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Ⅰ　問題の所在
　2015年文部科学省は「チーム学校」構想を打ち出し，
その中でスクールカウンセラー（以下SC），スクール
ソーシャルワーカー（以下SSW）の定数化の実現に
言及した。これはSCの常勤化を意味する。2019年９
月現在全国の公立学校での常勤SCの数については，
文部科学省の発表がないので不明であるが，名古屋市
は2014年度からSCとSSWの常勤化を実現し，また私
立の学校は，1995年の文部省事業「スクールカウンセ
ラー活用事業」以前から常勤SCを置いているところ
がある。今後の文部科学省の方針が強化されれば常勤
SCが増えていく可能性は考えられる。
　本論は，2019年６月６日に行われた日本心理臨床学
会第38回大会の自主シンポジウム「常勤スクールカウ
ンセラーの働き方，活用の仕方」での発表と議論をも
とに，常勤時代を見据えたSCの働き方と活用の仕方
について論じるものである。４名の執筆者はそれぞれ，
異なる経験を持つのでそれを活かした執筆分担とし
た。分担は，Ⅰ「問題の所在」を大学で臨床心理学を
教えながらSCとして活動してきた臨床心理士の青木
が執筆，Ⅱ「『外部性』の他のモノ」を，小学校の教
諭経験があり現在SCとして活動する臨床心理士の林
が執筆，Ⅲ「チームとしての学校とスクールカウンセ
ラー」を，中学校教諭経験，公立教育相談機関での教
育相談経験，小学校管理職経験をもつ臨床心理士の山
本が執筆し，Ⅳ「私立高校の常勤SC」を非常勤SC，
病院の常勤心理職を経て私立高校で常勤SCとして勤
務する臨床心理士の伊藤が分担執筆し，全員の議論を
もとに青木が「Ⅴ考察と課題整理」を執筆した。
　Ⅱ～Ⅳで言及されている「外部性」という概念につ
いて，文部科学省の見解を述べておく。
　文部科学省は2003年の「今後の不登校への対応の在
り方について（報告）」において，「スクールカウンセ
ラーについては，『心の専門家』としての専門性と学

校外の人材であることによる外部性とにより，登校児
童生徒等へのカウンセリングや教職員，保護者等への
専門的助言・援助において効果を上げている」と述べ
ている。その４年後の2007年には「児童生徒の教育相
談の充実について―生き生きとした子どもを育てる相
談体制づくり―（報告）」の中で文部科学省は，「なお，
スクールカウンセラーの「外部性」は，教育の専門性
を持っている教員とは異なる，臨床心理の専門性を生
かすことができるという点で意義があり，教員と連携
して児童生徒の自己実現を助ける役割を果たしてい
る」と述べる。つまり，SCの「外部性」は，学校外
から派遣されているということと，教員の専門性とは
異なる専門性を持つ，という２つの側面を持ち，かつ，
SCが効果的に機能する際の重要な特性のひとつと考
えられているといってよいだろう。
　
Ⅱ　「外部性」の他のモノ
　１）チーム学校の中でのSCとは
　本節を担当する筆者は，現在，高校及び中学校等に
勤務する非常勤SCである。前職は小学校教諭であり，
その経験をもとに，SCの常勤としての働き方，活用
の仕方について述べていく。
　筆者が教員であったとき，SCに求めていたものは
「今，子どもの姿を見てもらいたい」「今，相談にのっ
てもらいたい」という「今，ここで」起きていること
についての対応であった。しかし，当時の勤務校の
SCは非常勤であり，その日のうちに相談に至ること
は少なかったのが実情である。
　そのような状況で，筆者が期待したのが，文部科学
省から2015年12月に出された「チームとしての学校の
在り方と今後の改善方策について」という答申である。
現在の，教員が多様な業務を担っているという問題点
を，学校の教職員等の役割分担を変換することで解決
しようという考え方であり，①専門スタッフとして
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SCを学校組織へ位置づける，②法令化する，という
２点が示されていることに意義がある。しかし，答申
が出されてから３年以上経過しても，福島県教育委員
会の文書からは，公立学校でのSC常勤化の動きが見
えてこないことが残念であった。
　筆者には「SCに常に学校に居てほしい」という気
持ちがあるが，常勤SCが学校に存在すると，SCの「外
部性」はどうなるのだろうか。「外部性」は，SCの専
門性を発揮するには必要なものではなかったのか。そ
の点について考察をしていきたい。

