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はじめに

近年、大学生における学力低下、対人関係の希薄さな

ど様々な問題が指摘されている。さらに18歳人口の低下

に対応してさまざまな大学が取り入れている入学試験選

抜の多様化や留学生の増加によって、学生が一層多様化

していくことは容易に想像される。このような時代背景

のもとで、大学が大学生の抱える心理的な問題をどのよ

うに扱っていくのか、という問いは切迫した課題であろ

う。

我が国においては、1951年のロイド博士の来日を契機

にして、その�年後に東京大学と山口大学に日本初の学

生相談室が設置され、学生相談の歴史が始まったとされ

る。それから50年あまり、今や大学に学生相談が設置さ

れることは驚くべきことではなく、必須のことと捉えら

れるまでになり、大学機能評価の項目に加えられるよう

になった。本学においても学生カウンセリングルームの

充実は喫緊の課題であろう。

本稿では、学生相談の概要を展望し、力動的心理療法

の観点から考察し、帝京大学学生カウンセリングルーム

の今後に向けて提言することを目的とする。

学生相談とは

苫米地（2007）は学生相談を以下のように定義してい

る。

²学生相談とは、学生支援の中心的な役割の一つに位

置づけられ、学生一人ひとり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。Ô

そして彼は、この定義に伴い基本的支援に関して�つ

の柱を掲げている。

�．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。

�．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。

�．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、教職員の立場に応じた研修、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�つの柱にもあるように、学生相談はもはや問題

のある学生を対応するだけではなく、教育活動の一環と

して日常的に機能する場であることが望まれている。

力動的心理療法の観点からみた

学生支援・学生相談

この、²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Ôという学生支援・

学生相談の機能について、力動的心理療法、精神分析の

観点から整理してみたい。

精神分析的人間理解─オモテとウラ

とまわり、そしてそのあいだ

精神分析ではさまざまな臨床経験に基づいて人間を

Figure 1のように理解している、と私は思う。すなわち、

まず、「まわり」があるところに、「うら」すなわち心

（北山、2009）が生まれ、まわりとの関係性のなかで

「自分」「私」という感覚が生まれる。²すなわち、「私」

の「体験」は、母親に代表される他者から意味を受け取

り、そこで初めて「『私』の体験」となる。更に、言語

を経由して、父親に代表される他者や社会から意味を受

け取ることによって、何とか多くの同性異性の人々がい

る中で、「『私』の体験」として維持することができるの

である。言い換えれば、「他者」と「言語」がなければ

「私」の体験は存在し得ないということになる。「私の体

験」が先にあって、それを「言語」で「他者」に伝えて
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いるのではない。先に「言語」や「他者」があるのであ

