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問題と目的

今日、大学に入学してくる学生は多様化し、さまざま

な心理的な問題を抱えている。大学の教育活動を通じて

その心理的問題を解決するとともに、自分が専門とする

学問を学び、社会人として活躍することができる力をつ

けることが求められている。

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

るような生活の質（Quality of Life 以下 QOL）を高める

支援が必要であると考えられる。

そこで、本稿の目的は帝京大学宇都宮キャンパスの学

生相談活動の取り組みをコミュニティ心理学の視点から

整理し、学生の生活の質（QOL）を高める学生相談活

動の課題について考察することにある。

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（QOL）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（2011）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、2003）。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。

また、学生相談活動については、独立行政法人日本学

生支援機構の報告書（2007）のなかのの「専門的学生相

談活動（業務）の種類」を参照する。それは、以下のよ

うに�つの種類、すなわち、A.援助活動、B.教育活動、

C.コミュニティ活動、D.実践教育活動に分類され、さ

らに各活動がそれぞれ異なる方法からなるが、具体的に

は次のような内容である。

A．援助活動

①カウンセリング ②教示・助言 ③教職員・家族

へのコンサルテーション ④危機介入 ⑤療学援助

B．教育活動

⑥学生生活に関する講義 ⑦心理教育ワークショッ

プ ⑧グループ活動 ⑨居場所による援助活動

C．コミュニティ活動

⑩教職研修への貢献 ⑪予防のための活動の企画・

実施 ⑫全学への情報提供・啓発活動 ⑬執行部へ

の提言

D．実践研究活動

⑭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 ⑮相談・援助活動

の質の向上のための臨床研究 ⑯学生相談体制等の

システム改善をテーマとする研究

学生相談活動のこれまでの取り組み

�．宇都宮キャンパス学生相談室の概要

現在、宇都宮キャンパスは理工学部（機械・精密シス

テム工学科、航空宇宙工学科、ヒューマン情報システム

学科、バイオサイエンス学科 情報科学科通信課程）医

療技術学部柔道整復学科、経済学部地域経済学科 理工

学部大学院からなり、学生数は1800人弱である。

学生相談室の現状は、室長（精神保健）、主任相談員

�名（臨床心理士）、看護師�名、コーディネーター�

名 相談員（キャリアカウンセラーの資格を持つ教員）

の�名に加えて、精神科医（八王子キャンパス）を顧問

としてむかえている。さらに相談内容に応じて、総合基

礎の教員、専門学科の教員�名を相談員として、助言や

教示、面談を担当している。

理工学部は、平成元年に開設され、平成�年までは教

職員が学生から相談の申し出があった場合に個別に支援

していた。平成�年からは、学生相談室として、教職課

程の教員がスタッフとして相談業務を開始した。その後、
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平成15年からは、臨床心理士を迎えて現状のような学生

