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　2014年度の「教育臨床研修講座」について報告を行う。受講者へのアンケート結果の分析，各ク
ラス担当者による報告から構成される。
〔キーワード〕現職教員研修　　教育臨床　　アンケート調査
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青木　真理*ａ，中野　明德*ｂ，生島　　浩*ｃ

鈴木　庸裕*ｃ，内山登紀夫*ｃ

１．はじめに
　「教育臨床研修講座」は，総合教育研究センターで
月１回開催される，現職教員や心理・福祉に関わる専
門家を主な対象とする研修講座である。
　これまでの沿革を述べると，福島大学総合教育研究
センターの前身である教育学部附属教育実践総合セン
ターにおいて1997年に「教育相談研修講座」が，1999
年度に「学校教育研修講座」が始まった。これらを一
本化し，2001年度から「教育実践研修講座」が開催さ
れるようになった。2005年の改組で全学センターと
なった総合教育研究センターにおいても，センターの
事業として引き継がれ，2010年から名称を「教育臨床
研修講座」とかえた。これまでの研修講座について，
毎年報告を行ってきた（青木ら，1998，1999，2000，
2001，2002，2003，2004，2005，2007，2008a，
2008b，2010，2011，2012，2013a，2014b，2015）。
本稿では2014年度の教育臨床研修講座について，受講
者アンケートの分析，各クラスの講師によるふりかえ
りに基づいて報告する。

２．2014年度教育臨床研修講座の構成な
　ど
　以下の５クラスが開講された。
Ａクラス（昼間）　青木真理　現在かかわっている学

校とその周辺における事例についてグループスー
パービジョンを行う。

Ｂクラス（昼間）　中野明德　学校生活に適応困難な
事例に対して，臨床心理，教育的な視点から総合的
に理解し，その解決策を検討する。

Ｄクラス（夜間）　生島浩　不登校・いじめ・非行・
障害などのある子どもとリスクを抱えた家族に関す
るマネジメントと援助の実践技法を学ぶ。

Ｅクラス（夜間）　鈴木庸裕　困難を抱える子どもや
家族への個別援助と学校支援－教育・福祉・心理職
のためのスクールソーシャルワーカー養成講座－

Ｇクラス（夜間）　内山登紀夫　広汎性発達障害を中
心に，事例の評価や支援方法についての議論・検討

を行う。

　例年通り，2014年１月から募集が開始され３月末日
で募集を締め切った。
　開催時期は2014年５月から2015年２月までで８月を
除き毎月１回，第三水曜に行われた。
　昼間クラスは15時から17時まで，夜間クラスは18時
から20時まで行った。全部で９回，18時間である。受
講料は，年間15,000円（18時間分）である。
　年間６回以上出席した受講者に「研修修了証書」を
授与した。

３．本講座受講者
　受講者数はのべ74名で，うち２名は２クラスを受講
したので，受講者実数は72名である。各クラスの受講
者数は，Ａクラス６名，Ｂクラス７名，Ｄクラス23名，
Ｅクラス22名，Ｇクラス16名である。受講者の所属，
職分別の人数について，表１に示す。
　年度ごとの受講者数（のべ数）の推移を図１に掲げ
る。前年2013年度70名から微増した。震災直後の2011
年度の53名がこれまでの最少で，そこから年ごとに
徐々に増加してきている。しかし震災前に100名前後
であった水準にはまだ届いていない。
　表１には，受講者（実数）を性別，事業所別，職分
別に示した。
　性別では，男性は16名で22.2％で，前年度の18.6%
より少し占める割合が増えた。
　事業所種では，保育園を含む学校が73.6％を占めた。
2013年度は65.8％，2012年度は76.0％（ただし2013年
度，2012年度には保育園は含めていない）だったので，
学校関係が占める割合が2013年度に減ったのが2012年
度なみに戻った。学校のなかでは小学校，高校，中学
校，特別支援学校，保育園，幼稚園（保育と幼稚園は
同数）の順になる。中学校は徐々に減少し，高校は増
加する傾向にある。
　職分も前年に引き続き多様化している。前年，養護
教諭が４％と激減したが，本年度は11％に増加した。
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前年の激減を，震災後の学校現場で養護教諭が必要と
される場面が増え，研修に参加しにくくなったのでは
ないかと分析した（青木ら　2013）が，本年度はその
点がいくぶん解消されたといえるかもしれない。
　例年通りＧクラスにおいてとくに参加者の職分の多
様性が大きく，発達障害に関わり，関心をもつ人が，
様々な領域で増えているということを示した。

