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コミュニティー心理学からみた協働による学生相談活動２
― 平成２５年度宇都宮キャンパスのケースを事例に ―
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コミュニティー心理学からみた協働による学生相談活動２
―平成２５年度宇都宮キャンパスのケースを事例にー

滝澤 武 
横山明子 
伊藤和也  
池田美千代
剱持佑起

1. はじめに
 本稿の目的は、平成年度宇都宮キャンパスにおける学生相談活動をコミュ
ニティー心理学の視点から、特に協働に中心にして検討することにある。
コミュニティ心理学には多様な定義がある。そのなかに「コミュニティ心理
学とは、個人、コミュニティ、そして社会との関係に焦点をおく。そしてコミ
ュニティ心理学者は、協同・参画的な研究と実践を通じて個人、コミュニティ、
そして社会における生活の質（42/）を理解し、これを向上させる方法をも模索
し、実践する」というダルトンの定義を高畠（）が紹介している。本稿に
おいても、この定義をてがかりに学生相談活動を検討していく。コミュニティ
心理学の理念については①コミュニティ感覚をもつこと、②社会的文脈で対象
者をとらえること、③治療よりも予防を優先させること、④病理性よりも健康
性に焦点を当てること、⑤専門家と非専門家が協働することがあげられること
が多い（下山）。この理念は、学生相談活動の取り組みにおいても重要
な視点と考えている。本稿では、まず平成年度の活動を報告し、今後の課題
について協働に焦点をあてて考察していく。

2. 平成２５年度学生相談活動の取り組み
学生相談活動の取り組みをまとめるにあたり、独立行政法人日本学生支援機
構の報告書（）の枠組み｢専門的学生相談活動（業務）の種類｣を参考に整
理する。具体的は１．援助活動 ２．教育活動 ３．コミュニティ活動 ４．実
践教育活動である。それに加え、宇都宮キャンパスにおける独自の業務を５．
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その他の活動としてまとめる。

援助活動
 援助活動は、「学生生活において何らかの心理的困難に直面している学生あ
るいは、その関係者に対して、その問題のために個別ニーズに即して適切な援
助をすることを目標とした活動」である。

① 面談・キャンセル（表１・２）
主任相談員の臨床心理士による面談は年間件であった。キャンセル数は
年間件であった。
② コンサルテーション・コーディネーション（表１・２）
主任相談員の臨床心理士によるコンサルテーション・コーディネーション
は年間件であった。授業担当教員や卒業研究担当教員から、学生への対
応に困り、個別の面談だけでは対応ができないケースが増えている。面談
は一対一で実施することがほとんどであるが、コンサルテーション・コー
ディネーションはそれぞれ既存の役割の範囲で独立して行う協力行為であ
る。そして関係者とともに問題状況について検討をし、今後の支援の在り
方について話し合うプロセスである。
③ 指示、助言
医療機関についての情報提供、履修へのアドバイスを行った。
④ 危機介入
自殺念慮のある学生とその保護者への支援をおこなった。経過としては、
学生本人がキャンパスライフ支援センター窓口にきて、学生相談を至急う
けたいとの申し込みがあった。それと同時に保護者から電話によって「本
人がキャンパスライフ支援センターに行ったかどうか」の問合せと相談の
申し出があり、緊急対応をした。学生を医療につなぎ、学科長とも連携し
その後安定した学生生活に戻ることができた。
⑤ 療学援助
発達障害学生の就学フォロー 関係機関の紹介・連携（各種医療機関、栃
木県精神保健福祉センター、栃木県発達障害支援センター、ハローワーク、
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障害者職業センター）を行った。

教育活動
 教育活動は「学生の心理社会的知識、社会的コミュニケーションスキルの学
習の促進を目的とした教育的プログラムを学内の他の部署と協働して、あるい
は学生相談室自身の企画によって実施する活動」である。

