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教育相談を生かした子どもへの支援の在り方

長期研修員 幸 所 こずえ

Kousho Kozue

要 旨

来所してくる児童生徒とのカウンセリングや遊戯療法の実践を通して、不安や葛藤を抱

える子どもの心の理解や自立に向けての支援の在り方について研究した。それを踏まえて、

個を取り巻く集団を対象にした、心理的・社会的な成長を援助する教育相談活動について

考察した。

キーワード： カウンセリング、遊戯療法、開発的教育相談、構成的グループ・エンカウ

ンター、ソーシャルスキル・トレーニング

１ はじめに

近年、子どもを取り巻く社会環境は大きく変化し、学校生活においても子どもの意識や行動は複雑

で多様化してきている。とりわけ不登校やいじめは全国的に問題になっており、筆者の勤務校におい

ても不登校傾向の児童やいじめ等の状況が、少なからず見受けられる。また最近では感情表現がうま

くできない児童、人や物に当たる等の衝動的な言動が見られる児童が増えており、どのように対処し

ていけばよいのか苦慮するところであった。

これらの行動の背景や要因は様々であるが、共通して考えられるのは子どもが心の中に何らかの不

安や葛藤を抱えていることである。そこで来所する子どもとのカウンセリングや遊戯療法の実践を通

して、子どもの心をより深く理解し、心の成長を支援する方途を研究したい。

２ 研究目的

カウンセリングや遊戯療法の基礎理論を学び、その技法を習得し、子どもの自立を支援する学校教

育相談の在り方を探る。

３ 研究方法

(1) 先行文献による教育相談にかかわる基礎理論の研究

(2) カウンセリングや遊戯療法の実践とその分析及び考察

(3) 学校教育相談における開発的教育相談の研究

４ 研究内容

(1) カウンセリングと遊戯療法の基礎理論

ア カウンセリングについて

Ｃ．ロジャーズは「一人の人間として生きる来談者の主体性を徹底的に尊重し、彼と共感し交流

し合う治療者とのかかわりを重視し、来談者の自己実現と成長への傾向を最大限にならしめること

をめざす」 という来談者中心療法を提唱した。その中で、カウンセラーの基本的三条件を「純粋(1)

性（自己一致)」「無条件の肯定的配慮」「共感的理解」としている。「純粋性」とはクライエン
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トに向かっていて自分に起きている感情を意識し、そのような状態にいる自分を否定せず、受け入

れることである。「無条件の肯定的配慮」とはクライエントの全ての側面をそのクライエントの一

部として温かく受容することである。「共感的理解」とはクライエントの私的な世界をあたかも自

分自身のものであるかのように感じとり、自分の理解したことを自分の言葉でクライエントに伝え

ていくことである。カウンセリングの目的は問題の除去ではなく、個々人が自分の力で社会の中で

生きていくことを援助することである。カウンセリングを続ける中で、クライエントはゆっくりで

はあっても必ず変容してくる。その変容をありのまま受け止め、変化の過程に付き添っていくこと

でクライエントは自分の価値を見いだし、安心して自己を語り、自分を客観的に眺めて自己理解を

すすめ、成長していくのである。

相手を受け入れるという受容や相手の立場にたって考えようとする共感は、カウンセリング場面

だけでなく学校においても信頼関係を構築するために有効である。教員自身が誠実で受容的・共感

的な態度をもつことで子どもは安心して自分自身でいられるのだと考える。

イ 遊戯療法(プレイ・セラピィ）について

遊戯療法とは遊び（プレイ）を媒介とする、子どもを対象とした心理療法である。Ｖ.Ｍ.アクス

ライン は 遊びは子どもにとって自己表現の自然な媒体である」として、Ｃ.ロジャーズの来談(2) 「

者中心療法の原理を子どもに適用して非指示的遊戯療法を確立させた。アクスライン は「遊ぶこ(2)

