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児童養護施設職員に対する効果的な研修会に関する研究
一ソリューション・フォーカスト・アプローチ的姿勢を

ベースにした継続研修会の結果からの考察一

本村真

MakotoMot⑪ｍｍＴａ

AnAnalySisofEffectiveJobTrainingfOrStaffofChUdCare

lnstitutions：ACaseStudyofContinuousJobTrainingsthat

werebasedonSolutionFocusedApproach，sAttitude．

本稿では、児童養護施設のケアワーカーに対する効果的な研修会を実施す

るための方法に関して、何を研修で伝えていくかという内容の側面ではなく、

いかにその内容を伝えていくかという姿勢に焦点を絞って述べている。今回、

考察の対象となった沖縄県内児童養護施設の職員に対する６回の継続研修会

の講義内容及び各研修会の終了時点に実施されたアンケート結果の分析によ

り、本研修における講師の参加者に対する基本姿勢の中心であるソリューショ

ン・フォーカスト・アプローチ的姿勢が、今回の研修会の効果へ大きな影響

を与えたということを示す。

キーワード：児童養護施設、施設職員研修、ケアワーカー、専門職教育ソリュー

ション・フォーカスト・アプローチ

はじめに

児童養護施設へ措置される児童数は児童虐待件数の増加とともに増加して

きている状況にあり、被虐待児童の示す様々な特徴へのケアの困難さもあり、

児童養護施設職員の援助技術、特に日々子ども達と接するケアワーカー（保
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育士及び児童指導員）のケア技術の向上は大きな課題となっている。本論で

は、2004年の10月より2005年３月の間に月１回のペースで計６回実施された

沖縄県内７ヶ所の児童養讃施設より派遣された職員を対象にした継続的研修

会の内容を分析することにより、児童養護施設ケアワーカーに対する効果的

な研修会の実施方法に関して考察を行っていくことを目的とする。

ここで、効果的な研修会を考える上での本研究における視点について述べ

ておく。研修会が効果的であるかどうかの要因としては、その研修会で「何

を」伝えるのかその研修内容も重要であると考えられる。その内容として、

今回の研修会ではソリューション・フォーカスト・アプローチ（Solution

FocusedApproach,以下、ＳＦＡと記述）を選定した。このアプローチは、

従来の医療モデルをベースにした原因追求型のモデルではなく、「すでにク

ライエントは独自の解決方法を持っている」（デイヤング2004：３０‐３１)とい

う考え方を基礎に、解決をクライエントと共に見出していく援助方法である。

筆者自身、児童養護施設に非常勤の心理士として勤務しており、その日々の

実践からその有効性を実感していたので、このアプローチを研修の内容とし

て選定した。実際、本論で示されている参加者のアンケート調査への回答よ

り、この方法の児童養護施設における有効性は証明されているといえる。し

かしそれと同時に、この方法をベースにして実施した６回の継続研修をまと

める過程の中で、効果的な研修のために重要な要素として、「いかに」伝え

るかという講師の参加者に対する姿勢も含まれることに気づくことになった。

本連続研修会においては、カウンセリングSoft所長の玉真愼子博士に、中心

となる３回の本研修を依頼し、その前後の３回を参加者の予習・復習のため

の補助研修として筆者が実施したのであるが、玉真氏の実施した本研修の進

め方やその参加者への接し方の分析により、「いかに」すれば現場の職員に

新たな知識・技能を効果的に身につけてもらうことが出来るのかに関して、

多くのヒントを見出すことができた。玉真氏は日本におけるSFAによる治

療及び教育の第一人者の一人であり、このアプローチの創始者である１．Ｋ．
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パーグ氏とも親交の深い人物である。本研修における氏の教育スタイルはソ

リューション・フォーカスト・アプローチ的姿勢（以下、Ｓｍ的姿勢と記

述）をベースとしているものであった。

本論では、まず６回の研修会の内容とその研修に対する参加者のアンケー

ト結果をまとめて提示する。そして、その「いかに」の部分に関して、先行

研究におけるSFA的姿勢で重視している点を枠組みとして、その特徴を明

らかにしていきたい。

１．継続的研修会のまとめ

本章では、今回実施した６回の継続的研修会の概要をまとめて提示する。

すでに述べたように、筆者が実施した補助研修（第１，３，５回目）は本研

修に向けての予習及びその復習の意味合いが大きいので、研修会実施後のア

ンケート集計結果を中心にまとめている。また、招聰講師である玉真氏によ

る本研修（第２，４，６回目）に関しては、氏の教育姿勢が表れている部分

(｢いかに｣）及び、児童養護施設職員の実践において重要と考えられる内容

(｢何を｣）の２点を中心にした研修会自体の概要も含めてまとめている。

(1)第１回研修会のまとめ

１）日時、参加者等

日時：2004年10月30日（土）１３：００～１７：００

講師：琉球大学本村真

参加者：１４名（児童指導員・保育士等８名、心理士等６名）

２）研修内容

①研修会において何を望むのかの確認

この継続的研修会において何を望むのかについて、参加者にアンケート用

紙（｢研修会における目標シート｣）への記入を依頼｡(1)
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②SFAの概要等の説明

ＳＦＡの概要や、それを児童養護施設における日常的なケアにおいてどの

ように活用することが可能なのか、そして、このアプローチにおける発想の

前提に関して講義を行った。加えて、このアプローチにおいては、クライエ

ントのリソース（資源）を活用していくという視点が重要であり、このよう

な視点を具体的に子どもたちへ適用するために、「人間の８つの資質」（ロー

ズ2004.）を基にグループ討論を行った。

③傾聴技法（要約と繰り返し）の講義と演習

第２回研修会の主たる内容となる、傾聴技法（要約と繰り返し）に関して、

その目的や方法を講義し、実際にグループに分かれて演習を行った。

３）第１回研修会後のアンケート結果

今回の研修会においては、毎回、最後の10分間程度を用いて参加者にその

曰の研修会の内容に関するアンケートへの回答を依頼した。第１回目に関し

て、その回答内容をまとめると以下のようになる。なお、２回目以降におい

ては、アンケート用紙において回答者の職名がわかる形式にしており、掲載

される回答はすべてケアワーカーのものであるが、１回目はその形式が整え

られていなかったので、以下の回答はケアワーカーのみでなく心理士の回答

も含まれている。また、内容的に重複するものはまとめて記載している。

①今日の研修会内容で、現時点でもよく理解できていない内容に関して

・傾聴・要約の目的や効果（どんな効果があるのか。今日の実践の中であ

まり感じる事ができなかった。繰り返し、うなずきが本当に相手にとって効

果的なのか。普段だと、うなずきや反応が大げさすぎると、わざとらしく感

じられるんじゃないかと思っていたから｡）

・要約のし方やタイミングが難しい（傾聴しながら、同調・うなずきはな

んとか可能だが、要約して話すことは難しい。どのようにまとめていいのか
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難しい）

・幼児等、言語化できない者に対する傾聴・要約のし方（言語化できず、

行動や態度で表現する幼児や児童に傾聴、要約をあてはめるとしたら、どの

ように行うのか？）

②今日の研修会内容で、今後のケアにおいて参考になりそうな内容

・傾聴と要約が大切なのはわかったような気もする。傾聴のトレーニング

のなかで、やはり、相づちや繰り返しがあると、聞いてもらっているという

安心感もあって、話しやすい。

・８つの資質について。分けてみる事で、相手の良い面を見つける視点に

なる。

・傾聴してもらい、同調やうなずきをしてもらうことによって、話を共有

している、理解してもらっているという安心感が生まれる。自分の意見を言

う前にまずは傾聴する事に心がけたい。

・傾聴＝子どもの話を聞く時の態度（うなずいたり、相づちをうったりが

身につくと、子どもに聞いてもらっているという喜びを与えられる）

・相手の話を聞く事。ただうなずくのではなく、傾聴しながら要約をし、

相手の話を聞く事が大切であるという事をつくづくと感じさせられた。

・子どもの気持ちを受け入れることができていないことが実感された（生

活指導になると)。

・話し手、聞き手の両方を体験したが、やはり話し手の方がストレスもな

く終えることができた。聞き手は多少ストレスも感じるが相手がどんどん話

をすると、聞き出せている感じを受けていた。もっとうまく聞き出せるうな

ずき方や、要約の方法を学びたい。

・要約と傾聴のみを使ってカウンセリングをしてみようと思った。話を聞

くにあたって、ノンバーバルで伝えることがいかに多いかがわかった．聞い

ているこちら側がどのように相手に映るかを意識してしっかり話を聞いてい
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るという態度を示せるよう心がけたい。

