか？」（ない，１回だけ，２～５回くらい，６～９回くらい，１０回以上，から

１つ選択）「あなたが相談室へ行く理由はなんですか？」（おしゃべり，息抜き，相談，何

となく，ひまつぶし，友だちが行くから，その他，から複数選択）。 

（２）スクールカウンセラー・相談員との関わり経験について調査した。実際の質問項目

はそれぞれ以下のようであった。「あなたの学校のスクールカウンセラーと話すことはあり

ますか？」（よく話す，ときどき話す，あまり話さない，全く話さない，から１つ選択）「あ

なたの学校の相談員と話すことはありますか？」（よく話す，ときどき話す，あまり話さな

い，全く話さない，から１つ選択）。 

（３）相談室通信を読んだ程度について調査した。実際の質問項目は以下のようであった。

「「相談室通信」を読んだことはありますか？」（きちんと読んだ，いちおう読んだ，あま

り読んでいない，全く読んでいない，から１つ選択）。 

（４）相談室のイメージについて，「相談室来室者へのイメージ」「スクールカウンセラー

の認知」「相談員の認知」について調査した。実際の質問項目はそれぞれ以下のようであっ

た。「相談室はどのような人が行くところだというイメージですか？」（深い悩みのある人，

少し困ったことがある人，遊びたい人，誰でも気軽に，その他，から複数選択）。「あなた

の学校のスクールカウンセラーと言われて顔が思い浮かびますか？」（思い浮かぶ，思い浮

かぶが自信が無い，思い浮かばない，から１つ選択）。「あなたの学校の相談員と言われて

顔が思い浮かびますか？」（思い浮かぶ，思い浮かぶが自信が無い，思い浮かばない，から

１つ選択）。 

（５）スクールカウンセラー・相談員への相談欲求について調査した。実際の質問項目は

以下のようであった。「あなたの中学校のスクールカウンセラーに相談してみたいと思いま
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すか？」（ぜひ相談したい，少しは相談したい，あまり相談したくない，絶対相談したくな

い，から１つ選択）。「あなたの中学校の相談員に相談してみたいと思いますか？」（ぜひ相

談したい，少しは相談したい，あまり相談したくない，絶対相談したくない，から１つ選

択）。 

 

 

第３節 結果と考察 

３－１ 共同授業実施前の調査結果と考察 

 相談室の来室経験は表３の通りであった。 

 

表３ 相談室の来室経験 

 人数 (%) 

10回以上 18 ( 7.9%) 

6～9回くらい 6 ( 2.6%) 

2～5回くらい 30 (13.1%) 

1回だけ 14 ( 6.1%) 

ない 163 (71.2%) 

 

全体の約 7割の生徒は相談室に来室したことがなかった。その一方で 10回以上の来室経

験がある生徒も約 8％存在した。毎日昼休みと放課後には自由来室時間が設けられており，

１日 15名～20名程度の生徒が来室しているが，ある程度固定されたメンバーとなっている

ことが伺える。 

 来室経験のある生徒の相談室への来室理由は表４の通りであった（実際には来室経験が

ないが，この項目に回答している生徒の回答は除いた）。 
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表４ 相談室への来室理由 

 人数 (%) 

おしゃべり 25 (10.9%) 

息抜き 23 (10.0%) 

相談 10 ( 4.4%) 

何となく 18 ( 7.9%) 

ひまつぶし 25 (11.0%) 

友達がいくから 32 (14.0%) 

その他 11 ( 4.8%) 

                                                    (複数回答) 

 

生徒の来室理由は多岐にわたっていた。来室する生徒は様々なニーズを持っており，相

談室もそれに対応する場となっていることが伺える。また，「友達がいくから」という理由

が最も多くなっているが，このような“付き添い”は，“スクールカウンセラーを観察し，

値踏みし，次に自分の問題を持ってくる可能性が高い”（鵜養,2008）と言われている。「友

達がいくから」が導入的な来室理由として抵抗感が低く，その後につながる重要な来室理

由であるということを認識し，丁寧に関わることが必要であると考えられる。 

スクールカウンセラー，相談員の認知度は表５の通りであった。 

 

表５ スクールカウンセラー，相談員の認知度 

 人数 (%) 

 スクールカウンセラー 相談員 

思い浮かぶ 48  (21.0%) 95  (41.5%) 

浮かぶが自信がない 50  (21.8%) 51  (22.3%) 

思い浮かばない 131   (57.2%) 83  (36.2%) 

 

スクールカウンセラーの認知度は低く，約 60%の生徒が「思い浮かばない」と回答した。

相談員の認知度はスクールカウンセラーよりも高く，「思い浮かばない」と回答したのは全

体の 3分の 1程度(36%)であった。授業などの決まった形で生徒と接する機会はなく，生徒
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側にも来室経験がなくても，毎日学校内にいる相談員は生徒によく認知されていることが

わかった。スクールカウンセラーも相談員も共通して入学式，始業式などの式典で自己紹

介をする場面はあるものの，全校生徒に対して舞台上から自己紹介をするような機会のみ

では，生徒にはなかなか認知されないということが示唆された。 

 スクールカウンセラー，相談員との関わり経験については表６の通りであった。 

 

表６ スクールカウンセラーとの関わり経験 

 人数(%) 

 スクールカウンセラ

ー 

相談員 

よく話す 6  ( 2.6%) 12  ( 5.2%) 

ときどき話す 9  ( 3.9%) 30  (13.1%) 

あまり話さない 43  (18.8%) 36  (15.7%) 

全く話さない 171  (74.7%) 151  (65.9%) 

 

認知度と同様，スクールカウンセラーとの関わりは少なく，約 75%の生徒が「全く話さな

い」と回答した。これはスクールカウンセラーの出勤が週に１回であること，勤務内容が

保護者と教員対応中心であること，放課後は個別面談が多く，自由来室時に広く生徒と関

わる時間が不足していることによると考えられる。相談員との関わりはスクールカウンセ

ラーよりも多く，全体の 3分の 1程度の生徒が相談員と話す機会があるようであった。 

 相談室通信の認知度は表７の通りであった。 

 

表７ 相談室通信の認知度 

 人数 (%) 

きちんと読んだ 27  (11.8%) 

一応読んだ 91  (39.7%) 

あまり読んでいない 58  (25.3%) 

全く読んでいない 53  (23.1%) 

 

「きちんと読んだ」「一応読んだ」をあわせ，半数以上の生徒は相談室通信を読んでいる
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ということがわかった。半田・有賀(2005)の調査と同様，相談室通信が相談室やスクールカ

ウンセラー，相談員についての広報に加え，対人関係スキルや悩みとの向き合い方につい

ての啓発といった予防的対応として生徒に働きかけるための媒体として期待できるという

ことがわかった。 

相談室へ行く人のイメージは表８の通りであった。 

 

表８ 相談室へ行く人のイメージ（複数回答） 

 人数 (%) 

深い悩みがある 146  (63.8%) 

少し困った 111  (48.5%) 

遊びたい 34  (14.8%) 

誰でも気軽に 79  (34.5%) 

その他 14  ( 6.1%) 

 

 

相談室へは「深い悩みがある」人が行くというイメージが最も強く，その一方で「誰で

も気軽に」というイメージも約 3 分の 1 の生徒が持っており，生徒によって抱いているイ

メージにばらつきがあることが伺えた。また，その他欄には「給食だけ食べてクラスに来

ないで帰るような奴」「自分のしていることを棚に上げて人のせいにばかりする自己中心的

な人間」「おちこぼれ」「心が弱い人」といった記述が見られ，相談室のネガティブなイメ

ージも明らかになった。 

 スクールカウンセラー，相談員への相談欲求は表９の通りであった。 
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表９ スクールカウンセラー，相談員への相談欲求 

 人数 (%) 

 スクールカウンセラー 相談員 

ぜひ相談したい 6  ( 2.6%) 8  ( 3.5%) 

少しは相談したい 20  ( 8.7%) 28  (12.2%) 

あまり相談したくない 144  (62.9%) 135  (59.0%) 

絶対相談したくない 59  (25.8%) 58  (25.3%) 

 

 

「ぜひ相談したい」「少しは相談したい」を併せてスクールカウンセラーは 11.3%，相談

員は 15.7%と全体の１割程度であった。今回の質問項目には“もし相談事ができたら”と

いう仮定をつけなかったため，「あまり相談したくない」とした上で「特に相談したいこと

がないので」と記述してきた生徒も複数いたことから，返答は現在の悩みごとに対するニ

ーズであると考えられるが，「絶対相談したくない」という回答もスクールカウンセラー，

相談員共に 25％程度あり，強い抵抗感を持つ生徒もいることが伺える。 

 最後に，相談欲求をぜひ相談したい=4，少しは相談したい＝3，あまり相談したくない＝

2，絶対相談したくない＝1 と数値化し，相談以外で来室経験のある生徒と，来室経験のな

い生徒で相談欲求に差が見られるかを t検定により検討した。 

 

表１０ 来室経験なし生徒と相談以外の来室経験あり生徒の相談欲求の平均値と標準偏差

および t検定の結果 

 来室経験 

 なし あり（相談以外） 有意確率 

 

スクールカウンセラー

への相談欲求 

n=163 

M=1.75 

SD=.33 

 n=56 

M=2.13 

SD=.51 

 

p<.01 

 

相談員への相談欲求 

n=163 

M=1.77 

SD=.34 

 n=56 

M=2.29 

SD=.64 

 

p<.01 
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来室理由での「相談」は全体の 4.4%と低かったが，来室経験のない生徒と相談以外で来

室経験のある生徒のスクールカウンセラーへの相談欲求の平均値を比較すると，来室経験

なし生徒は 1.75，相談以外の来室経験あり生徒は 2.13 と 1%水準で有意な差が見られた。

同様に，相談員への相談欲求への平均値も来室経験なし生徒は 1.77，相談以外の来室経験

あり生徒は 2.29と，1%水準で有意な差が見られた。この結果から，相談を目的とせず相談

室に来る生徒にも，相談したいという気持ちが潜在的に存在していると言えるだろう。遊

びを目的として来室しているように見えてもその背後にある気持ちをとらえることと，来

室時の信頼関係の構築によって相談への抵抗感を下げることを心がけることが必要である

と考えられる。 

 

 

３－２ 共同授業実施後の調査結果と考察 

スクールカウンセラー，相談員の認知度を実施前と実施後で比較した結果が表１１の通

りである。 

 

表１１ スクールカウンセラー，相談員の認知度 

 人数(%) 

 スクールカウンセラー 

実施前→実施後 

相談員 

実施前→実施後 

思い浮かぶ 48(21.0%)→137(61.2%) 95(41.5%)→166(74.1%) 

浮かぶが自信がない 50(21.8%)→51(22.8%) 51(22.3%)→30(13.4%) 

思い浮かばない 131(57.2%)→36(16.1%) 83(36.2%)→28(12.5%) 

 

スクールカウンセラー，相談員共に認知度が上がり，「思い浮かばない」と回答した生徒

はどちらも全体の 20％以下となった。全校生徒の前で自己紹介をする機会とは違い，学年

単位で１時間じっくりと話をしたことで，話の内容と結びついた認知が得られ，印象が強

かったと考えられる。「スクールカウンセラーの顔がわかったのでよかったです」というコ

メントもあり，まずは顔と名前を認知してもらうことが第一歩であると言えるだろう。し

かし，退出後すぐであっても「思い浮かばない」と回答した生徒もまだいることから，内

容に興味を全く持てなかった生徒・相談室にネガティブな態度を継続している生徒もいる
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と考えられる。 

 

相談室へ行く人のイメージを実施前と実施後で比較した結果が表１２の通りである。 

 

表１２ 相談室へ行く人のイメージ 

 人数(%) 

 実施前→実施後 

深い悩みがある 146 (63.8%)→96(42.9%) 

少し困った 111 (48.5%)→102(45.5%) 

遊びたい 34 (14.8%)→59(26.3%) 

誰でも気軽に 79 (34.5%)→135(60.3%) 

その他 14 ( 6.1%)→ 4( 1.8%) 

 

相談室へ行く人のイメージとして，誰でも気軽に行ける場所であるというイメージが最

も増加した。「相談室の偏見が少しなくなった気がします」「とても親近感がわきました」「今

まであまり良い印象でなかったですが，身近に相談できる人がいて安心しました。」といっ

たコメントが記入されており，生徒自身も相談室に対するネガティブなイメージを持って

いたことと，その変化を自覚していた。 

 スクールカウンセラー，相談員への相談欲求を実施前と実施後で比較した結果が表１３

の通りである。 

 

表１３ スクールカウンセラー，相談員への相談欲求 

 人数(%) 

 スクールカウンセラー 

実施前→実施後 

相談員 

実施前→実施後 

ぜひ相談したい 6( 2.6%)→15( 6.7%) 8( 3.5%)→16( 7.1%) 

少しは相談したい 20( 8.7%)→52(23.2%) 28(12.2%)→48(21.4%) 

あまり相談したくない 144(62.9%)→112(50.0%) 135(59.0%)→115(51.3%) 

絶対相談したくない 59(25.8%)→45(20.1%) 58(25.3%)→45(20.1%) 
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生徒の相談欲求には大きな変化が見られた。実施前調査と実施後調査の間は一カ月ほど

しかあいていないため，その間に新たに悩みが生じたからであるとは考えにくい。よって，

共同授業を行うことで，生徒にとってスクールカウンセラー・相談員への相談欲求は増加

すると考えられる。相談欲求の変化に関し，ぜひ相談したい=4，少しは相談したい＝3，あ

まり相談したくない＝2，絶対相談したくない＝1 と数値化し，授業前と授業後の数値の t

検定を行った。 

 

表１４ 共同授業実施前後の相談欲求の平均値と標準偏差および t検定の結果 

 実施前 実施後 有意確率 

 

スクールカウンセラー

への相談欲求 

n=229 

M=1.88 

SD=.44 

 n=224 

M=2.17 

SD=.68 

 

p<.01 

 

相談員への相談欲求 

n=229 

M=1.94 

SD=.51 

 n=224 

M=2.16 

SD=.68 

 

p<.01 

 

共同授業の実施前のスクールカウンセラーへの相談欲求の平均は 1.88 であったのに対し

授業後は 2.17と増加しており，1%水準で有意な差が見られた。生徒のスクールカウンセラ

ーへの相談欲求には変化があったと言えるだろう。「ぜひ相談したい」と「少しは相談した

い」をあわせると，全体の 30%の生徒がスクールカウンセラーへ相談したいと思うように

なったということである。「悩みを抱えるということははずかしくないことだなと思い，安

心しました。」「相談するということがより身近に感じられました。」といったコメントから，

共同授業実施前は相談することへの抵抗感から，相談欲求を抑制していた生徒もいたこと

が伺える。相談員への相談欲求も実施前後で平均値が 1.94 から 2.16 へと増加し，1%水準

で有意な差が見られた。 

 