４．研修内容
　各クラスの内容は後述する。
　第１回は昼間クラス，夜間クラスそれぞれで全体オ
リエンテーションの後，各クラスでオリエンテーショ
ンを行った。
　第２回以降は，各クラスで独立して企画運営を行っ
た。
　最終回（第９回）には研修講座についてのアンケー
ト調査を行った。

５．「教育臨床事例研究」第14号の刊行
　2014年12月には，2013年度の研修講座の報告集とし
て「教育臨床事例研究」第14号が刊行された。

６．アンケート調査
１）調査の方法，回答者の属性，内容
　２月の研修講座で受講者にアンケート記入を求め，
即日回収した。回答者は23名で，回答者が受講者（の
べ74名）に占める割合は31.1％であった。
　図２に回答者の地域，図３に回答者の所属機関を示
す。
　アンケートの内容は，①受講クラスでの研修は役に
立ったか，②本研修講座に参加してよかったか，③「教
育臨床事例研究」についての意見，④次年度研修の希
望，⑤受講者の実践の現場の状況とそれについての意
見，震災後の変化と課題について，⑥その他の意見か
ら成る。

表１　受講者（実数）の属性別人数
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図１　受講者数推移
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２）アンケートの結果と考察
①　受講クラスでの研修について
　回答者全員の23名が「役に立った」と答えた。

②　本講座に参加してよかったか
　23名中４名が未回答で，回答のあった19名全員がよ
かったと答えた。
　①の理由とクラスへの要望，②の理由については，
各クラスのふりかえりで詳述する。
　①と②の結果からは，本講座が例年同様，高い評価
を受けたと言えるだろう。

③　「教育臨床事例研究」14号についての意見
　自由記述で求めた意見を以下に掲示する。
・中野先生の「心的外傷後の成長」は読みごたえがあっ

た。
・執筆者の実践は興味深く，自分の実践に生かすこと

ができる。
・他の講座の内容を知ることができてよかった。
・困難を抱える事例について多様な視点による考察を

読むことができて参考になった。

④　次年度の研修講座に継続参加を希望するかどうか
　継続希望者は12名（52.2％）で，前年の21名（67.7％），
前々年の77.7％を下回った。
　理由は

　・学び続けたい
　・自信を強められる
　・スキルアップしたい
　などであった。
　「わからない」と答えた回答者は６名（26.1％）で，
理由は次年度の勤務校や体制が不確定なためというも
のであった。

⑤　震災以降の状況を含む実践の現場の現況について
　文意をかえない程度に加工したものを示す。震災後
３年11カ月時点での現状の記録として掲載する。
小学校　
・特別支援を要する児童が増えている。学校に特別支

援教育に詳しい教諭がいるといないとでは指導効果
に大きな差がある。コーディネーターとしての力量
も問われ，私たち教員はもっと学ばないといけない
と思う。（いわき）

・SC，医療との連携についてはまだまだ課題が多い
ので，それぞれの力を最大に活かす連携の仕方を考
えていかなえればならないと思う。震災後，室内に
いることが多かったせいか，子どもの体力不足を感
じる。親の教育力が以前より低下している。（いわき）

・家庭的な諸事情を抱えている子どもが年々増えてい
るように感じる。ごはんを十分食べていない児童も
いる。震災後避難してきてまだなじめていない児童
もいる。（県北）

・震災避難の児童・家庭を多く受け入れている自治体
と異なり少数避難の自治体では必ずしも受け入れ方
がうまくいっていない。（県北）

・校内で事例検討を行う時間がなく，校内体制をとと
のえて支援することが難しく，教員それぞれが一人
で頑張っている。避難児童の不登校を本校の課題と
している。（県北）