③招聰講師に対する質問あるいは要望したい内容

・傾聴と要約のみでは難しいと思うので、さらに発展させるための方法。

・効果的に要約する為のポイントや、話し手に対してのうなずき方、要約

の方法を学びたい。相手が気持ち良く話せるような雰囲気も学びたい。

・言語化できず、行動や態度で表現する幼児や児童に傾聴、要約をあては

めるとしたら、どのように行うのか？例外探しをしても例外が出せず、不

満のみが語られる場面ではどうしたらいいか？カスタマータイプのクライエ

ント（？）、動機づけの低いクライエントとのカウンセリングにおいて工夫

できること。

④その他意見、要望

.とても難しく、自分の思っている事がなかなか話できなかった。

(2)第２回研修会のまとめ

１）日時、参加者等

日時：2004年11月13日（土）１０：００～１７：00

講師：カウンセリングSoft玉真愼子氏補助：琉球大学本村真

参加者：１６名（児童指導員・保育士等７名、心理士等９名）

2）研修内容

①アイスブレーキング（最近生じた良かったこと）

数名でグループとなり、最近自分に生じた良かったことについて話を行う
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②今日の研修で得たいこと

参加者全員が今日の研修で何が得たいのかの発表を行う

③傾聴技法（繰り返しや要約技法）の説明

④コンプリメントの説明

ＳＦＡにおいて用いられる、「コンプリメント」に関して、その概要と効果、

そして間接的なコンプリメントと直接的なコンプリメントに関して具体的な

事例を用いての説明が行われた。

⑤傾聴技法とコンプリメントを用いたデモンストレーション(1)

講師がカウンセラー役となり参加者の1人がクライエント役になってのデ

モンストレーション。

⑥デモンストレーションのビデオを見ながらの説明(1)

このようなカウンセリングの技法は、常に用いるというよりも、ある子ど

もと、今日は少しいつもとは違う効果のある話をしようと思った時に活用で

きる、等の説明が行われた。

⑦傾聴技法とコンプリメントの演習（１巡目）

３人でｌグループとなり、Ａ：話し手、Ｂ：聞き手、Ｃ：観察者に分かれ

る。Ａ：話し手は自分が困っていること（軽い悩み）を話し、Ｂ：聞き手は

話しを聞きながら、繰り返し又は要約を１回とコンプリメントを１回は必ず

行うようにするという課題が与えられた。

⑧演習に関する全体シェアリング(1)

講師：（コンプリメントの補足説明）コンプリメントで有効なのは具体的
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なコンプリメント。その人にしか使えないコンプリメントがよく、「大変で

すね」等は、誰にでも使えるものになるので工夫が必要。

講師：ロールプレイで子ども役になることで、その子が言って欲しいコン

プリメントについてヒントが得られるのではという説明。

参加者：（質問）「どうしたらいいのか？」とアドバイスを求められた時

にどう対応したらいいのですか？

講師：「どうしたらいいですか」と質問されたら、すぐこちらの提案を言

わないで「どうしたらいいのか迷ってるんですね」などと尋ね返す。そうす

ると、クライエントが考えていた解決案が本人の口から答えられるというこ

ともある。相手の状況がわからない状態での提案は相手に合わない可能性が

高いが、本人が答える解決案は実行されやすい。また、「私はあなたの状況

を良く知らないので教えて欲しいのですけど」と前置きをして「どうしたら

いいと思う？」と質問し返すと相手が考えていた解決案が出てくることがあ

る。

⑨傾聴技法とコンプリメントを用いたデモンストレーション(2)

カウンセラー役、クライエント役のそれぞれを参加者から募って実施。ク

ライエントは「ただただ遊んでほしい」幼稚園生だったので、傾聴やコンプ

リメントを用いてもスムーズに会話が進まなかった。

⑩デモンストレーションのビデオを見ながらの説明(2)

講師：（傾聴技法やコンプリメントの適用範囲の説明）カウンセラー（聞

き手）役の方には繰り返しやコンプリメントを用いたロールプレイを行う課

題が与えられていましたが、今回のように会話をする気持ちのない幼児相手

にはこの課題は無理でしたね。
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（自分が日常接する幼児を演じたクライエント役の参加者に対して）このよ

うな（とにかく遊んで欲しがる）子どもと関わる時にはどのような工夫をし

てますか？

参加者（クライエント役）：しょうがないので、少し一緒に遊んであげて、

その子が満足する場合もあります。

講師：他の先生方はどのように工夫なさってますか？

参加者Ｂ：一緒に絵を描いたりして満足することもあります。

識師;そうですね。先程も言ったように、このようなカウンセリングの技

法はいつでも誰にでも使うというのではないですからそれでいいですね。

⑪傾聴技法とコンプリメントの演習（２巡目３巡目）

２巡目のグループは１巡目とは異なる新しいグループで行うことにするが、

新しいグループに分かれる前に、１巡目のグループ内で、各メンバーがこの

活動の中で行ったことに対するコンプリメントを伝え合うように、講師より

指示がなされる。

⑫演習に関する全体シェアリング(2)

参加者：コンプリメントが的確でとても嬉しくて涙が出てきた。

講師：コンプリメントにはすごい力がある。言って欲しかったコンプリメ

ントを言ってもらった人は、おりにふれてそれを思い出して力づけられる。

⑬今日の研修内容に関する質疑応答

参加者：（質問）話の中で出てきた内容でコンプリメントをしていくのか、

それとも、コンプリメントのための情報を引き出すような質問をしていくの

か。

講師：どちらもするとよい。会話からコンプリメントを見いだすのは職員

の限られた時間のなかでは困難なこともある。コンプリメントをあげにくい
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子どもにはコンプリメント帳を作って情報を書いておくなどの準備をしても

よい。また相手からセルフコンプリメントとかリソースを引き出すには「ひ

まな時には何して遊ぶの？」「学校では何する時が楽しい？」という質問が

ある。これによって相手の得意なものを聞いてコンプリメントする。例「体

育の時間が好き」→「運動神経がすごいんだね」

⑭今日の研修で得たかったことの確認

研修の最初の方で各参加者が出した「今日の研修で得たいこと」が、実際

に得られたかどうかに関して参加者全員に語ってもらう。

参加者：自分の意見を言わないことが大切だとわかりました。

講師：とても大事なところですね（コンプリメント)。これを言うと相手

は気持ちを閉ざす。また相手が話をしようとしている時に、こちらから質問

をすると邪魔をすることになる。相手との関係ができる前であってもしても

いい質問というのは「確認の質問｣。こちらが理解しているかどうかを確認

する質問は、ちゃんと聞いてもらっているということを伝えるという意味も

ある。

参加者：（質問）子どもの方は対話を求めていないが、指導員としてかか

わりをもたないといけない場面（人のモノを取った、誰かを殴った等）で、

どのように繰り返しや、コンプリメントを用いるか。

講師：これらの技法の使用方法に関して説明。ここではちょっと聞かなく

ちゃという時に使う。指導の場面とカウンセリング的な場面とを分けて考え

る必要がある。指導の場面でも、子どもが涙ぐんでいる場合等は「しんどい

よな－」とその子の立場にたって言うと、何か話してくれる可能性が出てく

るのではないか。
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参加者：考えてみると寮で反省会はするが「評価会」はないですね。反省

会によって、子ども同士であら捜しをして、職員に報告をしにくる面も見ら

れるので、今の話を聞いて、「評価会」をする必要があるのかなと思いまし

た。

講師：注意する時も、頭の半分でこの子へのコンプリメントを探しながら

注意すると（例．頑固にウソをつきとおす子→「何か一度決めたらやり通す

ことができる子」＝別の場面で用いればリソースになる)、その子どもにも

こちらの微妙な変化が通じて関係がつくりやすくなる。

講師：（感情的に動揺している相手に対する接し方に関して説明）

相手には言い分があるので、相手のその言い分を聞いてあげられれば、今

度はこちらの言うことも聞いてあげようかという気に相手がなることが多い。

例．心理面接において、明らかに悪いことをした相手に対して、道徳的には

悪いことなのでコンプリメントは言いにくいが、そういう時に、「あなたに

は、こういうことをする十分な理由があったのですね」「そうせざるを得な

い、もっともな訳があったんですよね」と切り出すと、相手はこちらが納得

できる理由を話してくれる。それを共感的に理解するとよい。

３）研修後のアンケート結果

①今日の研修会内容で、現時点でもよく理解できていない内容に関して

・要約を行う中で、会話のどの個所で要約を行った方が良いとか、どの内

容の時に要約を行った方が良いとかのポイントがあるのか

・話を聞く際の聞き手としてのコンプリメントを伝えることがとても難し

かった。状況に応じたコンプリメント法やコンプリメントを具体的に聞くコツ

②今日の研修会の内容で、今後のケアにおいて参考になりそうな内容

.とかく提案をしてしまいがちなので、一にも二にも繰り返し、要約、．
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ンプリメントを意識し、そのような場面を子どもとの間で多く待てるように