相談室の体制になった。

平成23年度

帝京大学宇都宮キャンパス 学生相談室スタッフ

顧 問 池田 政俊（帝京大学大学院文学研究科

臨床心理学専攻主任教授

精神科医）

室 長 滝澤 武（准教授 総合基礎）

主任相談員 伊藤 和也（臨床心理士）

相 談 員 池田 美千代（インテーカー・看護師）

相 談 員 古玉 佐知子（コーディネーター）

相 談 員 横山 明子（教授

キャリアカウンセラー）

相 談 員 前原 由幸（准教授 総合基礎英語）

相 談 員 磯貝 毅（准教授

機械・精密システム工学科）

�．宇都宮キャンパスの主な学生相談活動

以下の内容は、平成15年からの主な学生相談活動を、

独立行政法人日本学生支援機構の報告書（2007）の「専

門的学生相談活動（業務）の種類」によって分類したも

のである。

A．援助活動

①カウンセリング

・学生を対象にした心理カウンセリング（短期面

接〜長期面接）

臨床心理士担当の延べ相談件数 約500件（平

成22年度のみ）

・学生保護者との面談

②教示、助言

・医療機関についての情報提供

・履修へのアドバイス

③コンサルテーション

・教職員：困った学生、どう接すればいいのか分

からない学生について

・相談学生についての情報交換、関係調整

・航空宇宙工学科ヘリコプターパイロットコース

入学試験に協力

④危機介入

・ハラスメント対応、ハラスメントガイドライン

の作成ストーカー対応

・災害 �・11震災時の被災学生への対応準備

⑤療学援助

・精神障害、発達障害学生の就学フォロー

・関係機関との連携（各種医療機関、栃木県精神

保健福祉センター、栃木県発達障害者支援セン

ター、ハローワーク、障害者職業センター）

この援助活動については、個人のカウンセリングを主

たる活動としており、さらに、教職員へのコンサルテー

ションも近年は増加している。平成22年度末には、とく

に東日本大震災の災害被災学生への対応と新学期におけ

る支援の準備を行った。そのほかに、療学援助に関して

は、医療機関および、就職支援のための地元の機関との

連携を行った。

B．教育活動

①学生生活に関する講義

・新入生へのガイダンス

・キャリアデザインでの授業（性、栄養など）

・「心理学」「臨床心理学」「精神保健」「教育心理

学」などの授業を担当

②心理教育的ワークショップ

・アートセラピー（コラージュ、風景構成法、粘

土、俳句、塗り絵）

・心理テストの体験ワークショップ（バウムテス

ト、TEG, YG）

・課外活動でのハラスメント予防ショップ

・教職学生向けのメンタルヘルス勉強会（発達障

害）

③グループ活動

・学祭での出店（障害をもつ学生をとりまくコミ

ュニティづくりのため。コロッケなどの飲食

店）

④居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

教育活動については、新入生ガイダンス、および、授

業を通しての支援を行っている。また学生対象の研修会

を定期的におこなったり、支援学生とともに学園祭での

活動も行った。

C．コミュニティ活動

①教職員研修への貢献

・（単発での研修会）発達障害に関する研修、ハ

ラスメント予防研修（伊藤、2010）

・事務職員対象ビジネススキルトレーニング研修

（業務上の質向上）

・（継続での研修会）アートセラピー講座、心理

テスト体験講座、太極拳講座、ヨガ講座
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・学内研修会での発表（LT セミナー、授業改善

