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学校で見られる子どもの問題１

●文部科学省平成22年度調査報告より

・・・・不登校児童不登校児童不登校児童不登校児童生徒数生徒数生徒数生徒数 …………114,971114,971114,971114,971人人人人////53,08453,08453,08453,084人人人人（（（（小中小中小中小中////高等学校高等学校高等学校高等学校））））

⇒⇒⇒⇒在籍者数在籍者数在籍者数在籍者数にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はははは小中学校小中学校小中学校小中学校でででで合計合計合計合計1.141.141.141.14％％％％《《《《前年度前年度前年度前年度1.151.151.151.15％％％％》》》》

高等高等高等高等学校学校学校学校でででで1.661.661.661.66％％％％《《《《前年度前年度前年度前年度1.551.551.551.55％％％％》》》》高等高等高等高等学校学校学校学校でででで1.661.661.661.66％％％％《《《《前年度前年度前年度前年度1.551.551.551.55％％％％》》》》

・・・・自殺者数自殺者数自殺者数自殺者数 …………147147147147人人人人（（（（小中高等学校小中高等学校小中高等学校小中高等学校））））《《《《前年度前年度前年度前年度165165165165人人人人》》》》

・・・・暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為のののの発生件数発生件数発生件数発生件数 …………58,999件件件件（（（（小中高等学校小中高等学校小中高等学校小中高等学校））））

⇒⇒⇒⇒児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒1000人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの発生件数発生件数発生件数発生件数はははは4.4件件件件《《《《前年度前年度前年度前年度4.3件件件件》》》》

・・・・いじめいじめいじめいじめ認知件数認知件数認知件数認知件数 …………75,295件件件件（（（（小中高等学校小中高等学校小中高等学校小中高等学校、、、、特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校））））

⇒⇒⇒⇒児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒1000人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの認知件数認知件数認知件数認知件数はははは5.6件件件件《《《《前年度前年度前年度前年度5.1件件件件》》》》



学校で見られる子どもの問題２

●文部科学省の2002年度調査（小・中学校）によれば、

「「「「知的発達知的発達知的発達知的発達にににに遅遅遅遅れはないがれはないがれはないがれはないが、、、、学習面学習面学習面学習面やややや行動面行動面行動面行動面でででで著著著著しいしいしいしい困難困難困難困難をををを持持持持

っているっているっているっている」」」」とととと担任教師担任教師担任教師担任教師がががが回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒＝＝＝＝6.36.36.36.3％％％％

＊「＊「＊「＊「聞聞聞聞くくくく」「」「」「」「話話話話すすすす」「」「」「」「読読読読むむむむ」「」「」「」「書書書書くくくく」「」「」「」「計算計算計算計算するするするする」「」「」「」「推論推論推論推論するするするする」」」」にににに著著著著しいしいしいしい

困難困難困難困難をををを示示示示すすすす生徒生徒生徒生徒（（（（LDLDLDLD傾向傾向傾向傾向）＝）＝）＝）＝4.54.54.54.5％％％％

＊「＊「＊「＊「不注意不注意不注意不注意」」」」又又又又はははは「「「「多動性多動性多動性多動性－－－－衝動性衝動性衝動性衝動性」」」」のののの問題問題問題問題をををを著著著著しくしくしくしく示示示示すすすす生徒生徒生徒生徒

（（（（ADHDADHDADHDADHD傾向傾向傾向傾向）＝）＝）＝）＝2.52.52.52.5％％％％

＊「＊「＊「＊「対人関係対人関係対人関係対人関係やこだわりやこだわりやこだわりやこだわり等等等等」」」」のののの問題問題問題問題をををを著著著著しくしくしくしく示示示示すすすす生徒生徒生徒生徒（（（（アスペルアスペルアスペルアスペル

ガー・ガー・ガー・ガー・高機能自閉症傾向高機能自閉症傾向高機能自閉症傾向高機能自閉症傾向）＝）＝）＝）＝0.80.80.80.8％％％％



子どもの“うつ”の実態と重要性

●●●●小学生小学生小学生小学生のののの7.8%7.8%7.8%7.8% 中学生中学生中学生中学生のののの22.8%22.8%22.8%22.8%がががが高高高高いいいい抑抑抑抑うつうつうつうつ傾向傾向傾向傾向（傳田他2004）