したい。

・コンプリメントを日頃から見つけられるよう心がける事（その時に、す

ぐには思いつく事はできないのだから、準備は大切なのだと改めて知りまし

た)、コンプリメント帳をつくって活用する。要約しながら繰り返す事。相

手の`情報を引き出す事。

・話し手の時に、コンプリメントを受けるととても良い気持ちになり言葉

が素直にでてきた。聞き手側としての効果的なコンプリメントを参考にした

い。

③招聰講師に対する質問あるいは要望したい内容

・生活場面で解決志向をどのような形で取り入れるか、研修を受講する中

で自分なりに消化していきたいと考えております。今日のお話であったコン

プリメント帳はじめ、取り入れられるアイデア等、アドバイスをよろしくお

願い致します。

．とてもわかりやすかったです。自分に対してのコンプリメントがとても

よかったです。

・コンプリメントを個人的に行う場合と集団で行う場合では効果の違いが

あるのか？個人の方がより効果的か？

④その他意見、要望

・今日はとても学習になりました。次回も課題を準備して研修にのぞみた

いと思います。

(3)第３回研修会のまとめ

１）日時、参加者等

日時：2004年12月11日（土）１３：００～１７：00
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講師：琉球大学本村真

参加者：１２名（児童指導員・保育士等７名、心理士等５名）

２）研修内容

①コンプリメントの復習

２回目のコンプリメントの説明の復習を行う。改めて、その概要と効果、

そして間接的なコンプリメントと直接的なコンプリメントに関して具体的な

事例を用いての説明が行われた。加えて、前回提案された日常生活における

｢コンプリメント帳」に関して、どのようなポイントでそれを記入していけ

ばいいのかに関しても説明が行われた。

②３名グループに分かれての演習

３人で１グループとなり、Ａ：話し手、Ｂ：聞き手、Ｃ：観察者に分かれ

る。Ａ：話し手は自分がかかわっている子ども役になって、その子が困って

いること（軽い悩み）を話し、Ｂ：聞き手は話を聞きながら、繰り返し、要

約、コンプリメントを意識して行っていくという課題で実施。

③演習に関する全体シェアリング

３）研修後のアンケート結果

①今日の研修会内容で、現時点でもよく理解できていない内容に関して

・コンプリメントのタイミング、要約のタイミングがまだちゃんとつかめ

なかった。

・要約等がうまくできない。話の流れの中でスムーズに要約し、コンプリ

メントを伝えるという事は、繰り返しの学習なのですね。うまく実行できる

ようなアドバイスがあれば知りたい。

・どういうのがコンブリメントなのか？ロールプレイをしている時に混乱

してしまう。

・コンプリメントのタイミング。繰り返し繰り返されて、イヤな感情もあ
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るのを実感した。

・セルフコンプリメントとは？

②今日の研修会内容で、今後のケアにおいて参考になりそうな内容

.日頃、子ども達をよく観察していないと、その子にしかあてはまらない

コンプリメントはできない……。今日の研修を通して、もっと子どものこと

を観察したり触れあったりして、いい所を見つけ出したいと思う。

・子ども役になり、話し手となった時、コンプリメントをもらう事がとて

もうれしかった。こちらが大げさとも思えるぐらいのコンプリメントを意識

して実行してみたいと思う。コンプリメント帳。

・提案する事が悪いのではなく、その子がその場面で希望がもてたりした

場合は提案をしても良いという事。

・子ども一人ひとりにあったコンプリメントがあるということ。

③招聰講師に対する質問あるいは要望したい内容

・質問の仕方（確認のための質問）について、もう少し詳しく知りたい。

・話を聞き上手になるにはどうしたらいいでしょうか。

④その他意見、要望

・資料等があればお願いしたい。

．今日はコンプリメントを入れた聞き方がつかめたような気がします。あ

りがとうございました。

(4)第４回研修会のまとめ

１）日時、参加者等

日時：2005年２月29日（土）１０：００～１７：００

講師：カウンセリングSoft玉真愼子氏補助：琉球大学本村真
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参加者：１７名（児童指導員・保育士等９名、心理士等８名）

２）研修内容

①アイスブレーキング（最近起こった良かったこと）

３名で１グループとなり、自分が職場で行った工夫で自慢できることにつ

いて話し合う。

②第２回目のアンケートにおける招璃講師への質問に対する回答

質問：個人と集団でのコンプリメントの活用について効果の違いがあるの

か？個人の方がより効果的か？

講師：両方ともＯＫだと思うという説明と同時に参加者に意見を求める。

ポジティブな面としては、先生（職員）の他児へのコンプリメントが子ども

たちのモデルとなり、お互いで相手の良いところを誉めるようになることも

ある。そのような汎化効果のようなものがグループにはある。再度、参加者

の日常生活上の工夫の意見を求める。

参加者：改まって食事の場とかで部活のこと等報告すると、大きな子でも

照れながら嬉しがっていることがある。

質問：抱えている問題や悩みから意識をそらすようにするだけでも、問題

解決になるのか

講師：重要な質問であることをコンプリメント。普通は正攻法で問題の原

因を探す直接的解決を目指し、８割位はこれで解決する。しかし、これで解

決しない場合に相談に持ち込まれる。このような、いろいろな人がいろいろ

な提案をしてもだめな場合に、問題から意識をそらすというのではなく、問

題をスキップして自分がどうなりたいか、なりたい状況（＝解決した状況）

を積極的に作ろう、というのが根本的な姿勢であるという説明。その後、

｢今の説明を聞いて、現場ではちょっと違うとかありますか？」と参加者に
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意見を求める。

参加者；実際問題、どうなりたいかを子どもたちに質問しても出せない子

どももいる。そこまでの道のりがなかなか見出せない。

講師：モチベーションの高いクライエントでも、どうなりたいか分からな

いこともある、会話しながら辛抱強く解決を探していくという説明。加えて、

いい質問であったことをコンプリメント。

③宿題（コンプリメント帳を作り、それを用いてコンプリメントを行う）の

報告と今日ゲットしたいこと

参加者Ａ：自分へのいたわりの言葉かけをしてくれた低学年の子へのコン

プリメントをどうすればよかったのかなと疑問に思う。

講師：この場での練習を提案。「どういう言葉かけがあると思いますか？」

参加者Ｂ：言ってくれてありがとう。

参加者Ｃ：優しいね。

参加者（心理士）：施設の先生は面接が必要と思っているが、子どもは面

接をする気がないときの対応をどうしたらいいのか？

講師：面接に送った人と、クライエントの思いがこのように違うときには

例えば「先生が、ここにあなたはもう来なくてもいいと思うようになるには

どうしたらいいと思う？」と聞く方法もある。子どもが「～ちゃんを叩かな

くなったら、先生はここに行けと言わないようになる」と答えたら「君には

叩きたくなる理由があるんだよね」「何か訳があって、君は叩きたくなるん

だよね」と理由を聞きとり、それについて例外の質問を始める。あとはいつ

もと同様の展開。

④例外探しの説明

ＳＦＡにおいて用いられる、「例外探し」に関して、それを行う目的と基本

－１２６－



児童養護施設職員に対する効果的な研修会に関する研究（本村真）

姿勢、そして具体的な方法についての説明が行われた。例外探しとは過去の

成功体験の探索でもあり、その人の困難な状況の中でも出来たことを探って

いくこと。援助者が行う提案はその人の状況では出来ないことかもしれない

が「例外」はその人が実際に出来たことなので、再度行える可能性が高いこ

とである。

講師：例外について細かく聞く時に「何故」という言葉は用いてはいけな

い言葉であるという説明。そして、「何故」の意味について参加者に質問。

参加者：否定。

講師；そのとおり。相手を賞めるニュアンスがあるから使わない。

⑤資料の事例を用いての、ロールプレイ

提供資料（学校への遅刻の事例）のやりとりを、参加者から２人募って実

施。その後に、この事例に関する説明。

⑥例外探しを用いたデモンストレーション(1)