 

第４節 まとめと今後の課題 

４－１ 中学生の相談室へのイメージ 

共同授業実施前の調査から，中学生に相談室は「心の弱い人がいくところ」というよう
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なネガティブなイメージや「深い悩みのある人が行くところ」というような特別な場所と

いうイメージを抱かれているということがわかった。これは，学年担当教員が共同授業企

画の意図として挙げた，「相談室が不登校に対応する特別なところであるという印象を生徒

が持っており，相談室によく来室する生徒を差別的な目で見る面もある」という実感とも

一致している。しかし，来室経験のない生徒の方が相談への抵抗感が強いことから，その

イメージはスクールカウンセラーや相談員との実際の関わりから生まれているものではな

いと考えられる。ではなぜこういったイメージが生まれているのだろうか。この理由の１

つとして，スクールカウンセラーが配置されるようになって 10年以上が経ち，テレビや新

聞などで自殺や事件のニュースと関連してスクールカウンセラーという言葉に触れること

が多くなってきているため，導入初期の頃よりもスクールカウンセラーが特別な悩みに対

応する人であるというイメージが強くなっていることが考えられる。生徒たちからの共同

授業実施後のコメントでも，「今までは，どこかで『相談室は深刻な悩みを持ってしまった

人が行く場所だ』と思っていて，自分も相談室に行くのに少し抵抗があった」「スクールカ

ウンセラーに相談することはすごく深刻なことというイメージがあったけれど，自分の気

持ちにじっくり向きあってくれるとはじめて知りました」といった声が寄せられた。 

これらのコメントから，中学生にとっては相談室自体が「非日常性」という外部性が高

い存在であると感じられているということがうかがえる。そして共同授業実施前の時点で

は，その外部性がメリットとは感じられておらず，「特別な場所」「自分とは関係ない場所」

といった印象を与えてしまっていた。その一方で，同じ相談室に関わるスタッフであって

も，勤務体系の違うスクールカウンセラーと相談員の比較としては，認知度に大きな違い

が生じていた。授業などで接することはなくとも“毎日いる”という常勤型の勤務形態で

あるということは生徒にとって認知度に大きな影響を及ぼすということがわかった。相談

欲求には大きな違いはなく，認知度が相談欲求にすぐにつながるというわけではないと考

えられる。とは言え，相談室来室回数が 10 回以上の生徒は学年で 20 名近くにのぼってい

る。その受け皿として相談室が機能しているのは相談員の存在があるからであり，“毎日い

る”常勤型であるということが一部の生徒にとっては「日常性」という内部性につながっ

ていると考えられる。「卒業するまでずっと遊びに行きたい」と記述している生徒もおり，

相談室が大切な居場所となっていることが伺える。相談を目的とせず相談室に来る生徒に

も，相談したいという気持ちが潜在的に存在していると言えるため，このような活動は心

理危機の予防として非常に重要であると考える。しかしこの影響が一部に留まっているこ
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とは課題であり，改善が望まれる。 

 

 

４－２ 共同授業実施による変化 

共同授業実施前と実施後の相談欲求を比較すると，スクールカウンセラーに関しては

M=1.88→M =2.17，相談員に関してはM =1.94→M =2.16とどちらも 1%水準で有意な変化

が見られ，今回の共同授業を行ったことで生徒のスクールカウンセラー・相談員への相談

欲求が増加したということがわかった。つまり実施前には，相談が必要ないからではなく，

スクールカウンセラー・相談員に相談することに抵抗があるために相談をしないと回答し

ていた生徒がいたのだと考えられる。スクールカウンセラー・相談員の役割についてはこ

れまでも文書などで伝達されているが，直接顔を合わせながら，自分の言葉で説明するこ

とで，生徒も理解が深まり，抵抗感が下がったのだろう。実際に，共同授業実施後の調査

には，必要があれば相談申し込みができるようなフォームを最後に設けたが，それを利用

して 3 件の新規の相談申し込みがあった。このことからも，今回の共同授業は「スクール

カウンセラーと生徒が関係を持ちやすくし，スクールカウンセラーへの先入観や偏見を解

消し，個別カウンセリングへの動機付けをはぐくむ」という役割を果たしたと言えるだろ

う。このような共同授業の実施が，短時間でより多くの生徒から役割の理解を得ることが

でき，スクールカウンセラーが限られた時間を活用するのに有効な手段の一つとして期待

できるということがわかった。 

 

 

４－３ 中学生の抱える日常的心理危機 

 公開相談会のための応募に対し，中学生が出した質問は，中学生の抱える日常的心理危

機を反映していると考えられる。中学校においては教師との関係，友人関係，部活動，学

業，規則，委員活動の６つの要因が主要な学校ストレッサーになっている（岡安ら,1992）

と言われているが，今回質問で挙げられた「いじめ」「友だち」「親」「兄弟」「受験」とい

ったテーマは，この主要なストレッサーと矛盾していなかった。共同授業実施後に寄せら

れた感想にも「自分と同じ気持ちで質問している人もいたのでとても良かったです。良い

参考になりました。」「私の思っていることと似たような質問もあり，それだけでも少し心

が軽くなった気がしました」とあり，中学生の抱える日常的心理危機には共通したものが
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あると言えよう。とは言え軽く扱っても大丈夫というのではなく，このような日常に起こ

る様々な危機が生徒にとっては非常に重要なものであるという認識を持ち，丁寧に対応し

ていくことが必要であると考えられる。また，共同授業実施前の中学生のスクールカウン

セラーや相談員に対する相談欲求は非常に低かったものの，機会があればヒントとなるよ

うな話を聞いてみたいという気持ちはあったということが伺え，こうした要望をキャッチ

していくことが重要であろう。 

 

 

４－４ 教員との連携と共同授業 

今回の企画は教育相談部会という定期的なスクールカウンセラーと教員の連携の場で，

教員から提案されたものであった。今回の結果から，要望の２つ目として挙げられた「相

談室が不登校に対応する特別なところであるという印象を生徒が持っており，相談室によ

く来室する生徒を差別的な目で見る面もあるため，これを改善したい」という教員が感じ

ていた実感は日常的心理危機に対応する上で大きな障害となっていたと考えられる。今回

の企画に際しては教育相談部会によってスクールカウンセラーの活動が教員に共有されて

いたことが，生徒のイメージと実際の活動のギャップを教員が指摘するなったことにつな

がったと考えられる。更に共同授業の準備として、教育相談担当教員の希望する内容とス

クールカウンセラーが希望する内容を提示しあい、話し合う過程でそれぞれがどのような

相談室を求めているのかということの理解が促進された。相談室の運営方法は同じ自治体

の中でも学校によって異なっており、自由来室活動を積極的に行っている学校もあれば、

「たまり場」になることを恐れ、深刻な相談がある生徒のみが来室する場にするべきとす

る学校もある。教職員は異動があるため、それまでの学校がどのような方法を取ってきた

かということも、考え方のバックグラウンドに持っている。今・その学校でどのような活

動が求められているかということを改めて話し合う機会は非常に重要であると考えられる。 

共同授業後には教育相談担当以外の学年教員から，「生徒の質問に心理学的視点からコメ

ントされているのを聞いて興味深かった」「相談室でどのように活動しているのかが自分た

ちにもよくわかった」というフィードバックがあった。日頃連携が密に行われている教育

相談担当教員と違い，これまで連携をする機会がなかった教員にとっては，スクールカウ

ンセラーがどのように活用できる存在かということがわからない場合も多い。問題が起こ

ってからの連携構築だけではなく，問題が起こる前から，スクールカウンセラーについて
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教員が理解することは，日常的心理危機の予防と対応にとって非常に重要であると考えら

れる。また，共同授業に対する生徒からのアンケートに教員とスクールカウンセラーが一

緒に目を通すことで，「この生徒は…」と普段は会話に上らない生徒についての情報交換を

行うこともできた。スクールカウンセラーや相談室の理解を促進する共同授業が，教員と

の連携も促進する一つの方法であると考えられるだろう。 

また，スクールカウンセラーが教員のフィールドである授業に入っていき，教員の職務

の中心である授業という形によって生徒と向き合うことは，第２章で連携の再構築に必要

であるとされた教員の職業理解の促進に役立つと考えられる。教室を巡回し，授業の様子

を見学することはスクールカウンセラーの業務のひとつとしてしばしば行われるが，教室

を後ろから見るのと，前から授業をするという視点で見るのでは，また見えるものが異な

ってくる。今回は合同授業であったが，教室でクラス毎に行う形を取ることでまたより教

員の立場から見えてくるものを理解することができるだろう。 

 

 

４－５ 今後の課題 

本研究は，１校のスクールカウンセラー・相談員の活動について扱ったものであり，１

事例に過ぎない。また，今回の授業内容は元々目的として教員が挙げたことが複数であり，

そこから目的を絞っていく過程を経て行ったものの，科学的な検証を行うには問題が残っ

ていると考えられる。今後更に授業内容を吟味しての検証が求められるだろうと考えられ

る。 



 

 

 

 

 

第４章 

 

 常勤型スクールカウンセラーと教員との

連携に関するケース研究  
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第１節 問題と目的 

現在日本におけるスクールカウンセラーの勤務体制は非常勤型が主流であるが，非常勤

型では時間の不足などの問題があり対応が十分になされていないという議論がある。文部

科学省の「教育相談等に関する調査研究協力者会議報告書」（2007）によると，小学校，

中学校，高等学校及び教育委員会ともに 1 週間に複数日の勤務が望ましいとする学校等が

約 5 割あり，スクールカウンセラーの相談時間が短いことや，曜日が限られていることか

ら，児童生徒や保護者が相談したいタイミングに相談できないという課題があるとしてい

る。またこの“相談したいタイミングに相談できない”という課題は児童生徒や保護者の

相談に限らず，教員とのコンサルテーションに関しても同様であると考えられ，第二章の

非常勤型スクールカウンセラーのインタビューにおいても【時間の不足】と【即時性のな

さ】が連携を阻害する要因として語られていた。 

これらの課題から，公立中学校・高等学校に先立ち，サポート校などの特殊なニーズを

持つ教育施設や一部の私立中学校・高等学校はすでに常勤型スクールカウンセラーを導入

し始めており，今後学校の中でスクールカウンセラーが心理危機に対応する中核的な存在

となるための一つの方法として，このようなスクールカウンセラーの勤務体制の変更も考

えられる。しかし常勤型となったときにどのような問題が生じるのかという研究は未だ少

なく，一部の常勤型スクールカウンセラーの実践から常勤型ならではの有効性と課題につ

いて少しずつ論じ始めている段階である（西山,2005 など）。公立と私立の違い，学校の設

置目的の違いなど，学校の背景や組織に様々な違いがあるなかで，これらの実践をそのま

ま公立中学校・高等学校に当てはめることは難しいが，スクールカウンセラーの常勤化を

検討するには，予算などの問題の解決と同時に，実際常勤型となったときにどのようなこ

とが生じるのかということの検討を，こういった実践から積み重ねることが必要であると

考えられる。よって本章では筆者が常勤型スクールカウンセラーとして勤務するサポート

校の生徒の心理危機への対応事例から，常勤型スクールカウンセラーの有効性と課題を検

討することを目的とする。 

サポート校とは，通信制高校に在籍する生徒が 3 年間で卒業を実現できるように学習

面・生活面での支援をする民間の教育施設である。1992 年に東京で誕生したと言われてお

り，その後年々増えていき，現在は大きいところから小さいところまで含めると全国で 200

校以上にのぼる。サポート校は学校教育法で定められた法的な「学校」としての認可を受

けていないため，独自の柔軟なカリキュラムを組むことが可能である。そのため，高卒資
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格を取得するだけでなく，生徒それぞれの学習意欲や，興味関心に沿った授業を取り入れ

ている等，独自のカリキュラムを持っているところが多い。そのため本来は，不登校経験

者や学業不振者，高校中途退学者など，学校教育法が想定する学校制度の中では十分な教

育を受けることができない生徒に対しての支援を目的としているものの，近年はカリキュ

ラムに魅力を感じ，全日制高校に進学可能であるにもかかわらずサポート校を選ぶ生徒も

増加している。 

このようなサポート校には，一般的な全日制高校と比較し，学校としての枠組みがゆる

やかであり，生徒個々人にあわせた枠組みを調整していくことがある程度可能であるとい

う長所がある。ただしその一方で，病理水準の重い生徒が多く，通学，卒業，進路といっ

たそれぞれの目標に合わせて枠組みやペースを設定していく必要もより多く出てくるとい

った枠組みの特殊性もある。しかし，生徒にとってはサポート校が毎日通って高校卒業の

ために学ぶ「学校」である以上，①常勤型スクールカウンセラーが生徒と「学校内に常に

存在する」状態で関わること，②スクールカウンセラーと生徒との関わりが１対１のみで

終始することはあり得ず，担任をはじめとした教職員とも関わるということ，この２点は

学校の形態がどうあれ，示唆を与えうるものであると考える。 

まず，スクールカウンセラーが「学校内に常に存在する」ということが及ぼす影響につ

いては，先述した非常勤型スクールカウンセラーの「スクールカウンセラーの相談時間が

短いことや，曜日が限られていることから，児童生徒や保護者が相談したいタイミングに

相談できないという課題」（文部科学省,2007）の解決となることが予測される。しかし一

方で，スクールカウンセラーが生徒にとってより日常的な存在となることから内部性が高

まり，近藤(1994)が スクールカウンセラー活動の特殊性として述べている“カウンセラー

の働く場と子どもの現実生活の場との間に存在した一定の距離，それによって保護されて

いたカウンセラーの匿名性や中立性や非個人性，あるいはクライエントとカウンセラーが

出会う面接室という場の虚構性が，喪われ，脅かされ，壊される”という事態はより促進

されると考えられる。本研究では常勤型スクールカウンセラーの生徒に対する外部性と内

部性について検討することが必要であろう。 

次に教職員との連携であるが，これまで非常勤型スクールカウンセラーが行ってきた外

部性と内部性の在り方とは異なることが予測される。生島ら(2004)は，スクールカウンセ

ラーの外部性を“カウンセラーが常勤の教員スタッフではないことや教師でないこと”と

定義し，その肯定的な面として“学校内の動きに巻き込まれることなく，客観的な立場で
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生徒に関わりやすいというメリットを与えてくれること”としている。スクールカウンセ