⇒⇒⇒⇒小学生小学生小学生小学生ではではではでは12121212～～～～13131313人人人人にににに1111人人人人、、、、中学生中学生中学生中学生ではではではでは4444人人人人にににに1111人人人人のののの割合割合割合割合

●●●●小学生小学生小学生小学生のののの1.6%1.6%1.6%1.6%、、、、中学生中学生中学生中学生のののの4.6%4.6%4.6%4.6%がうつがうつがうつがうつ病病病病とととと推定推定推定推定

●●●●中学後期中学後期中学後期中学後期～～～～高校高校高校高校（（（（15151515----19191919歳歳歳歳））））のののの抑抑抑抑うつうつうつうつ傾向傾向傾向傾向はハイリスクはハイリスクはハイリスクはハイリスク（厚労省2012）

⇒⇒⇒⇒大人大人大人大人のうつとのうつとのうつとのうつと同様同様同様同様にににに、、、、子子子子どものうつもまたどものうつもまたどものうつもまたどものうつもまた確実確実確実確実にににに増加増加増加増加しているしているしているしている

⇒⇒⇒⇒多様多様多様多様なななな子子子子どもどもどもども問題行動問題行動問題行動問題行動のののの背景背景背景背景にににに、、、、少少少少なからずなからずなからずなからず““““うつうつうつうつ””””のののの影響影響影響影響やややや““““うつうつうつうつ””””

そのものがそのものがそのものがそのものが存在存在存在存在するするするする可能性可能性可能性可能性

⇒⇒⇒⇒問題問題問題問題がががが起起起起きてからのケアではなくきてからのケアではなくきてからのケアではなくきてからのケアではなく、、、、起起起起きるきるきるきる以前以前以前以前のののの「「「「予防予防予防予防」」」」のののの必要性必要性必要性必要性。。。。



今今今今、、、、なぜなぜなぜなぜ““““うつうつうつうつ””””なのかなのかなのかなのか

2011/12/20 6



子どものうつ病のサイン



子どもの“うつ”は見えにくい

• 子子子子どものどものどものどもの““““うつうつうつうつ””””はははは、、、、大人大人大人大人のののの““““うつうつうつうつ””””とはとはとはとは現現現現れれれれ方方方方がががが

異異異異なっているなっているなっているなっている。。。。

• 大人大人大人大人はははは、、、、子子子子どものどものどものどもの““““うつうつうつうつ””””をををを見逃見逃見逃見逃しているしているしているしている。。。。
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子子子子どものどものどものどもの““““うつうつうつうつ””””はははは、、、、

落落落落ちちちち込込込込みをみをみをみを訴訴訴訴えないえないえないえない。。。。

●●●●身体症状身体症状身体症状身体症状、、、、行動症状行動症状行動症状行動症状がががが現現現現れやすいれやすいれやすいれやすい

→→→→「「「「甘甘甘甘ええええ」」」」やややや「「「「さぼりさぼりさぼりさぼり」」」」とととと周囲周囲周囲周囲もももも本人本人本人本人もももも受受受受けけけけ取取取取りがちりがちりがちりがち→→→→「「「「甘甘甘甘ええええ」」」」やややや「「「「さぼりさぼりさぼりさぼり」」」」とととと周囲周囲周囲周囲もももも本人本人本人本人もももも受受受受けけけけ取取取取りがちりがちりがちりがち

●●●●抑抑抑抑うつうつうつうつ気分気分気分気分のののの訴訴訴訴えがえがえがえが少少少少ないないないない、、、、うまくうまくうまくうまく表現表現表現表現されないされないされないされない

憂憂憂憂うつやうつやうつやうつや悲悲悲悲しみよりもしみよりもしみよりもしみよりも、、、、集中力集中力集中力集中力のののの低下低下低下低下ややるややるややるややる気気気気のののの

減退減退減退減退などがメインなどがメインなどがメインなどがメイン→→→→「「「「怠怠怠怠けけけけ」」」」やややや「「「「無気力無気力無気力無気力」」」」とととと誤解誤解誤解誤解

⇒子どものうつが見逃される⇒悪化に繋がる
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子どもの“うつ”の症状（１）