講師がカウンセラー役、参加者の１人がクライエント役（自分が担当する

施設への帰りが遅い高校生の事例）になってのデモンストレーション。

⑦デモンストレーションの説明(1)

子ども役：（感想）今日は絶対に話さない、自分は変わらないと感じてい

た。

講師：その子の立場になってみたら、どうだったら話してもいいと思いま

したか？

子ども役：周りに人がいて、何かしながらさりげなくだったら話してもい

い。→その状況だと仮定してデモンストレーションの第２バージョン（以下）

を実施
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⑧例外探しを用いたデモンストレーション(2)

デモンストレーション(1)の高校生の設定で、場面を「何かしながら、周

りに人がいるときの会話」（第２バージョン）として再開。

⑨デモンストレーションの説明(2)

講師：参加者にコメントや質問を求める。

参加者：問題行動の一部（ゲームセンターに行って帰りが遅くなっている

が、ゲームセンターでは他の人がゲームをしているところを見たりして、お

金を使わずに楽しんでいること）にコンプリメントすると、その行為を認め

てしまうことになるのでは？

講師：行動ではなくて、彼の能力や創意を認めているという説明。それは

職場でもどこでも通用する能力。やっていることが全部悪いとするのではな

くて、彼の能力を探してコンプリメントする。

講師：アサーショントレーニングの説明（施設の中での規則に関する指導

との関連で）

反抗的な子や思春期の子には「規則だから従え」というのではなくアサー

ションを用いて「どうして自分（職員）が困るか」を説明した方が相手が納

得しやすいのではないか。

アサーションの３要素

a,中立的に状態を述べる

b・自分が困るところを説明する（わたしメッセージで伝える）

c､対策を伝える

⑩現場におけるアサーションの実例報告

昼食時間の参加者との会話から、⑨で説明されたアサーションの実例が参
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加者より講師に報告されたので、それを全体の場で発表してもらう。先程の

モデルとなった帰りが遅い高校生に対して、このままでは球技大会に出さな

いという案も出てきていることを伝えた上で（a・中立的に状態を述べる)、

その監督として、「あなたが試合に出れないと、監督として私は困る」（ｂ自

分が困るところを私メッセージで）と伝えたところ、その後１週間は帰りが

早くなっているという報告。

⑪スケーリング・クエスションの説明

ＳＦＡにおいて用いられる、「スケーリング・クエスション」（Scaling

Question,以下スケーリングＱと記述）に関して、それを行う目的と効果、

そしてその具体的な方法についての説明が、資料の事例（学校がおもしろく

ないという小学生の事例）等も用いながら行われた。

⑫例外探しとスケーリングＱを用いたデモンストレーション

講師がカウンセラー役となり参加者の１人がクライエント役（仕事の内容

の一部にストレスを感じる自分自身の問題）になってのデモンストレーショ

ン。

⑬⑫のデモンストレーションのビデオを見ながらの解説

クライエント役：４月よりは楽だと何となく思ってはいたが、数値化する

と自分でもはっきりよくなっていることがわかった。

講師：ロールプレイの中での自分の小さな変化に気づかれたのはすばらし

いとクライエント役にコンプリメント。スケーリングＱの効能には、見えに

くい変化を見えるようにすることもある。普通「この頃、あの仕事どう？」

と聞かれると、「駄目なのよ」とか答えて、状態はＯのままのような気がす

るが、スケーリングＱを用いるとほんの少しの変化を認識できるようになる。
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講師より参加者に、このデモンストレーションでクライエント役をしてく

れた参加者へのコンプリメントを求める。そして、講師からもコンプリメン

トを伝えてから、次のプログラムへ。

⑭例外探しとスケーリングＱの演習

３人で１グループとなり、Ａ：話し手、Ｂ：聞き手、Ｃ：観察者に分かれ

る。Ａ：話し手は自分が困っていること（軽い悩み）を話し、Ｂ：聞き手は

話しを聞きながら、繰り返し、要約を１回、コンプリメントを］回、例外探

しかスケーリングＱを１回入れるという課題が与えられる。

⑮演習に関する全体シェアリング

参加者：「他には、他には」と例外をたくさん聞いていくと、ゴールは出

てくるのか？

講師：５～７つ位出してもらったら、その人が成功と思うこと（つまりゴー

ル）がわかる。それを増やせばいいということになる。その人の問題が何か

わからなくても、こういう状態を増やしたいということがわかるので、それ

をもうちょっと増やすためにはどうしたらいいですかと聞いて、解決へと進

める。

,⑯今日の研修全体の振り返り

講師：日頃、工夫をこらして子どもを指導しているのに加えて、この研修

会に参加して更に良い処遇をしようと努力している点に関して参加者へコン

プリメント。

３）研修後のアンケート結果

①今日の研修会内容で、現時点でもよく理解できていない内容に関して

・アサーショントレーニングについて、施設ではいろいろな規則が多いの
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で使えると思うので、もっと詳しく学べたらよかった。

・スケーリングＱの点数の設定方法について、スケーリングＱの活用の仕

方。

・問題トークを解決トークに持っていくきっかけ、あるいは技術。話題を

コントロールする力の強化方法（経験もあるかと思いますが)、留意点等が

あればご教示頂きたいです。

・スケーリングＱについては、問題の原因・解決をきちんと把握しないと

うまくいかない。正直、方法（技術）が横文字なので、何度も確認しながら

聞きました。内容についてはある程度理解できたかと思います。

・今日の研修を通して、例外探し、スケーリングＱ等を学び、頭の中では

少し理解できたつもりでも、ロールプレイではうまく活用できなかった。今

後のケアで実践、経験をしてうまく身につけていけたらと思う。

②今日の研修会内容で、今後のケアにおいて参考になりそうな内容

・スケーリングＱの自己評価（1o～０）を使って、自信をもたせてあげた

い

・スケーリングＱや例外探しを是非使ってみたい。日頃、子ども力f問題を

起こした時に「なぜ？」という言葉かけをするが、自分が言われた時には、

やはり嫌だと思うので使わないように気をつけたい。

・コンプリメント。例外探し。問題行動を抱えている児童に対して意識化

させる事ができるので活用したい。

・成功のゴールは小さくて、具体的、行動に関わること。ソリューション・

トークとプロブレム・トーク

・スケーリングＱ→自分自身のやった事を整理できる。→自信につなげる

事ができる。現状を具体的にイメージする事もでき、整理しやすい。Oでは

ない状況になった理由を確認することで相手（子ども）の良い点を見つける

事もできると思う。
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・ビデオ学習は聞き手、話し手の状況が確認でき大変勉強になります。

・子どもときちんと向き合っていきたいと思う。

.「例外さがし」の言葉の使い方やスケーリングの点数化等、実際の指導

場面でも効果が期待できそうなので試してみたい。

．特に印象的だったのが、「Why?なぜ」が逆効果である事だった。普段頻

繁に使っているだけに反省させられました。Why?を使わない会話、指導等

を行っていきたいと思います。

③招聰講師に対する質問あるいは要望したい内容

・職場で活用する際、ロールプレイの他に方法はありますでしょうか。児

童だけでなく、援助を必要としている保護者に有効な技法はありますでしょ

うか。

・同じ問題を繰り返す児童。色々工夫して対応を行うが、なかなか改善し

ない。短期的働きかけなら効果が見えるが、良い面として蓄積されない。ど

うしたらいいか。問題行動なのだが、本児の今までやった事より少し程度が

よい（？）と肯定していいのか（変化と見て良いのか)。

．短い対話の中で相手のコンプリメントが的確にできる技法（コツ）

・集団の中で個人をコンプリメントしていく効果的な方法等あれば教えて

ほしい

④その他意見、要望

・子ども達と関わる時間を楽しく希望を共に分かち合える（私にとっての

10点)。これはゴール設定としては失敗かもしれませんが、スモールステッ

プで亀の歩みでいきたいです。

．せっかく玉真先生が来沖してくださったので、もっと大勢の方が研修を

受ければ良かったと思う。なかなかない研修なので。

．実際に行う事で、得る事が大きい日でした。今日、実際にロールプレイ
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を行う事で、たくさん勉強になりました。Ｏではない状態を忘れずに、例外