① 心理学に関連する講義
「心理学」「臨床心理学」（伊藤）｢精神保健｣ 滝澤 ｢教育心理学｣｢発達心
理学｣ 横山 など心理学関連科目を担当した。また、月の新入生ガイダン
スにおいて、学生相談室の利用方法についての情報を提供した。
② 心理教育的ワークショップ
本年度から研修担当の相談員（剱持佑起 柔道整復学科）がスタッフとし
て加わった。コミュニケーション講座、傷病者への対応に関するセミナー
を開催した。概要は以下の通りである。

コミュニケーション講座
（テーマ 器を大きくするためのコミュニケーション）
   人の悩みの割から割は人間関係が関わっていると言われている。大学
に行く気が起きない。何のために勉強するのかわからない。友人をつく
るのが苦手など学生相談室には様々な悩みを抱えた学生が訪れる。相談
員の対応が必要な場合もあるが、自分と向き合い、自分がどんなことを
考えているのかなどの機会をつくることで悩みが解決、あるいは気持ち
が楽になることがある。そこで、研修担当講師の実体験した悩みのエピ
ソードも交えながら、自分はどんな人間なのかを考えるためのセルフワ
ークを前期と後期に実施した。表３（４月日、月日）

傷病者への対応に関する講座（緊急時の救命処置 心肺蘇生法実習）
緊急時の救命処置における心理的な態度の育成を目的として実施した。
宇都宮キャンパスには、平成年月に３台の自動体外式除細動器（$('）
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が増設され、合計台の$('が設置されている。重篤な傷病者が心肺停止
状態に陥った場合、救命率を高めるためには第一発見者の$('を利用した
的確な対応が重要になる。そこで、$('の使用方法も含めて、心理的な態
度を育成するために心肺蘇生法の講義・実習を前期と後期に実施した。
人あるいは人一組によるグループワークはコミュニケーションのトレ
ーニングにもなることを期待した。（月日、月日）
③ 場所提供による援助活動
キャンパスライフ支援センター内ワークルームに、学生が自由に利用でき
るスペースを設置している。本年度は、主に教職員のミーティング場所と
して利用された。

コミュニティ活動
 コミュニティー活動は、「学生相談から見えてくる学生の個別ニーズを踏ま
え、大学として環境改善に取り組むべき課題に対して、執行部及び大学全体に
関して問題と対応策に関する知識の共有と共同学習を図るなど、予防的観点か
ら大学に貢献しようとする活動」である。

① 教職員研修への貢献
主任相談員が中心となって以下のテーマで研修を行った。
抑うつの理解について（月日） 
統合失調症の理解について（月日）
アスペルガー症候群の学生への対応について（月日、日、日、日 
意見交換では、ケース検討会ではないので、個人名場でないように留意
した。ビデオの内容、意見交換の内容と参加者からの主な意見は以下の
とおり。

ビデオの主な内容・意見
明治大学学生相談室が創設５０周年を迎えた記念事業の一環として、
明治大学連合父母会の協賛を得て作成した発達障害を抱える学生を支
援するためのＤＶＤを明治大学学生相談室のご好意により、そのＤＶ
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Ｄを借用することができた（タイトル「アスペルガー症候群って知っ
ていますか？─発達障害の大学生支援ガイド─」）。近年注目され、
発達障害支援法という法律もできたが、まだまだ障害の特徴や支援方
法は知られていない。大学生活のいろいろな場面でどのような支援が
望ましいか解説している。
意見交換の場においては「心理面に問題を抱えた学生への対応ガイド
ラインがほしい」「学生の対応に当たって、大学として統一のルール
を決めてほしい」「心理面に問題を抱えた学生については、事前に教
員に連絡がほしい」「自閉症スペクトラムの学生に対して手がかかり
過ぎる。サポーターがほしい」といった要望がだされた。

