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研究成果の概要（和文）：　スクールカウンセラーが学校全体に支援サービスを提供するためには、個人面接だ
けでなく、教師とのコンサルテーションや心理教育など、多様な活動が必要になる。個人面接に慣れた心理臨床
家であっても、学校という場で多職種で連携して支援を行うことや、予防成長促進的な支援が求められることに
戸惑う場合も少なくない。そこで本研究では、学校独自の要素である学級のアセスメント方法や、生態学的な視
点に基づくコミュニティアプローチを学ぶワークブックの作成など、スクールカウンセラーの実践力向上に資す
る知見を、国際比較等を基に検討した。

研究成果の概要（英文）：　School counselors are expected to perform many different activities. These
 include not only individual counseling but also consultations for teachers and classroom-based 
mental health education programs for supporting the whole school. Even skillful counseling 
practitioners might be confused about how to accomplish prevention and promotion in school settings 
by collaborating with multidisciplinary staff. In this research, the tools and strategies that are 
particularly necessary for school counselors to improve prevention and promotion in the whole 
school, including classroom assessment methods and workbooks used by school counselors for community
 approaches, were developed through international comparison and other methods.

研究分野： 学校臨床心理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 非常勤心理職を特徴とする日本型のスク
ールカウンセラー（以下 SC）は、見立てや
教師コンサルテーションに強い一方で、学級
アセスメントや心理教育など、学校現場特有
の教育職的なアプローチに弱いことが指摘
されてきた。特に初心の SC には戸惑いの声
も多かった。 
他方、筆者は、支援ニーズの高い生徒を学

校生活から切り離して支援するのではなく、
学校コミュニティ全体を支援の対象として
多様な支援ニーズに応える全校型の支援を
志向し、国際比較や学校に適したアセスメン
トツールの開発（伊藤・松井，2001；伊藤，
2009）や、予防的支援のための心理教育ツー
ルの開発などを行ってきた。 
そこで、本研究では、そうした全校型の支

援を促進するツールの普及版と訓練プログ
ラムを考案することで、SC の実践力育成に
つなげることを考えた。 
 
２．研究の目的 
 具体的には下記を行うこととした。 
＜研究１＞全校型モデルによる SC のワーク
ブック作成 これまでのテキスト出版や日
韓 SC のトレーニングニーズ調査、米国・香
港･フィリピン等の研究者との協議等から全
校型モデルの理解と自校への応用が学習で
きるワークブック作成を行う。 
＜研究２＞ 普及版の心理教育およびアセ
スメントツールの作成 
 SC の Focus グループの意見や実践研究を
基に、授業案の作成やリハーサルなど、より
実践的基礎的内容を既存ツールに盛り込ん
だ普及版の心理教育ツールおよびアセスメ
ントツールを作成し、公募 SC による試用ま
でを行う。 
＜研究３＞普及版の新版学級風土アセスメ
ントツールの作成 
 現有の分析ソフトを、平成 25 年度収集の
200 余学級 7000 人余データによる再全国調
査を基にリニューアルする。次に同年度の延
べ 200 学級超のフィードバック事例を基に、
事例の整理と類型化を行い、初心 SC にコン
サルテーションをガイドするワークシート
等を開発する。 
＜研究４＞トレーニング・プログラムの構築 
 上記研究１～３を併せて、全校支援の理論
と実践ツールの活用を最小の時間で学ぶ総
合トレーニング・プログラムを作成し、初心
および経験者 SC の各 Focus グループでの試
行等を通じて改善する。 
 
３．研究の方法 
＜研究１＞全校型モデルによる SC のワーク
ブック作成では、次のことを行った。①25 年
度に実施した SC のトレーニング・ニーズ調
査（有効回答 246 部：SC 活動・職務ストレス・
燃え尽きに関する計 80 項目）の分析から、
SC 養成と学習に関する課題を抽出し、ワーク

