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要約 

子育てのストレスは、乳幼児期のみでなく、子どもが児童期や思春期になっても続くものである。子

育ての相談相手としてスクールカウンセラー（CS）は身近な専門職であり、その存在の周知は広まりつ

つあるが、親の利用率は決して高くない。そこで、母親 300 名を対象にどのような種類の悩みの際に

SCに援助要請するのか、またSCへの援助要請を規定する要因としてSC利用イメージ、SCイメージ、

SC 利用経験がどのように関連するのかを明らかにした。その結果、子育ての相談は夫とママ友に相談

することが多く、SC への援助要請は日常生活の困り事ではなく学校のいじめや父子関係、サッカーコ

ーチとのトラブルなどが挙がった。また SC への援助要請は、SC 親和イメージが関連しており、いか

にSC自身の人となりを周知させるかが重要であることが明らかになった。 
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1．はじめに 

近年学校現場では、不登校、いじめ、暴力行為、虐待などが問題として挙げられており、これらの解

決に向けて臨床心理学の専門家であるスクールカウンセラー（以下，SC）への期待は高い。日本におけ

る SC 活用事業は 1995 年に文部科学省が「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」として開始

された。その後、2000年に研究委託事業は終了するが、翌2001年度からは国庫と地方自治体の両者で

事業を展開することとなり、SC事業への地方自治体の裁量部分が増えることとなった（石原，2012）。 

2008 年からはスクールソーシャルワーカーが導入され、「学校・家庭・地域の連携協力事業」の枠組

みの中でSCは中心的役割を担うこととなる。2013年には全中学への配置が達成され、小学校への配置

も約65％に拡大された（文部科学省，2013）。現在では小学校から高校までの子どもと親にSCの存在

は周知されているといっても過言ではない。しかしながら、SC を利用した経験のある親は、子どもの

問題行動発生件数と比較しても決して多くないであろう。不登校、いじめ、暴力など子どもの様々な問

題行動の裏には親の子育ての悩みやストレスが必ず存在すると考えられる。その顕著な例が虐待数の増

加であり、小中学生に対する虐待数は年々増加の傾向にある。平成 22 年国民生活基礎調査（厚生労働

省，2011）によると「育児」「子どもの教育」をストレスと感じているのは、30・40 代の女性に多く、

「育児」は「30～39歳」の女性、「子どもの教育」は40～49歳の女性が最も高い。平成16年度全国家
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庭児童調査（厚生労働省，2006）によると、子育ての悩みや不安は、小学校低学年では「しつけ」「勉

