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�．はじめに

私は以前、首都圏の私立大学において、�年間非常勤

カウンセラーとして学生相談を行った。本稿では、私個

人の限られた経験からではあるが、主に学生相談におけ

る枠組みの意味についてこのとき考えたことをまとめて

みたい。特に私は臨床心理士として、それ以前に10年間

の大学病院分院精神科外来での臨床経験や夜間の心理療

法開業オフィスでの有料の精神分析的心理療法など、異

なる臨床場面を経験してきたため、それらの経験と比較

して、学生相談というひとつの臨床場面について考える

ことが多くあった。それらの臨床現場と学生相談の最も

大きな違いとしては、大学の学生相談という場は非常に

「枠組みの緩やか」な設定であることだった。この枠組

みの持つ意味については後に検討するが、さらに印象深

かったことには、そのような設定の中で面接を行う対象

となった学生の多くは、私の臨床経験の中でも比較的病

理水準の重い方が多く含まれていたという事実であった。

井上（1994）は、学生相談における個人心理療法につ

いて述べる中で、「実際、学生相談では、外部機関とつ

ながることが困難であり、かつ病理の重い事例に出会う

機会が多い」とした上で、そのため個人の成長・自己実

現を目指すカウンセリング心理学のみならず、心理治療

も追及する臨床心理学を基盤とした心理療法も並列して

必要とされるとしている。

つまり、学生相談における困難さの大きな特徴は、緩

やかな枠組みの中で重症のケースを含めて見立てたり、

対応したりするというところにあるといえるのではない

だろうか。そうであるとすれば、そのような意味で、カ

ウンセラー側に要求される臨床能力は高度なものとなっ

てくるだろう。

さて、学生相談というひとつの臨床場面であっても、

当然のことながらそこで面接を行うカウンセラーは、さ

まざまな学派・オリエンテーションを持って相談業務に

関わっている。従って、同じ学生相談に携わるカウンセ

ラーであっても、多様な考えに基づいて面接が行われて

いるのが実情である。その考え方のひとつとして、私自

身は精神分析的心理療法を専門としているが、このよう

に設定の条件の異なるさまざまな臨床場面で実践する者

にとって、その場における実践に精神分析的な本質を一

貫して保つことはしばしば非常に困難なこととなる。た

とえば、遅刻やキャンセルの取り扱いの問題がある。精

神分析的心理療法においては、遅刻やキャンセルは被分

析者の分析者との関係性を非言語的に示す重要な出来事

である。当然のことながら、遅刻やキャンセルはそこに

何が起きているのか、どのようなカウンセラーに対する

感情─転移が動いているのかということを示しているの

であり、面接の中で十分に検討されるべきである。しか

しながら、学生相談という場においては、授業への出席

や試験や課題などが遅刻やキャンセルの合理的な理由と

して挙げられる。学生相談が学生サービスのひとつであ

るという性質上、「正当な」理由をもつ遅刻やキャンセ

ルを、カウンセラーに対する無意識の否定的な感情であ

る陰性転移の表れとして画一的に介入することは、適切

とはいえないのではないだろうか。

キャンセルや遅刻に対して、それをする側もされる側

もあまり大きく取り上げる状況にないという気楽な設定

であるにも関わらず、学生相談に持ち込まれる相談は、

すでに述べたように内容的には非常に深刻なメンタルヘ

ルスに関わる問題も含まれている。それは学生相談とい

う場が、医療や民間のカウンセリングなどよりもずっと

利用しやすく、多くの場合無料であり、保険証の必要性

がないという理由から保護者にも断らずに来られるため

である。つまり、非常に広範囲の問題の受け皿になりや

すい設定であるにもかかわらず、治療的な関わりをする

側からすればクライエントの病理に対して逆に無防備な

状態でもあるといえるだろう。この場合、たとえ遅刻や

キャンセルについて精神分析のようには取り上げないと

しても、時間や場所の設定などについてはカウンセラー

がむしろ注意深くなり、そこで何が起きているのかにつ

いて十分に考えておくことが重要ではないだろうか。

以上のことから、本稿では、学生相談に特有の緩やか

な設定の中で、重症例を見立て、対応するために必要な

「枠組み」とは何かについて、架空事例を通して具体的

な検討を行っていくこととする。
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�．架空事例

以下に事例を提示する。事例については、学生相談と

いう性質上プライヴァシーに配慮し、過去の自験例をも

とに架空事例を作成した。部分的には実際の学生相談事

例に当てはまるが、合成したことにより本人を特定する

ことができないように工夫した。

Aは地方都市出身の女子大学生である。入学して間

もなく、大学生活に希望が感じられなくなり、無気力な