セミナー）

・発達障害についての学生との目的意識をもった

関係づくり

②予防のための活動の企画・実施

③全学への情報提供・啓発活動

・学生相談室だより（研究室不登校、アイデンテ

ィティをテーマに）（現在は休止中）

・キャンパスガイドブックにハラスメントの記載、

ハラスメントポスターの掲示

・教職員にアルペルガー症候群のパンフレットを

配布

・教職員のための学生相談室ガイドブック 広報

のため（作成中）

④学内委員会活動への貢献

・ハラスメント窓口を兼務

・教授会での広報、連絡、

・FD推進委員会

・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）

⑤執行部への提言

取り組みなし

⑥関係部署との会議打ち合わせ

・学生支援グループ（教務チーム、学生サポート、

キャリアサポートセンター）との定例ミーティ

ング（月に�回）

・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）

コミュニティ活動については、学生、教職員への定期

的な研修と、学内の各種委員会への参加、さらに、関係

部署との打ち合わせなどがある。

D．実践研究活動

①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

・退学者調査 QOL調査研究

②相談・援助活動の質の向上のための臨床研究

取り組みなし

③学生相談体制等のシステム改善をテーマとする研

究

・教職員に、学生相談に関するアンケートの配布

（よりよい学生サービスの提供のため

④その他

・機械学会での発表（発達障がい学生への支援の

あり方（横山、2011、大学生のうつ（伊藤、

2011）、学生生活の質を高めるメンタルヘルス

教育プログラムの試み（滝沢、2011））

実践研究活動については、学内で学生の実態把握の調

査と、それらの成果について学会発表を行っている。

QOL高めるメンタルヘルス教育の試み

本稿では次に、B.教育活動の具体的な取り組みとし

て、その実践について紹介し、その教育的効果について

考察する。具体的には、学生相談室のスタッフとして

QOL 高めるメンタルヘルス教育の試みを以下のような

授業内容で実施している。

授業の目的 QOL を高めるために、グループワーク

を通じてコミュニケーション能力を高め、

日常生活を振り返ること

方法

・日時 平成23年度�月から�月から15週（土曜日集

中�回を含む18回）

・対象 大学生 機械工学専攻学生を含む�クラス

（A クラス17名�年 B クラス31名�年 C

クラス16名�年 Dクラス�名�年 E クラス

38名�年）

・授業内容

実施順は対象のクラスによって多少の違いはあるも

の下記の内容である。

① SWC元気点検票（授業外課題）

「SWC元気点検票」は、東北福祉大学感性福祉研究所

における文部科学省学術フロンティア推進事業（平成

16〜20年度）の中で、健康向上に向けて生活習慣と生体

機能状態をセルフ・モニターするツールとして創案され

たものである。その内容は、ポジティブ・ヘルスの視点

に立った「食（食事）」「息（呼吸）」「眠（睡眠）」「温

（体温調節）」「動（運動）」「想（心の働き）」「性（人の

愛情ある接し方）」「環（社会及び自然環境）の	つのカ

テゴリーに含まれる。例えば「物事に辛抱づよく取り組

んでいます」「毎日、目的意識をもって生活をもって生

活をしています」などと項目の自己点検をしていく。

WEB版を利用し、自分で決めた項目を
月から�月に

可能な限り継続してチェックすることを課題とした。

②グループワーク

コミュニケーションを促進するために、以下の課題を

実施した。

・新聞紙タワーづくり
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枚の新聞紙を糊や鋏をつかわずにグループで相談