強」「性格」「友人関係」などが多く、高学年になると「勉強」「しつけ」「性格」、中学・高校になると「勉

強」の悩みが最も高くなっている。このように親自身も子育てに関する様々な悩みを抱えながら生活し

ているのである。 

子育ての悩みの相談相手として SC は身近な専門家として期待できるが、平成 19 年に文部科学省が

567の中学校を対象に調査したところ、保護者の相談件数は全体の19.2％であり、あまり多くなかった

（文部科学省、2007）。問題発生の「予防」という視点から考えると、SC自身が予防的な支援を提供す

ると同時に、親自身も問題が深刻化する前に援助要請を行うことが望ましいと考えられる。援助要請と

は、「被援助者が能動的に援助を要請する行動」（大畠・久田，2006）と定義される。しかしながら、援

助が必要な人が必ずしも援助を要請するわけではなく（西川，1998）、それは SC の利用数からみても

明らかである。援助要請を規定する変数としては、自尊心、自己効力感、ソーシャルサポートの有無、

援助者との呼応性などが挙げられているが、どのような状況や場面で援助要請を行うのかは個々人によ

って異なるであろう。 

中年期を対象とした心理専門家への援助要請の分析によると、援助要請の抑制要因としては、「カウ

ンセラーをどこまで信頼できるか」という援助者への不安や「周りの目が気になる・人に知られたくな

い」などの 「周囲が自分に抱くイメージや汚名を着せられる不安」といった治療不安が最も多く、次い

で「他人に相談することに抵抗感がある」といった不安、知識情報の不足による不安が挙げられている

（小倉・今城，2011）。その他にも援助要請を抑制する社会学的要因としては、相談員が足りないとい

う人的資源によるものや、時間が取れないという時間的要因によるもの、場所が遠いという地理的要因

によるものが示された。 

上記のことを SC に当てはめると、SC 利用に対しても治療不安や時間的要因、地理的要因、子ども

や親自身への不利益に関する治療不安から援助要請が抑制されることも考えられる。大野（1996）は、

いじめの被害者に何ら問題のない場合でも、攻撃が「いじめ」として定義されるだけで、第三者が「被

害者にも問題がある」と判断してしまうことを実験的に明らかにしている。つまり、第三者である SC

に相談することで、相談者側にも問題があると周りに思われることを怖れ、相談を躊躇することもあろ

う。 

一方で予防的支援として親の SC 利用拡大を考えた場合、親が SC や SC 事業にどのようなイメージ

を持っているかという点がSCへの援助要請に関連するのではないかと考えた。川幡・佐野（2014）は、

SCへ相談してみたいという相談ニーズとSCと話がしてみたいという談話ニーズがSCイメージにどの

ように影響を与えているのかを重回帰分析を用いて検討した。SC イメージの下位尺度として、ポジテ

ィブ性格イメージ、親和性イメージ、静的イメージの3因子が見いだされており、その中で親和性イメ

ージのみが相談ニーズと談話ニーズに影響を与えていた。 

またSCイメージやSC利用イメージ以外にも、SC利用経験そのものがその後のSC利用に影響を与
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える可能性も考えられる。たとえば、SC 利用に抵抗があったとしても、一度 SC を利用してみると、

SCへの親和性が高まりその後のSC利用への抵抗が弱まるかもしれない。反対に、SCを利用してみた

ものの SC への印象が悪かった場合、次回以降の援助要請を抑制してしまう可能性もありうる。本間

（2001）は、SC への相談イメージを相談経験群と未経験群で比較した結果、経験群の方が SC への肯

定的イメージが高いことを報告している。石原（2012）は大学生を対象に相談経験有群と無群に分けて

SC の役立つ問題領域について検討した結果、相談経験有群の方がより広範囲にわたり役立つと認識し

ていた。このように援助要請には、SC 利用経験、SC イメージ、SC 利用イメージなどが関連すると思

われる。 

以上より、本研究では、SC イメージ、SC 利用イメージが SC への援助要請に与える影響と、SC 利

用経験による SC 利用イメージと SC イメージの違いを明らかにすることを目的とした。また SC に援

助要請をしない場合、誰に援助要請を求めているのか、SC 援助要請との違いは何かなども併せて検討

することとした。なお SC への援助要請については、SC 利用経験者が少ないことが予想されるため、

本研究では、場面想定法を用いた。そして、より実情にあった回答が得られるよう、ある特定の問題場

面を設定し、誰にどの程度援助要請を行うかの回答を求めることとした。 

 