＊＊＊＊眠眠眠眠れないれないれないれない

＊＊＊＊疲疲疲疲れがとれないれがとれないれがとれないれがとれない

＊＊＊＊頭痛頭痛頭痛頭痛・・・・肩肩肩肩こりこりこりこり＊＊＊＊頭痛頭痛頭痛頭痛・・・・肩肩肩肩こりこりこりこり

＊＊＊＊身体身体身体身体がだるいがだるいがだるいがだるい

＊＊＊＊食欲食欲食欲食欲がないがないがないがない

＊＊＊＊おおおお腹腹腹腹がががが痛痛痛痛いいいい

＊＊＊＊げり・げり・げり・げり・便秘便秘便秘便秘がががが続続続続くくくく



子どものうつの症状(２)

やる気

＊やる気が起きない

＊つまらない

＊集中できない

気持ち

＊楽しい気分になれない

＊不安な気持ち、焦り

＊不愉快、イライラ、怒り

＊一日の中で気分が変わる



子どもの“うつ”の症状(３)

＊＊＊＊物事物事物事物事をををを深深深深くくくく考考考考えられないえられないえられないえられない

＊＊＊＊マイナスマイナスマイナスマイナス思考思考思考思考

＊＊＊＊死死死死にたいにたいにたいにたい

＊＊＊＊自分自分自分自分はダメなはダメなはダメなはダメな人間人間人間人間

＊＊＊＊物事物事物事物事をををを深深深深くくくく考考考考えられないえられないえられないえられない

＊＊＊＊物事物事物事物事をををを決決決決められないめられないめられないめられない

＊＊＊＊行動行動行動行動にににに移移移移せないせないせないせない

＊＊＊＊勉強勉強勉強勉強についていけないについていけないについていけないについていけない

＊＊＊＊暴力暴力暴力暴力をふるうをふるうをふるうをふるう

＊＊＊＊落落落落ちちちち着着着着きがないきがないきがないきがない



““““うつうつうつうつ””””をををを見逃見逃見逃見逃すことのすことのすことのすことの危険性危険性危険性危険性
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問題行動の背景にある“うつ”

●●●●不適応不適応不適応不適応のののの背景背景背景背景にあるにあるにあるにある、、、、““““うつうつうつうつ””””

⇒⇒⇒⇒無気力無気力無気力無気力、、、、疲労疲労疲労疲労、、、、集中力低下集中力低下集中力低下集中力低下、、、、身体症状身体症状身体症状身体症状

⇒⇒⇒⇒成績低下成績低下成績低下成績低下、、、、不登校不登校不登校不登校、、、、引引引引きこもりのきこもりのきこもりのきこもりの原因原因原因原因

⇒⇒⇒⇒摂食障害摂食障害摂食障害摂食障害、、、、対人恐怖対人恐怖対人恐怖対人恐怖ともともともとも密接密接密接密接にににに関連関連関連関連

●●●●暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為のののの背景背景背景背景にあるにあるにあるにある、、、、““““うつうつうつうつ””””

⇒⇒⇒⇒イライラがイライラがイライラがイライラが暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為にににに

⇒⇒⇒⇒いじめがいじめがいじめがいじめが成立成立成立成立するするするする隠隠隠隠れたれたれたれた要因要因要因要因にににに

●●●● 発達障害発達障害発達障害発達障害のののの二次症状二次症状二次症状二次症状としてのとしてのとしてのとしての““““うつうつうつうつ””””

⇒⇒⇒⇒自己否定自己否定自己否定自己否定、、、、自信喪失自信喪失自信喪失自信喪失、、、、感情感情感情感情コントロールコントロールコントロールコントロール欠如欠如欠如欠如

⇒⇒⇒⇒イライライライライライライライラ、、、、暴力暴力暴力暴力、、、、引引引引きこもりきこもりきこもりきこもり

⇒⇒⇒⇒問題問題問題問題をををを複雑複雑複雑複雑にしているにしているにしているにしている。。。。
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“うつ”の悪化の仕組み