る。「個」が「私」として認識され存在するためには、

先に「あいだ」が必要なのである。Ô（池田、2011）

つまり、まわり⇒ウラ⇒あいだ⇒コトバ⇒オモテとい

う順番で、人は主体的な「自分」「私」というある種の

錯覚を持てることになる。同時に人は、アプリオリに主

体的な「自分」があり、言葉を道具として用いて、他者

とコミュニケーションしている、という錯覚も持てるよ

うになる、と考えるのである。

Figure 1に即して言えば、表には必ず裏がある。裏が

あるから表が豊かになる、ということになるし、表と裏、

内と外、そしてそれを包む環境は、あいだで相互に交流

して、ときには不毛な反復（悪循環）を、ときには豊か

さを生む、とも言えよう。

大学生への個別相談

大学生は、青春期後期にあたり、Erikson（1950）の

漸成的発達論によれば、アイデンティティ確立と拡散の

葛藤の最中にあるといえる。まさに社会の中に「自分」

を位置づけようとして揺らぐ時期である。すなわち、社

会との関係という三者関係への船出の過程では、母親的

な対象とのいわゆる二者関係へのしがみつきが不可能に

なり、「自分」という感覚が揺らぎ、さまざまな精神病

理を呈しやすい。まさに青春期危機と言われる所以であ

る。ここで生じる精神病理にはさまざまなレベルのもの

がありうる。すなわちベースとなる「自分」という感覚

が不十分であったことが露呈（発達障害と言われるもの

など）したり、「自分」という感覚の崩壊の兆し（統合

失調症や双極性障害などの精神病状態の発症）が見られ

たり、さまざまな形での適応不全が生じるなど、それま

での発達過程で十分には処理されてこなかった問題が、

症状や行動や悩みのかたちで顕在化しやすい。

一般的には、心理療法的な援助は、Figure 1 準じて考

えると、表にアプローチするか、環境にアプローチする

か、裏を覗いてみるか、これらをどのように組み合わせ

るかということになる。すなわち、適応の回復のために

鎧兜を繕い直す（より洗練された偽りの自己を構築する

ために行動訓練や認知の修正、心理教育などによってス

キルアップを図る、助言や励まし、指示、などによって

自我を支持しセルフエスティームを高める、など）か、

周りを変えるか、パーソナルな物語を紡ぎなおすか、と

いうことになる。大学の学生カウンセリングルームにお

いては、このうち最も深い、裏を覗き、物語を紡ぎなお

す、すなわち、無意識的な「覆い」をしていること、せ

ざるを得ないでいること、「覆い」の下に何かがあるこ

と、「覆い」の下にある何か、に少しでも以前よりも目

を向けられるように（すなわち、言語によって象徴化で

きるように）援助するという精神分析の目指す援助を行

うことは以下の治療構造上の理由からかなり困難である。

畢竟、力動的な理解や技法を援助に活かす（Pinsker,

1997）ことはあるにせよ、表や環境にアプローチする援

助の割合が高くならざるを得ないことになる。

学生相談の治療構造の特徴

学生相談の最大の特徴は、①相談する場所が学内にあ

るということ、②基本的に�年間という時間設定がある

ということ、③無料であること、が挙げられる。

まず、①の相談する場所が学内にあるということは、

学生としての生活場面の延長線上にあり、クライエン

ト／患者であるという意識よりも学生であるという意識

が強い。従って、心的な深い問題を扱うというよりは症

状として表れている側面に焦点を当てざる得ないことに

なる。また、学内にあるということは、他の学生や教員

に見られる／知られるということもあり、来談すること

にブレーキをかけている側面もある。一方、困ったとき

にはすぐに相談することができるという側面も持ち合わ
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せている。ただし、困ったらすぐに相談にいけばよいだ

