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3 年目の学生相談室長として 

 

学生相談室長（一般科目）堤 康嘉 

 

はじめに 

 学生相談室長として 3年目となり、本校における様々な問題などは分かってきたが個々

の学生のニーズに合わせて、どのように取り組んでいけば最善なのかは模索中ではある

が、模索しながらも悩んだ学生達に対して、適切な声かけなどは研修などを受講するなか

で理解はしてきているが、学生達を的確に見る目をさらに磨きをかけていかなければなら

ない。 

その中でも、教務主事室・学生主事室・寮務主事室と連携をとりながら、また、学級担

任を中心とする関係教職員や専門のカウンセラーを交えて支援を行い、この三年間を通し

て様々な課題も見つかり、それらの課題を少しでも解消できるように来年度も取り組んで

いきたい。そして、学生相談室のスタッフをはじめ、全教職員の支えによって、この一年

間も乗り越えることが出来たことを心より感謝いたします。 

 

１．第 14回全国国立高等専門学校学生支援担当教職員研修 

  日時：平成 29年 10月 10日（月）・11日（火） 

  場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

[第一日目] 開会式後 

 

①講演  

「青年期の心の危機にどう向き合うか」 

講師 加古川市教育委員会青少年育成課  

教育相談センター学校支援カウンセラー  阪中 順子 先生 

 

講演内容は、 

１．子ども、若者の自殺の実態 

２．自殺のサイン（気づく） 

３．危機対応（寄りそい受けとめる） 

４．行内外のネットワーク（信頼できる専門職につなぐ） 

という内容であった。 

若者の自殺の実態としては、自殺者の数などが示され、その多さに驚きそしてなんとも言

えない気持ちになった。その講演の中で、特に中学生年代の子どもに対して、「思春期に

は、それまでに解消されなかった発達課題の積み残しが表に出てくる」という言葉は、印
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象に残っており、そのためには、サインを子どもたちから出ているサインを見逃さないと

いうことが、本校の学生相談室などの経験からも大いに理解できた。そして、何よりも学

生達に寄りそって受けとめることである。我々教員自身はカウンセラーなどの専門職では

ないが、よい聞き手にはなることができる。ただ注意しなくてはいけないのが、 

１．Tell : 心配していることを、言葉に出して伝える 

２．Ask  : 「死にたい」という気持ちや背景について率直に尋ねる 

３．Listen: 絶望的な気持ちを傾聴する 

４．Keep safe: 安全を確保する（連携） 

の４つの原則はしっかりと行動しなければならない。本校でもこのように「よい聞き手」

を今以上に増やしていきたいと思った。 

 

②実践事例 

豊田高専「低学年サポート体制のための学年団の結成」 

旭川高専「性に関する講演及びワークショップ」 

新居浜高専「外部機関と連携した特別支援教育と自殺予防教育」 

の 3つの事例報告があり、特に、豊田高専の学年団の組織化やショートホームルームの実

践などは、中学・高校では当たり前のように実践している。しかし、本校では学年団の組

織化やショートホームルームは行われてない。これらの事は早急に取り組まなければいけ

ないことだと思う。 

 

③講演 

「学校における組織的対応」 

講師 明星大学教育学部教育学科   神田 正美 教授 

 

講師は、中学生の生徒指導から学んだことや、高専に期待することを元公立中学校の校長

の立場から講演をしてくれた。 

その中で印象的な話は、いじめ対策である。いじめ防止対策推進法に基づき、 

１．未然防止（普段の学生指導、アンケートなど） 

２．いじめの早期発見（各教員の連携） 

３．いじめへの対処 

の 3点を強調していた。特に、3番目のいじめへの対処は、発見から 1週間というスピー

ド感が必要でると述べていた。中学校時代に丁寧に指導されてきた学生ということを我々

教員達はより実感しなければならない。 
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[第二日目] 

 

①分科会 

第一分科会「いじめ・ハラスメント」 

稗田看護師が出席した。 

第二分科会「発達障害学生支援」 

第三分科会「青少年の心理」 

堤が出席した。 

 

堤が出席した、第三分科会の報告をしたい。 

前半は岐阜大学大学院教育学研究科の橋本治先生による、 

「青少年の心理 –様々な問題行動を通して-」というタイトルの講演があり、 

後半はテーマが与えられグループワークを行った。 

前半の講演は、現在学校で起きている問題、「いじめ」、「不登校」、「暴力」、「自殺」、「発

達障害」があること再認識し、特に、「いじめ」の問題は、「自殺」のことがよく報道され

るが、実際には「不登校」、「暴力」、「発達障害」などの様々な問題がいじめと関連してい

ると述べていた。 

後半のグループワークは「自殺」、「いじめ」の２つを行ってきた。大変勉強になった。 

 