とによって自分の気持を表面化してあけすけにし、その気持に直面して、それを統御したり、それ

を捨てたりすることを学習する」そして「自分のうちにある、自らの権利でほんとうの自分になろ

うとする力を実現し、自分で考え、自分で決定を下し、もっと心理的な成長を遂げ、そうすること

によって個性を実現しはじめる」としている。つまり遊戯療法によって、子どもはためらわず自分

を表現し、セラピストとの人間関係を通して、心理面での育ち直しをするものと思われる。

遊戯療法は子どもへの治療的なかかわりであるが、遊戯療法における非指示的なかかわり方や本

音を出せるような環境づくりは、教員としても子どもへの理解を深め、自立を促すために有効であ

ると考える。

(2) 遊戯療法の実践とその分析及び考察

ア 遊戯療法の一事例

Ａ子、中学３年生（14歳）。５年生のときから不登校になる。人との接触がもちにくく勉強が遅

れているという相談内容で来所している。父、母、姉、本人の４人家族で、父は身体的理由で在宅

し、母は勤めに出ている。父親の記述では、母は帰りが遅く父との接触が少なく、育児にもあまり

かかわらないということである。平成16年10月からプレイルームでの出会いが始まり、平成17年４

月からは筆者が引き継いでいる。筆者とは17回の遊戯療法を経て継続中。

【気遣いの時期】１回～３回

Ａ子は地味な感じのジャンパーやＴシャツ、ズボンを着用し、下向き加減で歩き、自信なさげ

な感じを受ける。プレイルームの中ではほとんど話すことはなく、首を横に振ったり、うなずい

たり、横にかしげたりして意志を表す。遊び道具を選んでは、筆者に渡し一緒に遊ぶように手で

促す。迷うことなく様々なゲームや遊びを選び、筆者にも勧めるが気を遣う様子も見られた。Ａ

子は同じ服を着たがるという話を父親面接者から聞く。

【感情表出の時期】 ４回～６回

４回目の来所で箱庭を置いた。始めに左側の箱庭 を置き、次に右側の箱庭 を（図１） （図２）

置く。どちらの箱にもフィギアを置いた数は少なく、砂の部分が広いため寂しい感じがする。左

側の箱庭には学校、公園、駅、道路など、Ａ子が利用する身近なものが置かれているが人物が不

在である。それは今のＡ子にとって他人との関係が希薄であることを表しているように思わ
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れる。右側の箱庭には病院の前に妊婦さんや赤ちゃんを抱いた母親、けがをした子どもを置いて