平成年度宇都宮キャンパス新任教員説明会（学生相談室室長）
このなかで、学生支援モデルとして 学生支援の３階層モデル（独立
行政法人日本学生支援機構 大学における学生相談体制の充実方針に
ついて）「総合的な学習支援」と｢専門的な学生相談｣の｢連携・協働｣ 平
成年月 をもとに、学生相談室の方針を説明した。

② 予防のための活動の企画・実施
キャンパスガイドブックにハラスメントの記載をおこなった。

③ 学内委員会活動への貢献
ハラスメント対策委員会
学生相談室の相談員はハラスメント相談窓口も担当しており、さらに室
長はハラスメント対策委員会の委員も兼務し、他の委員（学部長、図書
館長、学生委員長）などと協働してハラスメントに対応をした。

教授会での広報、連絡
学生委員会に協力（問題行動を起こした学生への対応など）をした。
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④ 関係部署との会議打ち合わせ
キャンパスライフ支援センターミーティング
月1回の頻度で、本学生相談室が主導し、学生支援グループ（事務サイド）
の各部署の面々と学内の気になる学生の情報共有を行っている。
今年度からの新しい試みとして、キャリアサポートチームのキャリアカ
ウンセラー、学習支援室の学習支援スタッフをミーティングのメンバー
に加えた。キャリアカウンセラーの勤務する就職資料室、そして学習支
援室はともに多くの学生が出入りする場所であり、就職活動や学習に問
題を抱えた学生が訪れる場所である。
なお、ミーティングを拡大するにあたり、参加メンバーにミーティング
の趣旨と目的を再説明し、キャンパスライフ支援センターミーティング
が一定の目的と役割をもったグループとして機能していることを示した。
説明の内容は以下の通りである。

○キャンパス内の連携強化を目的としたミーティングであること
○各部署の守秘義務の範囲内で学生支援の情報共有を行うこと
○話題に上がった学生の支援方針を検討し、各々が役割分担して支援
にあたること
○メンバー各自がミーティング情報管理を徹底すること
○メンバー各自がミーティングでの情報を各部署に持ち帰り共有して
おくこと

学習支援連絡会議
（教務委員長、学生委員長、FD委員長、学習支援室、学生相談室、キャ
ンパスライフ支援センター）に学生相談室長が委員として参加した。

実践研究活動
 実践研究活動は「学生相談の経験及び専門性に基づいて、大学として必要な
環境改善への貢献及び相談活動の向上のために行う実践的な研究活動」である。
 主な成果は以下のとおり。
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「抱える環境」の情勢―治療期の概念を用いてー
 伊藤和也 帝京大学カウンセリング研究 －
  帝京大学宇都宮キャンパス平成年度学生相談室の取り組みと課題
  －学生相談にとけるインテーカー業務の役割についてー
   滝澤武 横山明子 伊藤和也 池田美千代
 帝京大学カウンセリング研究 －

その他の活動
保護者相談会に従事し、学生相談室として保護者対応にあたった。
理工学部航空宇宙工学科の依頼によりヘリコプターパイロットコースの入学
試験に従事した。
危機介入ガイドラインの検討
自傷や自殺企図、事件・事故、ハラスメントなど危機状況は突然訪れる。
危機対応は学生相談室のみでできることではなく、キャンパス内のさまざ
まな部署や学科と連携することが必須である。ガイドラインを作成するに
あたり学生委員会との連携が十分でないことが明らかになった。そこで、
次年度は学生相談室長が学生委員会の委員となり連携を強化する予定であ
る。危機介入については、メンタルヘルス分野に限定して検討した。