生活を送り、前期の必修授業も休みがちになっていった。

夏休みまでは何とか過ごしたものの、試験やレポート提

出についてゆけず、実家に戻って長期休暇を過ごした後

に親に説得されて下宿先に戻ってきた。成績表は大学か

ら直接実家の両親に送られる仕組みになっており、心配

になった両親が大学に電話で相談をしたために、学生相

談を紹介された。両親に強く勧められ、本人が直接来談

することとなった。

Aは秋学期の始まりとともに面接の予約を取り、相

談にやってきた。外見上はごく普通の女子大生に見受け

られたが、両親からの相談以上にその内容は深刻なもの

となっていた。Aによれば、入学してすぐのオリエン

テーション合宿に参加したところ、周囲の学生たちの会

話の中に入っていけないと感じ、悲しさがこみ上げて、

部屋に籠って泣いていたとのことであった。彼女の様子

を気遣った一部の学生たちが連れ帰り、しばらくの間面

倒を見ていたが、そのうち彼女からの頻繁なメールや電

話や呼び出しなどに対応しきれず、次第に距離を置くよ

うになっていた。春学期の中頃には彼女は孤立していき、

大学も休みがちで昼夜逆転し、夜間にアパートの下のコ

ンビニエンスストアで大量のスナック菓子を買い、過食

しては後悔して死にたくなり、絶望的な気持ちで浅いリ

ストカットを繰り返すようになっていた。過食の後には

太った姿を友人に見られたくないために、さらに大学へ

の足が遠のいた。

生活歴としては、地方都市に生まれて成長し、大学入

学までは同じ地域に家族�人で生活していた。父親は地

方公務員、母親はパート勤務であり、両親とも高卒であ

った。そのためか、一人娘であった Aへの期待は高く、

大学進学については幼い頃より両親の夢として刷り込ま

れていた。また、A自身もその進路について思い悩む

ことがなかった。高校まで成績は中程度、自分の偏差値

に合った首都圏の私立大学として進学先を選んだ。第一

志望は私立大学の中でも人気や偏差値も高めであったた

め、不合格であっても特に驚きはしなかった。第二志望

であった現在の進学先に Aはあっさりと決定し、実家

や地元を初めて離れることについても特に不安を感じる

ことはなかった。むしろ、地元に残って就職する周りの

同級生に優越感を覚え、都会での女子大生生活を夢見て

いた。しかし実際に入学してみると、大学は東京近郊で

はあるものの都心からは電車で�時間半かかる緑深い郊

外にあり、新しい同級生たちともどこか馴染みにくいよ

うに感じられた。入学時初対面同士のようであっても、

彼らの多くが実はインターネットでの入学前のコミュニ

ティを通してすでに知り合っていたと気付くと、彼女は

とたんに大きな不安に襲われた。それは自分一人が何か

を知らずに取り残されていた、もうすでに取り返しがつ

かない遅れをとってしまった、といった感覚であった。

いったん引け目を感じてしまったために、彼女は授業に

出ても教室の隅に座り、殆ど誰とも会話をせずに下宿と

の往復をするのみになっていった。オリエンテーション

のときにはすでに述べたような混乱した状態に陥ったた

め、学生相談や保健センターのような相談機関があるこ

とも認識していなかった。母親には電話で大学を休みが

ちであること、寂しく過ごしていることなどは相談して

いたが、過食やリストカットなどについては話せずにい

たため、「慣れるまでの辛抱」と諭されていた。今後に

ついては、できれば大学を卒業して就職したいが、今は

どうやったら授業に戻れるのかわからないと言う。これ

までも時々無気力になることはあったように思うものの、

ここまで深刻な事態になったことは初めてだということ

だった。

私からのいくつかの質問に答える形で、彼女は一気に

ここまでの話を泣きながら興奮気味に語った。そのよう

にして専門家に相談することは初めてということだった。

私はまず、彼女が思い切って相談に来たことをねぎらい、

力になりたいと伝えた。その上で、今一番心配なことは

彼女が一人暮らしの生活の中、昼夜逆転し過食とリスト

カットを繰り返していて、そのことを両親にも知らせて

いないという状況であると説明した。Aは「両親に心

配させたくないので」話さないのだと言って泣いた。私

はプレッシャーを感じつつも、Aにまず医療機関の受

診─一時的には学内の保健センターも利用可能である─

が必要であること、そのためには両親に現在の本当の状

況を説明すること、そうしたことが最終的には Aにと

って良い結果をもたらすことになると私が考えていると

いうことを静かにではあるが真剣さが伝わるように話し

た。私がここでプレッシャーを感じたのは、Aが私の

こうした介入に不満を感じて、来談しなくなる可能性を

考えたためであった。Aはしばらく黙ってうつむいて

いたが、それは拒否的な雰囲気ではなかった。さらに私

は、医療機関にかかりながらも、大学など生活のことに
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ついてはここで相談することができるし、Aにはその

