コモンセンス・ペアレンティングと表現指導
一大学生指導への応用と認知分析をめぐって一
市原

乃奈

1：はじめに

筆者が担当している2011年度、淑徳大学の「口頭表現法」の講座では、1：Common

Sense

Parenting（以下CSPとする）を検討しよう。2：人との接し方（挨拶・誉め方・注意の仕方・
自己コントロール）を学ぼう。3：スピーチ・プレゼンテーションの方法を学ぼう。の三点を目標
とし、コミ・・ニケーション科目の一つとしての授業が行われている。履修者の多くが幼稚園・小学

校の教員を志望していることから、保育現場や教育現場でCSP理論を活かし、また、

CSPを応用

し発展させることで対人コミュニケーションスキルの向上やCSPの検討、ロールプレイなど実践
的な内容となっている。1

本稿は、上記を前期に履修した学生の学習成果を報告するものである。上記の内容の中でCSP
プログラムとその検討に充てた時間は8週（8回）であり、その成果の実践の場として、筆者担当
の桜美林大学2011年度、前期「口語表現1」を履修者のうち1クラスに協力を得て効果測定を行っ
た。なお、いずれの履修者にも許可を得てこの測定結果の開示と報告をするものであることを予め
明示しておく。

2：CSPとは
parent

training（ペアレント・トレーニング：以下PTとする）ということばは、比較的知られ

ている述語である。PTはparent
グ：PMT）、

behaVioral

management

parent

training（ペアレント・マネジメント・トレーニン

training（行動的ペアレント・トレーニング：BPT）と同じもので

あり、親の養育行動を学習理論に基づいて組み立てられた適正化プログラムである。PTは次の四

つの要素から成り立っている。濱口佳和他（2009）に、その要素について「①学習理論の立場か
ら子どもの問題行動の形成と維持の形成とメカニズムの説明、②子どもの問題行動の変容の原理と
具体的技法の説明、③②に基づいた養育スキルの習得訓練（エクササイズやロールプレイ）、④アセ
スメントと評価の治療的決定への反映」というように端的に記させている。

PTプログラムは、1960年頃からADIHD

2を持つ子どもによって大きなストレスや深刻な悩みを

抱える家族を支援する方法の一つとして、UCIA：iの神経精神医学研究所のハンス・ミラー博士に

より創始された一種の行動療法プログラムである。これは、AD／HDの特徴を分析し、行動療法の
理論に基づく対応を見につけていくものである。わかりやすく言えば、子どもの行動を観察・記録
し解析することで、子どもの行動を改善する手段を習得していくプログラムである。アメリカでは

ADIHDの子どもの以外に、反抗的・暴力的・攻撃的な問題行動を示す子どもに対する処置として
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心理学的かっ医学的な臨床結果に基づく科学的根拠をもとに効果的な治療方法の一つであると認め
られている。1990年代なると国立精神・神経センターの上林靖子氏らにより訳本として日本に紹介
され、児童相談所や療育センター、特別支援学校等で家族と支援者との教育相談の場でおこなわれ
るグループワーク形式のエクササイズとして普及していった。しかし、アメリカで開発されたプロ
グラムであるこのプログラムは、国民性や教育に対する文化の違いや社会的背景の異なりもあり、
日本人にとってうまく適応させられない部分もあった。このような問題点が多くの施設で発せられ
るようになり、多くの研究施設等で日本に適したプログラムが開発されるようになった。4

PTの場合AD！HD等を対象とした子どもへの対応に重きを置いているが、本稿では子どもの問
題行動に対し、教育的に対処できるスキルを身に付け、虐待の予防を図ることを目的としたCSP

を用いている。ここで用いたCSPは、神戸少年の町版CSPである。これは、全米最大の児童福祉
施設であるガールズ＆ボーイズタウンでBurke，R．V＆Herron，RW（1996）5により纏められた理
論に検討などを加え、日本の文脈に合うように再構築されたプログラムとなっている。神戸少年の

町版CSPの概要と虐待への視点は、野口啓示（2009）によれば「パターソンにより提唱された
Coerction

Theory

（Patterson

1980：Reid

et

al

2002）やSocia1

Leaming

［［

heory

（Coughhn＆

Shanahan

1998）といった行動療法の理論背景をもとに、子どもの問題行動を減らし、望ましい行

動を効果的にしつけられるスキルの体得を経験的に学習するプログラムであり、ビデオや漫画と
いった視聴覚教材を用いたモデリングとロールプレイを重視しており、子どもの問題行動に教育的
に対処できるしつけのスキルを身に付けることから虐待の防止を図るものである。ここでのアプ
ローチの特徴は、子どもの虐待の原因を親の精神力動的な問題に求めず、親と子の有益な相互関係
上の問題と捉えるところである。その視点からすると、子どもの虐待援助の焦点は有益な親子関係
の相互作用になり、それを纈寺する連鎖を断ち切ることになる。しつけのために叩く等の強制的な
しつけははじめのうちは威力を発揮することが多いが、時間とともに子どもはそれらの手段に慣れ、

服従しなくなり、親の強制的なしつけはエスカレートする。そしてこの強制的なしっけは親子関係
にもダメージを与え、そのダメージが子どもの問題行動や親への不服従を強めることが報告されて
いる。これら以外のしつけ（誉め、教えるといった肯定的なしつけ）を親にさせることから、親子
関係にグソドサイクルを実現させることが目的である（筆者要約）」とある。