拡大ケースカンファレンスの実施（月日）
  支援学生の情報共有と支援方針の検討のため、宇都宮キャンパス学生相談
室スタッフないで週回ケースカンファレンスを開いている。本年度はじめ
て、八王子キャンパスから池田政俊顧問（本学大学院文学研究科臨床心理
学専攻主任教授）をスーパーバイザーとして招き、理工学部長、所属学科
長、学生委員長が加わり通常より拡大した形でケースカンファレンスを開
催した。なお、当日は自閉症スペクトラム障害のケースを検討した。
   キャンパス内のキーパーソンとなりうる方々に参加していただくことで
学生相談業務に対する理解をうることにつながった。
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考察
 大学はさまざまな部署や職種から構成されている。本キャンパスには約
人のスタッフが勤務している。教員スタッフとしては、学生の教育を担当する
学科教員、そしてその教員を支援する学科所属の技術職員がいる。また、学科
所属ではない総合基礎科目（語学、一般教養科目）を担当する教員、特定科目
だけを担当する非常勤の教員がいる。職員スタッフとしては、庶務チーム、会
計チーム、図書チームからなる総務グループ、教務チーム、学生サポートチー
ム、キャリアサポートチームのスタッフがいる。そのほかにも、キャンパスの
ネットワークを管理する,7ハウス、ラーニングテクノロジー開発室、留学生の
支援をする国際交流ルーム、学習支援室のスタッフがいる。宇都宮キャンパス
はこうしたスタッフと学生が、ともにコミュニティを形成している。
藤川  は協働を「異なる専門性を有する物が目標の達成にむけて対等な
立場で対話をしながら、責任とリソースを共有してともに活動を計画的に実行
し互いにとって利益をもたらす新たなものを生成していく協力行為」と定義し
ているが、本学においても、建学の精神、教育理念にそった学生相談活動を検
討する必要がある。
 以下では平成年度の学生相談室の活動をてがかりに、学生、教員、職員、
学生相談員との協働、地域との協働のあり方について考察をおこなう。

 学生との協働

これまで学生相談室では、主に精神的な問題を抱えた学生に焦点をあて個別
の支援を行ってきた。しかしながら、今後は、精神的な問題を解決ばかりでは
なく、学業、対人関係、進路などの課題を乗り越え、さらに、学生一人一人が
自信をもって学生生活を送り生活の充実感が得られる環境をつくりあげること
が望まれる。 
学生の主体的な活動の支援をするために、研修スペースをキャンパスライフ
支援センターにピアサポートルームを設けた。このスペースのねらいは、学生
のみならず、教職員の研修の場にも活用され、キャンパスの構成員の協働が促
成されることにある。平成年の活動としては、成果としてあげる活動はない
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が、今後の活動について、学習支援室、国際交流ルームとの意見交換を行った。
平成年度から、数学ピアサポート、留学生ピアチューター活動を本格的に実
施していく予定である。

 職員との協働

 宇都宮キャンパスの事務組織のうち、学生相談活動と強く関連するのは、就
学を支援する教務チーム、学生生活の支援をおこなう学生サポートチーム、就
職を支援するキャリアサポートチームの３つである。原則毎月回、３つのチー
ムの職員が集まり、支援が必要であると考える学生についてのミーティングを
し対策を練ることにしている。司会は、学生相談室主任相談員があたり、また、
議事録作成も担当している。こうした活動は、学内の相談ネットワークづくり、
学内相談活動全体の充実のために有効に働いていると考えらえる。

 教員との協働

 毎年、宇都宮キャンパス新任教員説明会のなかで学生相談室の活動紹介を
分ほどしている。本年度も同様に実施した。このなかで、学生支援モデルとし
て学生支援の３階層モデル（独立行政法人日本学生支援機構 大学における学
生相談体制の充実方針について）を紹介しながら学生相談室と教職員との｢連
携・協働｣をお願いしている。
 教員は、授業やオフィスアワーなどを通じて学生の相談にかかわることにな
る。学科に所属する教員は、就職相談や生活相談を担当することもあろう。対
応がむずかしい場合には、学生相談室の相談員と協働で取り組むことができる
ように関係を深めていく必要がある。学業不振、休学・退学の学生、その他の
問題は、学科長やクラス担任をはじめ、その学生に関係する教職員との情報交
換になる。その場合に、学生相談室が支援の連携や協働の役割を、これまで以
上に果たすことができれば学生の心理的発達により貢献ができるであろう。
 なお、八王子キャンパスでは、学生サポートセンターが主に学生委員会委員
の教員に依頼して「なんでも相談コーナー」を年間通じて設置しカウンセリン
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グや教示・助言をおこなうシステムが構築されている。宇都宮キャンパスにお
いても同様の取り組みは可能か今後検討をしていきたい。

