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相談における子ども・保護者とのよりよいかかわり方を求めて

－座標軸モデルを用いた試み－

ふれあい教育センター教育相談班

研究指導主事 小 林 真 理

１ 研究の意図

様々な悩みや不安を抱えた子どもたちやそ

の保護者との相談の中で、子どもの心や体の

状態を把握したり、子どもへの保護者の適切

なかかわり方を考えたりすることの難しさや

重要さを痛感している。

これまでに教育相談を進めていく中で、二

つの要因に注目し座標軸をとって考えていく

方法を学んできた。そこで、相談において柔

軟な見方をし、バランスを意識することから

も、この座標軸をとって考えていく方法を相

談に活かすことはできないかと考えた。子ど

もや保護者の状態に応じて座標軸をどのよう

に立てるのかを考え、今の状態やかかわり方

をどうとらえるのかを記録し、相談に活かす

ことを試みることとした。

２ 研究の内容

(1) 今年度の来所相談の状況

今年度新たに当センターで受けた来所相談

のケースは、１月末までで144件である。その

うち92件は一般教育相談であり、さらにその

半数近くは不登校を主訴とするものである。

すなわち、全体から見ると３分の１近くが不

登校を主訴とするものとなっている（ 。図１）

一般教育相談 障害児教育相談

92件 52件

不登校 その他

44件 48件

図１ 今年度の来所相談の状況

また、初めての来所時には受理面接（イン

テーク）を行うが、受理面接の後、引続き継

続相談となる場合も多い。昨年度からの継続

来所も含めると、今年度不登校を主訴とする

継続相談のケースは23件となっており、それ

らを態様別にみると次の通りである。

・不安など情緒的混乱の型 14件・・・・・・

・学校生活に起因する型 ６件・・・・・・・・

・無気力型 １件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・複合型 ２件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

また、複合型２件はいずれも不安など情緒

的混乱の型と学校生活に起因する型との複合

であり、学校生活に起因する型の６件は情緒

的混乱を含んでいる つまり ほとんどのケー。 、

スが不安など情緒的混乱の側面をもっている

といえる。

さらにこれらの23件は、子どもと保護者の

来所が20件、保護者のみの来所が３件となっ

ており、子どもと保護者の来所の場合には基

本的にはそれぞれの担当者が別々に面接を行

う並行面接を実施している。子どもへのかか

わり方としては 多くの場合 スポーツ ゲー、 、 、

ム、音楽等、子どもの興味・関心のあるもの

を取り入れている。当センターにはそのよう

な設備も整っており、相談を進める上で有効

に使われている。また、保護者に対しては相

談室でのカウンセリングを行っている。

来所の間隔は、週１回１時間を基本として

おり 継続の期間については１か月程度のケー、

スから数年にわたるものまで様々である。

(2) 座標軸モデルの考え方

これまでの研究から座標軸をとって説明し

たものを２例ほど次に示す。

相談における子ども・保護者とのよりよいかかわり方を求めて －座標軸モデルを用いた試み－
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は親の養育態度について横軸に受容を図２

とり、縦軸に支配・統制をとったもので、四

つの部分はいずれも強い場合の過保護・過干

渉、支配・統制のみ強い過干渉、受容のみ強

い甘やかし、いずれも弱い放任となる。この

、 、場合は 受容と支配・統制のバランスがとれ

さらにどちらも強すぎないことが望ましい養

育態度と考えられる。

図２ 親の養育態度

は菅野純（早稲田大学教授）が子ども図３

の不適応行動の構造の説明に用いたものであ

る。精神的エネルギーを横軸に、そのエネル

、ギーを方向づける耐性を縦軸にとったもので

意欲群、息切れ症候群、遊び型問題行動群、

内向的問題行動群とに分けられる。子どもと

かかわるときに立ち止まって四つの部屋のど

こにその子がいるのか考えてみるとよいとさ

れている。

＊１図３ 子どもの不適応行動の構造
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以上のようなとらえ方を本研究では座標軸