いる。ここでは母親への寂しい思いや幼児期の経験を思い起こしているように感じた。

図１ 図２

６回目の来所の時、ミニチュアの学校を使い、教室の中に先生と生徒がいるというセッティン

グで、創造的な遊びをした。教室に怪獣がやって来て、暴れてめちゃくちゃに壊していくという

展開で、何かを打ち壊したい欲求があるように感じた。筆者が人形を見て「これ何だろう」と独

り言を言ったとき、「ネコ」や「ドラゴン」という言葉を初めて声に出した。かすれた高い小さ

な声だった。そのときのＡ子は興奮気味で、わずかに笑い声を出していた。このころから歩くと

きの姿勢が上向きになっているように感じた。

【自己開示の兆候期】７回～17回

その後の面接では、自分の世界に閉じこもったようなときもあったが、家から携帯電話を持って

きて、自分の飼っている犬を画面に映して見せたり、自分のゲームを持ってきて見せたりする。自

分の世界を開示しているような印象を受けた。12回目ではオレンジ色の服を着用してきたので明る

い印象を受けた。同じ服を着たがるというＡ子の以前までの執着を考えると、その後も来所するた

びに上着の色や柄が変わっていることは、気分を変えたい、新たな自分を見せたいという気持ちの

表れではないかと感じられた。

14回目ではホワイトボードに絵を描く。「それは何？」と聞くと「ネズミ」と答えた。さらに

アニメの題名や主題歌も書く。携帯電話の画面に「ＣＤ持ってくるの？」と文字を打って筆者に

見せたことでＡ子が筆者とつながりをもちたいという気持ちが表れているように感じた。15回目

の来所ではすぐにＣＤをカセットデッキに入れて曲をかけ、全曲歌詞カードを指さして筆者に曲

名を教えた。自分の心を開き、まるで筆者と時間を共有しようとしているかのように感じた。

17回目は初めて母親と来所した。少しほほを紅潮させ得意げな表情に見えた。母親との来所が

Ａ子の心に安心感を与え、自分の存在を価値あるものと感じているのではないかと思った。

イ 担当事例についての分析と考察

Ａ子は気遣いが多く、人と衝突することを避けるような生き方をしているように思われる。筆者

に対しても上述のとおり、初期のころは気遣いが多かった。また箱庭からも内的世界の固さやエネ

ルギーの乏しさ、自我の未熟さなどが感じられる。気候が変わり、暑くなってもジャンパーを脱が

ないことや地味な服を好み、同じ服を着たがることは、Ａ子が自分の世界を守ろうとする気持ちを

表しているのかもしれない。６回目では、ミニチュアの教室や怪獣を使って自分の内面を表現して

いたように感じる。その感情の表出の過程で「ネコ」「ドラゴン」などの言葉を発することができ

たのではないかと思う。その後の面接では、言葉を発したことに対する戸惑いや迷いが見られ、筆

者にはＡ子が自分の世界に閉じこもったような印象を受けたのだと思う。

言葉を通して人とかかわることが難しいＡ子にとって、今は人とつながるための方法を一生懸命

に模索している段階であるように思う。自分の家で飼っている犬の写真を見せたり、好きなＣＤを
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持ってきたりしたことは、試行錯誤の中でＡ子なりに筆者とのかかわりの方法を見つけたことのよ