ブックやトレーニング・プログラムに必要な
事柄について考察した。②加えて、経験のあ
る SC のグループや、教師、大学院生から、
SC についての学習ニーズおよび、学び方につ
いての意見を収集した。③それらを踏まえて
現役 SC を対象とした研修会（計 7 回）を通
じて、教材を作成し、学会発表等を通して検
討・改善を重ねた。④これらを踏まえて、ワ
ークブックを作成した。 
＜研究２＞ 普及版の心理教育およびアセ
スメントツールの作成では、中学校にて 8回
のシリーズとして心理教育を実施し、その過
程で準備や実施に必要な事柄をまとめると
同時に、他の研究者と共同で、SC（学校臨床
心理士）の心理教育における役割等を検討し
た。さらに、マルチアセスメントツールにつ
いて、日本版の妥当性検討について英語論文
にまとめ、さらに同ツールの新版を翻訳し高
等学校計 7校で実施した。 
＜研究３＞普及版の新版学級風土アセスメ
ントツールの作成では、平成 25 年度収集の
7000 余人のデータの分析を重ね、新版の尺度
を完成し、のべ約 200 学級に実施して、コン
サルテーションでの有効性や、コンサルテー
ションシートの改善を行った。 
＜研究４＞トレーニング・プログラムの構築
では、①計 7 回の役 SC の研修会において、
学習ニーズ、プログラムや教材の検討を行っ
た。②米国の SC 養成大学の SC プログラムへ
の参加と、同大学と本学との共同授業を通し
て、米国型の SC 養成プログラムを実践的に
学ぶと共に、共同授業でのプログラム開発を
通して、米国側研究者や参加学生からの意見
を含めて、プログラム（特に多文化スキル）
について検討した。③研究１から研究３の成
果および上記①②を合わせて、学習に必要な
要素を、米国 SC 活動モデル（ASCA モデル）
を踏まえて多次元に整理し、既存の日本のテ
キストと比較検討すると共に、その内容を研
究１で作成したワークブックに反映させた。 
 
４．研究成果 
＜研究１＞全校型モデルによる SC のワーク
ブック作成では、下記の成果が得られた。 
①SC のトレーニング・ニーズ調査から、校

内での支援チームの形成や教職員との情報
交換が可能なこと、SC から積極的に教職員に
意見を伝えられることや、支援体制づくりや
心理教育に関与できることが、校内での活用
に繋がっていること、また、カウンセリング
やコンサルテーションといった SC 活動の基
本となることがらで躓いている SC もおり、
それらの基本技能に加えて、SC の役割や意見
を教職員に説明できることや、日常の授業や
1 年を通じての指導を通して生徒を支援した
いと考えている教師のニーズに応えて教師
と協働できる力が、SC の燃え尽きを防ぎ、校
内での活動を支えることが明らかになった。 
 ②経験のある SC や初心の大学院生等から
の意見からは、個人カウンセリングなど 1対



1 の介入から視野を広げて、学校全体が持つ
支援の機能や、学校だからこそできる支援に
ついての知識経験について、十分に認識する
ことが SC 活動には必要とされる一方で、そ
れらについて具体的なイメージを持ちなが
ら理解することに難しさがあることが明ら
かになった。また、初学者にとっては、SC 活
動についての疑問が、待遇から制度、歴史、
実際の動きなど、幅広く多岐にわたり、SC 活
動の理解の基本として、多様な観点から知識
を得ることが必要であることが明らかにな
った。また、それらの多岐にわたる疑問を整
理する枠組みとして、米国 SC 協会の SC 活動
についてのモデル（ASCA モデル）の枠組みが
有効である可能性が示唆された。 
 ③これらを踏まえて、現役 SC の研修会を
通して教材開発等を行った。学校全体が持つ
支援の機能や学校だからこそできる支援に
ついては、具体的な事例にそって、暗黙の前
提としていわばそこに埋め込まれている学
校が持つ機能等について、あえて探しだし意
識化するワークが有効であり、学校全体でさ
まざまな要素が結びつき連動していること
など生態学的な見方については、理論面だけ
でなく、図による理解や、自験例に照らして、
そうした見方の有効性に気付くワーク等が
有効であることが明らかになった。 
 ④以上のまとめとして、蓄積したワークを
A4版約65ページのワークブックにまとめた。 
＜研究２＞ 普及版の心理教育およびアセ
スメントツールの作成では、公立中学校で 8
回シリーズの心理教育を行った。学校・学
年・学級・個人という多層なニーズをアセス
メントした上で、行事等の 1年間の学校生活
の流れから生じるその時々のトピックやニ
ーズ、学校や学年の教育目標を踏まえて、そ
れらに安全に応える学習内容の検討が必要
であること、そうした学習内容に応じ、かつ、
発達段階や当該生徒集団の理解力や興味に
応じた学習教材を選定することや、単発の授
業で終わらせず、その後の学級経営に学習内
容を引き継いで発展できる工夫が必要であ
った。多忙な教職員の負担を軽減するために
も、最小限の打ち合わせでこれらの条件を満
たすには、SC側が、的確なアセスメントを行
えることや、1 年間の行事等で生じやすいト
ラブルと対処への知識を持つなど、SC 側の準
備状況が重要であること、授業をセグメント
化して、ある程度授業のパターンを固定する
ことで、授業もしやすく、教材づくりも容易
になることが明らかになった。さらに、他の
実践者と共同しての検討でも、校種や実施者
（SC 単独・教師単独・SC と教師の共同授業）
など多様な展開があり得ることと、いずれに
おいても、上記のようなアセスメントとニー
ズに応じた教材の検討やシリーズ化が有効
であることが明らかになった。 
 さらに、マルチアセスメントツールについ
ては、日本版の妥当性検討が英文学術誌に掲
載された。また、高校で実施した新版につい