　２）「同僚性」
　「外部性」は，学校という組織の外の者に生じるも
のである。そして，「同僚性」は，組織の中の者となっ
た常勤SCと他の教員との間に生じてくるものである。
　学校の中に，SCが常にいる状況の中で「教員」と「常
勤SC」の二者間には「共に，子どもと保護者を支援
する」という「同僚性」が育っていくのではないだろ
うか。SCは，教員に対してもカウンセリングやコン
サルテーションなど支援に含まれる働き方をするが，
子どもと保護者に対しては，「共に支援する」という
ものが教員とSCの同僚性だと，筆者は考える。
　この「同僚性」には，留意しなければならない点が
ある。教員と常勤SCの「同僚性」が広がりすぎると「外
部性」が狭まり，子どもや保護者に与えている「先生
とは違う，中立の専門家」というイメージが阻害され，
心理職としての専門性を十分に発揮できないのではな
いだろうか。常勤SCが，教員集団の中に埋没する危
険とも言える。そのような状況では，文部科学省が掲
げる「チーム学校」で求められている「子どもの心理
的サポート」という役割分担を担うことが，難しくな
るように思える。

　そこで，常勤SCが教員集団の中に埋没しないため
に，以下の３点が重要であると考える。
　①　「同僚性」は“広げる”のではなく，“深める”

ものと捉える。すなわち，常勤SCと教員の職務
の相違を理解し，独自の役割を追求するというこ
とである。

　②　学校を外部から見てアセスメントしたり，資格
を持った専門職としての校務を果たしたりするこ
とによって「外部性」を保つ。

　③　子どもと保護者にとって，学校に対して中立な
存在であり，守秘義務を果たす。

　３）学校組織の一員として
　筆者が教員であって常勤SCを学校組織の一員とし
て迎えると仮定したら，まず「どんな子どもに育てた
いのか」というビジョンを常勤SCにも共有してもら
いたいと考える。共に，子どもと保護者を支援するた
めに，常勤SCには「外部性」と「同僚性」の“加減”
を考えていくことを願いたい。

　　（林　　裕子）

Ⅲ　「チームとしての学校」とスクール
カウンセラー

　筆者は今年（2019年）３月末まで公立小学校長の職
にあった。また37年間の教員生活のうち，15年間は公
立教育センターの教育相談担当として教職員の教育相
談研修の企画・運営の他，多くの児童生徒や保護者の
カウンセリングを行ってきた臨床心理士でもある。筆
者は学校や教育センターで，生きていきにくさに直面
している多くの人に出会ってきた。特に近年は子ども
の貧困化の問題をはじめ，福祉領域の課題が教育現場
に押し寄せてきているのを痛感してきた。
　文部科学省は，学校教育現場に山積している課題解
決をはじめ，学校教育の質的充実に向け「チームとし
ての学校」を進めている。SCも専門スタッフとして，
学校業務を教員と連携・分担して担う一員として取り
上げられている。このような状況の下，いちユーザー
であった立場から学校管理職の経験をもとに，SCに
学校教育現場で求められていることについて述べる。

　１）「チームとしての学校」
　教育改革はいつの時代も求められている。特に次期
学習指導要領（2020年度から小学校で本格実施）では，
いわゆる2030年問題に向けた学校教育の質的充実に対
する社会的要請の高まりのもと，「何を教えるか」か
ら「どのように学ぶか」に変化し，その学び方として
「主体的・対話的で深い学び」が標榜されている。ま
た小学校では，新たにプログラミング教育や外国語教
育の教科化，道徳の教科化が示されるなど大きな変化
が見られる。現在学校では，新学習指導要領の2020年
の本格実施に向けた移行期として準備が着々と進めら
れている。
　この教育改革の一環として，文部科学省は「チーム

図１　SCが教員の中に埋没する危険性
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としての学校」を進めている。それは，現在，学校で
は生徒指導をはじめとする学校教育課題が複雑化し
て，教員のみの力では対応困難な事象が山積している
ので，その解決に向け，教員の専門性の向上を図ると
ともに，教員に加えて多様な専門スタッフを配置し，
様々な業務を連携・分担する専門性に基づくチーム体
制を構築しようとするものである。多様な専門スタッ
フが子どもへの指導に関わることで，教員のみが子ど
もの指導に関わる学校文化や学校の教職員構造を転換
して，学校の教育力・組織力を向上させ，一人一人の
子どもの状況に応じた教育を実現することにつながる
ことだとしている。
　他にも，学校教育現場では教職員の多忙化が大きな
課題となっており働き方改革の推進が求められてい
る。公立学校教員は，「公立学校教育職員の給与等に
関する特別措置法」，いわゆる「給特法」により超過
勤務がほぼ無制限な状況だったので，いわゆる過労死
ラインと言われている超過勤務時間が80時間を超える
教員の割合が小学校で約33％，中学校で57％という現
状が2017年４月に文部科学省により公開され世間の関
心を集めた。教員が子どもと向き合う時間を十分に確
保することが，「チームとしての学校」が求められて
いる背景の一つである。