気持気持気持気持ちちちち

やる気が出ない

落ち込む

考考考考ええええ方方方方

自分はダメな子

悪循環

行動行動行動行動

活動が低下する

現実を避ける

悪循環

うつから抜け

出せなくなる

批判される



気付かないとどうなるのか

原因原因原因原因 結果結果結果結果

疲労感疲労感疲労感疲労感疲労感疲労感疲労感疲労感 叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励

結果結果結果結果 原因原因原因原因



子どもの“うつ”の悪循環



“うつ”を悪化させないために

“うつ”の可能性のある子どもを責めない。教員

、保護者、スクールカウンセラー、そして子ども

自身が協力して悪循環を変えていく発想へ



“うつ”の状態によって対処法は異なる

●●●●問題行動問題行動問題行動問題行動のののの隠隠隠隠れたれたれたれた原因原因原因原因でありでありでありであり、、、、維持要因維持要因維持要因維持要因

⇒⇒⇒⇒どのようなどのようなどのようなどのような““““うつうつうつうつ””””なのかによってなのかによってなのかによってなのかによって対処法対処法対処法対処法はははは異異異異なるなるなるなる。。。。

⇒⇒⇒⇒特特特特にににに自殺危険性自殺危険性自殺危険性自殺危険性をチャックすることがをチャックすることがをチャックすることがをチャックすることが必要必要必要必要

しかもしかもしかもしかも、、、、子子子子どもどもどもども時代時代時代時代にうつとにうつとにうつとにうつと診断診断診断診断されたされたされたされた人人人人

はははは、、、、成人成人成人成人になってからのになってからのになってからのになってからの再発率再発率再発率再発率がががが高高高高いいいい

⇒⇒⇒⇒今今今今までのまでのまでのまでの待待待待つだけのつだけのつだけのつだけの対応対応対応対応ではではではでは不適切不適切不適切不適切
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““““うつうつうつうつ””””にににに気付気付気付気付くことのくことのくことのくことの利点利点利点利点
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“うつ”の実態を探る必要性

• ““““うつうつうつうつ””””はははは、、、、背景背景背景背景にににに隠隠隠隠れているがれているがれているがれているが、、、、実実実実はははは様様様様々々々々なななな問題行動問題行動問題行動問題行動のののの

原因原因原因原因やややや維持要因維持要因維持要因維持要因になっているになっているになっているになっている。。。。

• 気付気付気付気付かないとかないとかないとかないと、、、、問題問題問題問題をををを悪化悪化悪化悪化させることになるさせることになるさせることになるさせることになる。。。。

• 症状症状症状症状のののの種類種類種類種類によってによってによってによって対処法異対処法異対処法異対処法異なるなるなるなる。。。。

• 実態を探る必要 ⇒適切な予防と問題解決へ

• 皆皆皆皆でででで協働協働協働協働するするするする心理教育心理教育心理教育心理教育やカウンセリングがやカウンセリングがやカウンセリングがやカウンセリングが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。
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⇒⇒⇒⇒まずはまずはまずはまずは、、、、子子子子どものどものどものどもの““““うつうつうつうつ””””のののの悪循環悪循環悪循環悪循環にににに気付気付気付気付くくくく。。。。

⇒⇒⇒⇒そしてそしてそしてそして教員教員教員教員、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、スクールカンセラーがスクールカンセラーがスクールカンセラーがスクールカンセラーが協力協力協力協力してしてしてして、、、、悪悪悪悪

循環循環循環循環をををを変変変変えるえるえるえる環境調整環境調整環境調整環境調整

実態調査⇒心理教育⇒心理支援＋家族支援



心理教育心理教育心理教育心理教育のののの機能機能機能機能とととと意義意義意義意義
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• 中高生中高生中高生中高生というというというという世代世代世代世代にうつがにうつがにうつがにうつが増加増加増加増加しているしているしているしている現状現状現状現状＝＝＝＝どのどのどのどの生徒生徒生徒生徒もももも

ハイリスクのハイリスクのハイリスクのハイリスクの状態状態状態状態といえるといえるといえるといえる

• うつはうつはうつはうつは様様様様々々々々なななな問題行動問題行動問題行動問題行動としてとしてとしてとして表面化表面化表面化表面化するするするする

「予防」の重要性と心理教育

• 子子子子どものどものどものどもの場合場合場合場合、、、、本人本人本人本人にもにもにもにも周囲周囲周囲周囲にもうつとにもうつとにもうつとにもうつと気気気気づかれないままづかれないままづかれないままづかれないまま

