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大学院教育に携わって

～備忘録を紐解きながら、これからの教育の方向を考える～

長谷川明弘

私は、現在、教員として大学院教育に携

わっている。本論では、自分がどのように

学んだのか(学び続けているのか)という視

点を含んだ備忘録を紐解きながら、これか

らの教育を考えるという副題でまとめてい

きたい。本論が、この領域において学び方

や教え方を考えることを刺激するもののひ

とつとなれば幸いである。

「私」を振り返る～備忘録として～

昭和 ( )年に臨床心理士資格認定63 1988

制度が始まった。私は、そのころ高校 年1

生で 将来の職業として小学校か中学校(理、

科)の教員をめざしていた。当時は、中学

校を卒業してまもなく「パーソナルスペー

ス」の研究が紹介された一般書が書店で目

に入り、心理学に興味を持ち始めた時期で

あった。心理学が不登校の理解にも役立つ

ということを知った頃で、たまたま目にし

た新聞記事で「臨床心理士」が今後注目さ

れる職業ということが書いてあったことを

覚えている。

高校卒業後は、教員養成系の大学と縁が

なかったため、文学部に心理学科のある大

学へ平成 ( )年に進学した。大学 年3 1991 1

次から自主ゼミ形式で心理学を学ぶサーク

ルに所属して、先輩たちの研究の脳波測定

に被験者として協力したり、 年次にはパ3

ーソナルスペースの実験研究をした。大学

年次に教育心理学のゼミに所属し、幼児4

の向社会的行動と家族の相互作用との関係

を卒業論文としてまとめた。学部時代は、

児童相談所の一時保護所の非常勤職員だけ

でなくメンタルフレンド活動も体験した。

一時保護所では、当直の職員から業務のこ

とをいろいろと聞かせてもらった。メンタ

ルフレンド活動では、心理相談や社会福祉

に従事する職員から助言をもらう機会が定

期的にあった。

大学卒業後は、縁あって他大学の大学院

修士課程へ平成 ( )年に進学した。指7 1995

導教員 名に対して私が学生として 名だ1 1

けという恵まれた環境であった。学校教育

専攻障害児教育コースに所属する教員(臨

床心理、社会・犯罪心理、障害児心理、児

童精神医学)から文献購読を中心とした講

義を受けた。また臨床実習面では、臨床心

理学専攻の指導教員による面接をワンウェ

イミラーの背後から観察してコ・セラピス

トとしての役割を取らせていただいたり、

障害をもった子どもとその保護者との訓練

会に参加した。また指導教員が講師となる

研修会に参加して、参加者と一緒に研修を

受けたり、その指導教員が定期的に主催し

ていた地域の障害児教育に携わる教員向け

1の事例検討会にも参加した。このように
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週間を通して指導教員にほぼつきっきりで