　２）校長として望むSC像
　SCが公立中学校に配置されて早や20余年が経過し，
現在，小学校から高等学校まで広く配置が進んでいる。
筆者がSC配置校で管理職として勤務した８年間に何
名かのSCと仕事をしてきた。幸いにも筆者が共に仕
事をしてきたSCは，皆素晴らしいカウンセラーであっ
たが，これでは困ると思われるようなカウンセラーが
居ると困惑している校長や教育相談担当教員の声を聞
くことも決して少なくない。
　SCが配置され始めた当初は，学校という閉鎖的な
社会に外部人材が入るということで，学校教職員との
人間関係が大きな課題だと言われた。SC経験者から
も，教職員集団に馴染めるよう努力したと聞いたこと
がある。管理職としての筆者の経験では職員との人間
関係上の問題で気にするようなことは無かった。多様
なSCが多様な学校に配置されているので，未だにそ
のような関係上のことを課題と感じ，「教職員とうま
く関われるSC」を求めている学校もあるかもしれな
いが，筆者は学校がSCに求めているのは「心の専門
家としての資質」「心理臨床の専門性」だと考えている。
特に「チーム」として学校課題の克服を目指すうえで，
SCはプロフェッショナルとしての専門性が期待され
ているのである。
　⑴　確かな臨床力のあるSC
　SCに求める第一の資質は，心の専門家としての資
質であり，中でも，ケースを見立ててカウンセリング

するという臨床力である。しかし任用されているSC
の資質にはばらつきがあり，せっかくSCに繋いだ子
どもや保護者の面接が中断ばかりしているようでは，
臨床力という基本的資質に課題が疑われる。また，面
接が継続してもそのケースを抱え込んでしまったり，
そのケースについてどう見立てどのように進めようと
しているのかについて，守秘義務に抵触しない範囲で
チームへの説明力がなかったりするようでは，「チー
ムとしての学校」の専門家としての位置づけに疑問符
が付く。繰り返すが，学校はSCにプロフェッショナ
ルとしての心理臨床の専門性を求めているのである。

　⑵　確かなコンサルテーション力のあるSC
　たとえSCが常勤化することになったとしても，SC
がカウンセリングできるケース数は限られており，
日々の児童生徒への指導（生徒指導や教育相談を含
む）や保護者対応は教職員の重要な職務であることは
変わりないであろう。しかし，SC配置が進むにつれ，
教育相談はあたかもSCの職務であるかのように誤解
されてきているのか，教職員の教育相談への関心が希
薄化してきているように思われる。その結果，学校で
コツコツと長年にわたり積み上げてきた教職員による
教育相談力が継承されなくなってきて，学校全体とし
ての教育相談力が低下していっていないか危惧してい
る。
　そのような状況の下，SCには，例えば保健部や教
育相談部会，ケース会議等で担任をはじめ担当者にそ
のケースをどう理解すればよいのか，当面どのように
対応していけばよいのか，など，教職員への確かなコ
ンサルテーションが遂行できる資質を求めたい。更に
言えば，SCの業務ではないかもしれないが，管理職
の求めに応じて学校課題について心理臨床の専門家の
立場からコンサルテーションができれば学校はどれだ
け助かるだろう。学校経営に関して提言するくらいに
コミットしてもらいたい。

　３）SC活用上の課題
　⑴　SCの資質のばらつき
　上述してきたように，学校は心理臨床の専門家とし
てのSCに多くの期待を寄せている。しかし，現状で
はSCの個性の問題なのか，能力の問題なのか，ある
いは経験の問題なのか，その質に大きなばらつきが見
受けられる。
　どの職業にも，こうした人材のばらつきはあるもの
だが，そのばらつきについては，報酬額等で差が付け
られている。しかしSCについては，経験や能力の程
度に関わらず，決して安い単価ではないと思われる報
酬が支払われている。ベテランで子どもの見立てや該
当学校全体の見立てができ，校長等の管理職に的を射
たコンサルテーションが可能なSCにはより高い報酬
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額が適切であり，その逆についても言えるのではない
だろうか。
　本来，プロフェッショナルとしての任務がどの程度
果たせるのかが問われるのであって，大きな問題を起
こさなければ任用を続けるというようなことではな
く，SCに対する正当な評価が必要だと思われる。現
在も多くの自治体で学校長によるSC評価を教育委員
会に提出していると思われるが，学校長自らのSCへ
の関心の高さの「バラツキ」も否定できないという冗
談にもならない現実もあり，適切な評価が行われてい
るかどうか検討の余地がある。
　いずれにせよ，SCはプロの専門家として任用され
ているのであるから，研鑽に励み，より高い専門性を
身に付け学校で役に立つ，児童生徒の役に立つ人材で
あってもらいたい。筆者が所属する京都府臨床心理士
会では学校臨床心理士部局が，SCの資質向上に向け
独自に年間10回の研修会を開催している。また，勤務
校の地理的まとまりや学校種毎に班を組んで，研修や
情報交換が活発に行われている。この研修会に既定の
回数以上出席しないと，次年度のSCとして教育委員
会に推薦しないという制度を設けている。また本年度
から学校臨床心理士部局では，SCが受けているスー
パービジョンについて実態把握が行われていると聞
く。学校教育現場の要望に応えられるようSCの資質
向上を願ってやまない。