になるケースがになるケースがになるケースがになるケースが多多多多いいいい

→問題問題問題問題がががが起起起起きてからアフターケアもきてからアフターケアもきてからアフターケアもきてからアフターケアも必要必要必要必要だがだがだがだが、、、、問題問題問題問題をををを未然未然未然未然にににに

防防防防ぐぐぐぐ「「「「予防予防予防予防」」」」のののの重要性重要性重要性重要性

＝＝＝＝全全全全てのてのてのての生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする一次予防一次予防一次予防一次予防、、、、及及及及びびびび既既既既にににに抑抑抑抑うつうつうつうつ傾向傾向傾向傾向がががが高高高高

いいいい生徒生徒生徒生徒がそれがそれがそれがそれ以上悪化以上悪化以上悪化以上悪化しないためのしないためのしないためのしないための二次予防二次予防二次予防二次予防へへへへ



• 一次予防一次予防一次予防一次予防のののの意味意味意味意味

・・・・眠眠眠眠れないれないれないれない、、、、食欲食欲食欲食欲がないがないがないがない、、、、つらいつらいつらいつらい、、、、でもでもでもでも「「「「自分自分自分自分でなんとかしなくちゃでなんとかしなくちゃでなんとかしなくちゃでなんとかしなくちゃ」」」」

→→→→1111人人人人でどんどんでどんどんでどんどんでどんどん抱抱抱抱えこむえこむえこむえこむ

予防が必要な事態

→→→→1111人人人人でどんどんでどんどんでどんどんでどんどん抱抱抱抱えこむえこむえこむえこむ

・・・・学校学校学校学校へへへへ行行行行こうとするとおこうとするとおこうとするとおこうとするとお腹腹腹腹がががが痛痛痛痛くなるくなるくなるくなる、、、、最近最近最近最近すごくだるいすごくだるいすごくだるいすごくだるい、、、、でもでもでもでも「「「「友第友第友第友第・・・・

親親親親・・・・先生先生先生先生にににに心配心配心配心配かけちゃダメだかけちゃダメだかけちゃダメだかけちゃダメだ」」」」→→→→無理無理無理無理してしてしてして登校登校登校登校するするするする

・・・・最近全然集中最近全然集中最近全然集中最近全然集中できないできないできないできない、、、、成績成績成績成績もももも落落落落ちたちたちたちた、、、、でもでもでもでも「「「「自分自分自分自分のののの努力不足努力不足努力不足努力不足だだだだ」」」」→→→→

夜更夜更夜更夜更かししてかししてかししてかしして勉強勉強勉強勉強するするするする



・・・・色色色色々々々々なストレスでイライラするしなストレスでイライラするしなストレスでイライラするしなストレスでイライラするし、、、、すごくすごくすごくすごく不安不安不安不安になるけどになるけどになるけどになるけど「「「「どうしたどうしたどうしたどうした

らいいかわからないらいいかわからないらいいかわからないらいいかわからない！」！」！」！」

→→→→衝動的衝動的衝動的衝動的にににに⇒⇒⇒⇒暴力暴力暴力暴力、、、、リスカリスカリスカリスカ、、、、いじめいじめいじめいじめetcetcetcetc

・・・・ 「「「「周囲周囲周囲周囲のののの人人人人にににに理解理解理解理解してもらえないしてもらえないしてもらえないしてもらえない！」！」！」！」、、、、「「「「周周周周りのりのりのりの人人人人のののの期期期期待待待待にににに応応応応えらえらえらえら

予防が必要な事態と対策

・・・・ 「「「「周囲周囲周囲周囲のののの人人人人にににに理解理解理解理解してもらえないしてもらえないしてもらえないしてもらえない！」！」！」！」、、、、「「「「周周周周りのりのりのりの人人人人のののの期期期期待待待待にににに応応応応えらえらえらえら