探し等、子どもたちへ対応していきたいと思う（変化は必ずある事を実感し

ました)。

・ロールプレイの時間が少なかった。聞き手、話し手の役割を演じてみれ

ば、もっと理解が深まったと思う（今回は観察者でした…)。

・研修を重ねていく中で、児童との関わりでゆとり（余裕）が持てるよう

になってきたと思います。以前はすぐに感情的になり、話を聞くというより

も意見を一方的に言うだけになっていたので、最近は落ち着いて話を聞ける

ようになったと思います。まだ効果的な実践が出来るまでにはいかないです

が、ぜひ研修終了までにはうまく実践できるようにしたいと思う。

(5)第５回研修会のまとめ

１）日時、参加者等

日時：2004年12月11日（土）１３：００～１７：００

講師：琉球大学本村真

参加者：１１名（児童指導員・保育士等５名、心理士等６名）

２）研修内容

①例外探しの復習と練習

第４回目の内容である例外探しについて、第４回目の資料を活用しながら

内容について復習し、３人１グループに分かれてロールプレイによる演習を

実施した。その後、全体でシェアリング行った。

②スケーリングＱの復習と練習

同じく第４回目の内容であるスケーリングＱについて、第４回目の資料を

活用しながら内容について復習し、３人１グループに分かれてロールプレイ

による演習を実施した。

③今日の研修会に関する全体シェアリング
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３）研修後のアンケート結果

①今日の研修会内容で、現時点でもよく理解できていない内容に関して

・スケーリングとコンプリメントをつなげていく事が出来なかったので、

次回は理解し内容をつかみたい。

・理解というより、聞くことの難しさを感じる。普段の生活場面の中で子

供たちの話をいかに聞き、コンプリメントやスケーリング等の技法を用いて

解釈への糸口にするのかという所が難しい。“聴く,，という意識を常に忘れ

ずに持っていなければいけないと感じる。

・解決方向にもっていくのが難しい。

．あらためて、スケーリングＱの難しさを感じた。話を聞いている中でど

うしても意識しすぎてしまい、タイミングが悪かったと思う。

②今日の研修会内容で、今後のケアにおいて参考になりそうな内容

・スケーリングＱを入れながら子どもと関わると、今どういう状況なんだ？

ということが把握出来るのではないかと思った。又、無理してスケーリング

Ｑを使わなくてもいいという事も分かった。

・スケーリングＱを面接の中でゆっくり取り入れていきたいと思う。

・スケーリングＱに関しては、前回の時でも実感したが、自分の状態や意

識を確認し整理できると思う。私が感じた事が子供たちにそのままあてはま

るとは思えないが、相手の`情報を得る事ができ、どのような対応ができるか

検討できると思うでの、試していきたいと思う。

・今日の研修のロールプレイで解決策は自分の中に持っているんだなぁと

実感しました。スケーリングＱやコンプリメントとの重要性を感じました。

.やはり、問題の多い児童との関わりの中でスケーリングＱを活用できた

らと思う。また、効果的なコンプリメントをもっと出来るようにしたい。
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③招聰講師に対する質問あるいは要望したい内容

．少しずつでありますが、児童との関わり方に変化がでてきたと自分でも

感じています。研修を通して色々な関わり方が学ぶことができているのでこ

れからも吸収していき、ぜひ実践できればと思います。

④その他意見、要望

・毎回、宿題の提出ができなくてすみません。時間を作りできるだけ取り

組みたいと思います．

(6)第６回研修会のまとめ

１）日時、参加者等

日時：2005年３月19日（土）１０：００～１７：00

講師：カウンセリングSoft玉真愼子氏補助：琉球大学本村真

参加者：１２名（児童指導員・保育士等５名、心理士等７名）

２）研修内容

①これまでの研修の振り返り

これまでの５回の研修会において、どのような内容のことを学んできたの

か等について講師より説明。

②アイスブレーキング

第４回の研修から今までにスケーリングＱや例外探しの質問を使って、う

まくいった会話をそれぞれの参加者に話してもらった．

参加者：やるぞと決意して、スケーリングＱを用いた。その時点で、半分

位まできていて、この後どうしたらいいか問うと、友達に意地悪しなかった

らいいとか、先生が優しくしてくれたらいい等、簡単なことではあるが出て

きた。10項目くらい。
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講師：１０個も引き出したことに関してコンプリメント。

〈参加者からの具体的事例に関する話の後に〉

講師：スケーリングによってこのように項目が出たあとは、それを解決に

向かってまとめていけば良い。その後、参加者にどう答えそうか質問。

参加者：友達に意地悪しないとか言う。でも、わかってはいるができない

状況。

講師：「意地悪しない｣、「～しない」という否定形の行動は実行しにくい

ゴールである。「～しない」代わりに何をするかを話し合っていくと良い。

③参加者全員がカウンセラー役になっての演習(1)

講師がクライエント役（部屋の片付けがうまくできないという悩み)、参

加者全員がカウンセラーとなり、１人１つずつ、順番にそのクライエントヘ

の応答を行っていく。要約、繰り返し、コンプリメント例外探し、スケー

リングＱを意識しながら、それまでの他の参加者やクライエントの応答にそっ

て、自分のコメントを考えていく。所々で講師がそれまでの流れを整理し、

今後、どのような方向に進んでいくといいと思うかを参加者に考えてもらう

等のサポートを入れながら進められた。

④３人１グループに分かれての演習（１巡目）（例外探し、スケーリングQ、

目標を見つける）

３人で１グループとなり、Ａ：話し手、Ｂ：聞き手、Ｃ：観察者に分かれ

る。Ａ：話し手は自分が困っていること（軽い悩み）を話し、Ｂ：聞き手は

話しを聞きながら、例外探し、スケーリングQ、どうなりたいのか（目標を

見つける）等の技法を意識して用いていくという課題が与えられる。
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⑤演習（１巡目）に関する全体シェアリング

参加者（観察者）：大雑把な性格をどうにかしたいという悩みだったので、

それではどういう行為ができるようになればいいですかと、話が進んでいっ

た。

講師：性格というあいまいなものを行動におきかえたことに対するコンプ

リメント。その後、クライエント役に対して、話を終えての満足度やこうし

て欲しかったという希望等があるか質問。

参加者（クライエント役）：自分では大雑把と思って話をしていったので

すが、話しの中ですでに出来ているところとかを言ってもらって、嬉しかっ

たです。

⑥３人１グループに分かれての演習（２巡目）（例外探し、スケーリングQ、

目標を見つける）

１巡目と同様の課題を実施。

⑦演習（２巡目）に関する全体シェアリング

参加者（カウンセラー役）：うまくいかなくて、途中、同じ話が繰り返さ

れたりしていました。

講師：不自然な設定でのロールプレイの中で、そのような事態になってい

ることに気づいていたことに対するコンプリメント。

参加者（カウンセラー役）：話が３回くらい繰り返されたので、最後は強

引に解決へもっていった感じでした。

講師：今の話を聞いて、クライエント役の人はどう思ったか質問（講師が

判断するのではなく、クライエント役が感じた事を引き出す)。
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⑧参加者全員がカウンセラー役になっての演習(2)