　⑵　勤務校のマネジメント
　学校種によりSCの学校側窓口には違いがあり，高
校では保健部が，小中学校では生徒指導主任や教育相
談担当者，養護教諭が窓口となって情報交換等が行わ
れている場合が多い。学校によっては，SC活用のマ
ネジメントが担当者任せになって，その内容が管理職
にまで伝わっていない状況もあると思われる。
　筆者が共に仕事をしたSCの中には，校内スタッフ
と頻繁にコミュニケーションを取るだけでなく，校長
や教頭とも空いた時間を見計らって様々な交流のでき
たSCがいた。学校の状況，気になる子どもや保護者
の話を管理職と交流することで，相互に学校状況を把
握できるとともに，時には筆者が校長として判断に迷
うことやより良い学校体制の在り方について，筆者の
求めに応じてコンサルテーションを受けることができ
た。そのSCは校内で関係する教員でケースカンファ
レンスを行うときには自ら参加するなど主体的に関わ
りをもとうとしてきた。しかし，別のSCはそのよう
な動きが無く，筆者や担当者が声を掛けることで初め
て交流ができた。これは，後者のSCが主体的でない
というのではなく，学校側のマネジメントの不十分さ
であったと自省している。学校がSCをどのように活
用したいのか，そのためにはどのような場を設定しな
ければならないのか等について計画し，SCに業務内

容として示しておく必要があった。別の学校に勤務す
る或るSCに聞くと，その学校では勤務日に校長室で
校長と面談し様々な話をすることが決まっており，学
校の状況や課題となっていることなどを直接校長から
聴くことができ，SCとしてとても有益であるという。
　学校がSC活用の具体的な職務内容を明確に示し，
SCがより有効に機能するようなマネジメントが十分
にできている学校ばかりではない。今後の常勤化に向
けても克服すべき学校側の課題だと考える。

　４）SC常勤化と「外部性・第三者性」
　学校教育法施行規則の一部が改正されて，「スクー
ルカウンセラーは，小学校における児童の心理に関す
る支援に従事する。」と職務内容が規定され2017年４
月１日から施行されている。これにより，SCが初め
て法制化された。またこれと前後して，私立学校や自
治体によっては常勤SCを配置している学校も現れて
きた。しかし，全国の小中学校に常勤SCが配置され
るには，省令ではなく学校教育法等に位置づけられる
必要があり，また莫大な予算を要するので，即座に常
勤化がすすむとは考えにくい。
　SCはこれまでその「高度な専門性」と同時に「第
三者性・外部性」の両立を，その任用上の意義として
特に重要視されてきたが，常勤化を考えるにはこれら
のことについての検討が必要となってくる。
　この「第三者性・外部性」は，「Ⅰ　問題の所在」
で述べるところの「文部科学省の見解」の他，SCの
みならず臨床心理士がクライエントの人権や人格を守
るための職業倫理の一つである「多重関係を避ける」
ことと関連している。日本臨床心理士会倫理綱領は，
「原則として，対象者との間で，「対象者―専門家」と
いう専門的契約関係以外の関係を持ってはならない。」
と，カウンセラーとクライエントの間に， カウンセ
ラーとしての役割と別の役割を，意図的かつ明確に同
時にあるいは継続的に持ち続ける多重関係を控えるよ
う戒めている。
　SCが常勤化されその学校の職員となるということ
は，児童生徒や保護者からすると第三者性や外部性は
なく「その学校のカウンセラー」と評価され，学校教
職員も「外部から来る専門家」ではなく，「その学校
の専門家」という認識となり，いわゆるSCとしての
職業倫理上の問題の発生が疑われることとなる。それ
にも関わらずSCが常勤化されることのメリットは，
「チームとしての学校」の観点からも計り知れないほ
ど大きい。この背反する問題をどのように解決してい
けば良いのであろうか。
　第三者性や外部性が無くなることに起因する「二重
関係や多重関係を避ける」という倫理上の問題を解決
するには，筆者は，常勤化されたSCを校内で「専門
家としての独立した職位」に制度として位置づけると
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ともに，SC自身がその二重関係や多重関係を意識し
た関係性構築が求められると考える。果たしてそのよ
うなことは可能なのか。
　そこで参考となるのは大学の学生相談ではないだろ
うか。対象年齢も規模も異なるが「学生相談」担当教
員は，非常勤職も多いが常勤の教育職として任用され
並行して授業も行い評価もされていると聞く。そこで
は内部に所属しながらも専門家としての「外部性や第
三者性」，「二重関係や多重関係を避ける」という課題
をどのようにクリアしているのだろう。この学生相談
モデルは既に常勤SCとして小中高等学校で活躍され
ている先達の経験・実績とともに大変参考になるので
はないだろうか。
　いくつかの大学の学生相談の案内をみると，倫理規
定をはじめ明文化された諸規定が設けられており，「専
門家としての独立した職位」が制度的に位置づけられ
ている。また推測の域を出ないが，該当教員自身がこ
れらの課題をクリアするような関係性の在り方を心掛
けているのではないだろうか。
　しかし，過日のシンポジウムでは「体育大会の前日
準備に常勤SCは参加するのか」というような「専門
家としての独立した職位」を脅かすような現実問題が
話題となった。ちなみに筆者は，心理臨床の専門家と
しての独立性は，体育大会の前日にテント建てを手
伝ったところで脅かされないと考えている。
　二重関係や多重関係の課題も含めて，常勤SCは児
童生徒の心の健康に関する「心の養護教諭」的な立場
で，面接，コンサルテーション，カンファレンスを行
い，心理教育等を企画実施するようなスタイルが現実
味あると考える。