高校
・震災時の精神的不安は少しずつおさまっているよう

に見えているが，一方で「震災前の状況に戻りたい」
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図２　回答者の地域

図３　回答者の所属
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図４　次年度の講座受講希望について
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という気持ちゆえの不安が増しているように思われ
る。（県北）

・震災後数年で荒れる生徒が増えると予想されている
ことが心配である。（県北）

・教員と十分話すことなく学校をやめていく生徒が増
えているように感じる。教員と話をする以前に自分
で（親も本人に同意して）決めてしまう例が増えて
きた。（県北）

特別支援学校
・就学指導を担当しているが，震災後避難して相談や

療育にうまくつながらなくて早期の教育相談，発達
相談からもれてしまった子どもがいる。（県北）

７．クラス別のふりかえり
１）Ａクラス
　Aクラス，現在関わりのあるケースの報告を求め，
相互に話し合いながら，グループスーパービジョンを
行った。本年度の参加者は６名と，前年の３名から増
えた。職分は小学校教諭２名（うち１名は特別支援学
級担任），中学校教諭１名，スクールカウンセラー３
名であった。
　各回の内容と報告者は以下の通り。

第１回（５月）　オリエンテーション　ケースレポー
トの作り方／今年度検討したい事例について

第２回（６月）　 発達障害の診断のある別室登校生徒
への支援の事例　中学校スクールカウンセラー

第３回（７月）　虐待が疑われる母親と祖母への支援
　小学校特別支援学級担任

第４回（９月）　登校渋り，母子分離不安，場面緘黙
の双子への支援について　小学校スクールカウンセ
ラー　Ｂクラスと合同

第５回（10月）　障がい理解の授業の提案　小学校学
級担任

第６回（11月）　講義「スクールカウンセラーの効果
的な活用について」　青木真理

第７回（12月）　暴力事件に巻き込まれた生徒への支
援　中学校学級担任

第８回（１月）　教室に入れず学習室で過ごす１年男
子の事例　中学校スクールカウンセラー

第９回（２月）　wisc ⅳについての講習（院生：佐藤
優花による資料提供）

　第１回では講座のすすめ方を講師が説明し，各回の
事例提供者を決定した。事例報告においては，報告者
と支援対象者のあいだの対話の逐語を盛り込むように
求めた。これは例年通り，この逐語により報告者の言
葉かけの癖を知り，言葉のあいだからうかがえる支援
対象者の像から性格，課題を理解するためである。
　第２，３，４，７，８回は事例研究を行った。第５回は

小学校学級担任が自身が受け持つ学級で行った「障が
い理解の授業」を紹介し，それについての議論を行っ
た。この受講者は2012年度に前任校で同じテーマの授
業を行っている。その当時は特別支援学級担任という
立場で，通常学級の児童に授業を行ったが，今回は自
分のクラスの児童への授業である。第６回は講師によ
る講義「スクールカウンセラーの効果的な活用につい
て」，第９回は受講者からの要望に応じてwisc ⅳにつ
いての講習を，世話係の院生からの資料提供により，
行った。
　事例を通して議論の話題となった点をあげると，ス
クールカウンセラーの組織的活用，別室登校のルール
作り，学校と医療の連携などである。