②全体会（分科会報告） 

 

 本日の各分科会で討議された内容が報告された。 

 

③講演 

本部事務局学生指導支援室  本江 哲行 室長 

 

全国の国立高専の学生支援の現状を報告された。 

 

 

おわりに 

 室長として一年間なんとか取り組んできたが、色々な人達に助けられた。ここに関わっ

た全ての人達に深く感謝をしたい。来年度も室長として、取り組めるので、今年度の課題

を少しでも解決出来るよう、取り組んでいきたいと思う。 
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2017年度 S.E.N.S(特別支援教育士)スキルアップセミナー 

                

学生相談室員（一般科目）野本敏生 

 
 主催： 一般財団法人 特別支援教育士資格認定協会 
 場所： 九州大学医学部百年講堂（福岡市） 
 日時： 平成 30 年 1 月 6 日(土)  
   講義「読み書きに困難のある児童生徒への支援技術の活用」 

     東京大学 先端科学技術研究センター 近藤武夫氏 
 

資格更新ポイントの取得のため、1 月 6 日に資格認定協会主催のスキルアップセミナ

ーに参加した。 
 この講義の目的は、ＬＤ（学習障害）等読み書きに障害のある児童生徒への支援技術

（Assistive technology）としてのＩＣＴ利用を、その事例に基づいて学ぶことであっ

た。ここでのポイントは、障害学生への読み書き訓練の教材として教員がＩＣＴを使う

のではなく、その学生自身が教室や試験に参加し、社会的障壁を乗り越える能力として

ＩＣＴを使うということである。すなわち、すべての学生に対して同じ教え方をすると

いう「学び方の平等」ではなく、それぞれの学生の必要性に応じた支援（技術）を付け

る教え方をするという「学ぶ機会の平等」を実現するための方策として考察するという

ことである。そのためには、個々の学生にどのような支援が必要かを客観的に測ること

が不可欠で、そこに特別支援教育士の役割が期待されている。 

 とはいえ実際の授業で特定の学生だけがＩＣＴを使用していると、周囲の学生から批

判的な目で見られたり、保護者から「その子だけ特別扱いするのは不公平だ」というク

レームも寄せられることが危惧される。当然のことながら成績の特別扱いは不公平にな

ろうが、文科省の学習指導要領にもあるように「指導上の工夫」、つまり授業を行う上

で「合理的配慮」を行うことは教員の義務である。講師によると、ＩＣＴを必要とする

学生にはすべてその提供を行うことを保護者にきちんと説明し、また他の学生には実際

にＩＣＴを体験してもらえばよい。使ってみて継続を望む学生はそれほど多くない、逆

にＩＣＴを煩わしく感じる学生が多いというのである。 

また、ＩＣＴ利用は、通常の学生と同じ方法で読み書き計算ができるように訓練をす

るため（治療教育アプローチ）ではなく、例えば「印刷物を読むことに関する機能障害

のある学生に、別の手段で「読むこと」にアクセスできる方法（機能代替アプローチ）

を提供することが重要である。すなわち、一般に使用されている印刷物（通常学生が使

用する教科書・ワークブックなど）ではそれにうまくアクセスできない学生には、印刷

物ではないアクセス手段（デジタル教科書の音声読み上げ、「読む」ＯＣＲ機能など）

を用意しておくことで、その内容にアクセスすることが可能となり、ＩＣＴを使用した
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結果、国語や算数の成績が向上したという。このように、授業内容へのアクセスを確保