　５）まとめ
　⑴　「チームとしての学校」
　学校に異業種の専門家が入りチームを組むことは，
よほど必要に迫られるか，強いリーダーシップで体制
を整えないと実はとても難しいことである。それはこ
れまでの学校システムでは教員個々の学級経営や授業
が自己完結可能なことが多く，チームであることを要
しない風土があるからである。しかし，近年の学校を
巡る多様な課題画山積している下では，文部科学省の
言う「チームとしての学校」への期待が膨らむ。
　「チーム」として学校課題の克服を目ざすうえで，
SCはプロフェッショナルとしての専門性が期待され
ている。また校長は異業種の専門家をも巻き込んで実
効力のあるチームとするため，新たな学校システムを
構築するつもりでリーダーシップを発揮しマネジメン
トを強化していく必要がある。

　⑵　SCの専門性向上
　SCには心理臨床に係る高い専門性，職業倫理感や

強い責任感が要求される。臨床力は言うまでもなく，
コンサルティング力も含めた力量向上に向けた研鑽を
つみ，プロの専門家として職務を果たす必要がある。
要求された仕事をこなすだけでなく，常に自分自身の
高い価値観と高い基準点をもち，児童生徒や保護者，
学校の課題解決に向け没頭することが求められてい
る。

　⑶　SCの常勤化
　SCの職務内容を明確にしたうえで，二重関係や多
重関係という倫理上の問題をクリアしていく必要があ
る。そのためには，常勤化されたSCを校内で「専門
家としての独立した職位」に制度として位置づけると
ともに，SC自身がその二重関係や多重関係を意識し
た関係性を構築することが求められる。

（山本　　岳）

Ⅳ　私立高校常勤SCの現状と課題
　私が福島県郡山市にある日本大学東北高等学校の常
勤SCとして勤務することとなって丸４年が経とうと
している。私は大学院での学びを得たのち，臨床心理
士として福島県教育委員会派遣のSCを５年，その後
市内の総合病院に所属する臨床心理士として病院臨床
を約７年経験した。そして現在私は，高校という大き
な箱のなかで，使いやすい一つの引き出しとして存在
し得ているかと自問自答しながら，SCの活動を行っ
ているところである。
　非常勤で働いたあと，病院という大きな組織の一員
として働いた際には，自分の机が確かにここにあり，
予約によって主に仕事は流れるが１ヵ月，１年という
自分の時間の流れのなかで仕事をすることができる安
心感を痛感したものである。そうした環境面から考え
ても，本校は前任のSCが十数年来常勤として勤務し
ていた経緯があり，現在も保健室に机を置かせていた
だき，学校の年間スケジュールを基軸にまさに高校生
活の真っただ中に身を置きながらの活動となってい
る。