補助者がクライエント役（施設生活に不満をもつ中学生男子の事例)、参

加者はスクールカウンセラーとなり、③と同様の課題で話を聞いていく。所々

で講師がそれまでの流れを整理し、今後、どのような方向に進んでいくとい

いと思うかを参加者に考えてもらう等のサポートを入れながら進められた。

参加者：施設がもっと楽しくなるために、どうしたらいいかな？

クライエント役：施設から逃げたら楽しくなる。

参加者：質問が悪かったですね。

講師：（すかさず）こういうクライエントの反応はよくあることを説明。

そういう時には、受けとめて「そうしたいぐらいなんだね」と言い、「それ

は大きいことだから、次にしたいことは何か」と聞いていくこともできるこ

とを説明。

クライエント役：釣りにいけたら少しは楽しくなるかな

参加者：釣りに実際に行ったことはあるのかな？

講師：質問の意図に関して質問

参加者：実際に一緒に行ったことがあるのか、先生とその事について話を

したことがあるのかなということを知りたかったので。

講師：釣りを具体化したかったということを確認し、そのような質問が適

切であったことをコンプリメント。これは過去の成功例なのだからそれを再

現するのは容易であることを説明。

この演習の最後に、講師よりクライエント役に感想及び「もう少しこうし

て欲しかった」という要望はあるかコメントを求め、さらに「皆さんの方で

何かありますか？」と参加者にも意見やアイデアを求めていた。

－１３８－



児童養護施設職員に対する効果的な研修会に関する研究（本村真）

⑨３人１グループに分かれての演習（３巡目）（例外探し、スケーリングＱ、

目標を見つける）

ｌ巡目、２巡目と同様の課題を新しいグループに分かれて実施した。この

演習を終えてグループを解散する前に、お互いに対してコンプリメントを伝

え合うことが講師より指示された。

⑩６回の研修会全体の振り返り及び今日の研修会内容に関する質疑応答

この継続研修会を通しての感想や今日の研修内容に関する質問、感想等に

ついて各自３分以内で発表。

参加者Ａ：（質問）施設での面接で例外探しをしても、どうしてもそこに

もっていけないことがある。その際の工夫はあるのか。

講師：参加者に対して、このような際の工夫を質問。

参加者Ｂ：例外をこちらから１つ具体的に提案してみる。例えば、「ゴミ

を拾ったのを見てたよ」とか。そうすると、「こんなんでいいんだ」と、思

い出せることもある。

講師：とてもいいアイデアであることをコンプリメント。その後、その方

法は、コンプリメントにもなるという補足説明。

参加者：この研修会でロールプレイとかすると、講師や補助者から誉めら

れる。とても気持ちがいい。指摘ではなく、リフレーミングやコンプリメン

トでシェアリングされるので、とても気持ちがよくて温かくなる。それと、

質問があるのですが、座り方は先生どうなさっていますか？

講師：どうやったらうまくいきそうか、質問を返す。

参加者：（講師をクライエント役に見立てて、実際に椅子を動かし座る）

こんな感じですかね。

講師：これでいいと思うと答え、その後、他のいくつかの工夫について説
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明。

講師：研修会最後の参加者へのコンプリメント

先生方の改善への熱意によって長期の研修に継続して参加していただけた

こと、人員・予算・規則等の厳しい制約下にある施設でベストを尽くして下

さっていること、慣れないロールプレイ実習にも柔軟なコミュニケーション

スキルを発揮して取り組んで下さったお蔭で実り多い学習ができたことにつ

いてコンプリメント。このような努力を子どもたちが知ったら子どもたちに

伝わるものがあるだろうとコメント。

３)研修後のアンケート結果

第６回目は継続研修の最終回でもあり、項目としてはこれまでの項目の一

部を削除し、新たに４項目を付け加えた。

①今日の研修会内容で、現時点でもよく理解できていない内容に関して

・ゴールが何かということを探すこと

・数回のロールプレイを通して、大分理解できるようになりました。もっ

とコンプリメントを多く取り入れる工夫をしていきたいと思う。

・コンプリメント、例外をどのような時使うか.確実な実感がほしい。

・理解できていないという事ではなく、充分にスムーズに活用ができてい

ませんが、これからの子どもとの関わりの中で意識し、活用できればと思い

ます。

・スケーリングをどの時点で聞いたらいいか、戸惑ってしまった。

②今日の研修会内容で、今後のケアにおいて参考になりそうな内容

・例外探しとスケーリングＱを交ぜながらすること。クライエントがなり

たい状態探し。

－１４０－



児童養護施投職員に対する効果的な研修会に関する研究（本村真）

・子どもを対象にスケーリングをしてみたら、喜んでやってくれたので、

多くの子にやってみたいと思う。又、それを継続して、意識づけていけたら

と思う。

・例外、スケーリング、どうなりたいのかの３つを、常に頭に入れて話を

聞く。

・私は一番、スケーリングが参考になったと感じています。また、コンプ

リメントは、毎日の生活の中で他者（子ども達）との関わりで、行っていた

ものであり、もっと意識して「良いところ」さがしを行っていきたいと思い

ます。

・要約やコンプリメントを入れる事によって、話す方も楽になるという事

を、ロールプレイを通し実感した。コンプリメント、例外探し、スケーリン

グ等を意識しながら、子ども達と関わってみたい。

③今回の一連（６回）の研修会内容で、今後のケアにおいて参考になりそう

な内容

・コンプリメントを多く取り入れていきたい。いくつもの解決の行動を探

し出すことや相手の状態を知ることの必要性を意識していきたい。

・子どもたちと接する中で、今まで無意識に話しかけていたので、この研

修で習得した技法を思い出しながら実践していきたい。

・例外探しをうまく行うこと。自分をコンプリメントすることの大切さ。

・解決志向という方法における問題のとらえ方が一番参考になったと思い

ます。「なぜ？」というところに耳を向ける事も必要だけれども、「今の状態

を少し変えるためには？」という考え方が、子どもにとっても、自分自身に

とっても良い形になるということも実感しました。

④今回のような連続した研修会の実施形態の良い点

・何度も何度もロールプレイの実習の取り組みがあり、行うことは苦しい
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様に思えたが、やる事の大切さを知った。

.積み重ねてやっていくうちに少しずつ身についていく。

・集中できた。職員の資質向上につながった。

・連続して実施する事で、深く学ぶ事ができました。ロールプレイが多かっ

た事は、少々重荷ではありましたが、その中から得た事も多かったのだと、

今は思います。

・継続して出来た事。前回の復習がちゃんとされていた。

・６回出ることによって、自然にコンプリメント等、職場において使える

ようになってきています。ロールプレイも出来るようになりました。

⑤今回のような連続した研修会の実施形態の悪い点

．都合で休んだので、一緒に学んだ方々に悪かった（参加人数が少なかっ

たので)。

⑥今後、研修会が実施される場合へ意見・要望

・他の職員へも呼びかけて参加することの必要性を感じる。また、本施設

においても、補助者に講演、研修をしてもらいたい。

.最初に日程を明記し、できるだけ継続して参加できるようにしてほしい。

・施設職員への自信をもたらすこのような研修が続けられたらと思う。多

くの職員と共有したいと思う。

・今後も玉真先生の研修会をして欲しい。

⑦その他意見、要望

・身になる研修でした。ありがとうございました。

・企画して下さったことに対し、感謝します。

・毎月の実施、準備ありがとうございました。心理士の方々との一緒の研

修、ロールプレイは気付く事も多く、良かったです。
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・自分自身の頭が整理されてきているように思えます。講師の先生がとて

も良かったです（気楽に話や質問ができたこと)。すばらしい機会をどうも

ありがとうございました。

２．「いかに」実施されたのかに関する考察

全章で示した各回の研修後アンケートへの回答により、本研修会の効果が

読み取れるであろう。回答者の実数が少ないという事もあり、数量的に実証

することには適さない、質的判断が必要とされる性質のデータとなっている

が、筆者がこれまで実施した児童養護施設職員向けの研修会と比較しても、

本研修会の参加者への効果、特にケアワーカーヘの効果は大きいといえる。

本章では、この効果の原因について、「いかに」研修が進められていったの

か、その方法に焦点をあてて考察していきたい。

(1)SFA的姿勢とは

ＳＦＡの創始者の一人であるキム・バーグは、米国のＣＰＳ（Child

ProtectiveServices、日本における児童相談所の虐待対応部署に相当）へ

のSFAの導入の試みをまとめている（キム・バーグ他2004)。その中で、

CPSに新たな技法であるSFAを導入するために重視した基本的な姿勢につ

いても述べているが、この姿勢は、玉真氏の本研修における参加者への姿勢

と重なっている。本論ではこのキム・バーグによって専門職への研修におい

て重要だと指摘されている基本姿勢をSFA的姿勢とする。以下で、それは

どのようなものなのかについて述べていく。

ｌ）敬意を払うこと、十分に話を聞き賞賛すること、継続性をもたせるこ

と、個別化していること

当初、キム・バーグは、地方のCPSチームの文化を変えることがどれほ

ど困難なのか認識しておらず、そして、これまで職場に受け継がれてきた実
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践方法がどれほど堅固なのかについても認識不足だったという。それでも

｢CPS職員は、私たちが喜んで彼らと共に時間を過ごし彼らの大変に困難な

仕事に敬意を払っていることがわかると、私たちを受け入れてくれた。私た

ちが彼らの話を十分に聞き、長所を賞賛し、彼らの解決志向の使い方を褒め

ることが、彼らにとって有意義であった｡」「私たちは研修は継続し、一貫し、

個別化したものでなければならないと確信しているし、直接この目でその成

果を見てきた｡」（キム・パーグ2004：４７－４８）ここでいくつかの重要なポ

イントが示されている。それは、新たな技法を伝えようとする者の基本姿勢

として、①参加者の仕事に敬意を払うこと、②十分に話を聞き、賞賛を与え

ること、③一貫性のある継続性をもたせること、そして④個別化しているこ

と、である。

２）効果的なスーパーバイズのためのSFA的姿勢（技法）

キム・バーグは、研修等において知識を得た後に、それを職員が実際に現

場で使いこなせるようになるために不可欠なスーパービジョンを効果的に実

施するための技法として８つをあげている（キム・パーグ2004：２１９‐221)。

その中で、上記で述べたことと重複する部分を除き、今回の研修の方法と関

連する部分をあげると、以下の２つとなる。それは、①アドバイスは与える

より示唆する（｢～についてもっと詳しく尋ねることはできたでしょうか」

等)、②関係性の質問の使用（相談員との協働作業をクライエントがどのよ

うに見ているかに注意すること等）の２つである。

(2)今回の研修会の実施方法に関する分析

前節において、米国のSFAを現場の職員に浸透させる試みの先行研究に

おいて重要とされることをSFA的姿勢とし、その６つのポイントについて

述べた。ここでは、今回の研修会において効果が高かった大きな要因として、

研修の実施方法の中に、このＳｍ的姿勢がうまく組み込まれていたからで
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はないかということを示すために、前節において述べた６つ姿勢が、今回の