２．方法 

１）調査回答者 

クロスマーケティング会社のモニターで、全国の子どもがいる母親300名を対象に調査依頼を行った

（主な対象区域：関東 35％、関西 17%、東北 10％、九州 10％）。対象者の子どもの延べ数は、小学生

未満 34 名、小学生 103 名、中学生 65 名、高校生 66 名、それ以上 142 名であった。子どもの性別は、

女児のみ 81 名、男児のみ 98 名、両方いる 121 名であった。回答者の年齢平均は 46.1 歳であり、最年

少者が31歳、最年長が59歳であった。職業は、専業主婦が45％で最も多く、続いてパート31％、常

勤 13%であった。両親との住居の距離は、同居が 15.7％、市内・区内 32.3％、都内・県内 24.0%、県

外27.7%、その他9.0%であった。 

２）調査時期  2012年2月 

３）質問紙の構成 

SC 利用イメージ尺度 予備調査として子育て中の親数名に対して SC 利用イメージを個別面接にて尋

ねた。予備調査および先行文献等から、SC 利用イメージの項目を独自に選定した。内容的妥当性を

検討するために、臨床心理学を専門とする大学教員１名、社会心理学を専門とする大学教員１名、教

育心理学を専門とする大学教員1名の3名により検討し、最終的に20項目に選定した（表1）。回答

は、それぞれ「１．全くあてはまらない」～「６．非常に当てはまる」の6件法で求めた。 

SCイメージ尺度 スクールカウンセラーイメージ尺度（大西・辻丸・鋤田・大岡・山口・岩永・福山，

2005）を用いた。この尺度は3因子から構成されており、第1因子「親和的イメージ」17項目、第2
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因子「開放的イメージ」7 項目、第 3 因子「静的イメージ」5 項目から構成されている。このうち各

因子の負荷量の高い順に「親和的イメージ」4 項目、「開放的イメージ」3 項目、「静的イメージ」3

項目を用い、「とても、やや、どちらでもない、やや、とても」の5件法で評定を求めた。 

SC 利用経験 SC の利用経験を「相談経験あり。今後も使用したい」「相談経験あり。印象が悪く今後

利用しない」「相談経験なし。特に必要なし」「相談経験なし。利用したいが時間があわない」の４つ

から選択を求めた。 

その他 フェイスシートとして、子どもの性別・年齢、親の職業、親の年齢、SC 利用経験について尋

ねた。 

４）場面想定法 

はじめに，場面想定法の相談場面を検討するために，先行研究を参考に，生活場面，学習場面，問題

行動場面，対人関係場面それぞれ各3場面を設定し，年齢や性別を考慮して物語を作成した。これらの

内容を心理学関連授業を受講した社会人32名に実施し，相談ニーズの高かった、生活場面（おねしょ，

父子関係）、対人関係（部内いじめ，サッカーコーチとのトラブル）、問題行動（万引きの疑い）、学習場

面（漢字習得，忘れ物）の計7場面を取り上げた。各場面に対して、相談相手として、夫、親、ママ友、

先生やコーチ、本やネット、電話相談、ネット相談、SC、SC 以外の専門家、自分と子どもの 10 つを

想定して、「次の子育ての場面について、あなたならどのように問題を解決しようとしますか？以下それ

ぞれについて、あてはまるものをお選びください。/ ○○に相談」を「１．全くそう思わない」～「６．

非常にそう思う」の6件法で尋ねた。 

 

３．結果 

１）尺度構成 

SC利用イメージ20項目について、因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行い、その結果を表

１に示した。固有値の減衰状況と解釈可能性により3因子構造と判断し、第一因子を「調整・解決への

期待」、第二因子を「利用前の不信感」、第三因子を「利用後の心配」と命名した。因子間相関は、第一

因子と第二因子が-.02、第一因子と第三因子が.09、第二因子と第三因子が.57 であり、利用前の不信感

と利用後の心配に中程度の相関が示された。SC 利用イメージ尺度においてそれぞれ 3 因子の信頼性係

数（Cronbach のα係数）を求めたところ十分な信頼性が確認された。そこで、各因子項目の得点を合

算して項目数で割ったものを各下位尺度得点とした。次にSCイメージ10項目を因子分析（主因子法・

プロマックス回転）した結果、先行研究とは異なる 2 因子が確認され、因子間相関は.05 であった。因

子間の相関がほぼ無相関であったため、再度因子分析（主因子法・バリマックス回転）を行い、2 因子

を確定した（表2）。回転後の累積寄与率は64.34％であった。因子名は先行研究を参考に、第１因子を

「親和的イメージ」、第２因子を「静的イメージ」と命名した。「親和的イメージ」に関しては、逆転項

目の処理を行い、「親和的イメージ」得点が高いほど SC への親和的イメージを抱いており、「静的イメ
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ージ」得点が高いほど SC への印象はおとなしく、無口な印象を抱いているといえる。各項目の得点を