しながら限られた時間のなかでなるべく高いタワー

をつくる。

・自己紹介

あいうえお作文風の自己紹介文をつくり仲間に発表

する。

・長縄跳び

グループごとに協力して連続して縄を跳ぶ。

・テニス

ダブルス �人以上の仲間と連続ラリーをする。

・アンゲーム

「あなたが並んで順番待ちをしていると、あなたの

前に誰かが割り込んできました。あなたはどうしま

すか？」

こういった質問カードに順番に答え傾聴するゲーム

である。

・元気カルタ大会

二人組みになって協力してカルタをとる。

・空手道

形（半月）と呼吸法（集中�回分）のグループで集

団形に協力して取り組む。

③QOL生活チェックの実施

QOL 生活チェックリスト（九州大学）（峰松、2003）

は、�）健康�）勉強�）大学外生活�）大学内生活

�）人つきあい
）気分�）将来	）コミュニケーショ

ン�）その他の�領域からなる。具体的には、「いつも

疲れている」、「日中眠くてしかたがないことが多い」

「なんとなく不安になることが多い（」、「いつも憂うつ

である」「人と関わるのが面倒臭い」、「人前で話しをす

るのは苦手だ）」、「人との関係で傷つくことが多い」「授

業内容がわからない時に質問や相談ができる」「学校の

なかで誰とも話さず帰ることが多い」「自分が将来就き

たい職業についてまったく考えられない」「自分の将来

は自分で切り開いていけると思う」「自分の将来がはっ

きりしない」「学生生活に満足している」などに「はい」

「いいえ」で答える。

③QOL生活チェック実施後の感想

学生が回答したチェックカタログの感想は次のとおり

である。

・学生生活を満喫しているのかかがわからなく、この

ままでいいのかと思った。自分の生活を充実したい。

・学校の勉強、学校のアルバイト（ティーチングアシ

スタント）普通のアルバイトに部活もやっているの

で大変充実した学生生活を送っていると感じた

・なかなか充実した学生生活を送れていると思うが、

将来について考えると少し不安のこともある。就職

についてもっとよく考えようと思った

・人間関係は良くなっていると思うが生活の余裕がな

くなってきているように思う

・バイトが忙しく生活のリズムが乱れている。いろい

ろ文句があるが満足している

・やりたいことがみつからなく、したいことがあると

も思えない気がする。面倒なことがあればかかわら

ないこと感じもある。人と話すのが面倒だと思うの

はたまにある。

・なんとなくはいい学校生活を送っていると思われる。

やりたい職業も決まっているので、そんなに心配す

ることはないと思う。でも就職できるかどうかわか

らないのでやはり不安だ。通学に�時間かかるので

めんどう。

・大学に対してあまり満足していないことがはっきり

わかった。しかし大学に来て良い友達ができたと思

う。

授業の取り組みについての考察

本実践の対象は大学正課選択科目を受講している学生

を対象にしたものである。日常生活を振り返り、グルー

プワークを通じてコミュニケーション能力を高めること

をねらいとしていた。日常生活を振り返りことができた

ことは感想から読み取ることができる。コミュニケーシ

ョンについても、授業中のグループワークのなかで、積

極的に仲間と交流をしている様子が観察されたことから、

授業の効果が一部あったと判断できる。

次に、このプログラムで生活の質（QOL）が向上し

たのか、向上をめざそうとする意識が芽生えたのか、検

討をしたい。

「学生生活が充実している」という記述にみられるよ

うに学生生活の質を考えるきっかけとなっていることが

確認できた。今後、この試みを発展させ、課外活動参加

している学生群としていない群との比較をしたり、各グ

ループワークについてどのように感じたか、詳しく調査

することもプログラムのなかに組み込み、その有効性と

限界を検討していく。

今回実施したプログラムは、比較的課題が用意であり、

ある程度トレーニングをすれば学生自身が実施できるも

のである。そこで、学生のなかからボランティアを募集

し、ファシリテイターを養成していくことも考えられる。

そうした活動が、学生の交流を深め、ファシリテイター

側の大学生活の質の向上も期待できる。さらに、こうし

た取り組みが、発達障害や気分障害などメンタルヘルス

に問題を抱えた学生がキャンパスで生活しやすい環境を

つくりあげていくことにもつながるだろう。
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学生相談活動の課題