ラーが常勤のスタッフになった時点でこの点には変化があると考えられる。高等学校の専

任カウンセラーである西山(2005)は，非常勤型スクールカウンセラーのような外部性に対

し，常勤型スクールカウンセラーには内部性を活かした活動が可能であると考えられる一

方で，「教員団」との親和性を高めすぎるとカウンセラーとしての独自の視点・専門的な理

解を伝えるタイミングを無くしてしまうことがある，と指摘している。「学校内に常に存在

する」ために，生徒の援助に直接的に関わる時間が増加することは予測されるため，その

なかで生徒の心理危機への対応に関し，教員とどのような役割分担をしていくのかを検討

する必要があるであろう。 

事例としては，自傷行為を呈した生徒へ対応した事例を取り上げる。自傷行為とは，

Walsh(2006)の定義によると，“心理的苦痛を軽減するために意図的に行われる致死性の低

い身体損傷”を指す。思春期青年期に多く見られ，岡田（2005）の調査では大学生の過去

数年間の自傷行為経験者は 8.8%であり，角丸ら（2005）の調査では自傷行為のある大学

生は 8.3%であった。これらの結果から，約 10 人に 1 人が大学生までに自傷行為を経験し

ていると考えられる。自傷行為の写真や様子などを掲載したホームページなどもあり，興

味本位の行為や一種のファッションのように取り扱われることもあるが，その背景には

様々な葛藤や病理があり，死に結びつくこともあるため，学校内での生徒の問題行動とし

ては最も対応の緊急性が高く，生徒の心理危機の表れの一つだと考えられる。また，自傷

行為の目撃，自傷行為の跡の目撃などは，他の生徒の心理危機を引き起こす可能性のある

ものでもあり，組織の心理危機につながる恐れも大きいものである。これらが，本論文で

自傷行為の事例を検討する理由である。そして「学校生活内に常に存在する」ことにより

上手くいく事例ばかりではなく，有効性も課題もあると考えられることから，比較可能で

あるように２事例を取り上げた。 

 

第２節 事例 

２―１．サポート校の概要 

本事例はサポート校 A 学院の事例である。A 学院は，サポート校と呼ばれる，広域性の

通信制高校と提携関係を結び，提携した通信制高校に在籍する生徒が３年間で高校を卒業

できるように支援する会社経営の学校的な組織である。クラス編成を行い，クラスごとの

時間割に沿って教科担当の教員が授業を行うという全日制高校に近いスタイルを採用して
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いる。年間入学者数は約 100名前後であり，そのうち約 3分の 1が不登校経験者である。

母体は株式会社であり，スクールカウンセラーも含め教職員はその従業員となっている。 

A 学院は設立当初は非常勤型スクールカウンセラーを雇用していたが，生徒数の増加に

伴い，数年後より常勤型スクールカウンセラーの雇用を開始した。母体が株式会社である

ため，スクールカウンセラーの身分は他の教職員と同様，「社員」である。校内の分掌とし

ては教員とは異なる専門職として位置づけられおり，勤務内容の中心は生徒対応である。

相談申込時に相談室を利用し面接する他，職員室にて日常的な生徒対応や，相談室登校の

生徒の対応を行う。しかし生徒対応以外での教員との業務の区分けは明確ではなく，電話

対応・校外行事の企画や引率，クラブ活動の引率，新任職員の研修を行う等，教職員の一

人としての職務も担っている。 

 

２－２．スクールカウンセラーと教員の連携 

 教育相談部会に当たるような会議はないが，月に１回の職員会議では生徒情報交換の項

目が設けられ，担任から各クラスで「気になる生徒」の情報が挙げられる。その他毎日生

徒が下校した時間から教員が退勤するまでの時間は職員室で情報交換が行われる。担任と

スクールカウンセラーの間での情報交換に加え，他学年，他クラスの担任からも日々の様

子の変化についての情報が寄せられる。 

 

２－３．事例の概要 

プライバシーへの配慮から，事例の内容を損なわないように内容の一部に変更を加えて

いる。また，事例の生徒及びその保護者には，ケース研究の内容と目的を説明の上，文書

にて発表の了承を得た。 

常勤型という特性上，スクールカウンセラーの生徒との関わりは相談室内に限られてい

ない。そのため面接回次ではなく時期での区切りをし，事例の経過とスクールカウンセラ

ーの対応を整理した。 

 

事例１ 

女子生徒 B 

家族構成：父（以下，F と略記），母（以下，M と略記），B の３人暮らし。姉がいたが結

婚し独立。 
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 F，M 共に 40 歳を過ぎてから生まれた子どもであった。中学校は荒れており，B 自身も

タバコや暴力といった反社会的行動を行うグループに属していた。同時にその頃リストカ

ットをするようになった。その後全日制高校に進学するも，リストカットの傷を見られた

のがもとでいじめにあって通えなくなり，２年次に A 学院に転入した。医療機関には転入

前より継続して通院している。 

＜事例の経過＞ 

第１期：２年次５月～８月 担任：20 代女性 

転入して 1 ヶ月程経った頃，「イライラする」と「自分でもなんだかわからない」とい

う苦しさを訴えて来室する。リストカットをしていることを告白し，「やめたいが，しない

と落ち着かず，以前我慢していたら本当に自殺しそうになったためやめるのもこわい」「い

じめにあってから，授業に集中できなかったり，電車でパニックになってしまったりする」

と訴える。 

その後不安が高まり教室にいられなくなると校内のトイレで自傷行為を行い，「血が止ま

らない，どうしよう」と我に返って困って職員室に来てスクールカウンセラーに助けを求

めることが数回あった。その度リストカットの傷には手当をし，リストカット前の状態を

聞いていくと，「友だちと気まずく，悪い方に悪い方に考えてしまう」と友人関係の葛藤な

どを少しずつ話していった。また，「中学校の時はストレスがたまるとタバコを吸ったり，

悪いことをしたりしていた。もうそれは悪いことだと思ってるししたくない…だけどそれ

をやめるとリストカットしかストレスの解消方法が無い」と自分の気持ちを持て余してい

るつらさが語られた。 

＜対応＞ 

客観的に自分の状態を理解できる部分もあり，神経症圏の病理水準ではあるが，感情を

言葉にして整理するのが苦手であり，自己否定感も強いため，衝動性につながってしまっ

ていると見立てられた。切らずにいられない気持ちを受け止めたうえで，切らずにイライ

ラを解消していける方法を一緒に考えようと提案した。できれば「切りたい」と思った段

階で相談室に来る，切った場合も必ず手当てをしに来ることを約束した。 

担任へは B の現状と見立てをスクールカウンセラーより説明した。今後の役割分担を話

し合った結果，「リストカットしてしまうこと」と「今できている学校生活」を分けて考え

る必要性が感じられたことから，当面リストカットの対応についてはスクールカウンセラ

ーが担当し，担任は B の通常の学校生活を支えるための対応を行うこととした。また，B
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が教室から出たときには担任が体調を理由にフォローをしてくれることで，B も安心して

教室へ戻ることができた。 

 

 

第２期：２年次９月～３月 

リストカットは数回繰り返されたが，その度に相談室に来室し，リストカットに至る葛

藤を言語化していった。徐々に実際に切ってしまう前に「切りそう」と来室できることが

できるようになっていき，「切りそうだから預かっていて欲しい」と自分からカッターの刃

を預けに来ることもあった。しかし同時期より教室に入ることができなくなり，相談室登

校となって「以前は当たり前にできていたこと（教室で授業を受けること）ができないの

がもどかしい，悔しい」と泣きながら話す。相談室で過ごす時間が増えるなかで雑談的に

気持ちを言語化していく時間が増えるが，同時に放課後や昼休みに事前予約を入れての面

接も希望するようになり，そのなかでは「クラスで周りの友だちがその場にいない人の悪

口を言うのが嫌。私もいないところで言われてるのかも，と思う」などの友人関係のこと

に加え，「姉も精神的に不安定だった。今は結婚して遠くに住んでいるが，M は私には姉

と同じようになって欲しくないと思っている」「M は大学へ行って，どこか企業で OL に

なって，結婚して，というのが“勝ち組”だと思っているよう。何だよ，それ？ってイラ

イラする」と，家族に関する葛藤も語られるようになっていった。 

＜対応＞ 

リストカットは減ったが，リストカットに頼っていた葛藤の消化がなされなくなった分，

B の中でおさめきれず，一時的に教室不適応が起きていると考えられた。第１期より徐々

に感情の言語化がなされてきたが，不安や焦りによって感情が混乱することは多くあった

ため，雑談のなかでも気持ちを受けとめ，クールダウンしながらゆっくりと言語化を促し

ていくことに注意して関わった。また，相談室登校とはなっても学校自体は休まず登校し

ていることを肯定し，混乱している気持ちを整理してから，できていることに目を向け，

やれることからやっていこうと伝えた。 

担任は心配しながらもスクールカウンセラーとの話し合いのなかでBが今は教室に入れ

ないということを理解し，「これまで頑張ってきたんだからちょっと休んでもいい。まずは

毎日学校においで」と声かけを行った。担任に否定されないということで B にとってはほ

っとできたようであった。また，スクールカウンセラーが他の仕事で不在時にリストカッ
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トをしてしまったとき，担任や他の教員に自らリストカットを告白することができ，叱ら

れず手当をしてもらえたことから，自己否定感が徐々に改善されていった。 

 家族に関しての葛藤が語られ始めたため，M とも面接することを B に提案したが，B は

「外面がいいから多分会ったときは，はいはい，と聞くと思うけど，結局変わらない。病

院のときも一緒。だから嫌」という拒否と共に，「自分は M に対して感情的になってうま

く考えていることを言えないから，自分で言えるように頑張っていきたい」と語られた。

B の健康的な面から対応不可能ではないと考えられたため，スクールカウンセラーは B の

その行動をサポートしていくと B に伝えた。そして担任と，M には担任が連絡を取って出

席時数についてと，B の現状を学校がどのように捉えているかの説明を行い，共に見守っ

ていくという確認を行った。三者面談での来校時にはスクールカウンセラーにも M から

「お世話になっています」と挨拶があり，スクールカウンセラーからは「（B が）よく頑張

っていますね」と返した。 

 

第３期：３年次４月～３月 

 学年が上がったことを区切りとして教室復帰し，「今年は教室に行こうと思う。進路もあ

るし」と強い決意を語る。月に２度程度のペースで事前予約を入れて面接を希望する他，

職員室を訪れては雑談をしていった。授業を受けていて気分が悪くなったときなどは一時

教室を出て相談室で休み，10 分ほどしてから戻るということがあったが，欠席はなく成績

も上がり，テスト結果を嬉しそうに報告しに来ることもあった。スクールカウンセラーが

顧問をする部活動の部長になり，他の部員をリードしていく一面を見せる中で，面接でも

「私の話し方は相手にきつく受け取られる。話し方のどんなところがいけないんだろう？」

「アルバイト先で“態度が悪い”と言われた。具体的に何が悪いかは聞けず，どうしたら

いいのかわからない。今までこれが普通だった」という悩みなど，現実に即した「困って

いること」が話題となることが多くなっていった。また，そういった「困っていること」

を一つずつ話していくなかで「対人関係がすごく難しいけど，高校のうちでよかったと思

う。これから絶対に必要だから」と，進路に向けての前向きな気持ちが語られるようにな

っていた。 

＜対応＞ 

 現実的な「困っていること」に対して，一方的にアドバイスをせず，本人のなかから解

決策を見つけていけるように話し合った。しかしその一方で本人の苦手なこと，つまずき
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やすいことについては具体的に伝え，卒業後にはどう対応していくかを一緒に考えていっ

た。 

 担任は具体的な進路について指導を行った。スクールカウンセラーは具体的な進路指導

には直接関わらないものの，B が学力試験を必要とする専門学校の特待生を受験すること

となり，厳しい話も必要となってくる際には，「B は受けとめられるだろうか」という担任

の不安もあり，スクールカウンセラーと担任で現在の状態を話し合いながら進めていった。

担任からの厳しい話にショックを受けた際には相談室で気持ちの整理を行う一方，担任と

は専門学校の過去問題の指導を受けるなどつながりを深めていった。 

 当初大学進学を勧め専門学校進学には否定的であった M も，担任と B との話し合いに

よって B の希望を受け入れ，応援してくれるようになった。 

 

＜その後＞ 

 専門学校への進学を決定し，無事卒業を迎えた。楽しんで通っているという報告をもら

っている。 

 

 

事例２ 

女子生徒 C 

家族構成：F，M，C，妹の４人暮らし 

中学時は不登校であり，その頃からリストカットもはじまった。ミュージシャンになり

たいという夢を持って A 学院に入学した。入学時は医療機関への通院はなし。 

＜事例の経過＞ 

第１期：１年次 担任：50 代女性 

入学後すぐ友人の付添いとして初来室したのをきっかけに，友人関係の不安を訴えて毎

日のように相談室へ来室するようになる。「友人に相談して嫌われたことがある。友だちに

相談するのは怖い」と，友人に裏切られるのではないかという不安を語る一方で，「みんな

すごく悩んでいて，少しでも力になりたい。みんなの悩みに比べたら，私の悩みなんてち

っぽけなもの」「友だちの悩みを聞いても，何もしてあげられない…」と，友人の悩みに対

する無力感というアンビバレントな気持ちを語る。その後好意を持った男子生徒に，その

好意が友だち経由で伝わってしまったと知り，パニック状態になり来室。「やっぱり誰も信
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じられない」「死にたい」と興奮し，過呼吸発作を起こす。 