合計して項目数で割ったものを下位尺度得点とした。 

 

表１ SC利用イメージ尺度の因子分析（主因子法・プロマックス回転） 

 
 

表2 SCイメージ尺度の因子分析（主因子法・バリマックス回転） 

 

 

２）SC利用経験とSC利用イメージ得点、SCイメージの分散分析 

はじめにSC利用イメージの下位尺度得点差を確認するために、一要因の被験者内分散分析を行った。

その結果 SC 利用イメージは、下位尺度間で有意差が示された（F(2,598)=47.89,p<.001）。多重比較の

結果、「利用前の不安」3.66（SD 0.91）が有意に高く、続いて、「調整・解決への期待」3.45（SD 0.82）、

「利用後の心配」3.02（SD 1.04）であった。次に、SC利用イメージとSCイメージが、SC利用経験

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

18 子どものことで、先生との調整をしてくれると思う。 .861 .083 -.032

16 相談すると、学校で直接子どもに対応してくれると思う。 .813 -.063 .081

17 子どものことで、外部機関と調整してくれると思う。 .808 -.023 .029

19 子どもへの対応方法を教えてもらえると思う。 .795 .184 -.096

20 親自身の気持ちが楽になると思う。 .714 .045 -.136

15 相談すると、子どもの問題が解決すると思う。 .632 -.264 .131

7 相談してもSCは、ただ話を聞くだけで解決はしてくれない気がする。 -.155 .798 -.125

9 限られた時間内で問題を伝えることは難しい気がする。 .095 .765 -.167

6 相談しても、理解してもらえない気がする。 -.225 .695 .028

12 相談内容が、先生たちに伝わってしまう気がする。 .126 .646 .092

8 深刻な問題でないと相談しにくい。 .087 .621 .078

10 SCは、学校関係者なので相談しにくい。 -.034 .593 .270

11 先生をとばして、相談すると先生がいい印象をもたない気がする。 .089 .567 .142

3 相談すると弱い人だと思われそうで心配だ。 -.048 -.173 .875

4 相談すると問題を抱えている子どもとみられてしまうのが心配だ。 -.023 .053 .871

1 相談すると問題を抱えている親と思われてしまうのが心配だ。 -.032 -.045 .825

2 相談する姿を知り合いの人（親や子ども）に見られるのが心配だ .040 .141 .723

5 相談すると、生徒内で子どもの立場が悪くなることが心配だ。 .049 .180 .695

因子

第２因子　利用前の不信感　7項目（M =3.66,  SD =0.91,α= 0.87）

第３因子　利用後の心配  5項目（M =3.02,  SD =1.04,α= 0.91）

第１因子　調整・解決への期待　6項目（M =3.46,  SD =0.82,α=0.90）

Ⅰ Ⅱ

優しい‐きびしい .900 -.012
温かい-冷たい .890 .055
親切な‐意地悪な .865 .007
丁寧な‐乱暴な .836 -.061
大切な‐どうでもいい .721 .134
信頼できる‐不信な .704 .020
活発な‐おとなしい .024 .797
おしゃべりな‐無口な .018 .649

因子

（M=3.46, SD=0.82,α=0.90）
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により違いがあるのかを検討した。SC利用経験による分析は、SC利用経験者のサンプル数が少ないた

め、SC利用イメージとSCイメージの各下位尺度について、一要因の分散分析を実施した。その結果、

表 3 に示す通り SC 利用経験による有意差は示されなかった。つまり SC 利用経験の有無や、その時の

印象がよくても悪くても、SC利用イメージにはそれほど違いがないことが示された。一方、SC利用経

験による SC イメージは有意であり、多重比較の結果、SC 利用経験ありで今後も利用したいと考えて

いる人は、SC への「親和的イメージ」得点が高かった。相談経験ありで今後利用したくないと思って

いる人は、「親和的イメージ」得点が低かった。 

 