ろうと考えることができる学生は、援助のリソースを思

い浮かべることができる点において比較的健康的である

と言えるだろう。

②の基本的に�年間という時間設定は非常に大きい。

�年間の中でも夏休みや春休みという長期休暇の存在が

あるのも特徴的である。年間を通して問題を解決してい

くというよりも、春学期や秋学期それぞれの期で、一区

切りすることが求められる。

③の無料であることは、学生相談ならではの最大の特

徴である。お金を支払わないということは、自分が良く

なるために投資しているという感覚を鈍らせる。学生相

談という場を治療の場と考えるか、学生が自らのために

治療を求めるためのきっかけの場と考えるのかにより、

無料か否かをどのように捉えるのか、異なってくるだろ

う。

こうした学生相談ならではの特徴をいかに援助に結び

付けていくかということが、学生カウンセリングスタッ

フには求められている。構造上、個人個人に対する深い

レベルでの心理療法的援助が困難であることを考えると、

システム構築の重要性が相対的に増すことになるだろう。

教育という側面

大学において、学生を²支援Ôするということを考え

た場合、それは何を意味するのだろうか。大学である以

上、上記のように期間は有限であるし、そこでは教育、

すなわち教え育てる、あるいは²学びと育ちのプロセス

（苫米地、2007）Ôを円滑に進めるといった要素が中心と

なる。教育には一定の理念や価値観、方向性、カリキュ

ラムなどのシステムが必要である。大学における学生支

援は、こうした理念やシステムのなかで、学生が円滑に

学生生活を全うできるように援助すること、と限定する

こともできるだろう。すなわち、大きなトラブルなく、

あるいはトラブルを乗り越えて、概ね�年間の学生生活

を無事に全うして卒業し、とりあえず社会に出て行ける

ように援助すること、ということになる。これは、「自

分」をより深く見つめなおし、より豊かに生きる道を模

索する、といった深い心理療法的援助の目標と矛盾しな

い側面もあるが、必ずしも一致しているとは言えない。

無事に�年間＋αを過ごし、夢と現実との折り合いをつ

けながら、何とか就職できるよう支援することが主眼と

なることもありうることになる。また、例えばある種の

発達障害などが疑われる場合には、大学院進学を積極的

に促し、高度な専門性を身につけさせることで、社会参

加を可能にするよう援助することなども含まれることに

なる。

帝京大学の教育理念は「自分流」である。²自分流と

は、生き方の哲学そのもので、自分のなすべきこと、興

味あることを見つけだし、自分の生まれ持った個性を最

大限生かすべく知識や技術を習得し、それを自分の力と

して行動する。そしてその結果については自分自身が責

任をもつことである。本学はこの自分流の生き方を学生

に身につけてもらうべく、サポートしている。Ôそして

教育指針として、実践を通して論理的な思考を身につけ

る「実学」、異文化理解の学習・体験をする「国際性」、

必要な知識・技術を偏ることなく幅広く学ぶ「開放性」

を挙げている。また、学長からのメッセージにあるよう

に、²キャンパスでの幅広い友人との交流や、視野の広

い基礎教養を通じ、個性・適性を見定め、深め、自己実

現を図っていく若者に対して、全力をもってサポートし

ていくことこそ、帝京大学が社会に約束しているテー

マÔである。

帝京大学では、こうした理念や指針に沿った教育が行

われている。従って一義的には、一定の期間で、それを

円滑に全うできるような支援が求められることになる。

学生相談における活動

学生相談の業務は、「援助活動」「教育活動」「コミュ

ニティ活動」「実践研究活動」に分類される（苫米地，

2007）（Table 1）。個別カウンセリングはもちろん、学

生への啓発活動、教職員に対する研修、また学生や教員

のニーズを把握するための実態調査や臨床研究を実施す

ることも重要な職務である。

学生相談のシステム

学生相談の位置づけ

学生支援機構は、学生相談とは大学が適切な教育環境

を作り、維持していくために不可欠な要素の一つであり、

全学共通基盤として専任の教職員を配置した安定した位

置づけが必要であると指摘している。また、学生相談機

関を適切かつ有効に機能させるために、学生支援全般に

ついて審議・検討する審議会や委員会などを設置し、組

織・運営にかかわる規定を設備するとともに、代表責任

者は教育・学生支援を担当する理事あるいは副学長とい

った全学的な政策決定に直接関与できる者とするなど、

学生支援体制を統括する機能を有することが望まれると

している。

学生相談に関する諸制度規定の内容は、すなわち学内

における学生相談システムの位置づけに関係している。
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学生相談が、教授会とどのような関係にあるのか、学生

相談に関する学内委員会が整備されているかどうか、人

事や運営システムがどのように整備され、いかなる権限

と責任体制によるものかといった問題は、相談活動の守

秘義務や中立性の保障に直接関係してくる。また、こう

した学生相談システムは、学内での学生相談窓口イメー

ジと学生相談活動への認知を規定するため、とりわけ利

用学生にとって重要な意味をもっている（藤原，1998）。

スタッフ

独立行政法人日本学生相談機構（2007）は、日本にお

ける既存の人事体系を考慮するとき、カウンセラーは常

勤でかつ教員であることが望ましいと述べている。その

理由として、事務系職員の立場では教育機能を担うこと

に制限があり、非常勤の場合には学内ネットワークを作

っていくことが困難となるため、最低限、各大学・キャ

ンパスにおいて学生相談機関の核となるカウンセラーは

常勤かつ教員であるべきであるとしている。その上で、
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Table 1 Classification of Student Consultation Activities.

援
助
活
動

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、

その問題の解決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的とした活動

方
法

（�） カウンセリング

（�） 教示・助言

（�） 教職員・家族等へのコンサルテーション

（�） 危機介入

（�） 療学援助＊1

教
育
活
動

学生の心理社会的知識＊2・社会的スキル・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、学内の他の部署の企画と協働して、あるいは学生相談機関自身