ような援助が必要であると思うと話すと、Aの表情は

幾分和らいだようだった。その上で私は、医療機関の受

診と両親への現状の説明をすることについて、�週間後

の面接までに考えてきてほしい、もし両親への説明を自

分ですることが難しいのであれば、Aの了承のもとで

私から両親に電話をすることも可能であると伝えた。A

は了解し、次回の面接の予約を入れて帰って行った。

ここまでの私の見立てとしては、Aの衝動性は高ま

っているもののリストカットというまだ危険性の低い自

傷の手段であったこと、過食のみで嘔吐がなく、どこか

で助けを求めている気持ちも伝わってきたことから、相

談につながる可能性が感じられた。生活歴からもパーソ

ナリティの未熟さが目立ち、アイデンティティ獲得のた

めの葛藤が先送りされてきたこと、両親の期待に対して

受動的に同一化する形で成長してきたことで、入学を契

機に物理的に自立したことから、今回の依存と自立をめ

ぐる問題が表面化したものと考えられた。対象関係につ

いては孤立を恐れてしがみつく傾向があるものの、周囲

を振り回すような操作性は認められなかった。異性関係

についても、大学入学まで数人のボーイフレンドとの付

き合いはあったものの、常に受け身的であり特に深まっ

た関係はないようであった。

�週間後の予約時間に再び Aは面接にやってきた。

私が前回の面接の印象を尋ねると、「初めて人に相談し

てみて、少し安心した。」「でもこんな話をして、どう思

われたのかは少し心配だけど」と答えた。私は彼女がこ

のように心配を率直に伝えられることに安心して、前回

の面接での宿題─医療機関への受診と両親への説明につ

いて、尋ねた。すると驚いたことに、彼女はすでにその

日の内に電話で母親に状況を話したと言った。母親はシ

ョックを受けたものの、話を聞いてくれて、その翌日仕

事を休んで彼女のアパートに来て一泊していったとのこ

とだった。そして�人で医療機関に受診する手筈を整え

て、予約の日に母親が上京することになったと言った。

私は安堵を覚えつつ、彼女が自分自身を守るために今

必要な手当てを行えたことを支持した。そして、これか

ら必要な情報を質問形式で得るための数回の面接をここ

で行うこと、その上でどのような形で協力できるかを相

談したいということを伝えた。Aは了解し、「今日は少

し頭がすっきりしている」とつぶやいた。

�．精神分析における枠組みとの比較

Aのような事例においては、初回の面接のときの対

応がその後を決める場合が多い。両親にも学生にも余裕

がなく、学生相談の場に多くを委ねるような形で相談に

やってこられるときに、カウンセラーはプレッシャーを

感じることも起きてくるだろう。特に学生が一人暮らし

で希死念慮を伴う自傷などを行っており、両親に助けを

求めることを拒んでいる場合、その危険度に応じて慎重

な対応が必要となってくる。このとき、「大学」という

保護的であることが期待される場合において、その一人

の学生─時に未成年者である場合もある─が危機的状況

に陥っており、そのことを知るのがこの時点でカウンセ

ラー一人であること、両親すら知らずにいることに対し

て、カウンセラーは何か責任と負担を感じざるを得ない

のではないだろうか。しかもようやく相談に来たという

ことは、学生にとっても援助を得られる貴重なチャンス

になっていることは確かなのである。ここでいわば心理

的な「視野狭窄」状態に陥っているクライエントに対し

て、カウンセラーは巻き込まれずに共感を示しつつ、ほ

どよい介入を心がけなくてはならない。ときにはそれは、

医療の場であれば医師が代わりに行ってくれるはずの判

断であるかもしれない。医療を併設していない独立した

形態である学生相談である場合、より多くの機能が必要

とされることになるが、あくまで臨床心理士としての職

務を超えない範囲にとどめておくべきである。その様な

意味では、カウンセラーの中立性が常に問われることに

なるといえるだろう。

また、すでに述べたように、学生相談という設定その

ものが比較的緩やかな性質を持っている。その状況の中

では、不安定な学生が臨時の面接を求めて突然来所した

り、担当カウンセラーの勤務日以外の日に連絡をとりた

がったり、一度面接を終了した学生がまた戻ってきてし

まったりするようなことも起きてくる。継続的な面接を

行っている学生に、構内の別の場所で会ってしまった場

合には、どう対応するかということもあるだろう。

面接の場所や時間といった設定について、さらに考え

ると、精神分析は心理療法の中でも厳格な設定を重視す

ると考えられている。精神分析の技法は、Freudにより

創始され、設定としては当初はカウチに横たわる被分析

者に週�日、�回�時間の自由連想を課す方法であった。

Freudは最初平日�日クライエントと会っていたが、こ

れは当時入院クライエントを医師が毎日見ていた習慣に

沿って Breuerが Anna Oに少なくとも週�回会ったこ

とを踏襲したものである（Gill, 1994）。この Anna Oと

Breuerとの治療的交流が無意識を意識化するという精

神分析の基本原理が形となった最初の実践である。その

後精神分析を必要とする人の人数と割り当てられる時間

の関係から、週�回というスタイルに至ったと推察され

て い る。国 際 精 神 分 析 学 会（International
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PsychoanalyticalAssociation; IPA）は現在、週�回以上