 学生相談室内の協働
 
学生相談室のスタッフは、学生相談室のスタッフは、顧問（帝京大学八王子
キャンパス学生カウンセリングルーム室長・精神科医）、室長（理工学部バイ
オサイエンス学科所属の教員・精神保健が専門）、教員の相談員名（宇都宮キ
ャンパス総合基礎科目所属で教職課程を担当し、キャリアカウンセラーの資格
を持っている教員が名、同じく総合基礎科目所属の教員が名、学科所属の教
員が名）、看護師兼インテーカー名（学生サポートチーム・保健室に所属）
の構成である。資料１
本キャンパスには、診療所はないが、学生の健康管理をおこなう保健室があ
る。その担当の看護師が学生相談室のインテークも担当しており、統合失調症、
うつ病などの疾病をもちながら就学をしている学生には、主任相談員と連携を
とりながら業務を進めていくことが可能である。
前年度から学生相談室のインテーク業務は原則として看護師に一本化し、表
１のような流れにそって相談を行うことにしている。自主来談にせよ、教員か
らの紹介にせよ、インテーカーの受付をうけてから、より適切な相談者への面
接へつなげる。表４
学生の相談ケースについて相互に理解し、協働できるように取り組む必要が
あるが、前年度は、ミーティングを定期的に実施することができなかった。そ
こで本年度は週に一度ミーティングを実施し、相談員の活動についての情報交
換とケースカンファレンスを実施することで協働することが可能である。他大
学の一人職場の学生相談室では、教育から日常的なマネージメント、そして心
理療法的な介入までのすべてを一人のカウンセラーがこなさなければならなら
ない。その点、本学学生相談室のスタッフは、教育、医療、心理の分野から構
成されており、スタッフ各自の専門分野をいかした役割分担と協働により来談
学生に対して幅広い支援を提供することが可能である。
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地域との協働

キャンパス外では、個別のケースを通じて地元の医療機関や専門機関と連絡
をとっている。都内や大都市に比べると、栃木県内、宇都宮市内は精神科病院・
クリニックが少なく、そして保険で心理療法を行えるような場所も限られてい
る。自費でカウンセリングや心理療法を受けられる場所もあるのでコーディネ
イトすることは可能である。前年度までコーディネータを配置し臨床心理士が
担当することが難しい、日常生活の支援、学業支援の場合の教員や学習支援講
師との連絡や調整、保護者からの情報収集や調整、担任との情報提供や調整な
どの業務の確立をめざしたが、満足できる成果をあげることができず廃止した。
しかしながらコーディネイト業務は不可欠で、特別支援教育業務を専門とする
など業務を明確にしたうえで、専門職スタッフを配置する必要はあろう。