友人関係は修復するものの，自宅では深夜徘徊，リストカットなどの行動が出始め，そ

の理由として「自分がいなくなった方がみんな幸せになれるのなら…」と話す。６月には

友人を傷つけた，と思い込んだことをきっかけにはじめて校内でリストカットをしてしま

う。解離性と思われる体の麻痺も出たことから医療機関に通院を開始するが，麻痺が激し

くなり通学が困難となる。そのため月に数日の通信制高校の授業だけ M が付き添って登校

することとなり，A 学院はしばらく休むことを決める。年度末には一時閉鎖病棟へ入院。

スクールカウンセラーとは定期的に手紙のやり取りをする。 

＜対応＞ 

 入学後１ヵ月程で激しい行動化を起こし始めた。校内の相談室でカウンセリングをする

ことだけで学校適応可能である病理水準ではないと考えられたため，C の許可を取って M

と連絡を取り，C の状態を説明した上で医療機関にかかることを勧めた。スクールカウン

セラーは相談室が本人の気持ちを落ち着けるクールダウンの場となるように対応した。C

の不安定さは目に見えて明らかであったため，担任にも C の病状の説明をスクールカウン

セラーより行い，連携の形を模索したが，行動化の激しさもあり十分な理解は得られず，

「心配だけれど，手に負えない」と担任の戸惑いが語られることも多かった。また，他の

教職員についても同様であったため，C が登校したときには「スクールカウンセラー預か

り」というような雰囲気が生まれつつあった。しかしスクールカウンセラーも C の行動化

には圧倒されてしまうことがあり，孤立感を感じることがあった。C が A 学院をしばらく

休むと決まったときにはほっとする気持ちも自覚された。 

 学校を早退することもしばしばあり，状態が不安定であることもあったため，M とはし

ばしば電話などで連絡を取り合い，学校での状態を伝えるとともに医療機関を勧めた。医

療機関に通うようになってからは M からスクールカウンセラーに対し「学校にいるときの

薬の管理をお願いしたい」という要望が出されたり，リストカットの報告に対し，「今日は

学校で切っちゃうかなと思ってたんですけど行かせたんです。（スクールカウンセラー）さ

んと話したいって言って家を出たんで…助けを求めに行ったのかなって」と返答があった

りするなど，家庭での対応に苦慮する M からも依存を感じることがしばしばあった。 

 同じ自傷行為がある生徒であっても，他の人にはわからないようにスクールカウンセラ

ーに訴えに来ていた事例１の B と比較すると，C は自傷行為に加えて頻繁に過呼吸や深夜

徘徊などがあるなど行動化の激しさが顕著であり，病理としてもより重い，人格障害圏で
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あると考えられた。また，しばらく休むことが決定するまでは毎日のように自傷行為，過

呼吸があり，スクールカウンセラーと担任は役割分担を確認する以前にその場その場での

対応に追われてしまった。これによりスクールカウンセラー自身も C との適切な距離が取

れず，担任や M の不安も高まり，C への対応に関してのスクールカウンセラーへの依存が

高まってしまうこととなった。 

 

第２期：２年次 担任：30 代男性 

医療機関の他にカウンセリング機関でのカウンセリング（自費）も開始する。麻痺は改

善したため，C 自身の「学校へ行きたい」という気持ちは強くなり，体調の良い日に突発

的に登校する。登校すると相談室に来室し，スクールカウンセラーへ「最近は家で歌を歌

って録音し，ホームページに載せている」など近況の報告をした後に教室へ行くが，友人

関係の不安が高まるとトイレでリストカットを行ったり，過呼吸を起こしたりし，再度相

談室に連れてこられたり，他の教職員や生徒によってスクールカウンセラーがその場へ呼

ばれるということが頻繁に起きる。面接でも「家に帰りたくない。M も嫌。F も嫌。夜，

１０分くらいで行けるコンビニに行くだけでも心配されて，車で送っていくと言われる」

と，家庭で心配されることを窮屈に感じると語る一方で，「だれも私のことなんて気にして

いない。スクールカウンセラーだってどうせきれい事でしょ。どうせいなくなるんでしょ」

と激しい見捨てられ不安を示す。スクールカウンセラーが他の生徒の面接中にリストカッ

トをすることもあった。 

＜対応＞ 

M と C 本人の了承を得て外部カウンセリング機関と連絡を取り，スクールカウンセラー

は C の深い問題には触れず，現実的な対処の相談に乗り，学校適応を援助するという立場

を取った。C の不安定さは周りにもはっきりとわかるものであったため，第１期に引き続

き，他の教職員や生徒が C への対応に不安を持ち，自傷行為を行うとスクールカウンセラ

ーを呼ぶというのがパターンとなってしまっており，自傷行為を強化してしまっているよ

うに考えられた。そのため担任をはじめ他の教職員に対しては，意識して何度も C の病状

についての説明を行った。また，過呼吸に関しては具体的な対応方法をプリントにして配

布し説明し，スクールカウンセラー以外も C の行動に対処可能である連携体制を作ってい

った。特に，事務の仕事を担当していた男性職員 D が対応することが増えていき，担任と

職員 D，スクールカウンセラーという連携体制が作られていった。スクールカウンセラー
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はリストカット自体には，あくまで「体の傷」として消毒などの対処をするのと同時に，

直接の言葉での訴えを積極的に拾い，プラスのフィードバックを返すことで，自傷行為中

心の行動様式を変えていくように働きかけた。 

 外部カウンセリング機関には M，F も揃って保護者面接に通うようになった。M との連

絡時にはしばしば保護者面接で言われたことに関しての戸惑いが語られたが，スクールカ

ウンセラーはあくまで C の学校生活を支えていくという立場を伝え，戸惑いは傾聴しなが

らも，治療に関しては外部カウンセリング機関と病院を信じてやっていきましょうと伝え

た。 

 

第３期：３年次 担任：30 代男性 

２年次と３年次の間の春休みに再び入院し，退院して新年度を迎えた。校内でのリスト

カットは見られなくなるが，卒業後にどのように生きていけばいいのかという不安が高ま

り，スクールカウンセラーとの関係性をめぐる葛藤が言語的に語られるようになる。「将来

スクールカウンセラーのようなカウンセラーになりたい」というような発言があったかと

思うと，別の回には「スクールカウンセラーが焼死する夢を見た」と笑いながら語る。ま

た，下校時刻を過ぎても相談室から退室をしぶり，スクールカウンセラーがはっきりとも

う帰らなければいけないと伝えたことに対し激しく怒り，「もう二度と相談なんてしない」

と捨て台詞を残して下校し，次回登校した時にはまた来室し「この前はごめんなさい」と

謝罪するというように，スクールカウンセラーとの間で不安定な対人関係を再現していっ

た。その一方で友人関係は以前より安定し，登校日数は増加した。卒業前には部活動にも

参加するようになり，卒業直前にはその発表にも参加することができた。 

＜対応＞ 

アンビバレントな葛藤を相談室内におさめられるようになったことを肯定的に受け止め，

C がぶつける感情を受け止め，それでも常に変わらない存在でいることを心がけた。その

なかでスクールカウンセラーとCとの関わりにリミットセッティングを行ったことへ強い

反発もあったが，葛藤しつつも受け入れることができるようになっていった。スクールカ

ウンセラー自身も C の反発には動揺し，苦しくなることがあったが，担任を含めた教職員

との信頼関係に支えられた。C が捨て台詞を残していったのも職員室でであったが，他の

教職員からは「スクールカウンセラーの対応を信頼する」という言語的・非言語的なフィ

ードバックがあった。部活に入部したことで部活顧問の E とも関係性ができ，より強くな
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った教職員との連携体制に支えられ，卒業まで支援を継続することが出来た。 

M との連絡も継続し，不安定な状態で下校したときなどは無事自宅に着いたことを確認

するなど，C を支えるために協力しあうことを確認していった。部活動の発表時には無事

参加できたとことに M からも喜びが語られた。 

 

＜その後＞ 

無事卒業を迎えたが進路の決定は難しく，アルバイトをしながら治療を続けていくこと

となった。 

 

 

第３節 考察 

３－１．生徒の心理危機と対応について 

 事例１に関し，B の自傷行為は，家族や友人との関係のつまずきから，自分の葛藤やス

トレスの処理がうまくできず，学校にも適応できないという心理危機を生じ，ストレス解

消の一種として行っているうちに行動様式として定着してしまったものであると考えられ

た。高校卒業のために学校には行かなければいけないと思っているが，学校に来る限り友

人関係のストレスは避けられないという状況の中で，それは本人なりの精一杯の心理危機

への対処方法であったとも考えられるが，問題の解決にはつながらず，適応的で健全な対

処とは言えない。しかも結果的にその自傷行為によっていじめの対象となるという新たな

心理危機も生んでおり，介入が必要と考えられた。今回はすでに医療機関に通っているこ

ともあり，学校内の相談室で扱うことが可能な病理水準であると見立て，B の自傷行為の

背景にある感情を言語化することを援助していった。自傷行為を行ってしまう度に時間を

あけず感情を振り返ることを繰り返すうちに，自傷行為を行ってしまう前に自身の感情を

キャッチし，自ら援助を求めることができるようになっていった。そして自傷行為前に相

談室に来室して不安や葛藤を言語化することで，自傷行為を避けることができるようにな

り，心理危機に対応する行動様式の変化として自傷行為が消失していったと考えられる。

また面接を継続するようになってからは，日常的には継続して常に駆け込める場所である

が，深い内容を扱う面接に関しては予約を取るというように，日常対応と面接を分けてい

く枠組みも構築することができた。 

 このような教室と相談室の行き来を支えるなかで，担任とスクールカウンセラーの連携
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が非常に重要であった。スクールカウンセラーは本人の確認を取った上で，必要な情報は

担任と共有した。担任からも教室での様子などの情報が随時報告された。それにより「今

できていること＝健康的な部分」と「リストカットしてしまうこと＝苦しい部分」を担任

とスクールカウンセラーがそれぞれ引き受け，本人の自己肯定感を回復させていくことが

できた。進路をめぐる M と B の葛藤も，担任の進路指導によって最終的に解消していっ

た。 

 事例２の C については，入学後すぐに激しい症状を示し始め，まさに心理危機の渦中と

言うような混乱状態にあった。学校内の相談室で治療的な面接が可能である病理水準では

ないと見立てられたため，まずは相談室をクールダウンの場としながら医療機関への通院

を勧めた。しかし通院開始後も，学校内の友人関係でストレスを感じては自傷行為をはじ

めとする行動化がエスカレートするといった問題点が生じた。これは周囲の生徒への影響

も大きく，C 個人の心理危機が学校全体の心理危機につながると思われる事態であった。

全体への影響を低減するためにもスクールカウンセラーは自傷行為には何をおいても対応

せざるを得ず，医療機関のように「自傷行為をやめないと面接はできない」というような

契約も学校では行えなかった。そのため C は不安が高まるとすぐに自傷行為を行い，スク

ールカウンセラーが呼び寄せられるというパターンが作られてしまった。これは他生徒と

の面接にまでも侵入してくるものであり，かえって C にとって効果的な行動様式として自

傷行為を強化するように考えられた。また，家庭での C への対応の難しさにより，M から

も，スクールカウンセラーと協力し連携するという形ではなく，「スクールカウンセラーに

何とかして欲しい」という依存的な要望が出され，スクールカウンセラーにとっても負担

が大きく，消耗してしまう恐れを感じた。スクールカウンセラーにとっても心理危機であ

ったと言えるだろう。 

これに対処するため，スクールカウンセラーは C の行動化の激しさから暗黙に作られて

しまった「スクールカウンセラーでなければ対応できない」という学校内の考え方に対し，

C の状態とスクールカウンセラーの対応についての説明を行い，C に担任も含め，みんな

で対応することができるような体制を学校内で再構築していった。それは他の生徒への対

応の枠組みを守ることであり，スクールカウンセラー自身を守ることでもあった。担任や

事務職員と連携することで，C とスクールカウンセラーの間に距離が保たれるようになり，

C の行動化は抑制された。その一方で C が自傷行為を行う前に「つらい」「話をしたい」

等と言語化できたときにはプラスのフィードバックを返し，健康的な部分を支持し強化す
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ることを目指した。アンビバレントな感情の葛藤は続いたが，徐々に面接内におさめられ

るようになり，面接内でスクールカウンセラーとの関係性を通し，他者との関係性の葛藤

が表現されるようになった。M に関しても，この学校内の体制を背景として M の保護者

としての役割とスクールカウンセラーの学校内での役割を確認しながら，M と C の医療機

関への継続的な通院を支えるという形を取ることができた。 

 

 

３－２．常勤型スクールカウンセラーの「即時性」とそれを支える連携体制 

本事例の展開から，「学校生活内に常に存在する」常勤型スクールカウンセラーとして自

傷行為へ対応するに当たり，大きな影響を及ぼしたのは生徒の行動に対する即時的な関わ

りが求められるという「即時性」であったと考えられる。常勤型スクールカウンセラーに

とって，学校内で起こることは常にリアルタイムで受け止められるものであり，場合によ

ってはスクールカウンセラーの目の前で起こる突発的な出来事もある。この特徴が自傷行

為への対応に大きく関わっていた。 

事例１のようにある程度の健康状態を維持している生徒の場合は，「即時性」を活かして

タイミング良く介入することで，自傷行為をしてしまった後にしばらく経ってからそれを

振り返るという形では無く，自傷行為に至りそうな葛藤が生じたその瞬間を捉え，実際に

行動に移してしまう前に他の方法を探すという援助を行うことができた。生徒にとっても

困ったときにすぐ相談することができたということであり，“児童生徒や保護者が相談した

いタイミングに相談できないという課題”（文部科学省,2007）の解決となったと考えられ

る。この方法を取るときに問題となるのは援助する側の消耗であると考えられるが，担任

との連携において役割分担を明確にすることによって，抱え込むことはなく対応すること

ができた。そして B とはそこをスタートとして一緒に面接の枠組み作りを行っていくこと

もできた。しかし継続面接となってからも同時に相談室が継続して「即時性」を持ち，常

に駆け込める場所であることで安全基地の役割を果たした。「即時性」の活用が多面的に生

徒の学校適応を援助したと言えるであろう。 

しかし，事例２のような病理の重い生徒の場合は，「即時性」がスクールカウンセラーと

生徒の関わりの枠組みをゆるやかにし過ぎ，生徒の自傷行為をエスカレートさせた。コン

トロール困難な感情や葛藤の表出であった自傷行為が，更に生徒にとって都合の良い要求

を満たす手段となり，歯止めとなり整理する枠組みのないなかで広がっていったと考えら
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れる。また，このような，いつどこで起き，対応が迫られるかわからない自傷行為には，