訓練を受けた。実は、大学院における指導

教員とは、学部の頃に研修会を通じて出会

った。研修会には積極的に参加し、研修場

面以外に、講師や参加者の立ち振る舞いを

観察していろいろと学ぼうと思っていた。

修士論文は 「子どもの行動に対する教師、

」 。の問題認知と対処 という題目でまとめた

大学院在籍中に非常勤で精神科病院へ行き

始め、認知症をもった高齢者に対する支援

をイニシャルケースとして持つ機会を得た

,1998 3(長谷川 )。その精神科病院に常勤で

年間勤務したあと、さらに縁あって他の大

、学院博士課程へ平成 ( )年に進学し12 2000

公衆衛生学・健康政策学を専門とする指導

教員からコミュニティ領域に関する研究指

導を受けた。博士論文は 「高齢者におけ、

る地域別にみた『生きがい』の実証研究」

としてまとめた。一方で大学院修士課程修

了後は、認知症をもった高齢者とその家族

に対する支援を皮切りに医療・福祉領域、

産業領域、教育領域にて臨床心理士として

活動を続けた。

この時期における修得の原則は、少人数

である学ぶ側が、熟練した専門家から手探

りで修得すべき事柄(型)を探し出して、学

び取っていく職人養成形式であった。

今日の教育環境～特に本学の臨床心理基礎

実習について～

今年度(平成 年度)で大学院教育に携18

わって 年目になった。上述のような過程3

を経てきた私が、今度は教育する役割を持

つことになった。

平成 ( )年度から大学院指定制によ8 1996

る臨床心理士の養成が整備されはじめた。

本学では臨床心理基礎実習においてアイビ

ィらが開発したマイクロカウンセリング

(福原ら )を用いた教育を行っている,2004

(多田 )。 年目は、私自身がマイクロ,2004 1

カウンセリングに不慣れであったため、学

生と共に学びつつ教育に関与した(塩谷

)。率直な感想としては、荒削りで,2004b

あった自らの面接の仕方を振り返り、他の

教員や学習者と対話ができる「共通言語」

を習得し、さらに自らの臨床実践を振り返

って常に修正を持続していく「枠組み」を

得たという印象であった。塩谷( )が指2006

摘しているように、オリエンテーション・

フリーなのである。これは後述するが、専

門家として必要とされる態度や心構えを修

得するのに適した教育プログラムであると

思った。

今日における修得の原則は、教育する側

が学習内容を提供し、つまり一定の型(あ

るいは枠組み)に学ぶ側が適合して、一定

の技術を修得してもらうことにより、大量

に専門家を排出するという専門職養成形式

である。

本学の養成における特徴と意義・そして課

題～今後の展望として～

専門家となる過程について、職人養成形

式から専門職養成形式へと時代の要請に合

わせてその養成形態が変化してきた。大学

、院指定制が始まって 年目となった現在10

各大学院での取り組みに個別の特徴が生ま

れているようである。本学では、科学者－

実践家モデル( )にscientist-practitioner model

沿った養成を行っている(塩谷 )。,2004a
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援助職の専門職養成において歴史の長い

米国ではその専門職が２段階で養成されて

いる( ら 大谷 )。第１段Cormier ,2003: ,2004

階は、理論と面接技法を広範囲にかつ系統

的に学習する段階である。本学でのマイク

ロカウンセリングを用いた臨床心理基礎実

習がこれに相当する。援助者と被援助者の

間における信頼関係の築き方が重要である

( )。古くは、カール・ロジWampold,2001

ャーズの一連の研究で指摘されてきた。

( )は、クライエント側の要因Wampold 2001

が を占めていると報告している。特87%

に被援助者がどのように面接を評価してい

るのかという点に注目する必要があるよう

である( )。本学においては、Duncan,2007

ここで紹介したような知見が反映されて、

関係性の構築に寄与する技法と態度、心構

えの修得を促すことができていると思う。

その後、学習者は、第２段階となって自ら

が適した・興味があると思われる技法・理

論モデルや活動領域ならびにその対象につ

Cormier ,2003:いて深く学ぶことになる( ら

。 、大谷 ) 第１段階を通過した学習者は,2004

第２段階においては ある程度の自由さ(柔、

軟な姿勢)と厳格でかつ適切な判断力が求

められる。

昨今、臨床心理学において実証性が求め

られている。特に認知行動療法の有効性に

関する報告が多くある。ここで指摘してお

きたい点がある。実証された方法を適用す

るのはカウンセリングや臨床心理学による

支援を求める利用者の立場からすれば望ま

しい専門家の姿勢であり、専門活動として

あたりまえともいえる。しかしながら、専

門家としての活動を裏付ける根拠となって

いる論文や報告を吟味できる専門家の能力

向上について私自身に対する戒めも含め

て、以下に書いておくべき事柄がある。実

は、認知行動療法がやみくもに優れている

ということが「常識」となっていることに

私は疑問を持ち、文献を調べたり、研修会

( )に参加した。すると非治療Duncan,2007

群に比べて特定の理論モデルが治療効果を

認めるのであって、特定の理論モデルが他

の理論モデルよりも優れているわけではな

Lambert , 2004 : Wampold,いのである( ら

)。 ら( )は、大うつ病となっ2001 Shea 1992

た外来患者に対して、認知行動療法、広義

の精神分析( )、interpersonal psychotherapy

薬物療法に臨床管理、プラセボに臨床管理

の 4 群に無作為に割り当てて 16 週間の治

療を行い、その各群について 1年半の追跡

を行って、その治療率が同程度であり、治

療期間として不十分であったと報告した。

ら( )は、境界例人格障害Leichsenring 2003

に対して認知行動療法と精神分析の治療効

果についてメタ分析の結果に大きな差がな

いという報告をした。つまり、臨床心理面

接の理論モデルには優劣がないのである

( )。認知行動療法によるRosenzweig,1936

実証的な報告が多くあるが、実は、他の理

論モデルによる実証的な報告が少ない(あ

。るいは無い)だけにすぎない可能性がある

今後、重要になるのは、臨床実践の中から

実証的なデータの蓄積の仕方を身につける

ことと、実証データとのつきあい方なので

ある。

これまでの事柄をまとめると、私は、自

由に学びながら型を抽出して身につける

(職人養成形式)、型から入って型から離れ
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る(専門職養成形式)というどちらの養成形

式も経験した。どちらかが優れているとい

うよりもどちらも大切にするという包括的

でかつ柔軟な姿勢を持ちながら、専門職の

養成に従事しつつ、新しい知見を学び、ま

た生み出していきたいと思っている。これ

は臨床活動の姿勢にも共通するものと考え

る。
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