　１）SCが常勤であることの意味
　現在私は，校務分掌のなかでは保健衛生部に所属し，
教育相談室「青空」のメンバーである。またいじめ対
策，体罰防止・教育相談委員会のメンバーであり，い
じめ問題などが生じた場合に情報を出し合い対策を協
議する。職員会議にも出席して，学校の方向性などの
協議を把握する。入学してきた生徒の宿泊を伴う校外
オリエンテーションには毎回参加しているが，体調不
良などで集団から離脱してしまう生徒とは，その後の
学校生活場面でも関わりが増えることが多い。
　日頃の活動というと，よく腹痛や頭痛を訴えて保健
室にやってくる生徒，友達と衝突して泣きながらやっ
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てくる生徒，教室に入れずに保健室までならとやって
くる生徒など，生徒の対応に日々は慌ただしく過ぎる。
また自ら相談があるとやって来たり，担任に伴われて
話をしに来る生徒など繋がり方は様々である。その都
度，担任と情報共有しながら，学年主任や管理職への
報告も怠らないよう気を遣う。常勤であることのメ
リットの一つは，こうしたSCへのアクセスのしやす
さだと思う。学校のなかで，SCの存在が“時々来る人”
ではなく，生徒にとっては担任，部活動顧問などといっ
た役割分担の一つ，学校のサポートスタッフとして認
知してもらえることで，仕事が大変しやすいと感じて
いる。まさに生徒の日常に身を置けることの良さでは
ないだろうか。
　また，生徒の日頃の様子を見聞きすることが多いか
らこそ，保護者面接にも繋がりやすいと感じている。
保護者にはSCのいる保健室の直通電話が開示されて
おり，そこに直接電話で相談となることもあるし，家
での様子を知らせていただけるツールともなってい
る。ほかにも保護者向けの年３回発行の広報誌にカウ
ンセラーのコラム欄をいただいたり，毎月教室掲示の
カウンセラー便りを生徒に向け発行したりと，学校の
サポートメンバーの一人であることを内に外にとＰＲ
することを心がけている。

　２）常勤でいるSCに求められるもの
　ただし，常勤であるがゆえに「外部性」が保ちにく
くなるかという問いには，そもそも外部性よりも，「専
門性」がより求められると痛感している。組織の中に
所属しながら，一つ一つのケースについて専門的な見
解を求められる場面が当然増える。もちろん生徒に対
する情報量は，言うまでもなく担任や部顧問など先生
方のほうがSCを遥かに超える。しかしそこでSCは，
より専門性を発揮して，生徒を複眼的に捉えていく力
量が求められるのではないだろうか。また，１対１で
生徒と時間をかけて話をすることができるSCだから
こそ，それ自体が生徒の心の安定を図っていくという
側面もあるように思う。そのためにも日頃より仕事の
やり方そのものに自覚的でありたい。学校行事などへ
の参加や日常の学校生活での声かけは十分に予防的援
助にもなりうるのだが，アセスメントのアンテナを備
えておかないと，心理的援助としては深まらない。よっ
て，カウンセリング室以外の場面でSCが学校コミュ
ニティに入り込んで，生徒に声をかけたり，関わりを
もつ「生活場面面接」と，必要に応じて枠を守って継
続的に構造化された「個別面接」に持ち込むことを自
分のなかで上手に使い分けができたら，と考えている。
枠を自分で作りながら事例化していく視点を失わずに
いたいと思う。その点においても，日頃より自分の中
の知見を積み上げ，大学など外部機関と繋がりながら
の自身の研鑽を図り，一人職種であるがゆえに独善的

にならないようにと自らを戒めているところである。
　本校は常勤SCの歴史があって，教員の方々に最初
からSCを認知していただいての活動となっているの
は幸いなことである。いずれにしても常勤で働く際に
は，学校組織のなかに明確に位置づけをしていただく
ことで，自分の立場がより明確になり，教員の方々と
も連携をとりやすくなっていくのではないだろうか。
組織図のなかにおける位置づけをしたうえで，しかし
結局は，一つ一つの事例を通じて担任と生徒について
考え，意見を交換できる関係，協働できる関係性を一
つ一つ積み重ねていくことに尽きるようだ。その意味
で，常勤カウンセラーはそうした関係性の構築がより
しやすい存在であるのではないだろうか。また，そう
いう存在でありたい，と切に思うところである。