すること（アクセシビリティの保障）により、環境を整えることが障害を低減すること

につながる。スマートフォンやタブレットにこのアクセシビリティ機能がついているの

は、グローバルスタンダードといえる。教育現場でのアクセシビリティの確保が必要と

されるのは、検定教科書、副読本・問題集、試験問題・解答用紙などである。実際、検

定教科書のデジタル化は徐々に進んでおり、申請すればそれを無償で使用できるとのこ

とである。 

最後に、資料を紹介すると、初等中等教育課程で特別支援教育を受ける児童生徒数は

日本では４０万人（約 2.9％、2014年）に対し、アメリカは６５０万人（約 13％、2011

年）で、そのうちＬＤは日本が 1.2万人に対しアメリカは 240 万人である。国連障害者

権利条約第 2条で「障害者差別」とは「障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限

であって」「障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の不提供を

含む）を含む」とされる。日本でも「合理的配慮の提供」が公立学校には法的に義務付

けられている（私立学校は努力義務）。ここで「合理的配慮」とは、同条約では「障害

者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を共有し、又は行使することを確保す

るための･･･必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされる

ものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とある。したが

って、「ひとりだけ特別な扱いは認めない」は差別となり、何が合理的かはケースバイ

ケースで関係者間の合意形成が重要となる。例えば、Jabee認定に関して「実験ができ

ること」という条件は「実験の指示ができればよい」とされ、障害者の資格認定を許容

している。 

 さらに、高等教育へ進学し支援を受けている大学生数は、日本 1.1万人（0.36％）に

対し、アメリカ 200 万人（10.8％）で、ＬＤは日本 175 人に対し、アメリカ 18 万人で

あるという。アメリカでは法律で、大学の受入れ方針（ディプロマポリシー）やシラバ

スに障害者の規定があり、本質的な学術的要件を低めたり免除してはならないとされ、

耳が聞こえない看護師や目の見えない看護師の養成、資格を認定している。 

日本でも法律の整備により、大学・高専の受入れや様々な資格認定について合理的配

慮がなされていくことになっているが、その実現には現場の教職員やスタッフの意識改

革が必要である。本校でも議論すべきときが遠からず訪れることになろう。 
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第 14 回全国国立高等専門学校学生支援担当教職員研修に参加して 
  

保健室 看護師 稗田典子 
 

１．主催：独立行政法人国立高等専門学校機構 
２．日時：平成 29 年 10 月 10 日（火）～10 月 11 日（水） 
３．会場：国立オリンピック記念青少年総合記念センター 

 ４．日程及び内容： 
  １）第 1 日目 
  （１）講演：青少年の心の危機にどう向き合うか 
       講師：加古川市教育委員会青少年育成課 

教育相談センター学校支援カウンセラー 阪中 順子 先生 
  （２）事例発表：①豊田高専「低学年サポート体制強化のための学年団の結成」 

②旭川高専「性に関するワークショップ」 
③新居浜高専「外部機関と連携した特別支援教育と自殺予防教育」 

  （３）講演：学校における組織的対応 
講師：明星大学教育学部教育学科 
   教授 神田 正美 先生 

  ２）第 2 日目 
  （１）分科会：①いじめ・ハラスメント 

②発達障害学生支援 
③青少年の心理 

  （２）分科会報告、質疑応答 
  （３）まとめ講義：チーム学校としての在り方 

講師：本部事務局学生指導支援室 
   室長 本江 哲行 先生 

５．学びおよび所感 
  第 1 日目 
   阪中先生には、自殺は人生における究極の危機であることを前提に自殺予防におけ

る教職員の役割についてご講義いただいた。内容としては１)学生の自殺の実態２)自殺

のサイン（気付く）３)危機対応（寄り添い受け止める）４)校内外のネットワーク（信

頼できる専門機関につなぐ）の流れであった。講義やグループワークを通して、自殺の

サインに気付くためにはアンケートや事例検討会、相談強化週間などを設けるほかに、

日常的な丁寧な関わりや保護者との連携、学内（教員・看護師・生徒指導・相談室）の

連携が重要であることを学んだ。寄り添い受け止めることについては、自殺をほのめか

す学生への対応として ①説教②励ます③感情を理解する の３つのパターンについて
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グループワークを行った。ワークを通して傾聴・共感・受容的態度が重要であることを

改めて学んだ。また、危機にある学生とのかかわりにおいてＴＡＬＫの原則（Tell：心

配していることを伝える Ask：「死にたい」気持ちや背景について率直に尋ねる Listen：
絶望的な気持ちを傾聴する Keep safe：安全を確保する）が重要であることを学んだ。