スクールカウンセラー自身も脅かされる不安を感じた。更に，その場その場での判断とス

ピードが求められるため，後手に回ってしまうと適切に対応することが難しく，生徒の病

理水準の早期の見立てと，見通しを持った枠組み作りがより必要とされた。その枠組みが

安定したものとなるとスクールカウンセラーも安心して生徒と関わることができ，生徒の

行動化にも歯止めがかかり，一般的な全日制高校では卒業が難しかったと考えられる生徒

も卒業を迎えることが可能となった。 

これらのことから常勤型スクールカウンセラーの活動には「即時性」が大きな意味を持

っており，それにはタイミングを活かせるという有効性もあるが，その一方で限界設定が

難しいという課題も存在することが示唆された。この課題はスクールカウンセラーの対教

員，対生徒という両方の外部性・内部性とつながるものであると考えられる。 

第１章で述べたように非常勤であるということは教員に対しても生徒に対しても，外部

性を保つ重要な条件となるが，常勤型の場合は生徒にとっては日常と密着しやすく，この

ような「即時性」があることで，事例２のように，病理的に重く依存的な生徒に対して適

切な距離を保つことが難しくなるということが生じる。つまり，スクールカウンセラーが

常勤であるために持つ「即時性」が，「日常性」という内部性の要素と関連していた。当然

常勤型であっても，落ち着いた状況の生徒に対しては時間や場所などといった面接の枠組

みを作ることは可能であるが，緊急性が高い行動のある生徒の場合はその枠組みがゆさぶ

られやすい。このように常勤型スクールカウンセラーは，「即時性」が内部性とつながり，

生徒の病理水準によってはマイナスに働く可能性を理解した上で，「即時性」を含有した枠

組み作りを行うことが必要であろう。 

そしてこの枠組み作りの１つとして，教員との連携体制の構築が重要であると考えられ

る。これは非常勤型スクールカウンセラーについて言われてきた，限られた勤務日数を活

かし，教員をサポートする形を取ることでより有効にスクールカウンセラーの専門性を発

揮するという位置づけとは異なるが，常勤型スクールカウンセラーの活動に関しても，学

校を枠組みとして捉え，チームを作っていくことで，心理職としての専門性が確保されて

いくと考えられた。学校という枠組みの中に内部的に取り込まれた状態ではなく，枠組み

を俯瞰し，再構築することで常勤型スクールカウンセラーにも一つの外部性が生まれ，教

員とは異なる役割を示し，心理危機に陥った生徒が日常生活を送るための支援を可能にし

たと考えられる。 
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心理職が常勤型で他の専門性を持つ職員と連携していくという意味では，病院の入院病

棟でのチームや児童養護施設での福祉職との連携などが類似のものとして考えられる。し

かしそれは大きなヒントとはなりながらも，学校にそのまま持ち込むことは難しい。その

理由としては，学校は生徒が「精神的な問題を抱えた人」であるという前提は特にないと

いうことがある。そのため，他の生徒や他の職員からの基本的な理解というものが十分で

はないことが多い。また，担任というのは，役割が多岐に渡る一方で，集団指導を基本と

しているため，個別対応が必要な生徒に関しては，どこまで対応するかというのが曖昧で

ある。そのため，常勤型スクールカウンセラーが常に対応できると，教員と生徒の距離を

遠ざけてしまう要因となり得るため，スクールカウンセラーと教員との役割分担を明確に

しながら，教員と生徒をつなげていくということも課題となる。常勤型スクールカウンセ

ラーは，常勤型スクールカウンセラーならではの枠組みの構築についても学んでいくこと

が大変重要である。 

 

 

３－３．常勤型スクールカウンセラーの課題に対する工夫 

今回の事例から，常勤型スクールカウンセラーの心理危機への対応には課題もあり，今

後その課題については更に検討し，工夫すべきであると考えられる。 

まず生徒への関わりについてであるが，非常勤スクールカウンセラーの場合は自由来室

活動や相談室通信の活用など，生徒の相談室利用の敷居を低くするための工夫が検討され

ているが，常勤型スクールカウンセラーの場合は相談室利用の敷居をある程度保つための，

事前のルール確認が重要であると考えられる。今回の事例の反省から，筆者は入学ガイダ

ンス時に保護者と生徒に対し，それまでも行っていた相談室についての紹介に加えて，相

談室におけるカウンセリングに関する説明及び同意書を配布し，署名されたものを回収す

ることとした。この説明では個人情報の取り扱いや相談室の利用可能時間などに加え，必

要な場合の多機関へのリファーなどについても記載している。こういった当初の説明と同

意の確認は大学の相談室や開業相談室では当たり前に行われていることではあるが，公立

中学校などの相談室では行われていないことも多い。生徒が内容をどこまで理解できるか

には疑問もあり，生徒とスクールカウンセラーの間でルールを確認する作業は再度必要と

なる。また，ルール確認のプロセスそのものが治療的でもある。しかし，はじめに相談室

の枠組みというものを提示しておくことで，来室後にいきなりルールを確認していくより
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もルール確認への抵抗感も下がり，枠組みが作りやすくなったと感じている。また，これ

は保護者に関しても，スクールカウンセラーと保護者のそれぞれの役割を確認する際に有

効である。今後より一層の工夫が共有されていくことが望ましい。 

次に，教員への関わりについてであるが，非常勤型スクールカウンセラーの研究で望ま

しいチーム援助の形が検討されているように，常勤型スクールカウンセラーに関しても更

なる検討が必要とされる。今回の事例から，勤務体制が教員と類似している常勤型スクー

ルカウンセラーが役割分担をスムーズに行うためには，心理の専門性がどういった点にあ

るかをスクールカウンセラー自身も強く意識し，教員にも伝えていくことが必要であると

考えられた。非常勤型スクールカウンセラーは教員との同僚性の確保が難しい一方で，勤

務体制が異なるため外部性は保たれやすく，専門性の違いも明確にしやすい。しかし，常

勤型スクールカウンセラーは毎日いることで同僚性は確立しやすいが，勤務体制が同一で

あるため，専門性の違いが曖昧になりやすい。スクールカウンセラー自身も周りも専門性

と役割分担を意識しておくことが必要になると言えるだろう。 

そしてそのためにはスクールカウンセラー側からの説明や働きかけの工夫が重要である。

教員は当然ではあるが心理の専門性を持たないため，スクールカウンセラーに対して，「ス

クールカウンセラーとはとにかく優しいもの」，「精神的に不安定な生徒には出来る限り手

厚く関わることが良い」といったイメージが存在することも多い。スクールカウンセラー

が生徒と適切な距離感を保つことの必要性を理解してもらうためにも，資料の作成や過去

の事例の検討など，スクールカウンセラーの専門性をより適切に理解してもらうための関

わりが必要となる。またこのようにスクールカウンセラーが専門性を説明することは，ス

クールカウンセラーの生徒への関わりが「優しさ」ではなく，スクールカウンセラーの専

門性に基づくものであり，スクールカウンセラーはスクールカウンセラーなりの，教員は

教員なりの関わりが必要であるということを伝えることにもつながると考えられる。 

常勤型スクールカウンセラーに関する研究についても今後更に積み上げる必要がある。

本研究では自傷行為という特に緊急性の高い行動を取り上げたが，スクールカウンセラー

が「学校生活内に常に存在する」ということのもつ意味は他の日常的な臨床でも存在する。

自傷行為であったから意味があったということだけではなく，他の事例にも当てはまる部

分が大きいと考える。今後，常勤型スクールカウンセラーの日常の臨床活動に関して細や

かな実践研究が求められる。しかし，問題と目的で記述したように，サポート校であるが

ゆえの特殊性も排除は出来ない。より一般化した問題として考えるためには，私立高校な
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どの常勤型スクールカウンセラーの活動についての検討が求められるだろう。 



 

 

 

 

 

第５章 

 

総括的討論 
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第１節 学校における日常的心理危機の見直し 

本研究では「発達段階，もしくは状況に伴い，習慣的な課題解決法によっては克服でき

ない状態に陥った結果生じた心理的混乱」を心理危機と定義し，そのなかでも事件・事故

などによるものではない，個人の範囲内の「状況に伴う危機」，そして「発達段階における

危機」を日常的心理危機と考え，検討した。学校という場において，このような日常的心

理危機がどのように存在しているものであったかをまず確認する。 

第３章の共同授業実施時には中学生からスクールカウンセラーに，「いじめ」「友だち」「親」

「兄弟」「受験」といった中学生の代表的な日常的心理危機に関わる質問が寄せられた。「親」

「兄弟」は家庭に起因するもの，「いじめ」「友だち」「受験」は，学校に起因するものであ

るように見えるが，第４章で心理危機を抱えた２名の生徒の事例について検討したところ，

元々の問題は学校外の状況に伴うことであっても，それを抱えたまま学校に登校すること

で更に友人関係などでストレスを感じ，その結果自傷行為を行い，更に心理危機が進行す

るという状況が見られた。生徒たちは家庭など学校外での生活と，学校での生活を合わせ

て日常生活を送っている。そして学校という場は友人関係の葛藤，学業達成の目標など，

そもそも成長のためのストレスを計画的に生徒に与えることを目的とした場所であるとも

言え，Brown(1954)は“子どもたちにとって最もストレスを感じやすい場所は学校である”

と指摘している。つまり，学校で起こる心理危機は，「発達段階，もしくは状況に伴い，習

慣的な課題解決法によっては克服できない状態」が学校外で生じたものあっても学校内で

生じたものであっても，その状態と学校という場が生徒の成長のために与える心理的スト

レスが絡み合って表出するということが言える。このような学校におけるストレスは，こ

れまでもストレス研究の立場から検討されているが（藤井,1997，西野,2007 など），学校の

かける心理的ストレスは適切に対処していくことで成長に繋がるものでもある。しかし， 

“友人関係”は“抑うつ・不安感情”と，“学業”は“無力的認知・思考”と高い関連性を

持つ（岡安ら,1992）と言われているように，対処を誤ると心理危機が生じたり，深刻化す

ることで自殺や退学といった心理危機の破綻へとつながったりする。学校ストレスが“「子

ども」と「学校環境」の適合性が十分でないことによって生じる不快感” (Ahrentzen ら,1982）

と定義されているように，学校における日常的心理危機も「発達段階，もしくは状況に伴

い，習慣的な課題解決法によっては克服できない状態に陥った結果生じた心理的混乱」と

「学校という場が持つストレス」の兼ね合いによって生じ，深刻化すると考え，対処する

べきであろうと考えられる。 
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第２節 スクールカウンセラーが日常的心理危機に対応するための教員との連携について

～各章における検討～ 

２－１ 教員との連携構築プロセスの検討 

本研究の課題の１つ目は，日常的心理危機にスクールカウンセラーが関わることのでき

る連携構築の検討であった。学校における日常的心理危機が「発達段階，もしくは状況に

伴い，習慣的な課題解決法によっては克服できない状態に陥った結果生じた心理的混乱」

と「学校という場が持つストレス」の兼ね合いによって生じると考えると，スクールカウ

ンセラーは生徒側に混乱を収める援助をするだけでなく，生徒の状態に応じて学校という

場自体がストレスをある程度コントロールする力を持つように働きかけることが必要であ

ると考える。クラスでは集団指導となるため画一的なストレスを与えることとなりがちで

あるが，現在の学校ではそれだけでは対処しきれない問題が生じてきている。多数の学校

で行われるようになっている保健室登校，相談室登校などの別室登校は生徒の状況に応じ

たコントロールのひとつの方法であるだろう。また，阪中（2007）が自殺予防の留意点の

１つに「学校を安心できる居場所にする」ということを挙げ，特に進級や入学などの移行

期には注意が必要であると述べているように，特に注意すべき時期に着目して学校環境を

調整することも必要となると考えられる。 

この課題に対し，第２章ではスクールカウンセラーと教員がどのようなプロセスを経て

連携を構築するのかを検討した。連携を構築するにあたり，スクールカウンセラーと教員

には意見の相違がしばしば見られる。インタビューでは一例としてスクールカウンセラー

が不登校生徒について，生徒自身には登校したい気持ちがあるができないととらえたこと

に対し，教員は生徒の怠けであるととらえたというような両者の意見の相違について語ら

れたが，これはスクールカウンセラーと教員の専門性や視点の違いから生じているもので

あり，こういった教員とスクールカウンセラーの相違のすり合わせこそが適切なコントロ

ールのためには重要であると考えられる。「学校で獲得すべき課題を行わない＝怠けであ

る」と一義的に捉えてストレスを与え続けることは心理危機の破綻につながる可能性があ

るが，教員がしばしば危惧するように，学校に登校しないことで学校で獲得すべき課題を

獲得できないことの問題点も決して無視できるものではない。教員とスクールカウンセラ

ーの意見は異なっていて当然であり，連携の中で双方の意見のすり合わせからコントロー

ルの方法を探っていくことこそ，日常的心理危機に対応するために必要な連携であると考

えられる。 



83 

 

しかし，スクールカウンセラーはこの教員と意見のすり合わせを行う中で，教員優先と

心理の専門家としての役割意識の葛藤と，親和欲求と距離感の確保の葛藤という２つの葛

藤を抱えていることが明らかとなった。教員優先と，心理の専門家としての役割意識の葛

藤は，“スクールカウンセラーは自分の専門性を押さえ，保護者や教師の要求にあわせて

いる” (下村,2003)という指摘と一致している。 

また，親和欲求と距離感の確保の葛藤としては，スクールカウンセラーは非常勤であっ

ても，心理的な「ウチ」に入り込むことを必要と感じており，その一方で「ちょっとひい

た立場にすぐなれるっていう立場」と表現されたように，専門性を保つためには「異質性」

として，心理的な「ソト」の感覚を持つことが必要であると感じ，葛藤していた。“いかに

して境界人としての自分を見失わないようにするかという非常に難しい課題” (早川,2002)

に対しての葛藤であると言えるだろう。  

しかし本研究では更にこれらの葛藤から，スクールカウンセラーたちが連携を再構築す

るまでのプロセスを追った。すると，連携で必要とされている教員との関係性を見立て，

葛藤を低減して連携を再構築するには，教員の職業理解と個人理解が手がかりとなってい

るということが見出された。この再構築のためにはスクールカウンセラーが心理臨床家と

して関わる個々の教員をその場ごとに見立てていくことも必要であるが，教員がどのよう

な教育を受け，どのような義務を負い，どのような考え方を共有しているかという教員の

職業理解も非常に重要であった。この理解を深めることで，スクールカウンセラーは教員

を優先しながらも改めて支援を組み立て，葛藤を軽減させることができていた。現在はス

クールカウンセラーとなる前にこの教員の職業理解を学ぶシステムは確立されていないが，

スクールカウンセラーたちは学校現場で経験を積むなかで徐々に教員の職業理解を獲得し

ており，それを手がかりに連携の再構築が行われていると考えられた。 

 

 

２－２ 非常勤型スクールカウンセラーの教員との連携促進の工夫 

第２章にて日常的心理危機にスクールカウンセラーが関わることのできる連携構築の検

討を行ったところ，連携が必ずしもスムーズに行われるわけではなく，「教員との意見・理

解の相違」「時間の不足」「即時性のなさ」といった阻害要因もあるということがわかった。

阻害されたところから連携を模索していくことも重要であるが，阻害要因自体を軽減する

工夫も必要であると考えられ，第３章ではこの工夫として，スクールカウンセラーや相談
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室の役割をテーマとした共同授業の提案を行った。教員とスクールカウンセラーの連携は