れないれないれないれない」、「」、「」、「」、「人人人人がががが怖怖怖怖いいいい」」」」

→→→→現現現現実実実実のののの関関関関係係係係をたちきるをたちきるをたちきるをたちきる、、、、ネッネッネッネットのトのトのトの世界世界世界世界へへへへ、、、、不登校不登校不登校不登校、、、、引引引引きこもりきこもりきこもりきこもりetcetcetcetc

““““うつうつうつうつ””””というというというという概念概念概念概念をををを本本本本人人人人やややや周囲周囲周囲周囲がががが知知知知っっっっていれていれていれていればばばば

悪化悪化悪化悪化しそうなしそうなしそうなしそうな状状状状況況況況にににに歯止歯止歯止歯止めをかけるめをかけるめをかけるめをかける

※※※※安安安安易易易易にににに「「「「うつうつうつうつ」」」」ということということということということばばばばをををを持持持持ちちちち出出出出してしてしてして言言言言いいいい訳訳訳訳ににににさせさせさせさせないないないないよよよようなうなうなうな、、、、

正正正正確確確確なななな情情情情報伝達報伝達報伝達報伝達・・・・心理心理心理心理教育教育教育教育もももも重重重重要要要要



学校における心理教育とは

• 問題が起きる前に介入する心理教育授業実践が注目

課課課課題解題解題解題解決決決決、、、、 ストレスストレスストレスストレス対対対対処法処法処法処法、、、、 自自自自他他他他理解理解理解理解のののの促促促促しししし、、、、友友友友達達達達関関関関係係係係のののの構構構構

築築築築、、、、

ココココミュニミュニミュニミュニケーケーケーケーショショショションスンスンスンスキキキキルルルル、、、、 リラクリラクリラクリラクゼゼゼゼーーーーショショショションなどをンなどをンなどをンなどを扱扱扱扱うううう

• 新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領のののの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」育成育成育成育成にににに活用活用活用活用できるできるできるできる
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• 新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領のののの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」育成育成育成育成にににに活用活用活用活用できるできるできるできる

⇒⇒⇒⇒ 心理心理心理心理教育教育教育教育的支援的支援的支援的支援のののの貢献貢献貢献貢献がががが期期期期待待待待さささされるれるれるれる

• 心理教育授業心理教育授業心理教育授業心理教育授業のののの実践研究実践研究実践研究実践研究やややや報告報告報告報告

– 内容内容内容内容：：：：アアアアササササーーーーショショショショントレーントレーントレーントレーニニニニンンンンググググ、、、、 ストレスストレスストレスストレスマネジマネジマネジマネジメントメントメントメント、、、、うつうつうつうつ予防予防予防予防

– 対対対対象象象象：：：：小学生小学生小学生小学生～～～～高校生高校生高校生高校生、、、、保護保護保護保護者者者者、、、、PDDなどのなどのなどのなどの特定特定特定特定のののの集集集集団団団団

– 実実実実施施施施者者者者：：：：教師教師教師教師、、、、スクールカスクールカスクールカスクールカウウウウンンンンセセセセラーラーラーラー（（（（以下以下以下以下SC）、）、）、）、大学大学大学大学院院院院生生生生などなどなどなど

– 時間時間時間時間：：：：学学学学活活活活、、、、HR、、、、道徳道徳道徳道徳、、、、特別特別特別特別授業授業授業授業などなどなどなど



• ◆◆◆◆集団集団集団集団心理教育心理教育心理教育心理教育のののの利点利点利点利点

• ＊＊＊＊よりよりよりより多多多多くのくのくのくの様様様様々々々々なななな参加者参加者参加者参加者にプログラムをにプログラムをにプログラムをにプログラムを実施実施実施実施するするするする

• ことことことことができるができるができるができる

• ＊＊＊＊参加者同士参加者同士参加者同士参加者同士のピアサポートがのピアサポートがのピアサポートがのピアサポートが得得得得られるられるられるられる

• ＊＊＊＊個人個人個人個人でででで行行行行うううう場合場合場合場合にににに比比比比べべべべ抵抗感抵抗感抵抗感抵抗感がががが少少少少ないないないないためためためため、、、、

心理教育の利点

• ＊＊＊＊個人個人個人個人でででで行行行行うううう場合場合場合場合にににに比比比比べべべべ抵抗感抵抗感抵抗感抵抗感がががが少少少少ないないないないためためためため、、、、