（伊藤　　充）

Ⅴ　考察と課題整理
　ここまでの議論をもとに，いくつかの論点について
考察をし，課題整理を行う。
　１）常勤SCと非常勤SCは何が違うか
　常勤SCが非常勤SCと異なる点の第１は，いつでも
そこにいるということである。教員，児童生徒，保護
者からすればいつでも活用したいときにそこにいるの
で，非常勤SCよりも便利さは（Ⅳ節で伊藤が書いて
いる「アクセスのしやすさ」）格段に上がるであろう。
SC側も学校の状況についての情報を逐一入手するこ
とができ，「おいてきぼり」をくらうことがなくなる。
　時間の余裕が生まれるので，短期的，長期的な計画
を立てやすくなる。よく活用されている非常勤SCは
ともすれば個別カウンセリングでその勤務時間のほと
んどが埋まってしまうということがあるが，常勤SC
は，個別カウンセリングのほかに，各クラスの学級担
任や学年教員と集団，個別の見たてを共有するコンサ
ルテーション会議を持つことができるし，とくに見守
りを必要とする児童生徒の特別な教育支援を計画的に
すすめていくことも可能であろう。
　教職員組織の一員として校務分掌も受け持つことに
なるだろう。Ⅳ節執筆を担当した伊藤はいくつかの校
務分掌を担当している。常勤となっても一人職という
状況は変わらないであろうが，学校内の構成員との関
わりは非常勤とは比べ物にならないほどに増加しまた
複雑化する。

　２）「外部性」という問題
　そうしたなかでの「外部性」はどうなのか，という
問題を，Ⅱ節からⅣ節までの執筆者がみな検討してい
る。ちなみに先に引用した2007年の「児童生徒の教育
相談の充実について―生き生きとした子どもを育てる
相談体制づくり―（報告）」は，「スクールカウンセラー
のいわゆる『外部性』は，たとえ学校の中に常勤とし
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て勤務するとしても，十分にその特徴を確保すること
ができるという考え方もあり，スクールカウンセラー
に携わる者の身分の安定化については，臨床心理士の
国家資格化の動向にも留意する必要がある」と述べて
いる（斜字体，筆者）。この時点では，「外部性」は維
持すべきということが前提になっている。
　「外部性」は非常勤職としてスタートするしかなかっ
たスクールカウンセラー制度の「非常勤」であること
のよさを強調するためのエクスキューズとして機能し
てきた面があると筆者は思っている。初めから常勤職
としてスタートしていたら，「外部性」ということば
は使われなかったのではないか。
　スクールカウンセラー制度推進の立役者だった河合
隼雄（2008）はこの制度の導入に際し「（学校への）
黒船」と表現した。「鎖国」に比するほど学校が閉じ
た世界であるということが含意されている。このメタ
ファを活用しながらSC制度20年を振り返ってみよう。
SCは鎖国だった学校にやってきた異質な分子であり，
異化効果をもたらした。しかし異質な分子は非常勤職
という，学校時空間の一部にのみかかわる状態におか
れ続け，永住する機会は得られず，定期的訪問を繰り
返してきた。20年を経て異質分子たるSCはもはや未
知の存在ではなく，１週間に１回程度訪問するマレビ
トとなったと言えるかもしれない。ただSCの異分子
性は維持され，それが「外部性」というSCの属性と
して評価されてきた。ただ河合隼雄の「黒船」が含意
する「外部性」は，学校の閉鎖性を打ち破るという意
味であった。閉鎖性を打ち破り，鎖国が解かれた空間
の中に入った以上は，教員との異質性を維持しつつ
「外部」分子ではなく，「内部」の異質分子として教職
員と化学変化を起こしながら新しい世界を創造するこ
とが期待されるはずであった。その実現が20年間先送
りにされてきたと言えるのではないだろうか。
　常勤化を視野に入れた現在の非常勤SCはもはや「外
部性」という鎧に頼ることなく，たとえ一部時空間し
か共有しないマレビトであっても，十分学校内部の分
子として機能しうるという自覚をもってよいのではな
いか。そして来るべき常勤化の時代には，運動会のテ
ント建てもする，教職員のレクリエーションにも参加
するという中で，ある種の異質性を維持し続けるしな
やかさと強靭さをもつことが必要となるのではない
か。その異質性をⅡ節執筆の林は「外部性」と「同僚
性」の加減，と表現し，Ⅲ節執筆の山本，Ⅳ節執筆の
伊藤は「専門性」と表現している。
　ただ，Ⅲ節執筆の山本が指摘する「多重関係」の問
題は，これまでの非常勤形態の場合以上に，自覚され
る問題となろう。しかし，クライエントとの関係が完
全に相談室内だけで完結するような臨床家は，来所式
相談機関の心理職のみではある。その心理職とて，住
居と職場が近ければ相談室以外の社会場面でクライエ