のものを精神分析であると定義している。

標準的な教科書として使用されている Sandler

（1992）の著書においては、精神分析のモデル状況では、

精神分析のセッションは通常は�回50分、週に�、�回

である。精神分析者の働きかけは、素材をはっきりとさ

せるための質問と、主な治療的介入である解釈（inter-

pretation）、直面化（confrontation）、および再構成

（reconstruction）がある。連想の途中で、クライエント

は抵抗（resistance）の徴候を示したりし始める。クラ

イエントの考えや感情には転移（transference）と呼ば

れる現実の歪曲が生じる。これらの歪曲が生じるのは、

クライエントの現在の知覚と思考が過去の願望や体験や

関係に由来する特異的成分が付加されて修正された結果

である。クライエントが自分の意識的傾向と無意識的傾

向のあいだの、また過去と現在のあいだのつながりにつ

いて理解を獲得し、保持できるようになれば、そのクラ

イエントはある程度の洞察（insight）を得たということ

ができる。分析者によって与えられる解釈は、クライエ

ントの洞察を促しているように見えるが、いつでも直ち

にクライエントに有意味な変化を引き起こす効果がある

とは限らない。一定の時間をワーキング・スルー

（working through）のために見込む必要がある。

このように徹底的に構造化された心理療法と比較して

みると、日々実践されているほとんどの臨床場面は構造

が緩やかであり、特に学生相談においてはその特徴は顕

著である。

岡野（2002）は精神分析の立場から、これらの厳密さ

に対する問題提起として、中立性と現実の問題として、

「提供モデル」を伝統的精神分析の従来モデルと比較し

ながら論じている。「提供 provision」という概念とは、

「治療者がクライエントさんが必要としていると考える

ものを、それが願望充足を導こうと、欲求不満を導こう

と、提供する」ことである。すなわち、解釈以外の直面

化、勇気付け、情報提供も、それが有効であるならば、

禁欲原則に関わらず提供すべきであるとした。明らかに

これは伝統的精神分析の原則から外れるものであるが、

このような立場においては、従来の中立性の概念はどの

ように捉えられているのだろうか。岡野によれば、中立

性とは、「一つの事柄に関して、互いに矛盾する見方の

両面を常に意識しつつ、それを把握するということ」で

ある。そもそも中立性をめぐる議論では、フロイトの中

立性（本来はÈ無関心Éを英訳したものであり、この用

語は存在しないものであった。客観的で冷静な外科医の

ような、匿名性、禁欲原則のことを指す）や、A. フロ

イトの「イド、自我、超自我から等距離の地点に立脚す

る」治療者の態度（「自我と防衛機制」）という意味が対

象とされた。これに対して、特に間主観学派や構成主義

学派は中立性を否定する立場に立ったのである。これら

の議論の流れから、岡野は、中立性とは理屈ではなく態

度であるとして、「死んだ中立性」ではない「生きた中

立性」の概念を提唱した。

そして精神分析において提供される現実については、

岡野は「主観的な体験の中でも、自分の予想や理解を超

えた新奇な体験であり、自分がそれに対応したり、制限

を加えられることを余儀なくされるようなもの」と定義

した。さらに「治療の最終目的は、クライエントさんが、

一つの外的な現実に由来する、さまざまな『現実』のあ

り方を受け入れられるための助けとなること」とである

としている。

学生相談においては、何らかの提供が必然的に生じて

くる。それはたとえば、学生が予約なしに来所した場合

の面接の枠外の時間であったり、学内の情報であったり、

他の教員や保護者などとの連携であったりする。精神分

析のオリエンテーションであるからと言って、面接室の

中に座っているだけでは、セラピストとして十分に機能

することが難しい。とはいえ、セラピストが現実に巻き

込まれ、本来の心の中の出来事に焦点づけることができ

なくなるということは、クライエントにとっても不利益

になるだろう。

以上の議論を踏まえた上で、私はカウンセラーがクラ

イエントに共感しつつも中立的であろうと努力する、そ

うした姿勢そのものが治療的に働くのではないかと考え

た。それは岡野のいうところの、ひとつの態度としての

「生きた中立性」であるかもしれない。そしてこの中立

性をカウンセラーが保つためには、そこに何らかの枠組

みを作っていくことが必要不可欠なのではないかと私は

考えた。

�．学生相談における枠組みの持つ意味とは

それでは、ここで架空事例に戻って、より具体的に学

生相談という場における「枠組み」の果たす意味につい

て考えたい。

A の場合、すでに見立ての中で述べたように、おそ

らく依存と自立をめぐる問題を背景とした対象関係に障

害があるものと想定される。しかし初回面接で前面に出

て問題となっていたのは、学校生活での不適応による過

食や自傷などの問題行動であり、それが一人暮らしで支

えの乏しい環境の中で行われており、こうした状況が継

続することにより事態が深刻化していく可能性であった。

ここでは学生相談という設定の中で、保護者を通して相
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談が来たというときに、どのレベルで関わるのかという