問題が顕在化してから始まることが多いが，「少し気になる」という段階で教員がスクール

カウンセラーと連携するには，教員があらかじめスクールカウンセラーの役割を理解して

おく必要がある。しかし，スクールカウンセラーの短い勤務時間内に多くの教員に役割を

理解してもらうような働きかけをすることは難しく，教員にも時間の余裕はない。しかし，

共同授業という取り組みであれば，教員に多くの時間を取らせることもなく，教員の関心

が向いた状況で，スクールカウンセラーの役割理解の促進を行うことができるというメリ

ットがあると考えられる。 

このような共同授業の取り組みは，心理危機の予防的対応としても必要であると考えら

れる。学校においては，学校不適応感や学校回避感情を抱える「グレーゾーン」の子供を

いかに早期に発見し，対応するかが重要である（鈴木,2010）と言われており，日常的心理

危機の予防として，心理危機へとつながりそうな問題を抱える生徒の早期発見が必要とさ

れる。日常的心理危機の一つであるいじめ問題についても相談しやすい環境を作るという

ことが重要であると言われており，文部科学省(2012)はいじめ問題への対応強化策の一つ

として，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーをはじめとした幅広い人材

を活用し，子どもが悩みを相談できる体制の充実等を図るとしている。しかしその一方で，

「いじめられている子供が相談するのは，スクールカウンセラーではない」という指摘も

あり（産経新聞,2012），スクールカウンセラーが本当に生徒にとって相談しやすい存在な

のか？という疑問も挙がっている。実際，現在最も多くのスクールカウンセラーが配置さ

れているのは中学校であるが，中学生は，問題の質により，他者に相談しないか，相談し

ても，相談する相手を選択していると考えられている（水野ら,2006）。しかし，このとき

に相談する相手の選択を誤ると，心理危機が更に悪化することも有り得る。生徒にとって

被援助志向性がもっとも高いのは親しい友達であるが，友だちなどのピアサポーターは，

生徒にとって相談のしやすさなどの利点がある一方で，経験の類似性などから，かえって

リスクが増大するという指摘もある（森定・戸田,2002）。どのような問題であってもスク

ールカウンセラーが最も適切な相談相手となるとは限らないが，生徒が精神的なストレス

を感じた時に，スクールカウンセラーが相談できる相手と認識されていることは重要であ

ると考えられる。スクールカウンセラーと，生徒をスクールカウンセラーにつなぐ窓口と

なることも多い教員が共に，スクールカウンセラーが現在生徒にとってどのような存在と

捉えられているのかを理解し，予防的対応の一つとして，生徒の相談室やスクールカウン
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セラーの利用を促進する働きかけを連携して行うことが必要であると考えられる。 

生徒の相談室利用を促進する一つの方法としてこれまで提案されていたのが自由来室活

動（半田,1996）であった。自分の気持ちや考えを他者に伝えることに抵抗を感じたり，悩

みの自覚をもちにくかったりする思春期の中学生にとっては，遊びを通して問題を解消で

きるオープンルームが精神的な健康の維持・予防に貢献しうる（瀬戸,2005）とも言われて

おり，第３章において共同授業を行った中学校においても，常勤の相談員がいることから

自由来室活動を日常的に行っていた。実際に相談室来室回数が 10 回以上の生徒は学年で 20

名近くにのぼっており，一部の生徒にとっては大切な居場所となっていることが伺え，重

要な活動であるということは本研究でも確認された。しかし，このように相談室が一部の

生徒にとっては「日常性」という内部性が高く，その他多くの生徒にとっては「非日常性」

という外部性が高いという二面性をもった存在となっていることが，教員が改善したいと

考えた「相談室が不登校に対応する特別なところであるという印象を生徒が持っており，

相談室によく来室する生徒を差別的な目で見る面もある」という新たな問題につながって

いた。 

共同授業の実施以前にも相談室の活動は相談室便りなどで紹介され，スクールカウンセ

ラー・相談員の式典での自己紹介などでも行われていたが，今回の結果から，相談室が生

徒にとって相談しやすい場であると感じられるには，それだけでは不足しているというこ

ともわかった。今回の共同授業の実施はこれらと比較し，文字のみではなく顔が見えたこ

と，質問を募集しての公開相談会という形を取ることで相互のやり取りがあり，具体的な

相談室利用イメージが与えられたこと，式典よりも生徒にとってより内部性の高い授業の

時間を使って行われたという点が有効であったと考えられる。しかし今回のように学年単

位で行うのではなく，クラスごとに担任と行った方がより身近に感じられ，効果が高かっ

たのではないかとも予測される。今後は相談室の利用促進により効果的な内容と実施方法

を精査し，検討することが課題であろう。 

 

 

２－３ 常勤型スクールカウンセラーの日常的心理危機への対応 

第２章で検討した非常勤型スクールカウンセラーと教員の連携構築プロセスのなかで，

【時間の不足】と【即時性のなさ】が教員との連携を阻害する具体的要因として存在して

いた。スクールカウンセラーの勤務体系の見直しは，このような教員との連携に関する課
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題の解決となると考えられる。外部性を保つには非常勤であることが求められると言われ

ているが，学校臨床心理士ワーキンググループの報告 (2000)によると，日本でも学校側の

希望するスクールカウンセラーの勤務条件としては，単独校方式で常勤化を希望する率が

最も高かった。スクールカウンセラーが非常勤であるということは身分の不安定さともつ

ながっており，文部科学省の第２回教育相談等に関する調査研究協力者会議(2007）におい

ても，「常勤という安定したシステムの中に，この職種を位置づけるという方向性も十分検

討に値すると思う」という意見が出されている。アメリカのスクールカウンセラーやスク

ールサイコロジストは基本的には常勤型であるが，第一章で述べたように日本とアメリカ

では教育相談のシステムが異なるため，アメリカの常勤型スクールカウンセラーの活動を

そのまま日本にあてはめることは困難であり，勤務体系の見直しのためには，日本ならで

はの常勤型スクールカウンセラーの活動を検討しなくてはならないと考えられる。 

これまでも非常勤型スクールカウンセラーの心理危機への対応については論じられてき

たが（田中,2003，赤川,2010，伊藤,2010 など），これらはスクールカウンセラーの利点で

ある「本人に対する治療的かかわりと環境調整が同時に可能な点」（鵜養,1995）や本格的

に引きこもってしまう前の登校渋りの段階で接触できるメリット（田中,2003）を活かしつ

つも，スクールカウンセラー対生徒の面接枠組みは週１回の勤務のなかで守るという形の

介入が中心であった。このような介入においてはスクールカウンセラーの外部性が重要と

考えられており，学校内に相談室があるということで時には面接以外の関わりが出てくる

こともあるが，現実的な対応をする時間が長くなりすぎることにより問題が生じることも

報告されており（田中,2003），心理療法を行おうとする場合には，やはり構造は重要であ

る（早川,2002）と考えられている。このような考えから，第２章の非常勤型スクールカウ

ンセラーたちへのインタビューのなかでも外部性の重要性が語られ，もし勤務体系が変わ

ったら機能しないのでは，という意見もあった。この疑問に関し，第４章では実際に常勤

型スクールカウンセラーの活動にはどのような有効性と課題があるのかの検討を行った。 

その結果，常勤型スクールカウンセラーには即時性という特徴が見られ，それはタイミ

ングを活かした対応が可能であるという有効性もあるが，スクールカウンセラーの内部性

を高め，教員のスクールカウンセラーへの依存性を高め，対生徒の面接枠組みの構築も困

難にするという課題も生むものであった。しかし，その一方，それは課題としてありつつ

も，それが必ずスクールカウンセラーとしての専門性を失うということにつながるわけで

はなく，学校全体を枠組みとして捉え工夫することで，専門性を活かして生徒が日常生活
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を送ることを支援していくことが可能であることがわかった。 

このような支援は，治療的介入というよりも生徒の学校生活の実現を目的とするもので

あり，「発達段階，もしくは状況に伴い，習慣的な課題解決法によっては克服できない状態

に陥った結果生じた心理的混乱」を「学校という場が元々持つストレス」によって必要以

上に増幅させない工夫をしながら，そのストレスへの付き合い方を学ぶサポートをしてい

くことによって，生徒の心理的混乱が落ち着いていくという形の支援であった。このよう

な支援については，下山ら(1991)の援助活動の分類の中で「療学援助」と分類されている援

助が参考になる。「療学援助」とは，医療のケアが継続的に必要な者が学寮と療養を両立さ

せながら生活できるような生活臨床的援助を指すものであり，“進級・卒業・就職といった

具体的な就学上の課題達成を目的としたサポーティブな支援”（礒邉,2009）と言える。保

坂(1993)はスクールカウンセリングのあり方について“病気は治ったが学校での生活はでき

ないというのでは問題が解決したことにはならないのである。学校では，生徒がどういう

学校生活を望み，実際にどう過ごすかという視点から，それに関わる人間にはその実現に

向けての援助が要求される”と述べているが，即時性を持つ常勤型スクールカウンセラー

に求められる，日常的心理危機への対応における専門性はまさにこういった生活臨床的援

助のなかにあるのではないかと考えられる。このように常勤型スクールカウンセラーは常

勤型スクールカウンセラーならではの専門性を活かした支援が可能であった。 

第１章で述べたように，外部性には非常勤であることも必要であると考えられていたが，

常勤型スクールカウンセラーであっても専門性を保つことができるのであれば，専門性と

いう点での外部性の確保ともつながると考えられる。よって学校全体を枠組みとして捉え

ることで常勤型スクールカウンセラーは，学校組織のなかにありつつも学校全体を枠組み

として捉えることで，スクールカウンセラーとしての外部性を保持しているのではないか

と考えられる。 

 

 

第３節 スクールカウンセラーの外部性・内部性の検討 

３－１ 教員との連携における外部性・内部性 

本節では，日常的心理危機に対応するための教員との連携における，スクールカウンセ

ラーの外部性と内部性に関して検討する。 

 第２章において非常勤スクールカウンセラーの教員との連携構築プロセスを検討したと
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ころ，非常勤型スクールカウンセラーは伊藤(2008)や吉田(2008)の指摘のように前提として

職務・専門性・勤務体系などにおいて外部性を持ちながら，雑談の活用などインフォーマ

ルなコミュニケーションによって，心理的な「ウチ」としての内部性を高める努力をして

いた。しかし，内部性を高めすぎては学校の力動に巻き込まれて「異質性」を失い，外部

性を高めすぎては情報を得られないと考えており，どのバランスが学校内でもっとも専門

性を発揮できるかという外部性と内部性の葛藤を抱えていた。つまり，最終的に最も有効

に専門性を発揮することがスクールカウンセラーにとって，外部性を保つことと内部性を

獲得することの，どちらの目的でもあると考えられる。そしてこの葛藤に対してスクール

カウンセラーは，教員共通の職業理解と教員ごとの個人理解を獲得することで，その連携

において専門性を発揮するために有効な外部性と内部性の両立を図り，連携体制を構築し

ていた。スクールカウンセラーは，教員の職業理解と個人理解を深めることで，教員との

見方や考え方のズレを抱え，巻き込まれそうな教員に対しては引き，距離があるため連携

しづらい教員へは距離を縮める働きかけを行うという，戦略的とも言えるコントロールを

行うことができる。教員の職業理解と個人理解を獲得することで，その連携ごとに必要な

外部性と内部性を見立てていると言えるだろう。 

一方，第４章では常勤型スクールカウンセラーの心理危機への対応を事例によって検討

したところ，常勤型スクールカウンセラーは教員に対して勤務体制として高い内部性を持

ち，情報交換を行う時間も豊富であることから一見連携がしやすいものの，「即時性」が教

員の依存性を高め，スクールカウンセラーがすぐに対応することが優先になってしまい，

適切な連携体制が取りにくくなることがあるということがわかった。これは先行研究から

予測されたように，内部性は高いと情報が入ってきやすく，連携しやすかったが，巻き込

まれて客観性を失いやすく，専門性がおびやかされるということが事例にも表れたと言え

る。そしてこの課題に対し，常勤型スクールカウンセラーは，教員のスクールカウンセラ

ーの活動への理解を促進する働きかけを行い，教員との連携体制を枠組みとして構築する

ことで，客観性を維持し，専門性という外部性を保つことが可能となった。鵜養(1995）は

“教職員集団のなかでお互いに十分理解し合い，カウンセリングの意味やカウンセラーの

立場を十分伝えることによって，学校全体としてカウンセリングの独立性，カウンセラー

とクライエントとの関係を守ってくれるようになる”と述べたが，「スクールカウンセリン

グ」の位置づけを見るとスクールカウンセラーが何をすべきかが明らかになり，そのこと

が「スクールカウンセラーの職業アイデンティティ」を明確にすることができる（西山,2008）
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と言われるアメリカとは異なり，日本のスクールカウンセラーの役割はまだ曖昧である。

土居(2010)は教師とスクールカウンセラーの連携を促進する要因としてスクールカウンセ

ラーの「職務内容の明確化」を挙げており，本研究においても第３章において非常勤型ス

クールカウンセラーの役割を伝える共同授業の工夫を提案したが，内部性が高いため連携

自体は構築されやすい常勤型スクールカウンセラーについては，連携を促進するというよ

りも，適切な連携体制の維持のためにスクールカウンセラーの職業理解が必要であると考

えられた。そして，これはアメリカのような明確なスクールカウンセラーと教員の分業化

を目指すものでもなく，教員とスクールカウンセラーの役割に重なり合うところは持った

上で，あくまで連携ごとにこの連携体制の確認を行っていくことが適切な連携体制の維持

のために重要であると考えられる。 

これらから，外部性と内部性はやはり一直線上にあるということではなく，心理的な「ウ

チ」としての内部性はあっても，専門性は保たれるように努力することが可能であり，専

門性を保つことが結果的に外部性につながる，というような両立が可能であると考えられ

た。つまりスクールカウンセラーが「異質性」を保ちつつ，「ウチ」の一員となることが外

部性と内部性の両立である。そしてそのためには，スクールカウンセラーが自身のそのと

きの自分の外部性・内部性を自覚し，その連携毎に自身の外部性・内部性を見立て，更に

はコントロールすることが日常的心理危機への有効な対応に必要であると考えられた。そ

して，スクールカウンセラーが外部性と内部性をコントロールするための方法が，教員の

職業理解の獲得と，教員のスクールカウンセラーの職業理解を促進することであると考え

られた。 

 

 