ても、個々人のニーズだけでなく、学年や学
校全体としての支援ニーズの検討が可能で
あること、特に、不足の点だけでなく、生徒
および生徒集団の「強み」ついてもアセスメ
ントできることで、学校・学年の長所やそれ
を発展させるための指導についてもフィー
ドバックできる点が、学校で活用するツール
として、有益な点として指摘されえた。 
＜研究３＞普及版の新版学級風土アセスメ
ントツールの作成では、平成 25 年収集のデ
ータをマルチレベル分析の枠組みで分析し、
完成した新版質問紙について学会誌に投稿
し掲載された。新版においては、これまでと
同様の 8下位尺度に加えて、それらをさらに
分割して、学級全体としての情緒的特徴と行
動面での特徴などをより具体的に明らかに
できるような尺度構成とした。これにより、
学級のより具体的な像を短時間で明確に伝
えることができ、コンサルテーションに必須
の、学級のイメージの共有が、コンサルタン
トとコンサルティの間でより容易に行える
ようになった。また、これらの結果について、
シンプルな工程で結果を算出できる分析プ
ログラムを完成した。さらに、学級の強みと
課題、および、その背景にある学級経営の具
体的な工夫を明確化できるコンサルテーシ
ョンシートを作成した。 
＜研究４＞トレーニング・プログラムの構築
では、これら研究１から研究３までの成果に
加えて、米国の SC 養成大学との共同授業を
含む学術交流により、当初想定していなかっ
た多文化理解スキルを含む、養成プログラム
の骨子を明確にできた。特に、多文化理解ス
キルについては、従来から指摘されてきた学
校と心理臨床の違いについても、文化理解の
枠組みで考えることにより、両者の違いを対
立的なものとしてではなく、相互理解のスキ
ルも含めて学習できること、現在の多様な生
徒を有する学校現場においては特別支援や
海外にルーツを持つ子どもの支援も含めて、
多文化理解スキルが有効であること、また、
そうした視点を身に着けるためには、理論面
だけでなく、実際に異なる文化に身をおいて
実感的に学習できるエマージョン学習が、SC
養成においても効果的であることが得られ
た。 
 今後は、これら一連の成果を踏まえて、体
験的な学習と、理論面、また、自らの疑問を
整理し深めながら、有効なスキルを身に着け
られる自習教材やテキストなどが必要と考
えられる。特に、研究１・４の成果からは、
SC 養成に歴史のある米国 SC 協会の活動モデ
ル（ASCA モデル）が、その内容そのものとい
うよりも、日本での学習者の疑問を整理し、
より実践的な学習を体系的に学ぶための枠
組みとして有効であることが得られた。こう
した枠組みを用いた、学習要素のさらなる整
理や教材開発、また、チーム学校の方向性を
踏まえ、コンサルテーションとその基礎とな
る実践力の基盤を養成すると同時に、個々の



コンサルテーションを丁寧に行いながら、学
校内での教職員との協働を深め、校内の支援
体制を実質的に充実させていく SC 活動につ
いて、さらなる具体的な知見の整理と養成プ
ログラムの検討が必要と考えられた。 
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