ところから考えてみたい。たとえば一旦は両親との連絡

や医療につなげるといった環境調整や、休学などの手続

きに関する情報提供を行った上で、また何か相談したい

ことがあれば、面接の予約を入れるようにと言って終え

ることもひとつのやり方である。または、そうした調整

がすんなりとは進まない場合、面接を行いながら徐々に

調整を進めるという方向もあるだろう。さらに、状況が

整った上で、本人のより根本的な問題─両親との関係か

ら影響を受けた対象関係のパターンについて振り返るこ

とで、現在の対象関係について見直してみるような面接

も可能かもしれない。いずれにしても、そのときのクラ

イエントの状況や動機づけを十分検討した上で、どのよ

うな形で役に立てるのかを考えるべきである。

この場合最も不適切であると私が考えるのは、カウン

セラーがとにかく心理療法的介入を始めてしまう、とい

う一義的な対応である。最初から一人のクライエントと

して扱い、一対一の関係性の中で面接を深めていくと、

途中から外側の問題が表面化してきても、カウンセラー

としての相談機能とマネジメント機能は両立しにくいも

のとなっていく。そのため、私が事例の中で行ったよう

な現実的な助言やアドヴァイスは、できる限り面接の最

初の方で済ませておくと、のちの展開にとっても有効だ

といえるだろう。

次に注意したいのが見立てである。このケースの場合

は、最も注意したいことが衝動性であり、さらに一人暮

らしだというリスクがある。衝動性については、今回の

事例では浅いリストカットの繰り返しであり、病院での

外科的治療も必要ではない程度であったが、漠然とした

希死念慮を伴うものだった。学生相談であっても危険性

の高い場合は、「飛び降りようと思って高いところまで

行った」「睡眠薬をまとめ飲みした」、飲酒をしながらの

自傷行為など、生命の危険を感じさせる行為も含まれて

いる。また生命に関わらずとも、インターネットなどで

知り合った不特定多数の異性と性的関係を持ったり、経

済観念なく買い物をして返済に困ったりと、衝動性をめ

ぐるトラブルの相談はしばしば生じてくる。こうしたと

きには、まずその問題がいつから続いていて、どの程度

深刻な状況に陥っているのかを見立てた上で、どのよう

な対処が必要かについて冷静な判断が必要である。

そして連携─外部とのつながりについても検討したい。

先の事例においても、この面接の場を安定して継続した

もので、クライエントの適応改善に有用な道具にできる

ためにも、両親に正直に現状を伝えるように促した。さ

らに問題行動そのものについては医療機関で相談した上

で、「学校生活について」の相談をカウンセラーと続け

ることが可能であると伝えている。Aの場合は今のと

ころ大学生活を続けることが彼女の問題すべてとつなが

っているため、結局はこの焦点づけは限定的な意味合い

にはならないと言えるが、少なくとも自傷行為などが続

いた場合は、しばらくの間医療機関の方に相談の重心を

移すように勧めることもできるのである。私は学生相談

の面接の中で、精神医学的対応を必要とするような深刻

な自傷、希死念慮、過食嘔吐、睡眠障害などの問題を相

談場面のみで解決できるような印象を安易に与えること

は望ましくないと考える。むしろそのような問題を持つ