モデルと呼び、子どもや保護者の状態をとら

えたり、かかわり方を探ったりするために用

いることとした。その場合、注目した視点を

第一の軸、第二の軸とした。

(3) 不登校を主訴とするケースのモデル

ア 第一の軸（横軸）

先に述べたように、当センターの継続相談

では不登校を主訴とするケースが最も多い。

また、その場合にはほとんどの子どもが不安

など情緒的混乱を起こしており、心のエネル

。 、ギーの下がった状態から相談が始まる また

心のエネルギーがどのような状態かが、悩み

や問題を考える時に重要になると考えられる

ため、不登校のケースで子どもに用いる第一

の軸は「心のエネルギー」と設定した 「心。

のエネルギー」とは元気や意欲の原動力にな

るもの、心の中にやる気を起こさせ、実際に

行動化するために必要なものだと考えられ

る。

「心のエネルギー」が満たされるために必

要な条件として菅野純は次の三つを挙げてい

る。

・安心できること

・楽しいこと

・認められること

当センターでも子どもに多く用いられてい

る遊戯療法は、この条件を満たしていると考

えられる。つまり、定められた時間と空間と

人の枠の中で、子どもが自由で主体的な遊び

を受容されることでまず安心でき、それは子

どもにとって楽しいものでもある。さらに担

当者から大切に扱われたり、主体性が尊重さ

れる体験は、自分がかけがいのない存在とし

て認められることにもなる。

相談を担当していて、子どもに「心のエネ

ルギー」がたまっていくためにこの三つの条

件は大切だと実感しており、特に三つ目の認

められることは、近年注目されている子ども
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の自己肯定感に深くつながるものであると考