（青木真理）

２）Ｂクラス報告
　Ｂクラスは次のような事例研究を中心にして研修を
行った。
５月　オリエンテーション，ケースレポートの作り方，

ケースレポートをつくる意味
６月　「情緒不安定になりやすいＡ子に対する関わり

方について」（高校事例）
７月　「学校・家庭との連携により，長期不登校から

脱し始めたＡ男の事例」（小学校事例）
９月　Ａクラスと合同「登校しぶり，母子分離不安，

場面緘黙の双子への支援について」（小学校事例）
10月　「精神的に不安定なＡ男に関わる事例」（中学校

事例）
11月　「担任の年度途中の変更をきっかけとして不登

校になったＨ男の事例」（小学校事例）
12月　講義「土居健郎の臨床論―人間理解の方法と『甘

え』理論」
１月　「兄弟が不登校傾向のため，今後登校渋りが懸

念されるＡ子の事例」（小学校事例）
２月　「保健室登校のＡ子」（小学校事例）
　Ｂクラスの研修者は今年度７名で，教員４名，専門
相談員３名であった。事例の校種別内訳は，小学校５
例，中学校１例，高校１例であり，相談内容をみると，
不登校・登校しぶり５例，情緒不安定２例であった。
受講者はほぼ全員希望通り事例を提出でき，相互の討
論が活発で内容が濃いものとなった。また，福島大学
総合教育研究センター研究協力員である福島県教育セ
ンターの小松はる佳氏にも参加していただき，討論を
深めた。講義は近年多くなってきた屈折した甘えをど
う見るのか，どう扱うのかについて取り上げた。
　アンケートからは，「一番大変なときにケースを理
解でき，不満の残るケースを理解できアドバイスを頂
けたために心の整理がつきました」「常に自分の視点，
行動が正しいとは限らない。多くの方々のご意見をい
ただき学びたいです」「多くの事例について視点と方
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策の整理がついた」「講義が非常に興味深く，精神分
析について学んでみたいと感じています」「事例研究
をしていただいたことで，どのような対応が可能だっ
たのかを具体的に考えることができた」という意見が
あった。
　以上のように，事例研究が重要であるという認識が
定着したといえるであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中野明德）

３）Ｄクラス
　受講者は定員に近い24名となり，それに学校福祉臨
床領域の教員院生が「学校カウンセリング基礎実習」，
臨床心理領域の院生が「臨床心理基礎実習」の授業と
して加わることは前年と同様であり，報告はもとより
司会と記録を担当した。
　本コースは，事例検討により不登校，非行などの問
題行動や精神障害，発達障害のある児童生徒やその家
族に加えて，東日本大震災・原発事故の避難者，犯罪
被害者に対する援助など多様な臨床実践について学ぶ
ことを目的としており，その概要は以下のとおりであ
る。事例報告者には資料の用意を求めたが，必要な修
正を施し，配付資料を回収するなどプライバシーの保
護には最大限の配慮を行った。
　クラス全体の事例検討のテーマなどは，次のとおり
であるが，６月は本大学院修了生で非常勤講師を務め
る岡田乃利子先生から総合病院における臨床心理士の
活動実践について事例提供いただき，学校臨床との連
携を中心に検討した。また，講師が近年傾注してい
る，知的障害のある犯罪者への刑事司法－福祉連携プ
ロジェクトの実践例を共同研究者である修士２年生の
児玉彩院生より報告した。