「死にたい」気持ちや背景について率直に尋ねることは、逆にナーバスになっている学

生を刺激するようで気が引けることもあるが、話すことで「死にたい」という気持ちを

放つことができるため状況に応じて学生に問うことも必要である。また、それによりそ

の学生の死生観についても知ることができ、その後の支援について検討する材料にも

なると考える。校内外のネットワークについては本人と一番関係を持ちやすい人がケ

アするのが原則ではあるが、例え専門家であっても１人で抱えることは困難であり、丸

投げ・丸抱えもしないようチームで援助することが重要である。そのために事例検討会

やケース会議を定例化すべきであるが、本校は取り組めていないため課題である。 
   各高専における事例発表については新居浜高専の「外部機関と連携した特別支援教

育と自殺予防教育」がとくに参考となった。保健所や教育委員会発達支援課との連携の

実際について紹介があった。心理教育・授業や特別支援教育コーディネーターとの情報

共有、発達検査、専門医や学内研修の講師の紹介など色々な支援を受けられているとの

ことだ。本校でも学生・教職員へより充実した支援を行うために外部機関と積極的に関

わり心理教育や具体的な対応に取り組むことも課題と考える。 
   神田先生には １)いじめ２)不登校３)発達障害 において事例を元に学校での対策に

ついて説明があった後、チーム学校として支援することの重要性についてご講義いた

だいた。いじめに関しては短期間で終息させるべきであり警察や保護者、児童相談所等

との協力も重要となる。その対応策としては ①未然防止②早期発見③対処 が前提に

あり、対処方法としては 事実確認→個別指導・保護者連絡→謝罪の会 という流れでス

ピード感が大事であることを学んだ。その理由としては対処している期間にも学生の

心情は揺れ動き、時間がかかると対応できなくなるリスクが高いからだ。このことには

大いに納得できた。また不登校や発達障害の可能性のある学生への支援についても小・

中学校では丁寧な対応をされていることについて聞き、高専に入学したから急に自立

を求めるのは困難であり（学生の自己責任という考え方ではなく）丁寧な関わりを通し

て学生を導いていくことの重要性を改めて学んだ。 
第 2 日目 

   分科会「いじめ・ハラスメント」に参加した。いじめ問題への取り組みとして １)常
に備えておくこと２)計画的に進めること というテーマに沿って国立教育政策研究所 
生徒指導･進路指導研究センター総括研究官を務められている中野澄先生にご講義い

ただいた。いじめに対して常に備えておくこととして、まずは教職員がいじめについて

の基本的知識を得ておくことが重要である。なかでもいじめ防止対策推進法における

いじめの定義、さらに各学校におけるいじめ防止対策基本方針については周知徹底が
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必要である。基本的ないじめについての知識を得るための方法として、学内での教職員

向けの「いじめに関する研修ツール」について紹介があった。これは国立教育政策研究

所から発行されたもので ①自己点検シート②点検内容の解説③研修会アンケート か
ら構成されている。ツールを使用することで教職員が学生のいじめ問題にどのような

姿勢で対応すべきかを学ぶことができる。本校でも活用できればと考える。また、本校

のいじめ防止基本方針についても教職員の共通認識として周期的に周知徹底に努める

べきである。それらの備えをもとにＰＤＣＡサイクルで計画的にいじめ問題に取り組

むこと（チーム学校+他職種や地域との連携における支援）について、魅力ある学校づ

くり調査研究事業のデータをもとに学んだ。なかでもポイントは、いじめの未然防止の

ためには被害者や加害者になりそうな学生を発見・予見して対応しようとするよりも、

常に学生全員に注意を注ぐと共に全員を対象とした取り組みを行うべきであるという

ことは意外だった。確かに学生全体に対して「この学校・学年でよかった」と思える学

校・学年作りができればいじめ問題は未然防止できる可能性が高い。つまり、魅力ある

学校を目指して学生の意識調査を繰り返し行い、学生の意識が今どこにあるのか、どう

変化しているのかを把握することで、教員の実感と学生の実態のズレがあれば対策に

ついて考えることができる。そして教職員の配慮や取り組みが学生全体に浸透すれば

未然防止の取り組みの成果が現れるのである。この学びを受けて、何も新たな先進的な

取り組みを実施するのではなく既存の取り組みの中でどうしたらいいかを点検するこ

とを着実に実施していきたいと考える。そして全ての学生の「心の居場所」＝【安心安

全な学校づくり】と「絆づくりの場」＝【場と機会の設定】を目指したい。 
   本江先生には高専としての「チーム学校としての有り方」についてご講義いただいた。

チーム学校が求められる背景や目標、実現するための視点とその方策、学生指導支援の

現状（課題）について説明をうけ、学生支援としての学校としての役割について再認識

した。その後で具体的に自殺予防、いじめ予防、ハラスメント対策および報道対応に至

るまでご講義いただき、本校の学生相談室・保健室のあり方やチームの中での自己の役

割や学生支援に対する姿勢を見直すことができた。 
 

本研修に参加の機会を与えていただいたことに感謝するとともに、今後の学生相談

室および保健室活動に活かしていきたい。 
 
 
 
 

 