える。

次にこれらの条件がどの程度満たされてい

るかを考えるため、次の三つの場でとらえて

みる。

・家庭

・社会（学校・友達等）

・自分自身

子どもの成長の中で考えていくと、子ども

はまず、母親から始まる家族とのかかわり、

次に地域や学校など社会とのかかわりの中

で、安心できる経験、楽しい経験を重ね、認

められる経験も積み、揺れ動きながらも、そ

れらに支えられた自分自身を肯定的に受け入

れることができるようになる 「心のエネル。

ギー」の状態を考える時、これまでの成長の

中でこれら三つの場で心のエネルギーの状態

はどのようであったのかを考えた上で今の状

態を見ていくことが大切になる。そして三つ

の場でのかかわりの中で子どもが「心のエネ

ルギー」を満たしていくことが難しい場合、

しばらくの間、補足し支えるものとして、相

談があると考えることができる（ 。図５）

図５ 心のエネルギーを考える場

さらに 「心のエネルギー」の状態をみる場、

合には、心と体の状態には密接な関係がある

ことから、食事、睡眠、排泄の状態も重要な

観点となる。したがって、相談の中でそれら

家庭 社会

自分自身

相談

家庭 社会

自分自身

相談

の状態をつかむことも必要である。

イ 第二の軸（縦軸）

第二の軸はケースに応じて子どもの成長

や、悩みの解決につながるものを設定する。

例えば、耐性、自己主張、問題解決力等、が

考えられる。継続来所の23件の中で、小学生

の３ケースは母子分離不安の大きいもの、他

のほとんどのケースは、友人関係に不安を抱

えているものである。このように不登校の

ケースでは対人関係がうまくいかずに悩んで

いる場合が多いので、その点も考慮して第二

の軸を選ぶ。

ウ 記録

記録については、通常の記録に加えて、設

定した軸についての状態を記入する様式を作

成した（ 。表１）

表１ 記録の様式

相談日の上の段には第一の軸について、下

の段には第二の軸について次のように記録す

る。

・子どもの言動から 子どもから出て・・・・・・

きた言葉、行動等客観的な事実

・子どもの様子から 子どもの相談担・・・・・・

当者が相談の中で把握できた事柄

・保護者の相談から 子どもの家庭で・・・・・・

の様子、保護者のかかわり等保護者の相

談の中でわかった事柄

・状態、変化 これらのことからとら・・・・・・

えた状態、前回との比較

一番右の矢印の欄にはそれぞれの軸につい

ての状態の変化を座標軸モデルの中での動き

として矢印で記入する。

次に、二つの軸からとらえたその時の子ど

もの状態を座標軸上に日付で記す。どこに位

置をとるかは子ども担当、保護者担当でその

矢印
状態

変化

保護者の

相談から

子どもの

様子から

子どもの

言動から

月
日

矢印
状態

変化

保護者の

相談から

子どもの

様子から

子どもの

言動から

月
日
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日の相談を振り返りながら十分に検討して行

う。担当者同士でともに考えることにより、

子どもの状態をいろいろな面からとらえるこ

とができる。特に良い変化だった時、そこに

影響を与えたと考えられるもの、例えば保護

者のかかわり方や具体的な出来事等には留意

し、記録として付け加えておく（ 。図６）

・1/23 父親と外出・・・・・・

図６ 記入例

エ かかわり方

座標軸モデルを用いてとらえた状態を踏ま

えて、子ども・保護者へのかかわり方を考え

る。

第二の軸としては耐性、自己主張、問題解

決力等を考えたが、それらが相談の中で急に

高くなることは難しいと感じている。どちら

かというと、心のエネルギーが低い等の原因

で、本来子どもが持っていたものが、出せな

くなっていると考えた方がいいケースも多

い。

例えば、今年度、不登校を主訴として来所

した子ども（中学１年生）は、はじめは自己

否定的でエネルギーのない状態であったが、

相談の中で大好きな釣りの話をするときは生

き生きと話し、それを担当者が受け入れてい

く中で将来の話や自信のあることについての

話をするようになり、表情もよくなっていっ

た。そして学校の先生がクラスの生徒と一緒

に野外活動に誘ってくれたことをきっかけに

登校できるようになった。

＜心のエネルギー＞

＜自己主張等＞

1 /23

1 /15

このケースを座標軸モデルの中で大まかに

表すと、左上の部分から右上の部分への動き

ととらえられる。

このモデルでは、言うまでもなく右上の部

分に状態が変化していくことが望ましいが、

まず、心のエネルギーへの働きかけを重視す

ること、その上で第二の軸への働きかけをし

ていくことが重要である。座標軸モデルで表

せば次のような動きである（ 。図７）

図７ かかわり方のモデル

(4) 実際の取組および考察

座標軸モデルを用いてかかわったケースに

ついて説明する。ただし、継続中のケースで

もありプライバシーへの配慮からも多少内容

等に変更を加えていることを付け加える。

不登校が主訴で来所した高等学校１年生の

。 。ケースである 筆者は保護者を担当している

ア 軸の設定

受理面接の時の子どもの様子は穏やかな感

じだがつかみ所がない印象で、意欲に乏しく

感じられ、子ども自身もエネルギー不足を認

めていた。

また、相談の中で、子どもが自分の気持ち

や意志をなかなか表現しない、自己主張でき

ないことがわかり、子どもの成長のために相

談の中で自己主張することを促すかかわり方

をしていくことにした。このケースの場合、

常に相手や周りの人のことを気にして話すよ

うな習慣が身に付いている様子であったた

め、自己主張できるようになるためには、自

＜心のエネルギー＞

＜自己主張等＞

＜心のエネルギー＞

＜自己主張等＞
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分の言ったことを受け入れてくれるという相