• プログラムプログラムプログラムプログラムにににに参加者参加者参加者参加者をををを導入導入導入導入しやすいしやすいしやすいしやすい

• →→→→欧米欧米欧米欧米のののの学校現場学校現場学校現場学校現場ではではではでは、、、、CBT的的的的アプローチをアプローチをアプローチをアプローチを用用用用いたいたいたいた集団心理集団心理集団心理集団心理

教育教育教育教育のののの実践実践実践実践はははは有効有効有効有効とのとのとのとの実証結果実証結果実証結果実証結果がががが出出出出ているているているている。。。。

• （Kazdin & Weisz, 
1998）。
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（Cardemil & Barber, 2001）



・・・・暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為のののの背景背景背景背景にはにはにはにはストレスストレスストレスストレス対対対対処処処処能力能力能力能力やややや問題解問題解問題解問題解決決決決能力能力能力能力のののの未熟未熟未熟未熟ささささ

がががが存在存在存在存在

・・・・自自自自尊尊尊尊感情感情感情感情やややや自己自己自己自己効効効効力感力感力感力感、、、、感情感情感情感情コントロールコントロールコントロールコントロール、、、、適切適切適切適切なななな自己自己自己自己主張主張主張主張・・・・自自自自

己己己己表現表現表現表現のスのスのスのスキキキキルのルのルのルの不足不足不足不足

心理教育プログラムの応用

己己己己表現表現表現表現のスのスのスのスキキキキルのルのルのルの不足不足不足不足

→ことことことことばばばばにににによよよよるるるる解解解解決決決決ではなくではなくではなくではなく、、、、衝動的衝動的衝動的衝動的なななな行動行動行動行動化化化化にににに

・・・・背景背景背景背景にににに発発発発達達達達障害障害障害障害などがなどがなどがなどが存在存在存在存在するするするする場場場場合合合合やややや、、、、基礎基礎基礎基礎学力学力学力学力のののの不足不足不足不足やややや学学学学習習習習

意意意意欲欲欲欲のののの低下低下低下低下からからからから学校学校学校学校内内内内でのでのでのでの居場所居場所居場所居場所をををを失失失失いかけているいかけているいかけているいかけている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒もももも

⇒⇒⇒⇒出席停止出席停止出席停止出席停止というというというという厳厳厳厳しいしいしいしい対対対対応応応応とととと共共共共にににに、、、、SCにににによよよよるるるる学校全体学校全体学校全体学校全体へのへのへのへのソソソソーーーーシシシシ

ャャャャルスルスルスルスキキキキルルルル教育教育教育教育やややや加害児童加害児童加害児童加害児童個個個個人人人人へのへのへのへの自己理解自己理解自己理解自己理解・・・・自己自己自己自己コントローコントローコントローコントロー

ルをルをルをルを促促促促すすすす心理心理心理心理教育教育教育教育的的的的カカカカウウウウンンンンセセセセリンリンリンリンググググなどがなどがなどがなどが必要必要必要必要かかかか



心理教育心理教育心理教育心理教育プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの紹介紹介紹介紹介

2011/12/20 30



プログラムのアウトライン

おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの状態状態状態状態にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、

以下以下以下以下のののの3つからつからつからつから主主主主なななな目標目標目標目標をををを決決決決めてめてめてめて取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます

• 色色色色々々々々なななな考考考考ええええ方方方方をををを持持持持てるようにするてるようにするてるようにするてるようにする• 色色色色々々々々なななな考考考考ええええ方方方方をををを持持持持てるようにするてるようにするてるようにするてるようにする

• 行動行動行動行動パターンのパターンのパターンのパターンの種類種類種類種類をををを増増増増やすやすやすやす

• 人人人人とのつきあいとのつきあいとのつきあいとのつきあい方方方方をををを変変変変えるえるえるえる



①“①“①“①“うつうつうつうつ””””についてについてについてについて知知知知るるるる

②②②②自分自分自分自分のののの気持気持気持気持ちやちやちやちや考考考考え・え・え・え・行動行動行動行動にににに気気気気づくづくづくづく練習練習練習練習をするをするをするをする