表3 SC利用経験とSC 利用イメージとSCイメージの各下位尺度得点の一要因分散分析の結果 

 
**p＜.01 

各場面ごとに、どの相談相手に援助要請を行うかを明らかにするために場面ごとに相談者の援助要請

得点の差を検討することとした。はじめに相談相手10種類を、SC、対面の専門家（「先生やコーチ」「SC

以外の専門家」）、非対面の専門家（「電話相談」「ネット相談」）、夫、親、ママ友、自分で解決（「本やネ

ットの検索」「自分と子ども」）の7つの相談対象に分類した。各場面における7つの相談対象者ごとに

援助要請得点を算出し、一要因の分散分析を実施した（表4）。その結果、すべての場面において相談者

による有意差が示された。多重比較の結果、すべての場面において夫の得点が最も高かった。またほと

んどの場面でママ友は夫についで援助要請得点が有意に高かったが、場面2の万引きは親や自分で解決

の得点が高かった。場面4の部内いじめ、場面6のサッカーコーチとのトラブルは、人間関係による問

題が深刻であり、夫、対面の専門家、SC と多数の対象者に相談する傾向が示された。最後に SC への

援助要請は、場面4の部内いじめ、場面5の父子関係、場面6のサッカーコーチとのトラブル、場面7

の漢字習得などの得点が高かった。 

次に各場面で SC への援助要請と中程度以上の相関が示されたものを示す。おねしょ場面では、対面

の専門家（ｒ=.70）、非対面の専門家（ｒ=.59）、万引き場面では、対面の専門家（ｒ=.76）、非対面の専

相
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験
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り
。
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b
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な
い
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相
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な
い
。

利
用
し
た
い
が
時

間
が
合
わ
な
い
d

Ｆ
値

多
重
比
較

N=22 N=10 N=224 N=44

調整・解決への期待 3.65 2.92 3.47 3.39 2.02
(1.06) (0.68) (0.77) (0.91)

利用前の不信感 3.26 3.71 3.68 3.74 1.60

(0.69) (0.81) (0.93) (0.89)

利用後の心配 2.83 3.26 3.05 2.93 0.59
(0.91) (0.98) (1.06) (1.02)

SC親和イメージ 4.06 2.98 2.54 2.54 10.89 **

(0.71) (0.54) (0.51) (0.66)
SC静的イメージ 2.86 3.20 3.11 3.14 2.30

(0.56) (0.82) (0.42) (0.45)

b,c,d＜a
c＜ｂ

SC利用イメージ

SCイメージ
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門家（ｒ=.55）、忘れ物場面では、対面の専門家（ｒ=.78）、非対面の専門家（ｒ=.65）、部内いじめ場面

では、対面の専門家（ｒ=.69）、非対面の専門家（ｒ=.51）、子どもと夫との関係場面では、先生（ｒ=.49）、

対面の専門家（ｒ=.76）、非対面の専門家（ｒ=.56）、部内いじめ場面では、対面の専門家（ｒ=.63）、非

対面の専門家（ｒ=.51）、漢字場面では、対面の専門家（ｒ=.62）、非対面の専門家（ｒ=.51）であり、

これらがSCへの援助要請と中程度以上の相関が示された。 

自分と子どものみで解決し、援助要請を行わない人と各場面で中程度以上相関があったものは、部内

いじめで非対面の専門家（ｒ=.40）、漢字場面で非対面の専門家（ｒ=.40）であった。ママ友への援助要

請との関連が高かった場面と対象は、忘れ物場面では、親（ｒ=.46）、非対面の専門家（ｒ=.42）、漢字

場面では親（ｒ=.42）と中程度以上の関連が示された。 

 

表4 各場面ごとにおける援助要請得点 

 
**p＜ .01 

 