手への信頼感をもつこと、自分の気持ちを表

現していいんだという考え方を身に付けるこ

と、実際に自己主張するスキルの獲得等が必

要だと考えられた。

以上のことから、第一の軸として「心のエ

ネルギー」を、第二の軸として「自己主張」

を設定した。

イ 第一の軸

「心のエネルギー」の状態は、はじめは子

どもも認めているようにかなり低いと考え

た。

相談を進めていく中で、三つの場について

それぞれ次のようなことがわかってきた。

・家庭の中では 家族間のいさかい・・・・・・「

が多い。子どもがいさかいの原因になっ

ていることもある。世間体を気にする家

族の中で子どもの状態は否定的にとらえ

られている。子どもを認めるような言葉

かけはほとんどしてこなかった 」等の。

母親の気づき。

・社会では 小さい頃から学校は嫌・・・・・・「

。 。」嫌行っていた 楽しいことはなかった

という子どもの言葉。

不安が大きく、・自分自身の中では・・・・・・

このままではいけないと思っても行動で

自分についてはきない子どもの様子 「。

否定的だろう 」など母親からの話。。

相談を続けていく中で、まず母親自身の気

付きが子どもへのかかわりに活かされるよう

になった。子どもへの否定的な言葉かけを少

なくし、小さなことでもよい変化に対して認

めようとする母親の変容により、家庭での子

どもの心のエネルギーが少しずつではあるが

高まる方向へ変化していった。

また、親戚の人の中で過ごした年末年始に

は、子どもが認められるようなかかわりも多

く、楽しく活動的に過ごし、その後、自分か

ら学習に取り組むという行動にもつながって

きた。

さらに、相談の場でも表情の明るさが見ら

れるようになり、帰りの車の中ではいつも表

情がいいと母親が話すことからも、子ども自

身にとって相談の場が「心のエネルギー」を

満たしていく場として機能していることがわ

かった。

ウ 第二の軸

自己主張についても、はじめは低い位置に

あるととらえて相談を進めていった。

母親との相談の中で 「今まで子どもがや、

りたいと思ったことを、すぐに無理だからと

やめさせていたことが多かった。それは失敗

させてはいけない、自分の子育てが責められ

るという思いが強かったからだろう 」等、。

待てなかった自分を振り返る言葉が数多く出

てきた。

相談では、担当者とのかかわりの中で、会

話やゲーム等をしていても少しずつ自己主張

できるように変化してきた。それは担当者の

促しや回数を重ねることによる慣れの部分も

あったと考えられるが 「ここでは自分の考、

えや気持ちを表現してよいのだ 」という安。

心感に基づいた考え方の変化も影響を与え

た。また、相談の場での変化が家族との関係

で、特に母親との関係においても良い影響を

与えた。

その例として、相談の帰りに子どもが「こ

れまで自分のやりたいと言ったことはいつも

すぐに駄目だといわれてきた 」と母親に話。

し、母親はそれを受け止めて子どもの思いを

聴くということにも現れた。

このように、子どもが少しずつ自己主張で

きるようになってきたことが、待つことがで

きる母親のかかわり方として現れ、それはさ

らにまた子どもの良い変化につながっていく

という望ましい循環となっていった。その変

化を相談の中で子どもや保護者にも伝え、と

もに確認しながら相談を進めていった。
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エ 座標軸モデルの動きおよび考察

座標軸モデルの中での動きを表すと の図８

ようになる。

図８ 座標軸モデルの中での動き

高校の出席日数の関係で不安定になった時

期もあったが、全体の流れとしては望ましい

方向に進んでいることがわかる。今後は子ど

もが行動に移すエネルギーを蓄えてきたと考

えられるので、子どもの自己決定、具体的な

行動を待ちながら支援していく方向に進んで

いきたいと考えている。

このケースは特に母親が自分自身の子育て

を否定的に受け止めがちであったため、子ど

もの状態を座標軸モデルでとらえていくこと

、 、により 子どもの良い変化を母親に伝えたり

時間の経過の中で今の状態をゆとりを持って

受け止めたりすることができた点が有効で

あった。

３ まとめと今後の課題

相談に訪れる子ども・保護者の状態は当然

のことながらどれひとつ同じであるものはな
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い。また、年々多様化、深刻化してきている

ように感じている。医療機関にかかっている

ケースも多くなっている。

今回その状態をとらえる手法として座標軸

モデルを用いたことがどの程度有効であるか

を判断することは難しいし、課題も多々ある

と考えるが、この試みの有効性として、次の

４点を挙げておきたい。

・相談において、方向性を意識したかかわ

り方ができること

・継続相談の流れの中でそのときの状態を

とらえることができること

・担当者がともに相談を振り返りながら記

録していくことで柔軟な見方ができるこ

と

・具体的な働きかけを試みるタイミングを

考える手がかりになり、見通しがもてる

こと

また、この研究では座標軸モデルを一つ用

子どもいたが、補足的に次のような視点で、

の育ちの中や、保護者のかかわりの中でどう

であったか、あるいは現在どのような状態で

あるかを座標軸モデルを用いて考えることも

できる。

・子どもの心のエネルギーと保護者の心の

エネルギー

・子どもの状態と保護者の受け止め方

・自己肯定と他者肯定

・叱ることとほめること など

これらを、今後の取組として考えていきた

いと思う。
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