心理教育プログラムの内容

②②②②自分自分自分自分のののの気持気持気持気持ちやちやちやちや考考考考え・え・え・え・行動行動行動行動にににに気気気気づくづくづくづく練習練習練習練習をするをするをするをする

③落ち込むと出てくる考え方のクセに気づく

④落ち込んでも1人の世界に閉じこもらない



• 実践校実践校実践校実践校のののの先生方先生方先生方先生方のコメントからのコメントからのコメントからのコメントから

＞＞＞＞““““うつうつうつうつ””””ののののよよよようなものをうなものをうなものをうなものを扱扱扱扱うとうとうとうと生徒生徒生徒生徒をををを不安不安不安不安がらがらがらがらせせせせるのではとるのではとるのではとるのではと思思思思っっっったたたた

がががが、、、、想想想想定定定定よよよよりもりもりもりも生徒生徒生徒生徒がががが興味興味興味興味をををを持持持持ちちちち授業授業授業授業にににに取取取取りりりり組組組組んでいてんでいてんでいてんでいて意外意外意外意外だだだだ

っっっったたたた（（（（生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする見方見方見方見方のののの変化変化変化変化））））

教員からの感想

っっっったたたた（（（（生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする見方見方見方見方のののの変化変化変化変化））））

＞＞＞＞生徒生徒生徒生徒のののの様子様子様子様子をををを以前以前以前以前よよよよりもりもりもりも注意深注意深注意深注意深くくくく観察観察観察観察するするするするよよよようになうになうになうになっっっったしたしたしたし、、、、遅刻遅刻遅刻遅刻

がががが多多多多くなくなくなくなっっっったたたた生徒生徒生徒生徒などにうつということもなどにうつということもなどにうつということもなどにうつということも頭頭頭頭にいれてにいれてにいれてにいれて声掛声掛声掛声掛けをすけをすけをすけをす

るるるるよよよようになうになうになうになっっっったたたた（（（（生徒生徒生徒生徒のののの状状状状態態態態理解理解理解理解についてのについてのについてのについての視点視点視点視点のののの拡拡拡拡がりがりがりがり））））

＞＞＞＞叱叱叱叱っっっったりたりたりたり発発発発破破破破をかけるだけでなくをかけるだけでなくをかけるだけでなくをかけるだけでなく、、、、理理理理由由由由やややや最近最近最近最近のののの状状状状況況況況をををを聞聞聞聞いたりいたりいたりいたり

休休休休まままませせせせることもることもることもることも大大大大事事事事だなとだなとだなとだなと改改改改めてめてめてめて…（（（（生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの対対対対応応応応についてのについてのについてのについての

視点視点視点視点のののの拡拡拡拡がりがりがりがり））））



＊＊＊＊授業授業授業授業をををを実施実施実施実施したしたしたした生徒生徒生徒生徒のののの気分気分気分気分のののの状態状態状態状態はははは、、、、実施実施実施実施しなかったしなかったしなかったしなかった

生徒生徒生徒生徒にににに比比比比べべべべ改善改善改善改善がみられたがみられたがみられたがみられた

＊＊＊＊高校高校高校高校2年生年生年生年生のののの授業理解度授業理解度授業理解度授業理解度はははは良好良好良好良好

心理教育プログラムの効果

＊＊＊＊高校高校高校高校2年生年生年生年生のののの授業理解度授業理解度授業理解度授業理解度はははは良好良好良好良好

＊「＊「＊「＊「うつうつうつうつ予防予防予防予防へのへのへのへの効力感効力感効力感効力感」」」」のののの高高高高まりがみられたまりがみられたまりがみられたまりがみられた

※※※※ただしただしただしただし、、、、フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ（（（（継続的継続的継続的継続的なななな測定測定測定測定））））もももも重要重要重要重要

→継続的継続的継続的継続的なななな測定測定測定測定によりによりによりにより生徒生徒生徒生徒のののの状況状況状況状況をををを具体的具体的具体的具体的にににに先生方先生方先生方先生方にににに

フィードバックフィードバックフィードバックフィードバックすることがすることがすることがすることが可能可能可能可能（（（（ごごごご指導指導指導指導のごのごのごのご参考参考参考参考にもなにもなにもなにもな

るかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます））））
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図：授業前後の抑うつ得点の変化