うに感じられる。この後の面接で、自分の好きな絵を描いたり、人形を使ったりした創造的な遊び

を展開することが多くなってきたことからも、ゆっくりではあるが自分を表現し始めているように

感じている。また親子並行面接を続ける中で、Ａ子の周囲の変化も感じられ、Ａ子が自由な表現を

取り戻す過程が進んでいるように感じられる。今後もＡ子の表現の変容をじっくり待ち、ありのま

まを受け止め、自分の力で本当の自分になるような成長の過程に付き添っていこうと思う。

(3) 学校教育相談における開発的教育相談の在り方について

悩みをもった児童生徒に丁寧にかかわっていくために、カウンセリングや遊戯療法の理論や技法

を学校現場においても大いに取り入れたいと考える。しかし、現実的に教員が時間と場所の枠をも

って面接を繰り返すことは難しい。このような状況にあっては、教員がカウンセリング・マインド

をもって教育に臨むことが必要である。すなわち教員が純粋性をもち、児童生徒に受容的、共感的

にかかわることで、信頼関係を築くことができるのである。

また一方で、筆者は集団に対して教育相談的なアプローチを進めていかなければならないと考え

る。なぜなら学校においては子ども集団そのものが教育的機能をもつからである。子どもは友達の

考え方、受け止め方、見方にふれながら自分を見つめることもあり、新しい感情を体験したり、新

しい考え方や行動を学習していくこともある。また、人間関係でつまずきそうな場面で友達に支え

られたり、心の傷が癒されたり、乗り越えようという意欲をもつことも少なくない。したがって集

団に対して心理的・社会的な発達を目指す教育活動を積極的に進めていくことが、今の子どもへの

大きな援助になるのではないかと考えるのである。

そこで、心理的・社会的教育活動を進めるための方途を学校教育相談の中で考えてみたい。学校

教育相談は学校教育の生徒指導の中に位置付けられ、すべての教員によって進められる活動である。

学校教育の中で、すべての子どもを対象に心理的・社会的な発達を目指す教育活動を進めていこう

と考えたとき、学校教育相談における開発的教育相談は最も適した教育活動であると考える。

栗原 学校教育相談におけるカウンセリング活動を子どものニーズに応じて開発的カウンセ(4)は、

リング活動（開発的教育相談）、予防的カウンセリング活動、治療的カウンセリング活動の領域に

分けて明確化した。開発的教育相談による働きかけは、集団を対象にして展開される活動であり、

子どもの心理的・社会的な発達を目指す教育活動である。以下で開発的教育相談の具体的な展開に

ついて考察する。

ア 開発的教育相談によるアプローチ

開発的教育相談によるアプローチにはいくつかの方法があるが、筆者はサイコ・エデュケーショ

ンを取り上げてみたい。サイコ・エデュケーションとはカウンセリングをより教育的な方法で行お

うとする理論と技法のことである。ここでは、小学校で取り組むことを想定して、その中の２つの

技法を取り上げる。一つは構成的グループ・エンカウンターで、もう一つはソーシャルスキル・ト

レーニングである。

今の小学生は、集団の中で人間関係をつくることが困難になっているように思われる。幼い頃か

ら人間関係における体験や社会的な体験が不足しがちで、ソーシャルスキルが身に付いていないの

ではないかということ、自己肯定感が低く、自分を大切にしていないのではないかということをそ

の要因として考えている。具体的にはソーシャルスキルの不足から些細なトラブルを引き起こすこ

とになったり、あるがままの自分を受け入れられずにいることが他者に対する衝動的・攻撃的・非

主張的な態度となっていると考えるのである。

そこで構成的グループ・エンカウンターによって自己理解や他者理解を深めて心のふれあいのあ

る人間関係を体験し、子どもの自己肯定感を高めていけるようにしていきたい。また良好な人間関
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係をつくるための自己表現の方法の一つとして、ソーシャルスキル・トレーニングで集団生活の知

識や技能を身に付けさせたい。以下でその内容についてまとめてみた。

(ｱ) 構成的グループ・エンカウンター

構成的グループ・エンカウンターとは、國分 らによって提唱されたカウンセリング技法を取り(5)