おわりに

 苫米地  は学生相談を以下のように定義している。
 「学生相談とは、学習支援の中心的な役割の一つに位置づけられ、学生一人
一人がその学びと育ちのプロセスにおいて「ニーズを感じた時点」で「個別相
談」を中心とする丁寧なコミュニケーションを通じて「全人的に」育てていく
機能を有するものである」そして彼はこの定義に伴い基本的姿勢に関して、次
のような３つの柱を掲げている。
 １教育の一環としての学生支援・学生相談という理念に基づき、すべての教
職員と学生相談の専門家であるカウンセラーとの連携・協働によって学生支援
は達成される。
 ２大学は学生期の課題を念頭に置きつつ、学生の多様化という現状を常に把
握し、学生の個別にニーズに応じた学生支援を提供できるよう大学全体の学生
支援力を強化していく必要がある。
 ３日常的学生支援、制度化された学生支援、専門的学生支援の階層モデルに
よる総合的な学生支援体制を、各大学の個性・特色を活かして整備することが
望まれる。また、各層の活動がより効果を発揮するためには、教職員の立場に
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応じた研修、情報交換及び提言、基礎となる研究などの機能が重要である。
 この３つの柱にもあるように学生相談はもはや問題を抱えた学生だけでなく
すべての学生を対象とした活動として展開することが望まれている。
 そのためには、学生相談の活動について、学内で理解を得られるように情報
発信を行い、学生相談室の活動の評価点検のポイントを明らかにしていくこと
が今後の課題としてあげられる。
 学生相談が、今後新たな発展にむけて取り組むためには、学生相談の目的を
明確にしておくことが必要である。その際、下山（）の次のような指摘は
参考になる。それは｢学生相談を単に学生相談室という閉じた場所で心理的問題
を抱えた学生の治療を目的とした活動に限定しない｣で「大学と協働し、学生生
活の場で学生生活の発達成長を支援すること」にねらいを置くことである。
 

 参考文献
・独立行政法人日本学校支援機構 「大学における学校相談体制の充実つ
いてー『総合的な学生支援』と『専門的な学生相談の連携』の『連携・協働』
 通称苫米地レポート 
・藤川麗（）教職員との協働に基づく学生相談へ  学生相談 必携ＧＵ
Ｉ'ＢＯＯＫ 大学と協働して学生を支援する 
・伊藤和也  大学生のうつ 日本機械学会関東支部 ブロック合同講演
会―宇都宮―講演論文集 一般社団法人 日本機械学会 関東支部
 －
・伊藤和也 滝澤武 横山明子 古玉佐知子 コミュニティー心理学から
みた42/を高める学生相談活動２－帝京大学宇都宮キャンパスにおける青年期
のセクシャリティへの心理教育―帝京大学カウンセリング研究創刊号－
・下山晴彦編 よくわかる臨床心理学 ミネルヴァ書房 
・下山晴彦  近年の大学の変化と学生相談室の課題 学生相談 必携ＧＵ
Ｉ'ＢＯＯＫ 大学と協働して学生を支援する 
・高畠克子 臨床心理学を学ぶ⑤ コミュニティ・アプローチ 東京大学
出版会 
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・滝澤武 横山明子 伊藤和也 古玉佐知子 学生生活の質を高めるメン
タルヘルス教育の試み 日本機械学会関東支部 ブロック合同講演会―
宇都宮―講演論文集  一般社団法人 日本機械学会 関東支部 －
合同講演会 －
・滝澤武 横山明子 伊藤和也 古玉佐知子 池田美千代 コミュニティ
ー心理学からみた42/を高める学生相談活動１―帝京大学宇都宮キャンパス
の取り組みと課題― 帝京大学カウンセリング研究創刊号 －
・横山明子 伊藤和也 滝澤武 横山明子 古玉佐知子発達障がい学生へ
の支援 日本機械学会関東支部 ブロック合同講演会―宇都宮―講演論
文集 一般社団法人 日本機械学会 関東支部 －
・横山明子 伊藤和也 滝澤武 古玉佐知子 コミュニティー心理学からみた
42/を高める学生相談活動３－帝京大学理工学部における発達障害への支援
―帝京大学カウンセリング研究創刊号
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表 平成年度前期の臨床心理士の活動 （延べ件数）
4月

5月

6月

7月

8月

9月

19

35

24

40

30

26

2

3

1

2

3

5

94

84

112

122

134

99

24

11

19

44

39

26

コミュニティ活動

2

6

2

1

0

1

研修参加

2

3

4

5

2

4

面談
 キャンセル数
面接以外数
コンサルテーショ
コーディネーション

 表 平成年度後期の臨床心理士の活動と年間合計（延べ件数）
10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間合計