３）SC利用イメージとSCイメージによる各対象者への援助要請ニーズに与える影響 

SC 利用イメージと SC イメージが対象者別相談ニーズ得点に与える影響を検討することとした。は

じめにSC 利用イメージの 3 つの下位尺度得点とSC イメージの 2 つの下位尺度を独立変数とした。次

に 7 つの援助要請場面の得点の相関を確認したところ、SC（r=.47~.63）、対面の専門家（r=.40~.55）、

非対面の専門家（r=.63~.67）、自分で解決（r=.50~.72）すべてにおいて内部相関が非常に高かったので

7場面を合計したものを援助要請尺度とし、SC、対面の専門家、非対面の専門家、自分で解決の4種類

を従属変数とした強制投入法による重回帰分析を行った。 

SC 夫 親 ママ友
自分で
解決

F値

M 2.98 3.19 2.77 4.69 3.70 3.64 3.64 81.87 **

おねしょ SD (1.49) (1.24) (1.32) (1.42) (1.60) (1.47) (0.94)

M 2.88 2.63 2.60 4.88 3.08 2.96 3.42 139.28 **

万引き SD (1.42) (1.10) (1.25) (1.43) (1.52) (1.41) (1.06)

M 2.95 2.92 2.50 4.71 3.23 3.58 3.60 128.04 **

忘れ物 SD (1.53) (1.23) (1.25) (1.38) (1.50) (1.40) (0.96)

M 3.73 3.84 2.66 5.01 3.16 3.77 3.17 118.76 **

部内いじめ SD (1.60) (1.05) (1.30) (1.27) (1.50) (1.37) (1.02)

M 3.49 3.37 2.79 4.33 3.47 3.76 3.46 43.64 **

父子関係 SD (1.60) (1.15) (1.29) (1.57) (1.52) (1.39) (0.93)

M 3.70 3.83 2.79 5.13 3.32 3.81 3.25 128.85 **

サッカーコーチ SD (1.60) (1.12) (1.29) (1.13) (1.55) (1.36) (0.97)

M 3.63 3.63 2.67 4.78 3.25 3.79 3.34 92.71 **

漢字習得 SD (1.60) (1.11) (1.32) (1.35) (1.53) (1.44) (0.99)

場面１

場面２

場面３

場面４

場面５

場面6

場面7

SC以外の

専門家
（対面）

SC以外の

専門家
（非対面）
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その結果、SCへの援助要請の説明率は11.1%であり、SC利用イメージの「調整・解決への期待」「親

和的イメージ」、SCイメージの「静的イメージ」が有意であり、ほぼ同様の結果が対面の専門家にも示

された。つまり、SC や対面の専門家を利用することで問題が調整・解決するだろうというイメージを

抱いているほど、また SC に対して優しく、温かく、親切で、丁寧という「親和的イメージ」を抱いて

いるほど、さらには SC へ「活発で、おしゃべり」という静的でないイメージを抱いているほど、積極

的に SC や対面の専門家へ援助要請を行う傾向が示された。一方、非対面の専門家には、SC への「調

整・解決への期待」が高いほど、「利用後の心配」が高いほど、「静的イメージ」が低いほど相談を行う

ことが示された。つまり SC のような専門職には関心があるが、SC 利用に関しては問題を抱えている

親子とみられたくないという「利用後の心配」を抱き、かつ SC 自身には親和的なイメージを持ってい

ない人が、非対面の専門家を利用する様相が示された。SCに対して、「調整・解決への期待」をしてお

らず、親和的なイメージも持ち合わせておらず、「利用後の心配」イメージのみが高い人は、自分での解

決を選ぶ傾向が示された。 

 

表5 援助要請の対象とSC利用イメージとSCイメージの重回帰分析の結果 

 
**p＜.01 *p＜.05 

 