2013年６月18日：太田西ノ内病院　岡田乃利子　臨床
心理士　「身体症状から登校できない中学生男子の
事例」

７月16日： 福島家庭裁判所調査官「家裁調査官の仕事，
ロールプレイによる調査面接の実際」

９月17日：小学校教員「障害のある児童の就学指導に
おける保護者との関わりについて」  

10月15日：高等学校教員「自傷行為のある３年生女子
生徒の保護者との関わりについて」

11月19日：小学校養護教諭「原発事故の避難により保
健室登校となった姉妹について」

12月17日：中学校養護教諭「普通学級に在籍する発達
障害のある３年生男子との関わり」

2015年１月21日：福祉相談支援専門員「摂食障害のあ
る女性への福祉支援について～関係機関との連携の
あり方と支援～」

２月18日：本学大学院学校臨床心理専攻２年生　児玉
彩「知的障害のある犯罪者に対する地域生活支援の

事例」

　本クラスは，参加者が，保育士，小・中・高校の教
員（養護及び実習教諭を含む），さらには，スクール
カウンセラー，少年警察補導員，家庭裁判所調査官，
被害者支援センター支援員，福祉相談支援専門員など
幅広い実践領域・職域にわたっており，検討事例も問
題行動はもとより，障害・疾患を抱える家族への支援
など多種多様である。共通しているのは，前述のとお
り，諸事情を抱え，養育環境に欠ける子どもと家族へ
の支援ニーズに焦点が当たった事例が，各領域の専門
職から提示されている点である。
　今年度は，特に被災児童・生徒に関わる報告がなさ
れた。仮設住宅に住む家族だが，父親は放射能検査に
関わる仕事，母親は専業主婦だが不登校経験者であ
る。中学生の長男は震災前から不登校，震災後も保健
室登校，小学生姉妹は共に不登校，妹には学習障害も
認められる。東日本大震災・原発事故後４年目を迎え，
親子双方に震災前から問題・疾病を抱えているハイリ
スクな子どもと家族への支援が喫緊の課題となってい
る。事態が深刻化・先鋭化，そして，顕在化しており，
そのアプローチには多職種・多機関連携が不可欠であ
ることは自明であって，様々な領域の専門家が集う本
講座の「出番」といえるであろう。
　本クラスの〈趣旨〉は，受講者の所属先とは異なる
校種・専門領域，多様な現場での事例に触れ，様々な
観点・見立て，そして，介入技法の基本を学べること
である。修了後のアンケートで，「学校現場では事例
検討を行う時間がない」という回答をいただいた。講
師としても，疾病・障害の影響や心理的要因などミク
ロな観点，子どもを取り巻く社会的要因などマクロな
観点を自在に行き来する「システムズ・アプローチ」
の立場からの事例理解と具体的な介入の方法の提示に
努めてきた。また，今年度も「実践現場での震災後の
変化や課題」を尋ねたが，「避難してきた子どもでな
じめないのか，表情の暗い児童がいます」，という児
童生徒に関する記述に加え，支援する教員に関して「震
災前に戻れないという不安が増している」「避難児童
への偏見か，職員室で耳を疑う言動がみられた」とい
う回答もあった。支援者に対するものも含めて，心理
社会的支援の必要性を示すものといえるであろう。
　大震災の被害に加え，放射能汚染から生じる生活不
安，あるいは，子どもの不登校，父親のアルコールや
ギャンブル依存など深刻な家族問題などメンタルヘル
スに関する支援ニーズが，前述のように４年を経て急
増している。本研修講座の内山・生島講師が運営に参
画している「福島大学　子どものメンタルヘルス支援
事業推進室」が主催する，「開設記念　講演・研修会：
福島の子どものメンタルヘルス支援の課題と展望」が，
2015年１月10日，11日，郡山市で開催された。東日本



2016－ 158 福島大学総合教育研究センター紀要第20号

大震災・原発問題に関わる支援者への継続的な学びの
機会を設ける努力を今後とも続けていきたい。
　
追記）「あいまいな喪失理論」で著名なミネソタ大学
名誉教授のポーリン・ボス博士によるスカイプを活用
した事例検討会と講義，グループワークによる研修会
を，前年に引き続き，2014年11月22日㈯９時～16時に，

「行方不明者の家族，故郷に戻れない家族への支援」
をテーマに講師の生島研究室が共催し，本講座受講者
が多数参加した。

（生島　浩）

４）Ｅクラス
　Ｅクラスは，教師や福祉職，心理職のためのソーシャ
ルワークやその人材育成を目的として開催してきた。
市町村教育委員会の現任スクールソーシャルワーカー
の他，幼稚園，小・中・高・特別支援学校の諸校種，
そして校長・管理職，教諭，養護教諭，支援員，特別
支援教育コーディネーター，スクールカウンセラー，
教育相談員など，その多様な構成員の有り様を活かし
て，毎回の講座運営をおこなってきた。
　本年２月に，川崎の中学生殺人事件でもスクール
ソーシャルワーカーの存在がクローズアップされた。
内容は「学校と家庭をつなぐ」という取り組みがなかっ
たという報道である。スクールカウンセラーや生徒指
導・教育相談の担当教員も同様であった。活用しなかっ
たのか，されなかったのか。させなかったのかは不明
であるが，いずれにしても「スクールソーシャルワー
カー」の価値は，周囲のソーシャルワークをめぐる知
識や理解によって大きく影響を受ける。
　いじめ─自殺，虐待死，発達障害をめぐる障害受容，
学校と家庭のトラブル，学校事故など，マスコミに大
きく取り上げられごとに，近視眼的に何らかの「専門
性」が求められる。これは近年の構図である。スクー
ルソーシャルワークは，子どもの生活の根本的な問題
に目を向け，もっと長期的なスパンで，子どものしあ
わせを実現する「学校づくり」や「地域づくり」にコ
ミットし，計画や提案，実践ができる営みである。
　本クラスの受講者からの振り返りでは，各自の教育
実践や学校マネジメントのためのスキルアップという
点がみられる。その一方で，担任や担当という個人の
持つスキルや知識と，問題解決のために周囲の関係者
を巻き込んで作り上げていくシステムのあり方などに
ついても深めていく課題となる。
　本年度の主な事例報告のテーマは以下の通りであっ
た。
　・高校通信制における家族支援
　・多問題家族への小中連携のコーディネート
　・経済的困窮で不登校にある生徒への対応
　・ゲーム依存の子どもへの支援