学生のQOLを高めるための学生相談活動

大学に入学してくる学生は、多様化している。具体的

には、大学教育をうけるための基礎力が不足、いじめや

ひきもりで経験し社会的スキルに欠ける、将来の進路未

決定な学生の増加などである。このような状況の中で、

学生のメンタル面の支援を主とするわれわれ学生相談室

では、個別の学生相談のほかに、これまで一般教養の授

業などを通して、学生生活の質を高めるためのメンタル

ヘルスケアに取り組んできた（滝澤、2006：2008a；

2009）。

これまで教育実践や調査結果から浮かび上がってくる

学生像は、体調管理が自力では難しく、授業において困

難さを抱えたときに、そのことを教員にも相談できず、

あるいは相談せず、友人とも交流せず、自分の将来の夢

もなく、大学生活に満足できないという悲観的な学生像

である。またこれらの学生の特徴として、授業中での発

言が少ない、あるいは意思表示ができない、自分の気の

合う学生のみと親交し、それ以外の学生とはコミュニケ

ーションをしない、将来について楽観的に考えており、

就職などに対して危機感や関心が低くてもこれまでのよ

うに周りの誰かが助けてくれるといったように主体性が

なく受動的であることである。

さらに、この結果は、自分の未来を切開いていく力が

ないと自分を認知する学生が多数になりつつあることを

示しており、他人と積極的に交流せずに生活している学

生が増加していることを示している。このような学生は、

大学生活という新たな生活環境に適応できなかったり、

また、勉学に追いつくことができなくなったり、友人と

の人間関係がスムーズに進まなくなり、何らかの問題を

抱えたときに自分自身で解決していくことが困難である

と予想される。

したがって、今回実践してきたプログラムのほかに、

これらのことから様々な学生の悩みを解決する多様なメ

ンタルヘルスケアプログラムの開発が急務である。また、

その対象は、直接的に問題を抱えていると訴えて学生相

談室に来談する学生だけではなく、発達的な観点からす

べての学生を対象とすることが課題となる。学生相談室

で待つだけでなく、授業や課外ワークショップの開催な

どの教育活動、コミュニティ活動を展開していくことが

かかせない。

学生相談活動の理念と評価

コミュニティ心理学の理念については、冒頭でも紹介

した。それは、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である（下山編、

2003）。これらの理念は、現実の学生相談活動のなかで

実践されているのだろか。

A.援助活動のなかでは、学生生活において何らかの

心理的困難に直面をしている学生に対してカウンセリン

グをしたり、教示・助言をしたり、教職員・家族へのコ

ンサルテーションを実践してきた。�月11日の東北地方

大洋沖地震における宇都宮キャンパスでは、教職員が力

をあわせ復旧作業を協働ですすたり、学生への危機介入

のための対策を練るなどしてコミュニティ感覚の要素で

ある集団としての所属感やメンバー間の重要性の感覚は

一部では感じることができた。B.教育活動では、新入

生へのガイダンスや、授業（心理学、臨床心理学、精神

保健、教育心理学、キャリアデザインなど）で授業外の

心理教育ワークショップ（アートセラピー）などで学生

との対話をしてきた。また、C.コミュニティ活動では、

教職員への研修会として発達障害の研修、太極拳講座を

主催してきた。また、学内委員会に委員として参画、教

授会で学生相談室活動の報告をしてきた。D.実践教育

活動として、QOLや退学者調査を実施してきた。

これらの活動は、個別の学生への対応を超えて、�つ

のコミュニティ心理学の理念を実践していこうとする試

みであると考えられる。特に、相談員が学生相談室にと

どまらず、大学コミュニティに働きかけ、多面的な活動

に取り組んでいることが特徴的である。

今後、これらの活動をさらに充実させるためには、こ

の視点からの評価を行う必要があるであろう。そのため

には、それぞれの活動ごとに、質的あるいは量的な評価

をしていくが求められる。

学生相談室の役割

大学に入学してきた学生が満面の笑みで卒業式を迎え

てくれることを筆者らは期待している。そのためには、

大学組織全体をあげて、学生の成長を促す教育活動を展

開していくことが重要である。

では、学生相談室の役割はなにか。それを考えるうえ

で、次の吉武（2005）の次の指摘が参考になる。

「学生相談の役割の中心は来談学生へのカウンセリン

グによる成長発達支援である。しかしもうひとつの重要

な役割を指摘することができる。大学にとって学生相談

機関は大学コミュニティが抱える問題にいちはやく気づ

く感覚器あるいはセンサー部分である（センサー機能）。

カウンセラーはときに面接室を踏み出して、センサーで

認知された内容を大学コミュニティ全体に共有してもら

帝京大学学生カウンセリング研究 創刊号 （2012年）

− 49−



い、必要な対応策や改善策が検討され講じられるように

働きかける（改革の推進）。また、みずから実施可能な

ことについては対応・改善の行動をとりもする。こうし

て学生相談のカウンセラーは大学の抱える問題の改善

（予防機能）にむけたデザインづくりおいて欠かすこと

のできない役割をになうことができるあるいは期待され

る位置にある」

宇都宮キャンパスにおける学生相談活動のなかで、ほ

とんど手がつけられていなのが、執行部への提言と相

談・援助活動の質の向上のための臨床研究である。その

ためには、日頃の活動を記録し、問題意識をもって活動

をし、学生相談室スタッフのチーム支援体制をとる必要

がある。宇都宮キャンパス学生相談室では、臨床心理士

だけでなく、看護師、コーディネーター、そして、総合

基礎、学科からの相談員がチームを組み取り組んでい

る。 今後、さらに取り組むべき課題としては、気分障

害や発達障害などがある。

また、コミュニティ心理学の視点を学生相談活動に取

り入れるにしても、その中核は、来談学生へのカウンセ

リングによる成長発達支援である。その支援を充実させ

るためには、臨床研究は欠くことはできない。個別の面

談におけるプロセスを可能な限り、スタッフで共有し効

果のある方法を研究していく必要がある。そして、キャ

ンパス内での教職員・学生の関係性を強化し、つながり

のある大学にしていくことが求められる（滝澤、

2008b）。
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