24

27

35

30

16

23

329

3

0

3

2

1

0

25

74

70

42

52

104

89

893

74

70

11

13

24

26

381

コミュニティ活動

1

２

1

1

０

１

18

研修参加

2

5

４

2

4

3

40

面談
 キャンセル数
面接以外数
コンサルテーション
コーディネーション
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表  コミュニケーション講座 エクササイズ一覧
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  エクササイズ１ ライフサイクル
   ねらい 自分がこれまでどのような人生を歩んできたのかをラインで
       しめしてみることで、自分の生き方を考える。同時にこれから
       の生き方について示唆をうること

  エクササイズ２ 私マップづくり
   ねらい 自分の対応、行動の仕方や考えの特徴を示す用語集をそれぞれ
       の言葉と距離を考えながら $ 用紙に記入していき、自分を普段
       どのように考え、どのように動いているかを知ること。
        用語集には以下の言葉が含まれている。
「自信がある」「優柔不断」「聴き上手」「はやとちり」「引
っ込み思案」「口下手」「はなし上手」「怒りっぽい」
「慎重」「怖がり」「孤独」「自分中心」［他人が気になる］
「遠慮」「素直」「共感」「大胆」「悲観的」「明るい」
「暗い」「おおらか」「計画的」など

  エクササイズ３ 私の対人関係地図
   ねらい 自分が、現在いるのは、これまでにかかわりを持った多くの
       人たちの賜物である。かかわったさまざまな人からいろいろな
       影響をうけて、今の自分があることに気づくこと。自分がどの
ような人たちに囲まれ、関わりをもってきたのか地図の形で表
し、改めて関係の中で生きている自分を考える。

         （参考文献 職場の人間関係づくりトレーニング  
               星野欣正著 金子書房 ）
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表  学生相談室の申し込みから相談にいたるまでの流れ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
① 談の申し込み：申し込み窓口 キャンパスライフ支援センター
 ・学生本人、保護者、教員、職員からの申し込み
② インテーク：看護師（看護師が不在の場合には学生相談スタッフ）
・主訴の聴き取りや本人の状況を聴き取る
③ 談者の決定：学生相談室のミーティング（学生相談室スタッフ）
・ケースカンファレンスを行い、支援計画と相談者の決定をする。
・学生の相談内容に応じて、最も適切な相談者と考えらえる相談者を選ぶ。
なお、本人の希望があれば最大限尊重する。
④ 相談開始：学生相談室スタッフ
・相談内容に応じて決定した相談スタッフが相談を開始する。
・ただし、学生相談室は医療機関（治療期間）ではないため、臨床心理士
が投薬治療などを行なうことはできない。医療が必要と判断した場合に
は、外部の治療機関を紹介する。
 必要に応じて、学科長・担任・科目担当教員・職員などと連携をはかる。
・問題内容によるが、原則として本人の意思を尊重し、学科長、担任、科
目担当教員と情報共有をおこない支援計画を決定したり、コンサルテー
ションを行なう。
・また、学生相談室スタッフと学生支援グループスタッフとのミーティン
グなどの機会に情報共有を行なう。
・但し緊急を要し、危機的情報の場合には、そのケースに応じた対応をと
る。
・さらに、外部機関（医療機関や県の相談機関など）との連携が必要なｓ
場合には、連携をはかる。
⑤ 相談の終結：本人の決定による
・相談の終結については、本人の意思を最大限尊重し、決定する。
・必要に応じて、支援スタッフや支援にかかわった関係者間での情報共有
を行なう。
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資料  平成  年度 学生相談室 相談員
  顧問    池田 政俊 文学部主任教授精神科医 
  室長    滝澤 武
  主任相談員 伊藤和也 臨床心理士 
  インテーカー 池田美千代 看護師 
  相談員    前原由幸
  相談員    磯貝毅
  相談員    横山明子
  相談員 研修  剱持佑起

17

－ 137 －