研修会における講師の参加者への姿勢として、具体的にどのように現れてい

たのかに関して述べていく。

ｌ）参加者の仕事に敬意を払う

本研修において随所に見られた参加者への敬意をまとめると、次の２点に

絞られる。１点目は、参加者は厳しい職場環境の中ですでにいろいろと工夫

を行っているのにもかかわらず、更に、子どもたちのためにこのように継続

的な研修会にも参加している事実に関して敬意を払うことである。これは玉

真氏が研修会の最後に行うコンブリメントにおいては、常に明確な言葉とし

て含まれる内容であり、その他、参加者へのコメントの随所にも現れていた。

２点目は、参加者の専門性への敬意であり、「皆さんはどう思われますか」

｢皆さんは、このような場面でどうなさっていますか」等の質問を参加者に

常に問う姿勢に表れている。通常、研修会における講師は、参加者が「知ら

ない」「専門的で新しい内容」を伝えることが使命であると考えやすく、優

れた答えは講師が知っているという姿勢を維持しようとしがちである。しか

し、本研修において玉真氏は、常に「児童養護施設の現状は皆さんが一番良

く知っている」「答えは皆さんの中にある」という姿勢を維持し、上記の質

問を繰り返していた。そのような姿勢が、次項の十分に話を聞き、賞賛を与

えるという姿勢と相まって、参加者の「施設職員への自信をもたらすこのよ

うな研修が続けられたらと思う｡」（第６回研修会後アンケート）という感想

に代表されるような職員の自信につながっていったと考えられる。

２）十分に話を聞き、賞賛を与える

この姿勢に関しては研修会の中身としても、「傾聴技法」及び「コンプリ

メント」として含まれていたものである。そして研修会においては講師自身

がそのモデルを示すように、参加者からの質問やコメントに対して内容を要
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約して伝え返したり、様々な角度からコンプリメントを行っていた。例えば、

全員がカウンセラーとなり１人１つずつの質問をしていく演習において、有

効な質問等が出ると「すごい」と言いながら拍手をしたり、あるいは、すぐ

に説明せずに、「今の質問の意図は何ですか？」とまず質問することで、す

でに参加者が内容を十分に理解しているということを確認しつつ、補足で説

明を加えていく等、非言語的な要素も含めて、直接的・間接的に賞賛は提供

されていた。この賞賛と関連してキム・バーグが指摘する効果的なスーパー

ビジョンの技法においても、相談員を肯定的に評価することがあげられてお

り、具体的には、「相談員が否定的な自己評価をすれば、質問、コメント、

評価を含まないフィードバックで応える」こととされている（パーグ20Ｍ：

220-221)。玉真氏も、例えば、ロールプレイがうまくいかなかったと反省

的なコメントをしている参加者に対して、「不自然な設定でのロールプレイ

の中で、よくそのような事態になっていることに気づかれましたね｡」（第６

回研修会）という評価を含まないコメントで応えている。

３）一貫性があり継続性をもたせる

この継続研修会は半年の間、月１回、ほぼ同じメンバーが集まるという形

式であっため、参加者の間での仲間意識も形成されていった。ここで指摘さ

れている継続性の重要さは、継続的であることにより研修内容を繰り返し確

認できるという、内容理解の面での量的・質的な変化への影響のみでなく、

仲間とともに成長していくという、参加者同士の関係の質的な部分での影響

も大きいと感じられた。そのような参加者同士の関係の変化によって、アン

ケートへの回答でもみられたケアワーカーに多く見られる、「ロールプレイ

を行うことへの苦手意識」も乗り越えられやすくなり、そのことが内容理解

をさらに深めるという効果を与えるという繋がりがあるのではないだろうか。

また、今回の研修における「一貫性」として特に重要な点は、子どもたちの

中にすでに存在する良い点を見つけ出し活用していくための技法という研修

－１４６－



児童養護施設職員に対する効果的な研修会に関する研究（本村真）

内容（何を）と、参加者の中にすでに存在する良い点を見つけ出し活用しな

がら研修を進めていくという基本姿勢（いかに）が、ともに一貫したSFA

の人間観の上に成り立っているという点である。この両者の一貫性により、

参加者は自分自身が敬意を払ってもらい、十分に話を聞いて、賞賛を与えら

れるという体験をお互いによるロールプレイという仮想の体験のみでなく、

講師と参加者という生の関係における実体験においても体験することになり、

研修内容の有効性を体得していくことになる。「学習者は教師の言葉ではな

く、態度から多くのことを学ぶ」と言われるが、ここで述べた面での一貫性

により、参加者は効果的とされる言葉の内容（知識・技能）を講師の態度・

姿勢からも学ぶことが出来、よりスムーズにそれを身につけることが可能と

なるといえる．

４）個別化している

この継続研修会においては、常に児童養護施設における日常的な子ども達

との会話の中での適用を意識しながら、講義や演習といった研修の内容にお

いても、個別化の工夫が行われた。今回の研修内容であるSFAもそうであ

るが、臨床心理の領域や、あるいは、より児童養護施設の日常に近い子育て

支援の領域において有効な知識・技能であったとしても、それがそのまま集

団生活の中でのケアワーカーの技能として有効であるとはいえない。この点

に関して十分に個別化を行わないと、「心理面接では有効なのかもしれない

が」とか、「1対１で十分に時間をかけることが可能なら出来るだろうけれ

ども」という参加者の意識によって、実際にその知識．技能を身につけよう

という動機づけが高まらないことも多い。場合によっては、同じ児童養護施

設におけるケアワークにおいて有効である技法に関しても、「その施設では

可能であるかもしれないが、うちでは難しい」という考えが起こることも考

えられる程、各施設毎の特徴がある。加えて、ケアワーカーがそれまで受け

てきた教育も非常に幅広いものとなっている｡(2)玉真氏の「皆さんはどう恩
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われますか」「皆さんは、このような場面でどうなさっていますか」という

敬意を表すことにもなる質問は、この個別化という姿勢でも有効である。こ

のような一方的に有効性を押し付けられることなく、個別の状況への配慮を

基にして判断を委ねる姿勢を示されることによって、「自分の実践ではどの

ようにしているのだろうか」「この方法は自分が関わる子ども達にも役立つ

のであろうか」という、より積極的な参加者の姿勢へとつながっていったと

考えられる。

５）アドバイスは与えるより示唆する

研修会である以上、新たな知識や技能を提供することは当然に生じてくる

が、本研修においては多くの場合、情報は示唆する形で伝えられていた。先

述のスーパービジョンの技法においては、その例として「～についてもっと

詳しく尋ねることはできたでしょうか等」の示唆方法が述べられていたが、

玉真氏も「こういう風にすることも可能なのかなと思いますが、皆さんいか

がですか？」という形での情報提供が多かった。このような断定的でない態

度が、他の姿勢と重なり合い、自由な雰囲気につながり、講師に対して「気

楽に話や質問が出来た」という回答（第６回研修会後アンケート）にもつな

がっていると考えられる。

６）関係性の質問の使用：相談員との協働作業をクライエントがどのよう

に見ているかに注意すること

今回の研修会の中で、いろいろな形式でのロールプレイが実施されたが、

それがうまくいかなかった場面では、「クライエント役として、あなたはど

うして欲しかったですか」という参加者に対する質問が何度もなされていた。

通常の研修会においては、うまくいかない場面では講師が「正解を指導」す

るということが行われることが多い。しかし、このようにクライエント役と

して問われることにより、援助を受ける側の思いや希望を大切にされるとい
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う体験につながる。そして、自分がかかわっていて手こずっている子どもの