入れた活動で、集団学習体験を通して児童生徒の行動の変容と人間的な自己成長をねらい、児童生

徒の人間関係づくりや適応を支援し、自己発見や成長を促す手法である。構成的グループ・エンカ

ウンターの二本の柱はエクササイズとシェアリングであり、エクササイズの具体的なねらいは自己

理解・他者理解・自己受容・自己主張・信頼体験・感受性の促進である。また、エクササイズは心

理的発達を促す体験学習で授業の中では展開部分にあたり、シェアリングは分かち合いや振り返り

のことで、エクササイズを振り返ることによってそこでの気付きや感情を明確化し、共有すること

でねらいを定着させる働きをもっている。

(ｲ) ソーシャルスキル・トレーニング

はソーシャルスキル・ソーシャルスキルとは、人間関係に関する技能のことである。小林（６）

「子どもの学校生活トレーニングの手法を学校教育に応用していく必要性を主張し、その目的を

での適応を支えるとともに、将来、社会に出たときを見通して、対人関係上の問題を抱えないた

め」であるとしている。

ソーシャルスキルには大きく分けて「基本的かかわりスキル」「仲間関係・共感的スキル」「主

張行動スキル」「問題解決技法」の４種類がある。「基本的かかわりスキル」には「あいさつをす

る」「自己紹介」「上手な聴き方」「質問する」などのコミュニケーションの基本的なスキルがあ

り、「仲間関係・共感的スキル」には「仲間の誘い方」「仲間の入り方」「あたたかい言葉かけ」

「気持ちをわかって働きかける」などで仲間が互いに支え合う関係をつくるスキルがある。「主張

行動スキル」には「やさしい頼み方」「上手な断り方」「自分を大切にする」などで衝動的に動か

ず、先を見通しながら目標を達成できるためのスキルである。「問題解決技法」としては「トラブ

ルの解決策を考える」などで、人間関係でのトラブルを建設的に解決するスキルがある。

イ 開発的教育相談の指導プラン

筆者は構成的グループ・エンカウンターのエクササイズとソーシャルスキル・トレーニングを併

用した開発的教育相談の第三学年指導プランを作成した。構成的グループ・エンカウンターについ

ては、一学期は主に新しい人間関係づくりに重点を置き、二学期は自分を見つめ、自分を好きにな

る、また友達を見つめ、友達のよいところに気づくようなエクササイズを取り入れた。三学期はま

とめの時期として一年を振り返り、かかわり合いの中で成長してきた自己を肯定し、自尊感情を高

め、友だちの個性を認め合うようなエクササイズを取り入れた。ソーシャルスキル・トレーニング

については、まずは「基本的なかかわりスキル」から始めて、繰り返すことによって定着を図るよ

うにし、徐々に「仲間関係・共感的スキル」「主張行動スキル」へと難易度を高めながら進めてい

くようにする。どちらのエクササイズも学級集団の成熟度の段階や集団の特性と年間行事の中の位

置付けを考慮に入れ、最も効果的なエクササイズを選択していくことが必要であると考える。

５ 研究の成果と課題

これまで筆者は自分の物差しをもって子どもを見ることによって多くの子どものサインを見落とし

てきたように思う。遊戯療法やカウンセリングの実践の中で、ありのままの子どもを受け入れ、尊敬

し信頼することが人の心の成長にとっていかに大切なことかを学んだ。また、個人はなんらかの形で

集団とつながっていることを考えると、子どもを一人の人間として尊敬し信頼することは、集団の教

育力をも高めることになることを切実に感じるようになった。
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さらに、学校において、集団を対象とした心理的・社会的な発達を支援する働きかけが必要である

と考えた。それは集団の教育的機能を高めることで、個を大切にする支援ができると考えるからであ

る。この考えを基に学校教育相談における開発的教育相談の具体的な取組としてサイコ・エデュケー

ションを考察し、学校において実践する指導プランを作成した。この指導プランは構成的グループ・

エンカウンターとソーシャルスキル・トレーニングを併用したものであるが、現代の子どもの発達段

階や集団の成熟段階に応じて実践と改良を重ね、学校現場において積極的に取り入れていきたいと考

える。

サイコ・エデュケーションは他にも、アサーション（人も自分も大切にする自己主張）やフォーカ

シング（自分との対話）、子ども同士で助け合うピア・サポートなど様々な心理技法がある。今後も

子どもの自己発見や心理的な成長を促し、人間関係づくりや適応を支援するための様々な方途を研究

・実践していきたい。

６ おわりに

カウンセリングや遊戯療法を実践するに当たって、その理論やその他多くの心理学的技法について

研究することができた。これは筆者自身の人間関係や自分という人間の在り方を考えさせられる機会

になった。特にＣ．ロジャーズのカウンセラーに必要な基本的態度の一つである、純粋性（自己一

致）については渡辺 の「あるがままの自分を受け入れ、自分を自分以上にも自分以下にも見せない(3)

姿勢をもつことである」とした解釈が心に残った。カウンセリング・マインドはすべての教員に求め

られる資質であるが、子どものすべての側面を受容し、共感的理解をしていくために、私たち教員は

まず自分自身を受け入れ、自己肯定感をもつ必要があると感じている。

なお、事例の記述に当たっては秘密保持の立場から、事例の本質を損なわない限りにおいて事実に

手を加え、本児名をアルファベットで表記した。

参考・引用文献

(1) 児童臨床心理学事典 内山喜久雄監修 岩崎学術出版社 1974

(2) 遊戯療法 Ｖ.Ｍ.アクスライン著 小林治夫訳 岩崎学術出版社 1972

(3) カウンセリング心理学 渡辺三枝子 ナカニシヤ出版 2002

(4) 新しい学校教育相談 栗原慎二 ほんの森出版 2002

(5) エンカウンターで学級が変わる 國分康孝監修 岡田 弘編 図書文化 1996

(6) 子どもの社会性を育てるソーシャル・スキル教育

（「月刊学校教育相談」10月号）小林正幸 ほんの森出版 2003

(7) 小林正幸 相川充 図書文化 1999ソーシャルスキル教育で子どもが変わる


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06