４．考察 

本研究では、SC への相談の様相を明らかにするために、はじめに子育てで遭遇するであろう問題場

面を 7 つ抽出し、SC を含む様々な人への援助要請を確認した。その結果、多くの場面で夫とママ友へ

の援助要請得点が高かったが、万引き場面に関しては、ママ友への援助要請得点は低く、自分への解決

の方法を選ぶ人が多かった。つまり、外部に知られたくないという子どもの問題場面では援助要請の対

象が変わる可能性が確認された。SC への援助要請が高かった場面は、部内いじめ、サッカーコーチと

のトラブル、漢字習得場面であり、援助要請が低かった場面は、万引き、忘れ物、おねしょ場面であっ

た。忘れ物は日常場面であるため、万引きは非行内容であるため、おねしょはそもそも学校だとあまり

下位尺度

調整・解決けの期待 .151 * .127 * .168 ** .009

利用前の不安 .024 .044 -.130 .061

利用後の心配 -.023 -.028 .158 * .163 *

親和的イメージ -.255 ** -.201 ** -.070 -.019

静的イメージ -.120 * -.141 * -.142 * -.053

R 2 .111 ** .074 ** .069 ** .026 *

自分で解決

相談相手（β）

SC利用イメージ

SCイメージ

SC

SC以外の

専門家
（対面）

SC以外の

専門家
（非対面）

調整・解決への期待 
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該当しないため相談得点が低かったと考えられる。しかしながら、忘れ物やおねしょという症状の中に、