　・養護教諭による校内支援チームづくり
　・就労支援と地域の関係機関との連携
　・幼稚園と小学校の引き継ぎのあり方
　・衛生面や健康面での課題を持つ児童への地域支援
　・個別支援計画の作成と個別支援，など。
　スクールソーシャルワークとは福祉職の専門性であ
ることのみならず，教育職，心理職など，誰もが習得
すべき目的や知識，技術を含む。個別事例に対応する
能力と共に，周囲といかに適切にチームを創り出すの
か。「専門性」とは，自己の中に諸能力を蓄積するこ
とではなく，周囲の関係者の専門性や能力を理解し，
うまくそれらを活用できる力を持つことでもある。さ
らにプロフェッショナルとは，周囲やクライエントか
ら信頼が得られている立場をさす。

（鈴木庸裕）

５）Ｇクラス
　Ｇクラスでは，全10回，事例検討を行った。一部講
義を行った。参加者は，教員やSC，支援員などの教
育関係者が多い。県北からの参加者が多いが，遠くい
わき，相双地区からの参加者もいた。複数回繰り返し
て受講されている方も多かった。
　事例検討においては，発達障害のケースがほとんど
であったが，発達障害にPTSDを合併していると思わ
れる事例もあり，震災の影響が続いていることが実感
された。アンケートの中では，事例検討で自己の事例
のみでなく，他の多数の事例を聞けたことが良かった
という意見も多かった。また，事例検討の方法につい
て発達障害の特性に配慮した事例報告が多くみられた
ことが今年度の収穫であった。つまり，単にSC場面
での記録に終止するのではなく，認知テストの結果や
家族や教師からなどの間接情報を組み入れた事例報告
をする参加者が増えた。
　懸念としては，事例によっては同じ地域からの参加
者間では，どの事例か実質的には分かっていることが
あり，匿名性をどのように維持するかについて，都市
部よりもさらなる配慮が必要と思われた。
　次年度の要望として，講師やゲストスピーカーによ
る講義を増やしてほしいとの声が例年あり，今後の検
討材料と考えられた。
　自閉症スペクトラムや注意欠如多動性障害などの診
断名はほとんどの参加者が理解しているが，認知特性
を考慮した支援はあまり実施されていないのが現状で
あり，教師やSCなどの教育カリキュラムの再検討も
必要であることが示唆された。
　今後も，支援の幅を広げることや関係機関の情報共
有の場として，問題解決力のある人材の育成に努めて
いきたい。

（内山登紀夫）
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８．まとめ
　2014年度の教育臨床研修講座の活動をまとめて報告
した。
　受講者は74名と，2013年度の70名から少し増加した。
アンケートは回答者が少なかったがその回答はおおむ
ね，本年度の研修講座を高く評価するものだった。
　震災後の状況については，ほとんどが中通りの受講
者による回答なので，避難児童生徒の受け入れのあり
かた，避難児童生徒らの不適応に言及されるものが多
かった。
　教職員を中心としつつ他職種の集まる研修講座とし
て，その時々の臨床課題の抽出とその対応について具
体的に考え合う活動を今後も深めていきたいと考えて
いる。
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