３－２ 外部性・内部性と生徒への関わり 

次に，スクールカウンセラーの外部性・内部性の生徒への関わりについて検討する。ス

クールカウンセラーの外部性と内部性は，教員に対してだけではなく，生徒への関わりに

も影響している。第４章の常勤型スクールカウンセラーの事例では，常勤型スクールカウ

ンセラーの即時性という特徴が生徒に対して「日常性」としての内部性を高めることから

課題も生まれており，外部性がスクールカウンセラーと生徒の治療的枠組みを保つために

補助的な役割を果たしていることの確認ともなった。そのため，常勤型スクールカウンセ

ラーの場合は生徒と一対一というよりも学校全体を生徒に対しての枠組みとして捉え，ス
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クールカウンセラーが内部性を持ちながらも枠組みを客観的に捉える必要があり， 相談室

利用の敷居をある程度保つための事前のルール確認などの工夫も必要であった。 

第３章の公立中学校では，相談室は一部の生徒にとっては「日常性」があり内部性が高

いものの，多くの生徒にとって自分たちの日常とは離れた「非日常性」としての外部性の

高い場所として捉えられており，このイメージが利用を阻害していた。しかし，共同授業

によって相談室に対するイメージへ働きかけたところ，相談室のイメージがより身近なも

のへと変化し，スクールカウンセラー・相談員への相談欲求が高まった。日常的心理危機

の予防として生徒が相談室を利用しやすいものとするためには，生徒に対しての「日常性」

としての内部性を高める活動をすることも必要であると言えよう。 

これらのことから，生徒に対しての，「非日常性」と「日常性」を外部性と内部性として

把握し，そのコントロールを生徒に対しても行うことが，日常的心理危機の対応と予防に

効果があると考えられる。第４章の常勤型スクールカウンセラーのように内部性が高い場

合には枠組みを強化する働きかけが必要となっていた。その一方で，第３章のように生徒

にとって外部性が高い場合は，教員と連携して生徒への内部性を高める働きかけを行う必

要があった。また，このような対生徒の外部性・内部性のコントロールを行うには教員と

の連携が不可欠であり，学校内で相談室がどのような存在であるべきかを共に検討し，共

有する必要がある。先述したように予防的対応のためには相談室の内部性を高める必要が

あるが，相談室はごく一部の不適応を起こした生徒のための守られた空間であるべきと考

える教員もいる。相談室が持つべき役割についても共通理解を図る必要があるだろう。本

研究の共同授業の実施例では，スクールカウンセラーの活動を理解した教育相談担当の教

員から，生徒の理解を促進するための共同授業が提案された。教員のスクールカウンセラ

ーに対する理解の深まりが，生徒への外部性・内部性のコントロールにつながった例と言

えるだろう。このように連携によって生徒の相談室に対するイメージを把握し，教員とス

クールカウンセラーが共有し，コントロールすることが望ましいと考えられる。 

 

 

第４節 日常的心理危機に対応するための連携とは 

本節では本研究の目的である，スクールカウンセラーが日常的心理危機に対応するため

の教員との連携について検討する。本研究から，日常的心理危機に対応するためのスクー

ルカウンセラーの教員との連携は，基本的に組織の外から関わる古典的なコンサルテーシ
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ョンのみでは成立せず，教師を同僚とみなし，互いの目的や資源を共有しつつ対等な立場

で新しいものを生み出す（瀬戸・下山,2003）というコラボレーションの形をとって行われ

ていると考えられた。しかしその一方でスクールカウンセラーには，学校を客観的に見る

目を維持するべきであるという意識も残っている。 

これは淵上(2005)の図を元に検討すると，コンサルテーションモデルでは協働化の外であ

り，学校組織の境界の位置にあったスクールカウンセラーが，コラボレーションモデルで

は学校組織の境界から協働化の中までという，またがった範囲に位置するということであ

ると考えられる。それによりコミュニケーションが密になる一方，葛藤も生まれる。これ

は，外部的に組織を支える立場として行われるコンサルテーションに対して，コラボレー

ションの場合は，外部性・内部性の両立が求められるということによる葛藤である。 

そしてこのモデルは非常勤型であっても常勤型であっても共通していると考えられる。

教員と立場が違うという意味での外部性を前提として持つ非常勤型スクールカウンセラー

であっても，学校組織の一員として動き，協働に加わることで，心理的な「ウチ」という

内部性を持ち，学校組織に一部取り込まれることとなる。一方，組織の構成としては完全

に学校組織の中に取り込まれているように見える常勤型スクールカウンセラーであっても，

学校組織を枠組みとして捉えるとき，心理の専門性を外部性として確保し，学校組織を客

観的に見ていると言えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ スクールカウンセラーが協働に加わるコラボレーションの枠組み 

 

本研究ではこの葛藤を解消し外部性と内部性を両立させるためには，外部性と内部性に

影響する要素を理解し，戦略的にコントロールすることが必要であると考えられた。スク
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ールカウンセラーは外部性と内部性の境界をただよう存在ではなく，主体的に立ち位置を

選んで戦略的に外部性・内部性をコントロールしていく存在であるべきであると考えられ

る。外部性と内部性はどちらもスクールカウンセラーの専門性と密接に結びついている。

そのため，内部性を高めたらどのような連携となるか，外部性を高めたらどのような連携

となるかを，しっかりとスクールカウンセラー自身が把握し，第３章で検討した共同授業

の取り組みのような具体的な工夫を行っていく必要がある。 

このようなスクールカウンセラーの持つ外部性・内部性の戦略的な利用は，教員も生徒・

保護者に対して既に行なっていると考えられる。名古屋市教育相談研究室(2006)の調査で

「スクールカウンセラーが第三者的な存在であるため，児童生徒・保護者が気兼ねなくカ

ウンセリングを受けることができた」という外部性のメリットがあげられているが，教員

が保護者にスクールカウンセラーを紹介する際には「学校のカウンセラーなので安心して

気軽にどうぞ」という“ウチ”の存在という内部性をアピールする場合と，「週に１回いら

している専門家の先生なので秘密も守られます」という外から派遣されているという外部

性をアピールする場合がある。また，第３章の共同授業の実施も教員からの提案であり，

スクールカウンセラーの職業理解に基づいて生徒に対しての相談室の「日常性」としての

内部性を高める必要性を見出し実行したものであると言えよう。コラボレーションには，

お互いの専門性を理解した上でのこのような戦略的なスクールカウンセラーの外部性・内

部性の利用が望まれる。そしてその背景には相互理解に基づく信頼関係も必要であろう。

佐藤(2006)が述べた“職業・役割という仮面をつけながらも，その内面をどこかでほっと出

せる，ある程度心を許し合える関係で成立できた協働”というような，信頼関係を基盤と

した外部性と内部性を併せ持つコラボレーションを行うことこそが学校外の相談機関では

なく，学校内のスクールカウンセラーであることの意義ともつながると考えられる。 

また，本研究では，この葛藤の低減のための今後の課題も示された。渋沢（2002）は，

ソーシャルワークの観点から多職種による協働では，互いの固有性・独自性を確認して理

解し合う必要性を説いたが，現在スクールカウンセラーと教員の間で課題となっているの

は，この互いの固有性・独自性の理解であると考えられた。元々スクールカウンセラーと

教員には様々な違いがある。例えば“機能上の違い”として“カウンセラーは心身の健康

を保持し自己実現できる状態を達成するという『人格の完成』を目標とするのに対し，教

師は個人の生活に価値を付与し生活適応に寄与するものとして『資質の完成・向上』と目

標とする”（伊藤,2002）と言われている。また鵜飼（2008）は，“教師が，子どもの現実
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に立脚し，目標を立て，それに向かって計画的継続的に，時間的な展望を持ったシステマ

ティックな援助を行うのに対し，臨床心理士は，人の心的内界に注目し，その人が感じる

もの，その人の目に映る世界を大切にしながら，その人が必要とする時間を十分にかけつ

つ，本人の持つ力が発揮できるように援助していくという方法をとる”と，教員と臨床心

理士の援助の違いを説明している。こういった違いはお互いが独立した専門家同士という

スタンスを取るコンサルテーションよりも，同僚的な関わりを基盤とするコラボレーショ

ンを行うときにより表面化すると考えられる。そのためにコラボレーションではスクール

カウンセラーの教員の職業理解，教員のスクールカウンセラーの職業理解が課題となり，

この相互理解を深めることで，コラボレーションはよりスムーズに行われると考えられる。 

 

 

第５節 本研究の意義と今後の課題 

本研究は，スクールカウンセラーが学校の抱える心理危機に対応するために必要な教員

との連携について検討した。非常勤型スクールカウンセラーを対象とするのに加え，日本

ではまだ少ない常勤型スクールカウンセラーの活動も対象とし，対教員と対生徒，非常勤

型と常勤型という複数の視点からスクールカウンセラーの外部性と内部性について検討し

たことは意義があると言えるだろう。しかし，今後にいくつかの検討すべき課題を残して

いるため以下に述べる。 

 

スクールカウンセラーと教員の相互理解の促進 

本研究より，日常的心理危機へ対応するためのコラボレーションに必要なのは，スクー

ルカウンセラーと教員の相互理解であると考えられた。この相互理解を促進するための工

夫を検討し，実行していくことが今後の課題であると考える。スクールカウンセラーの教

員理解の促進に関しては，まずスクールカウンセラーとなる以前の大学や大学院での教育

内での教員の職業理解の獲得が考えられる。現在はほとんどのスクールカウンセラーがス

クールカウンセリングに特化した専門教育を受けてはいない。日本では，スクールカウン

セラーを組み込んだ学校教育プログラム全体の検討が欠けたまま派遣が始まり，カウンセ

ラーが学校に入る前に学校システムを十分理解できておらず，現在もスクールカウンセラ

ーが学校におけるインターン（現場実習）経験やケースカンファレンスやスーパービジョ

ンを通じて，「体験に裏打ちされた臨床の知」（佐治・岡村・保坂,1996）を習得できる養
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成プログラムやカリキュラムの内容はまだ十分整備されていないところが多い（高

岡,1998）。近年臨床心理士養成のための指定大学院制度などが進み，実習カリキュラムが

整備されつつあるが，授業や実習のなかで教員の職業理解をいかに獲得させることができ

るかということについても，今後検討が必要である。また，大学院教育などを終えている

場合であっても，学習指導要領を読む，教育基本法を学ぶなどの工夫によって，教員の職

業理解を深めることが可能であろう。 

また，スクールカウンセラーとなった後の教員の職業理解獲得の促進の場として利用で

きるのが，第２章のインタビューでスクールカウンセラーに支えとして語られた【心理職

同士の支え】を提供するスクールカウンセラーのピアサポート組織であろう。スクールカ

ウンセラーのピアサポート組織については自治体や有志の集まりとして実施されているも

のの，その内容についての研究は未だ少ない。山田・菊島(2007)はスクールカウンセラーに

は多くの専門的なスキルや，新しい知識の習得活動，これに加えて情緒面を含めたソーシ

ャルサポートが必要であるとし，スクールカウンセラーのバックアップ体制の必要性につ

いて述べている。このようなスクールカウンセラーのバックアップの一つとして，ピアサ

ポート組織についても今後検討されることが必要と考えられる。また自治体がスクールカ

ウンセラーを集めて研修を実施していることも多いため，そのなかで教員の職業理解を促

進するプログラムを取り入れていくことも効果的であろう。心理危機の予防と教員の職業

理解の促進は一見つながりがないようではあるが，このような基礎的な活動が，学校全体

が心理危機に対応する力をより高めていくことへとつながると考えられる。 

次に教員のスクールカウンセラー理解の促進であるが，まず夏休みなどの教員の研修の

なかにスクールカウンセラーの役割についての研修を入れるということがある。スクール

カウンセラーは主な勤務場所を相談室とする場合も多く，具体的に勤務日に１日どのよう

に動いているのか，不登校のケースにどのような役割分担を行うのか，実際にケースを持

ってからでなければ知らないという教員も少なくない。困ってから連携というのではなく，

心理危機の予防として，小さな気になったことから共有するには，教員がスクールカウン

セラーとどのように連携していくのかということを理解しておくことは重要である。 

最後に，スクールカウンセラーと教員の相互理解の仲介として，教員のコーディネータ

ーとしての役割の検討が望まれる。スクールカウンセラーが学校に食い込むにはキーパー

ソンが重要であるといわれるが，全教員にスクールカウンセラーの役割を理解してもらう

のは難しいと考えると，教員の中によく理解している教員を増やしておき，仲介をしても
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らうというこのキーパーソン活用が一つの方法である。ではどのような人物がキーパーソ

ンとなり得るかと考えると，まずは心理的援助やスクールカウンセラーの役割に明るい教

員が考えられる。教員でありつつ心理学的支援の専門的力量を高めてきた教員は現場に多

く存在する。長坂(1998)はそのような教員の立場から，スクールカウンセラーと学校との橋

渡しを望む声もあるが，長年孤軍奮闘してきたのはそのような「便利屋」になるためでは

ない，としつつ，スクールカウンセラーに「教師カウンセラー」の力量向上のためにスー

パービジョンを行うという協働のあり方を提案した。特に教育相談担当教員は基本的にス

クールカウンセラーの活動も理解している教員であるということが望ましいが，現在の段

階では，「どのようなシステムが運用されているか」ではなく，「誰がコーディネートして

いるか」に依存している（西山・淵上,2009）と言われており，たまたま知識や力のある教

員に当たればうまくいくが，そうでなければ成り立たないというような状況にある。しか

も，多くの学校で教育相談担当者は，時間の限られたなかで，自分の校務の合間をぬって

教育相談活動を行なっていると感じており，そのために，継続的・体系的な教育相談活動

の遂行が難しく，転勤や校務分掌の交代といった移動に対しても，受身で対応するしかな

い状況にある（西山・淵上,2009）。教育相談担当者がコーディネーターとしてスクールカ

ウンセラーの活動と外部性・内部性を理解し，戦略的にコントロールする司令塔として活

動できるような仕組みを構築していく必要がある。 

 

常勤型スクールカウンセラーについての更なる検討 

本研究の常勤型スクールカウンセラーの検討は事例によるものであるため，常勤型のス

クールカウンセラーがどのように教員との連携を行っているか，第２章で検討した非常勤

型スクールカウンセラーの連携プロセスと比較を行うことも必要だと考えられる。また学

校のシステムによる違いも大きいことが考えられるため，今後私立高校の常勤型スクール

カウンセラーについての調査などを行い，常勤型スクールカウンセラーの活動モデルにつ

いて更に検討されるべきであろう。 

また本研究において，同じ常勤型であっても第３章の常勤型相談員と第４章の常勤型ス

クールカウンセラーでは生徒に対しての外部性・内部性のあらわれ方に違いがあったこと

が，常勤型スクールカウンセラーの大きな課題を示しているとも考えられる。第３章の事

例ではスクールカウンセラーが常勤型であることで内部性が高まり，それによる有効性と

課題が見られている一方で，第３章の共同授業前のアンケートでは常勤型相談員と非常勤
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型スクールカウンセラーへの生徒の相談欲求に大きな違いは見られず，多くの生徒に外部