の企画によって実施する活動

方
法

（�） 学生生活に関する講義

（�） 心理教育的ワークショップ

（�） グループ活動

（�） 居場所による援助活動＊3

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

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

方
法

（�） 教職員研修への貢献

（�） 予防のための活動の企画・実施

（�） 全学への情報提供・啓発活動

（�） 学内委員会活動への貢献

（�） 執行部への提言

実
践
研
究
活
動

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際的な研究活動

方
法

（�） 学生の個別ニーズと大学が環境改善に取り組むべき課題を把握する実態調査研究

（�） 相談・援助活動の質の向上のための臨床研究

（�） 学生相談体制等のシステム改善をテーマとする研究

＊� 「療学援助」とは、学生相談機関が、医療による治療を受けながら学業の継続あるいは学業

への復帰を図る学生に、カウンセリング及び教職員・学生との連携・協働によって、その修

学・学生生活のプロセスで必要な課題を乗り越えていけるよう援助を行うことを言う。

＊� 「心理社会的知識」とは、学生が心理的成長と社会的交流を連動させつつ適応・発達を果た

していくために必要な実際的な知見や情報を言う。

＊� 「居場所による援助活動」は、談話室、懇談室、サイコ・リトリート等の名称で学内適応や

活動の拠点として学生に居場所と交流の機会を提供するものである。



相談活動に多様性をもたらすために非常勤の配置を考慮

することになる。

日本でもっとも機能している学生相談機関を有してい

る大学の場合、学生1500人あたり専任カウンセラー�人

が配置されており、10％を超える来談率（相談に訪れる

学生数／全学生数）に対応している。

帝京大学学生カウンセリングルームの

未来に向けて

藤原（1998）によれば、学生相談の在り方は、大学の

理念と目的とそのままリンクしているという。学生相談

の理念と目的は、学生相談システムとして具体化される

ことが必須の課題である。学生相談が、どのような大学

施設において、どのような活動内容で行われるか、また

それをだれが行うかといった課題は、すなわち制度基盤

をどのように整備するかにかかっている。つまり、制度

基盤によって、学生教育に資する学生相談活動のあり方

や意味規定は相当に違ってくるし、学生相談からの大学

教育への提言や教育実践活動への関わり方も規定されて

くる。

帝京大学学生カウンセリングルームを考えたとき、学

生の人数、入試の多様さによる学生の学力の違い、肩書

としての大学入学を目的とする学生の存在など、その問

題は多岐に及んでいるために、how to的方法は見いだ

せないが、八王子キャンパスに限っても15,000人を超え

る学生たちを擁しており、審議会を含めた学生相談シス

テムの構築と相談スペースや専任相談員の拡充など課題

は山積していると言えよう。

先の表に従って個別に見ていくと、まず、援助活動に

ついては、（�）カウンセリング、（�）教示・助言、

（�）療学援助などはすでに行われているが、飽和に近

い状態である。（�）教職員・家族へのコンサルテーシ

ョンは行われているが、教職員への啓蒙活動が十分とは

言えないこと、マンパワーの問題などから、未だ少数に

限られている。（�）危機介入は、ニーズに応じて、学

生サポートセンターと協働で緊急に行われることはある

が、システム化されるには到っていない。

教育活動については、全般的にこれからの課題である

といえよう。（�）学生生活に関する講義は、各教員に

よって全学部共通の�年生の必修講義であるライフデザ

イン演習の中で行われているが、そこに学生カウンセリ

ングルームが専門家として関わるだけのマンパワーを持

つには到っていない。将来的には、図書館ガイダンスや

情報処理ガイダンスのような形で関わることが一つのあ

りようとして考えられるかもしれない。（�）心理教育

的ワークショップ、（�）グループ活動、（�）居場所に

よる援助活動は、今後の課題である。（�）居場所によ

る援助活動は、10数年前に数年間実施されていた歴史は

あり、現在も場所の確保に向けての構想が具体化しつつ

ある。

コミュニティ活動については、（�）全学への情報提

供・啓発活動が大学生活ガイドブックなどの形で行われ

ている以外は十分とは言えない。教職員研修への貢献、

予防のための活動の企画・実施、学内委員会活動への貢

献、大学執行部への提言などはマンパワーの充実と共に

今後の課題となるだろう。

苫米地（2007）による日常的学生支援、制度化された

学生支援、専門的学生支援の�階層モデルに準じるもの

としては、本学では、まず、各教員がオフィス・アワー

を作って、学生からの個別の相談に応じていることが挙

げられる。また、教務グループが学業に関して、また学

生サポートセンターが学生生活全般にわたって、キャリ

アサポートセンターが就職に関して、など各事務部門が、

それぞれの領域で個別あるいはグループを対象とした相

談・援助活動を行っている。さらに、学生サポートセン

ターが主に学生部委員の教員に依頼して、「なんでも相

談コーナー」を年間を通じて設置し、カウンセリングや

教示・助言を行うシステムを構築している。これらに加

えて、文学部心理学科のように、心理学実験準備室の助

教を中心としたスタッフが、学生や父兄の細かい個別相

談に対応しているところもある。こうしたシステムをよ

り活用していくためにも、学生カウンセリングルームが

マンパワーを拡充し、後方機関としてだけではなく、主

導的啓蒙的立場が取れるような体制を構築する必要があ

ろう。

実践研究活動に関しては、まさに本雑誌の創刊がその

端緒として位置づけられる。

いずれにせよ本学においては、個々の学生に応じた対

処法を積み重ねていきデータを蓄積したところで、見え

たものを大学執行部や教職員にフィードバックし議論し

ていく経過を地道に行っていくことが何らかの答えが得

られる方法であるように思う。
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