役としてロールプレイをした時にも、「子どもの立場になった時に、どのよ

うにして欲しいですか」と問われ、子どもの立場に立って考える経験になる。

これらが積み重なることによって、援助者側からの視点のみでなく、援助さ

れる側からみるとどうして欲しいと思うだろうかを考えることの重要性を体

得していくことになる。

(3)まとめ

以上みてきたＳｍ的姿勢を参加者の立場からまとめると以下のようにな

るであろう。一貫性の部分でも述べたように、新たな知識．技能としての

SFAを、講師がSFA的姿勢で伝えていくことによって、その新たな知識．

技能の中心である「答えは当事者の中にある」という部分を含めて、参加者

は身をもってSFAを体験することができ、その心地よさや効果を実感でき

る。それと同時に、この体験の中身として、自分の日頃の実践ですでにうま

くいっている面へ焦点を当てる体験も含んでいるので、参加者は自分自身に

対する自信が高まり、エネルギーを得ることになる。そうなると、施設にお

いてこの新たな知識・技能を実際に子ども達に適用しようという意欲が高ま

る。そして、実際に施設で適用した際に生じる子どもたちのこれまでとは違

う反応から、この新たな知識・技能の有効性に対する信頼と、それを実施す

ることが出来た自分自身に対する自信が高まり、さらに研修会への意欲が高

まるという流れである。

今後の課題の一つとしては、この「SFA的姿勢」というものは研修会の

内容自体がSFAでなくても有効なのかどうか、ということがあげられる。

研修会の内容と一貫していなくても、SFA的姿勢によって参加者の自信と

日々の実践へのエネルギーを高めることが可能なのであろうか。それとも、

内容と一貫した体験を持ち、その新しい知識．技能の有効性を身をもって体

験するということの方が重要なのであろうか。
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おわりに

児童養護施設におけるケア技術に役立ちそうな知識や技能は、臨床心理学

等の近接領域を中心にして、非常に多く存在していると考えられるし、今後

も増えていくであろう。しかし、いくら実際に役立つかもしれない知識や技

能であっても、それを「いかに」伝えていくかという点にも配慮しないと、

かえって現場職員の負担になってしまうだけで終わる可能性がある。例えば、

｢この子達のために役立つスキルが他にあるのに、それを身につけていない

自分は駄目だ」と、職員が自分自身の評価を低める結果に陥ったり、あるい

は、ただでさえ多忙な職場にあって、新しい「有効な技能」に関する情報は、

新たな負担を強いられるという気分に陥ったりするだけのこともあるだろ

う｡(3)これまで、児童養護施設職員のケア技術に関する研究としては、「何

を」という内容に関連する研究が中心であり、筆者自身の研究も「何を」伝

えればいいのかという点が主となっていた。（本村2000,2001,2003）しかし、

実際にその内容を研修会において効果的に伝達し、それを子どもたちへの日

頃のケアにおいて活かしていけるようにするためには、本論で述べてきたよ

うな、それをどう伝えるのかという「いかに」の部分の研究を更に深めてい

くことも重要だといえる．

付記１：本論第１章において掲載した、第２回４回、６回研修会における

講師の説明や参加者への姿勢は、すべて招聰講師であるカウンセリ

ングSOFT所長玉真慎子氏によるものである。先生には、本研修会

の講師としてお時間を割いて沖縄まで来ていただいただけでなく、

この部分の本論での使用を快諾していただき、さらに御多忙の中拙

文に目を通し、掲載部分文章の手直しまでしていただきました。心

より感謝の意を表したいと思います。

付記２：本論は「平成16年度科学研究費補助金（若手研究Ｂ)」（テーマ：

「沖縄県内の児童養護施設職員に対する継続的・効果的研修会のあ
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り方に関する研究｣）による補助を受けて実施した研究の成果の一

部をまとめたものである。

注

1．回答結果を、本論文の主たる対象であるケアワーカー（児童指導員・保

育士）の回答を中心にまとめると以下のようになる。

①昨年のSFAの研修会に参加してためになった点

ここでは、昨年のSFAに関する研修会（2003年10月18日（土）～2004年１

月1０（土）の間に、事前研修、本研修、事後研修の３回［本研修は２日間実

施し、計４日］実施された研修会。事前研修と事後研修は本村が担当し、本

研修の講師としては、米国においてSFAを用いて特に児童の情緒的問題に

対して臨床活動を続け、同時にセラピストや施設職員に対するスーパービジョ

ンやコンサルテーションも実施している、シンシア・ハンセン博士を招聰し

た。平成15年度科学研究費補助金［若手研究Ｂ］による調査研究の一環とし

て実施｡〉の効果について回答を求めたが、この研修会にも参加していた者

は心理士のみで、ケアワーカーの回答はなかった。

②この継続的研修会（６回）を通して、どのようなことを学びたいのか

・子どもの話を落ち着いて（イライラせず）聞いて、関わりをもてるため

の方法。相手の良い点を見つける視点。叱られてばかりいる子（叱られる事

を繰り返す子）への対応方法（叱る事を減らすには、叱らずに関われるには)。

・子どもの気持ちをもっと理解できる方法（心の中で思っていることをう

まく言い表せない子や挑発的な態度の子の気持ちをどのようにくむか)。

・集団生活の中での個別対応の方法（集団生活と個々の子どもの要望がと

が、うまくかみあって職員と子どもとがもっと理解しあって、生活を築いて

いけたら……）

・子ども達の意志表現をうまく出させる方法

・子どものどこに問題があるのか、問題点を多角的にとらえる方法。問題
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点をどのような具体的（実践的〉な取り組みで解決したらいいか。より具体

的な方法を学びたい。

③変化が起こっている時にどのようになっているか（いつ、どこで、誰と、

何を、どのようにするようになっている）

・ホームで子ども達と笑って会話ができている。ゆとり（実際の時間には

とらわれず）を持って過ごすことができている。問題行動（叱られる行動）

の裏にあるものについて考えることがきている。

・子どもへの適切なアドバイスが出来ると思う。

.うまくコミュニケーションができていると、何かにつけて、お互いの信

頼関係がうまくいっているので、前向きに話せる。気持ちが伝わるので、イ

ライラ感がなくなる。

・そのことがうまくいった時には、子ども達が生活していることに誇り

(？)、満足感が得られて、将来においても、生活空間と職員との関わりが愛

情深く（信頼をえて）なっている。楽しかった思い出として残っていると思

う。

・子どもの状況が理解できていて、自分がやっていることが説明できる？

何のために、どのようなことをしているのか説明・理解できる。子どもが自

ら考えて変化しようとする。

④この変化が実現している時の私にとっての良いこと

．落ち着いている。笑顔がある。子ども達と楽に関わることができる。自

分の行動について整理できる。

,楽になる。子どもの気持ちが解るようになる。

・相手の気持ちを理解できたという自信と、もっとわかるようになりたい

という意欲的な気持ちが湧いてくる。

・自分自身が信頼されていることの喜びがあり、自信がでてくる。

・子ども達との関わりがうまくいき、次の目標につなげられる。

・児童の目標が設定しやすくなり、関わりの中でもお互いにスムーズに会
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話できる。

⑤現時点で、変化後のイメージと関連してすでに出来ていること

・多少なり、子どもの気持ちが解っていると思う。

・子どもとうまくコミュニケーションできている。落ち着いて子どもの話

がきけるようになっている。

・子どもとのコミュニケーションを多くとるようにしている。相手の思い

を聞くようにする。ほめるようにしている。

2.2002年９月に沖縄県内の児童養護施設職員を対象に筆者が実施した「児

童養護施設における被虐待児童に対するケアの実態に関する調査」への回答

における大学や専門学校等での主たる専門分野に関する回答としては、回答

者103名のうち、保育学とする回答が27.2％と最も割合が高いが、その次に

高いのは「その他」（21.4％）であり、次いで「社会福祉学」が15.5％となっ

ている。

（本村2003：136）その他の具体的なものとしては、日本文化・保健体育・

工業・法律・政治・経済学・地理学・広報学・畜産学・民族学・工学・国文

学・旅行関係・教育心理といった様々な分野があげられていた。

3．実際、キム・バーグが米国で実施したスーパーバイザーに対する研修会

において解決志向研修の可能性について議論したとき、「あっという間に彼

らはすでに取り組んでいる68課題を挙げた。彼らはそのときの『解決志向研

修』を課題の「追加」とみなし、役に立つどころか負担が増えるだけだと感

じていた｡」としている。（キム・パーグ２００４：４４）
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