ントと出くわすことは起こりうる。病院の心理職は，
カウンセリング対象の入院患者と病棟でも顔を合わせ
るし，デイケアのような集団治療場面にも同席するか
もしれない。養護施設の心理職の臨床活動についても
常勤であれば，相談室面接だけでなく生活場面でも入
所児童と同席せざるをえない状況を前提として生活場
面面接を行うという考え方もある。それはⅣ節で伊藤
が学校で実践している方法である。そして山本が述べ
るように，常勤SCとよく似た立場の先輩に，大学等
の常勤の学生相談担当者がある。彼らは，相談業務に
携わる一方で学生のための授業を受け持つことがあ
る。授業での出会いと，個別面接相談での出会いをど
のように切り分けて相談活動と教育活動を行っている
のか。常勤SCの多重関係への留意という課題の解決
に関しては，大学学生相談担当者の実践に学べる点が
多いのだろう。
　病院，養護施設，大学学生相談等の心理職は，相談
室という個別的な場面での臨床活動とより社会的集団
的な場面での出会いとを両立させるための柔軟性と禁
欲的な中立性が，こうした臨床機関では必要となる。
学校のSCもまた，同じである。

　３）常勤SCの専門性とは？
　では，常勤SCの専門性とは何であろうか。Ⅲ節で
山本は，「児童生徒の心の健康に関する『心の養護教
諭』的な立場で，面接，コンサルテーション，カンファ
レンスを行い，心理教育等を企画実施するようなスタ
イルが現実味ある」と述べている。つまり，アセスメ
ントとマネジメントの力が期待されるということであ
ろう。
　アセスメントは常勤のみならず非常勤SCにとって
も大切な専門性であり，そこには児童生徒個人のみな
らず，学級，学年のアセスメント，学校コミュニティ
全体へのアセスメントが含まれる。常勤SCはこのよ
うなアセスメントのデータを得る機会が非常勤SCよ
りも多くなり，かつ，他の職種のスタッフと共有する
こともしやすくなるはずである。
　アセスメントに応じた対応をより豊かなものにし，
かつ，学校の教育課程，教育支援活動全体に関わるこ
とで，アセスメントを様々な場面で生かしていくこと
が，常勤SCならではの活動であり，専門性なのでは
ないか。
　マネジメントについていえば，これまで非常勤SC
が主に学校の適応に問題を抱えた児童生徒を対象にす
ることが多かったのに対し，常勤SCはすべての児童
生徒の心の健康の保持増進にかかわる教育支援活動を
計画立案することができるだろう。また不適応児童生
徒の支援に関しては，個別支援のみならず，毎日勤務
のメリットを生かし，関係者を集めたカンファレンス
を柔軟に運営することができるだろう。
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　４）常勤SCの課題
　上述した「柔軟性と禁欲的な中立性」を兼ね備える
ことは，たやすいことではないだろう。Ⅳ節で伊藤が
書いた「生活場面面接」と「個別面接」の使い分け，「枠
を作りながら事例化」ということもそれに関連する。
そのためにはSC自身にある程度の経験が必要であろ
うし，また自身を振り返る研鑚の場やスーパービジョ
ンの支えが必要であろう。
　そしてⅢ節で山本が指摘する学校長のマネジメント
力も，大いに意味を持つ。学校長が常勤SCを「専門
家としての独立した職位」を制度上位置づけること，
常勤SCの特性なり機能なりを理解・評価して，学校
コミュニティの中でどういう働き方を促せば，またど
ういう組織内におけばSCの力が発揮されるかを考慮
し行動することは重要であろう。SCの方でも常勤SC
の可能性を学校長に理解してもらうための働きかけ
（学校長とよく話をする）は不可欠であろう。
　ここまで論を進めて思うのだが，「スクールカウン
セラー活用事業」の事業名が示すように，SC制度は「学
校」という他者により「活用」されるものとして始まっ
た。そのことは，SCが「外部」からやってきた異質
分子であることを暗示している。しかしもはやSCは
「活用」されるものではあるまい。非常勤職ゆえに学
校で過ごす時間に関しては常勤教職員と大きな違いは
あるが，どちらかがどちらかを一方的に活用するもの
でなく，両者，いや，その言い方もおかしい，SCを
含む学校の全構成員が協働するという観点でSCの仕
事を考え実現していくべき時代ではないか。そのこと
は常勤SCにおいてより明確になっていくはずである。
　常勤SCをおいたチーム学校のありようを，これか
ら事例を積み上げながら，理論化していくことが期待
される。

　５）おわりに
　本稿は常勤SCの可能性と課題について，さまざま
な立場の論者が論じ合った。今後さらに，常勤SCに
ついて調査と論考を進めていきたいと考えている。今
後の研究では，現在常勤SCとして活動する人の実態，
大学学生相談の担当者の「多重関係」への配慮を調査
する。そうしたことをもとに，学校種別の常勤SC活
動のシミュレーションについて考察したい。

　本論文は，2019年６月６日に開催された日本心理臨床学
会第38回大会における自主シンポジウム「常勤スクールカ
ウンセラーの働き方，活用の仕方」での発表と議論をもと
に執筆された。
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