学生が、どのように両親に理解してもらい、しかるべき

医療・支援を受けることができるようにつなげることこ

そが、学生相談の大切な役割の一つであると認識してい

る。そのプロセスそのものが治療的に働く場合が多いも

のであるし、適切な時期に適切な方法で支援を受けるこ

とのできたことは、その学生のその後の人生において、

再び問題を抱えたときに助けを求めることのできる可能

性を未来に残すことになる。学生相談という場の敷居の

低さは、彼らにとってそこが初めて心の専門家に出会い、

自分の問題を話す場となりうるからである。

これらのいくつかのことを乗り越えた上で、ようやく

私は中立的に面接を行える状況を整え、「あと何回か見

立てのための面接を行う」「その上で私の考えを伝える」

という提案をすることができた。このように伝えること

で、クライエントは自分よりもう少し先のことが見えて

いるカウンセラーに対して、信頼感を感じることが多い

ようである。

以上の流れが、精神分析の考えを背景とした、面接初

期における私なりの枠組みの作り方の一例である。

このようにして面接が始まり、週�回45分という設定

の中で会うことになったとしても、特に Aのような事

例では、依存心が高まって何度も予約外の時間に電話を

してきたり、臨時の面接を要求したりする状況が予測さ

れる。しかしそうしたイレギュラーな対応を行いつつも、

カウンセラーがあくまでそれが一時的で必要に迫られて

の対応であり、いずれは週�回の安定した面接の中で十

分に話せることができるための準備で、そのように決ま

った枠の中で心配なく相談できることがなによりである

と、伝え続けることが大切である。たとえ決まった枠組

み以外の対応を良しとしない事が、その場ではクライエ

ントにとって不親切なカウンセラーと映ったとしても、

最終的には安定した枠組みの中でこそ、クライエントは

十分に退行し依存することができるのであり、そうした

体験によってクライエントが本質的に支えられ、自立に

向かうことが期待される。
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�．まとめ

学生相談は、多くの学生が初めて心の専門家に出会い

相談する機会となりやすい一方で、緩やかな枠組みにお

いて重症例を含む広範囲の相談の受け皿となるという意

味では、カウンセラーの高度な臨床能力が求められる場

であると言える。そのような臨床場面においては、カウ

ンセラーは共感を示しつつも巻き込まれることなく中立

性を保つこと、そのために必要な枠組みを提供する努力

をし続けることが重要と言えるだろう。

本稿では以上の点について、架空事例を題材として、

精神分析の概念を用いつつ、特にどのような枠組みを提

供することが適切であると考えられるかについて、具体

的に検討した。その中で、学生相談では最初の段階でま

ず、どのレベルでの援助が必要とされているのか、また

衝動性を含めた危険度がどの程度であるのか見立てた上

で、保護者や教員、医療との連携も踏まえつつ、その学

生の状況や求めにも応じた相談の枠組みを提供していく

ことが、心理面接の開始以前の段階で必要であると考え

た。
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