性が高いイメージで捉えられていた。この違いの理由として，まず当然ではあるが第４章

は心理危機を生じた限定的な生徒への対応に関するものであり，第３章は全体的な生徒に

対しての認知度や相談欲求に関するものであったいうことが考えられる。特に第４章はサ

ポート校の事例であるため，そもそも心理危機を生じやすいと考えられる生徒が集まって

おり，その分スクールカウンセラーや相談室にこれまで接してきた経験も多い。つまり，

関わりはじめてからは常勤型であることによる有効性と課題が見られるが，直接関わるま

では生徒にとっては大きな違いがないとも考えられる。 

しかし異なる見方をすると，第３章の常勤型相談員も第４章の常勤型スクールカウンセ

ラーも，一部の生徒にとっては非常に内部性が高く，その一方でそれが他の生徒にとって

の外部性を高めている状態である可能性がある。中学生にとって仲間集団は重要な意味を

持っている（石田・小島,2009）。そして中学生の仲間集団の特徴として，同じ興味関心で

結ばれる仲良しグループであり，互いの類似性を言葉で確かめ合い，仲間の間で通用する

言葉を作り，通用しない者を疎外するといった点が指摘されている（黒沢ら,2003）。相談

室が一部の生徒にとって内部性が高くなると，その一部の生徒と仲間集団を形成していな

い生徒にとっては，相談室は排除すべき場所になり得る可能性があり，これはすでに生徒

の力動に巻き込まれている状態であるとも考えられる。このような常勤型スクールカウン

セラーと生徒の力動の関係性についても今後検証が必要であろう。 



概念名 定義 発言例 

情報交換 教員と SC で生徒に

関する情報を交換す

る 

面接でお話しされたことですとか、保護者や子どもの

気持ちはこういう気持ちで、こういうことが必要なん

ですよ、というような必要なことをお伝えしたり（A） 

先生からその生徒についての情報をですね、集めさせ

ていただきます。教室でどういう感じの生徒か、あの、

あるいは学力含めて、どんな感じで学校生活を送って

いる生徒であるかということ。あと家族関係…家庭の

ことですね、どんなご家庭か。（B） 

先生を通して申し込みが入ることも最初は結構多い

ので、その段階では情報交換をして、で、保護者から

先に入ってしまった場合は、保護者の方に了解を得る

まではちょっと伺うことも難しいので、面接が終わっ

てから情報交換をしている感じです。（H） 

見立ての伝

達 

SC の見立てを教員

に伝える 

最近の様子を聞いて、その様子から見立てを言って、

大事なのはこういうことなんじゃないですかね、みた

いな（D） 

面談の流れから伺える生徒の見立てみたいなところ、

保護者が学校に希望しているようなこと、についてお

話をする（E） 

見立てと言うか理解と言うか…こういう子なんじゃ

ないかとか、こういう気持ちなんじゃないかというこ

とをまずはお伝えするっていうことを意識している

（J） 

教員との意

見・理解の相

違 

教員と SC の意見・

理解の違い 

私は個別対応の話をメインにしなければいけないの

ですが、クラス全体であったり、学年全体であったり

っていうスタンスで先生が話をされていると、なかな

かすりあわせが難しくなる（E） 

特に不登校の生徒に対して、生徒指導的に理解する先

生というのは、なまけだとか、がんばってないとか、

遊んでばっかりみたいな感じで、そういう風にとらえ

てしまうので、カウンセラーとして話を聞くと、よく

よく聞くと、本人たちには家族的な背景があったりと

か、色々な被害体験があったりとか、その子なりにち

ょっとずつがんばっているところがあったりするの

ですが、そこを…まっこうから受け入れて下さらない

みたいな（H） 

付録１ 



私はこう思うっていうのをなんとなく持ってるんで

すが，でも先生はこう思うっていうのがあって…（K） 

時間の不足 コミュニケーション

を取る時間の不足 

なんていうのかな、いい機能をするために、カウンセ

ラーの勤務というのは、機能するためには、すごく時

間が足りないと思っています。(B) 

勤務時間が終了するまでは、先生方とコミュニケーシ

ョンをとる時間というのは物理的にないわけです。先

生方が自分で工夫をして、時間を捻出しない限りは物

理的にないわけですよね。（C） 

勤務時間を守ろうと思ったら，ほんとに全然足りない

ですね。先生たちが忙しすぎて。（中略）つかまえる

タイミングが難しいです。（G） 

即時性のな

さ 

そのときにすぐ関わ

れないということ 

一週間たってるうちに何か出来事があって、その対応

がすんでしまっていると、お役にたてなかったって思

うことも結構ある/一週間の間に起こっていると、何

も知らないで終わっていたということが多くて、一緒

に見守るっていう時間が持てないのかなと思いまし

た（A） 

やっぱりすぐ助けてほしいときにいないっていうの

はとてももったいないっていうか…（B） 

一週間後に言ってみたら状況が全然変わっていると

いうことが往々にしてある（E） 

週に１度なので、関われない部分も多いですし、タイ

ミングを逃したかなぁとか、思うこともありますしね

（G） 

伝え方の工

夫 

意見を伝えるときの

工夫 

先生がピンとくるようなその…具体的な話だったり

とか，あと他の先生との間でこういうことがあったん

ですよ，っていう事例に落として話すことは多いと思

いますね。こういうことが役に立った，とか…。（D） 

その生徒さんの私から見ていいところとか、今後こう

いう風になっていくともっといいですよね、みたいな

ちょっとこう･･･ポジティブな未来みたいなことをお

話するようにして、工夫をしています。(H) 

その先生の考え方とか，言葉とか，先生が使う用語と

かをまず聞きながら，先生が好きそうなっていうか，

わかりそうな言葉っていうのを探して，表現するよう

にはしているので，専門用語を使わないってことなの



かもしれないですけど，その先生との間で作り出して

いくというか（J） 

他の教員へ

のアプロー

チ 

他の教員へも関わっ

ていく 

他の先生の見方から，ああこういうこともあったから

先生がこうおっしゃってたんだということがわかっ

てくるので，一人の生徒を理解するには，担任の先生

とだけのお話じゃつかめないんだなと（B） 

その先生とは違う管理職の先生とお話しすることで

同じような思いを管理職の先生も持っておられたり

とか…すると、そうですよね、まぁどうしていきまし

ょうかね、みたいな感じで気持ちの共有とか（H） 

雑談の活用 教師と SC という役

割を離れたコミュニ

ケーション 

コンサルテーションしがてら雑談していってくれた

りもして，そうするとその先生の考え方もよくわかる

し，表面的な…っていうと言葉は悪いですけど，ケー

スのコンサルテーション，っていうことだけしている

より，先生のその子への想いとかが伝わってきたりし

て，うまく動けるような感じがします。（G） 

給食は先生方で、担任を持ってない先生が食べる部屋

で食べることが多いので、そのときとかはちょっとこ

う…季節の話題だったり、行事のこととか、雑談…で

すね（J） 

役割意識 異なる専門性を持っ

た者同士という意識 

先生はあくまで教育のプロなので、私は心理のプロの

立場として（B） 

向こうは教育のプロで私は心理のプロ（I） 

教員優先 教師の意見が優先で

あるという意識 

先生方のお考えをできるだけ尊重していく（A） 

やっぱり私は担任の先生の御意向を尊重したいと思

っているので（B） 

最終的には児童生徒に対する責任を持っているのは

先生なので、最終的には私がひくことになります。（C） 

先生のやり方とかクラス運営の仕方があるから、それ

にあわせた形でやっていこうという方向にどうして

もなる（E） 

やっぱり決定下すの先生だから（K） 

最終的に先生がこうしたいとかこうしたいとかこう

するってなると、その通りするよね、私は。（F） 

距離感の確

保 

教師との距離感を保

っていたいという意

識 

ある程度距離があるっていうのもかえって大事な事

なのかなっていうことも感じて（B） 

先生の人柄とかにひきずられてちゃって、その先生の



人柄が特定の生徒に及ぼすマイナス面とかが出てき

たりするときに、困ることがあります（E） 

外から来た人間であるっていうことをどこかで、それ

をいい意味でポジティブに抱えているということは、

僕はカウンセラーの仕事としては必要な事だと思う

（I） 

親和欲求 教師との距離感を近

づけたいという意識 

SC という存在が、相談する、されるっていうだけの

関係ではなくて、そういった普通の雑談もする人間で

ある、ということ…カウンセリングというと…結構先

生方、特異的なもの、という感覚でいらっしゃること

が多いので、そういったものだけではないんだ、とい

うことを知ってもらえたらな、と。同じ人間なんだ、

みたいな…（A） 

もっと先生たちと話して、いて当たり前になったら、

もっと連携して色んな生徒に関われるのにと思うこ

ともある（G） 

人として、カウンセラーとしてではなく、人として親

近感を持って、その後の色々な仕事をしていくとき

に、いい影響としてあるかな（H） 

普通の人間関係。職業的にっていうだけじゃなくて、

普通に人と人としてつながってるというか、そういう

とこの安心感（K） 

教師の職業

理解 

教員という職業に共

通した考え方の理解 

先生ならではの考え方ってやっぱりあるんだなって

感じます（G） 

先生方の考え方ってああ、こうなんだっていうのは勉

強になる/教育というところで一貫した見方っていう

のは、すごくあると思うんですよね（D） 

教師の個人

理解 

教員の個人としての

考え方の理解 

先生個人の考え方がだいぶ大きいのかなと思います

（A） 

ケースで関わっている先生とであっても、ケース以外

の面ではこういうところもあるんだとか、ああこの先

生こういうご家庭なんだとか、色んなことってすごく

大事なんだと思う（B） 

先生の捉え方っていうのは常識的だし、それぞれの人

の信念に基づいた見方だと思う（D） 

子どもとか、人間観、児童観とか、生徒観っていうの

は、性善説性悪説じゃないけど、ちょっと個人の温度



差っていうか、そういうところになるのかなと思う

（F） 

ズレを抱え

る 

教員とのズレをある

ものとして持ち続け

る 

そのギャップを解消させると言うことを目的にする

のではなくて、まあそのギャップはあるよね、という

ことを自分のなかで抱えたまま/自分としては，いや

ぁどうだろう，っていう，心理の専門家から見てこの

先生のやり方はちょっとどうかなぁっていうズレと

か違和感とかいうものはあるんだけど，それは…それ

を先生とのコミュニケーションで表に出すっていう

ことはいったんおいておいて，自分の中でそれはひか

えておくっていうことですね。（I） 

同じ見方をして同じどうするっていうのもおかしな

話だし、立場の違う人間がいる意味がないと思うの

で、ズレはズレで大事にして、でもやっぱり決定下す

の先生だから、なんかちょっと違うかなと思っても、

先生なりに試行錯誤すればいいとも思うんですね。

（K） 

援助を立て

直す 

援助の方法・計画を

再検討する 

先生の文脈にのっていくっていうところかな。先生の

話す目的だったり、考え方のところにうまく入り込ん

でいくっていうような…（D） 

まあこのやり方だとこういうことが出てきますよっ

ていうことを少しずつ小出しにして、方向性を少し…

修正できるときは修正する（E） 

先生がこうしたいならその方向で臨床心理の立場か

らは何ができるかということをもう一度組み立てな

おしてやっていく（F） 

見立ての共

有 

教員と SC で見立て

を共有する 

こういうふうにじゃあやっていきましょうかという

ことで，二人の間での見立てをするんです（C） 

今は様子を見ようとか，こういう風に関わろうとか，

親を呼ぼうとか，他機関につなげようとか，一応何ら

かの形で行動の指針は出て終わります（J） 

二人三脚 教員と SC が役割分

担しながら一緒に援

助していく 

先生と二人三脚というか，先生は教育，私は心理の面

から，違ったアプローチというか，（中略）重層的に

というか，そういう支援ができるんじゃないかな（B） 

先生は教育的な，指導的な役割で，引っ張って行って

くれる人で，私は現状をそのまま受けとめて，そこか

らどうなっていきたいかという本人の希望を聞いて，



一緒に考えていくという感じで，伴走する感じです

ね。（G） 

目的の共有 教員と SC が共通の

目的を持っていると

いう思い 

その生徒が教室に戻れたりとか、よりよい生活に、っ

ていう点では同じ思いを抱いている（A） 

その子を成長させていく、その子の成長に帰すという

面では、学校の先生方とまったく同じ目的を持ってい

る（C） 

最終的な目的のところはまあズレないので、なんとか

良くしようっておところだけはズレないので（D） 

教育の目標とね、私たちの心理の目標は同じなんだ

よ、発達心理の目標。子どもが健全に成長してもらい

たいっていうことで協力してやるわけだから（F） 

子どもたちが学校生活を楽しく過ごせるように、有意

義な時間を過ごせるように、学びの場としても、生活

の場としても、過ごしやすく努力をしていく、という

そういう仕事の点では、非常に重なり合う部分が多い

のかな（H） 

心理職同士

の支え 

SC 同士や心理職同

士での悩みの共有や

アドバイス 

他の SC の方と話す機会があると，まあ内容はずいぶ

ん違うんですけど，抱えている思いで同じところがあ

るので，そういったところで支えられたりとか（A） 

カウンセラーの先輩はすごく支えになってはいます

ね。その地域で長くやっている人もそうだし，他の地

域でも，長くやってる方に色々話を聞いてもらったり

するのは，すごく支えになってますね…。（J） 

大学院の時の友達とかに愚痴をこぼしたりとか、同じ

市内の SC で、なんか違和感を共有して、よかった自

分だけじゃなかったんだとか、これは自分が向いてな

いとかじゃなくて、誰もが通る道なのかなと思えたり

（K） 

プラスのフ

ィードバッ

ク 

教員・保護者・生徒

からの感謝や評価 

単純に来てもらえて助かると言ってもらえたりとか、

（中略）その時はやっぱりやりがいを感じるし、ジレ

ンマがあったけど、結果的にはよかったからよかった

な、みたいな感じ（A） 

やっぱり生徒や保護者から、あるいは先生から、やっ

ぱりこう…よかったって、ありがとうって言ってもら

えることが一番の支えですね。（B） 

一番大きいのはやっぱり、こちらの仕事を評価しても



 

らうときでしょうね。特に、すぐ効果の出る仕事では

ないので、そのなかでも、まあいてもらってよかった

というようなことを言われた、いてもらったおかげで

外部につながるっていうことがスムーズにいきまし

たよ、というような話をされたりと、仕事の評価って

いうのはすごく励みになりますね（E） 
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