注意がそれやすい注意転動やワーキングメモリーの容量の少なさ、過敏性など子どもの特性が隠されて

いたりする。不登校や学校内の友人関係のみでなく、日常的な困り事でも SC 利用が可能という点は広

く伝えていきたい内容である。 

SC への援助要請の規定要因として、本研究では SC 利用イメージと SC イメージを取り上げた。SC

利用イメージは、「調整・解決への期待」「利用前の不安」「利用後の心配」の 3 つの下位尺度が示され

た。その中でも「利用前の不安」得点が最も高く、続いて、「調整・解決への期待」、「利用後の心配」と

なった。このことから、SC は周知されつつあるが、未だ「ただ話を聞くだけ、先生たちに伝わってし

まう気がする、深刻な問題ではないと相談しにくい」などと、カウンセリングの難しさや、SC が学校

関係者であることへの不安が解決への期待を上回っていることが確認された。大学生を対象に実施した

川幡・佐野（2014）の研究でもスクールカウンセリングに対するイメージの第一因子が「不信イメージ」

となっており、その内容は「治った気になるだけである」「根本的な解決につながらない」などの内容が

示されていることからも、スクールカウンセリングの効果への認知度は未だ低いことがうかがえる。 

スクールカウンセリングをより多くの人に利用してもらうためには、守秘義務の厳守を徹底すること、

話を聞くことはクライエント自身の自己の整理につながることや共感や傾聴の効果について積極的に情

報を発信していく必要があることなどが示唆された。 

次にSC利用イメージとSCイメージがSCへの援助要請に与える影響についてだが、SC利用イメー

ジよりも、SC自身の親和的イメージによる影響が大きかった。SCへの援助要請と対面の専門家への援

助要請は似たような傾向が示され、SC へ援助要請を行うものは、時間的な制限からそれが不可能な場

合、他の専門家に援助要請を行う可能性が高いことが推測された。つまり SC を利用することができる

人は、状況によってSCの利用が難しい場合、他の専門家を利用しながら問題解決を図る人達であろう。

一方、非対面の専門家に援助要請を求める人や自分で解決しようとする人は、スクールカウンセリング

を利用することでの「利用後の心配」を抱き、かつ SC には「親和的イメージ」をもっていない人達で

あることが推測できる。 

以上のことから、誰もが SC の利用を行いやすくするためには、SC の「親和的イメージ」を上げる

こと、「解決・調整への期待」を高めること、「利用後の不安」を低めることが必要である。例えば、親

和的イメージを高めるためには、SC が学校の中で親と接触する機会を持ち、挨拶などを含め、親しみ

やすさを創り出していく必要がある。またおたよりなどを利用しながら、SC の人となりを伝えていく

ことも重要であろう。一方で、「解決・調整への期待」「利用後の不安」に対しては、SC の直接的なア

ピールも重要だが、第三者である教員が仲介となって SC を利用することのメリットや不安を和らげる

ようにSCの人柄やSC利用のメリットを伝えるという「SCと親をつなぐ」役割を担うことで、より多

くの人が SC を利用できることとなろう。特に SC を利用してみたももの、利用後の印象が悪い人は、

「親和的イメージ」得点が低くなっていることから、次の SC 利用につながりづらい可能性がある。こ
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の場合こそ、まさに第三者としての教員の役割が大きく、SC と教員の連携（堀尾，2012）に期待した

い。大学生を対象とした SC に対する認識調査では、SC を利用したが「誰にも言わないと言っていた

のに、担任が知っており信用できないと思った」などの経験から抵抗を持っていることも明らかになっ

ている（伊藤，2014）。SCは個人的な守秘義務と集団守秘義務の両方が存在し、集団守秘義務の中での

情報共有が行われることがあるので、集団守秘義務を教員間で徹底することやどの部分が集団守秘義務

となりうるのかなどの説明を丁寧に行うことも必要となろう。 
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【資料】 

＜場面1＞:息子は，小2になってもおねしょを繰り返している。おしっこの量も多く，布団がびしょ濡

れになることが多くなってきた。友達のママからは，「え～。まだおしっこしているの。神経質だね」

と言われる。来月には，サッカーで合宿があるので，息子はとても心配している。 

＜場面2＞:小3の娘の部屋を片付けていた。すると引き出しの中から，見たことのないシールが何枚も

見つかった。あわてて，娘の持ち物の中を見てみると，他にも新品のネックレスやビーズなどが見つ

かった。 

＜場面3＞:小5の息子が，毎日宿題や必要な持ち物を家に忘れる。学校から帰ってきてもお便りなどを

見せることも少ない。どうやら，勉強道具も学校に忘れていることが多いようだ。学校の個人面談で，

先生から「忘れ物が多すぎるのでご家庭でも気を付けてください」と注意された。 

＜場面4＞:中2の娘は，バレー部の仲間とうまくいかない。まじめに練習をしていると，くすくす笑わ

れたり，無視されたりする。試合を見に行くと，友達は娘が失敗すると笑ったりばかにしたりしてい

るようだ。応援にきている親達は，娘の失敗に対してため息をついたり，何かこそこそと話している。

子どもも私もとてもつらくなってきた。娘は，部活はやめたくないと言っているが，放課後泣いて帰

ってくることが多くなった。 

＜場面5＞:中3の息子は，夏休み勉強をしないで毎日携帯ばかりいじっている。成績は下がる一方であ

る。その姿を見て，「ちゃんと勉強しろ。塾にいくらお金を払っているんだ。お前の将来どうするつも

りだ」と，ことあるごとに夫が怒鳴る。すると子どもは部屋に閉じこもり鍵をかけて出てこない。 

＜場面６＞:小6の息子は，サッカーを習っているがあまりうまくない。試合で負けるとコーチから「お

前はセンスがない」「お前がいるから負けた」と言われ，友達からもばかにされている。試合前お腹が

痛くなっていたが，2 学期になると学校に行く前もお腹が痛いと言ってトイレから出てこないように

なった。病院に行ったが，問題はないと言われた。子どもはサッカーを絶対にやめたくないと言って

いる。最近では，学校を一週間に2日ほど休む日が1か月以上続いている。 

＜場面7＞:小4の娘が，家で学校の宿題をするとき「勉強がわからない」と言って泣き出すことが多く

なった。新しい先生はとても厳しく，漢字のとめはねなどできていないと，赤ペンでチェックして10

回書き直しをしないといけない。娘のノートは書き直しだらけになっている。一緒に勉強を見てあげ

ても「どうせ私はできないもん」「私はどうせバカだから」と繰り返すばかりで，勉強への意欲がどん

どん下がってきている。 
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