神戸少年の町版CSPは以下の九つのモジュールから成り立っている。
1：わかりやすいコミュニケーション（行動の観察と表現）
2：良い結果・悪い結果（賞・罰）

3：効果的な褒め方
4：予防的教育法
5：問題行動を正す教育法
6；自分自身をコントロールする教育法
7：落ち着くヒント（怒りのコントロール法）
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8：子どもの発達と親の期待
9：問題解決技法
これらの中でも、特に大学生が普段の生活中で対人コミュニケーションスキルとして役に立つと考

えられるモジュールは上記の1〜7である。講座では1〜7を学び、それを日常生活に応用するな
らば、どんな場面で役立てられるか様々なパターンを設定し、ロールプレイのなかでスキルの習得
を図らせた。

3神戸少年の町場版CSPの普及状況
CSPはいわば、心理療法の一つである行動理論（学習理論）を基礎とする行動変容技法の理論
背景をもとに子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を効果的にしつけられるようにするための
経験的な学習を通してスキルを身につけるプログラムである。よって、古来より経験則として用い
られてきたしつけの訓練の技法を発展そして精査したものも含まれている。行動慮法において対象
とすべきは客観的に視覚的判別がつく、もしくは測定可能である「行動」である。そして、目標と
すべきことは「望ましくない行動を減らすこと」および「望ましい行動を増やすこと」といった、

行動を制御することである。この点においてはPTと変わりはない。しかし、

aDIHD以外の全て

の子どもとその親等に目線を移した点や、各家庭で当たり前のこととして行われてきたしつけにま
るわる感覚的なコミュニケーションや視覚的に明示されていない行動的なモラルに理論を付随させ
文字に表し、一冊のマニュアルとして編まれた点で教育学的また心理学的に道標となる成果である
と評価できる。ただし、開発者である野口啓示（2009）の中で、「神戸少年の町CSPは完成品では

ない」という旨が記されており、筆者を含めたCSPトレーナーが実施したプログラムとその効果
測定結果を神戸少年の町にフィードバックしてほしいというお願いがなされている。フィードバッ
クすることでそのデータに応じ、個々の年代や症例に応じたプログラムの開発や、現行のプログラ
ムの改善を行う予定である旨も記されている。医中誌や各大学の紀要論文を見てみると、CSPに関
し賛否両論がある。否定的要因の全ては「実際はこんなにうまくゆくものではない」「データ量が十

分ではない」という二点に絞られる。前者は、あくまでCSPは「被虐待児の保護者支援」のPT
プログラムの一つであり、暴力や暴言を使わずに子どもを育てるスキルを学び、虐待の予防や
回復を目指す指針であるという点を踏まえていない意見だと解する。後者に関しては、CSPは2003
年からトレーナーの養成が始まり、現在実施報告がなされている最中であり、今後データが蓄積さ
れ多くの意見交換がなされるものと期待している。

CSP各自治体等の普及は芳しいものではない。筆者が居住する埼玉県の県庁にCSPトレーナー
の需要や取り組みについて問い合わせたところ、盟およびCSPという言葉すら知らないという状
態であった。また、各地の都道府県庁6に問い合わせてみたところ、CSP・PTという言葉自体に馴
染みがないと思われる回答をするところがほとんどであった。その中でも神奈川県茅ケ崎市は唯一
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自治体としてCSPに力を入れている街である。2010年4月30日の『ちがさき市議会だよりNO．

172』では、個家庭児童相談事業費について、虐待防止のためのCSP（コモン・センス・ペ
アレンティング）講座は、非常によい試みであると評価しているが、自治体として取り組む例が少
ないと聞く。この講座を取り入れた経緯を伺う。家庭児童相談事業費の用途において、虐待防止の

ためのCSP講座は非常によい試みであると評価しているが、自治体として取り組む例が少ないと
聞く。圏児童虐待の相談件数が年々増加する中で、それを予防する必要がある。本市の家庭児童相
談員が子どもの虐待防止センターの講座に参加したところ、効果を実感することができ、家庭児童

相談の中でもCSP講座を用いたところ、実際に効果が出てきたので、市として実施するものであ
る。」とし、茅ケ崎市のホームページによれば、一年間毎週全7回コースでCSPプログラムの習得
の場が設けられている。

行動療法のスキルは精神科や心療内科などの医師だけにとどまらず、様々な分野の技能訓練、習癖

の改善、療育やリハビリ、犯罪者の矯正支援など幅広く行われている。その一つであるCSPは今
後、教育に携わる者が学ぶ必須事項となることが見込まれる。現在は、児童虐待は「第四の発達障
害71と呼ばれるようにもなってきており、各地でもその取り組みが広がることを願う。筆者は、

このCSPを100％肯定しているわけではないが、問題点の検討も含め本稿の報告も今後のCSPの
ためのデータの一つとしてぜひ役立てていただきたいと願っている。

4CSPプログラムの体得を目指した淑徳大学の講座「口頭表現法」について
以下は、筆者が担当している「口頭表現法」のシラバスの抜粋である。第1回から第8回まで

がCSPプログラムの習得に充てた時間であり、第9回はその成果を実際に測定する時間として構
成した。なお、履修者は46名8である。
t2011淑徳大学前期市原乃奈担当科目「ロ頭表現法」シラバスー・部抜粋】
第1回 オリエンテーション（よい聞き手・悪い聞き手・心地よいコミュニケーション
に関するエクササイズを含む）

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

CSP（＝Common Sense Parenting）とは何か？
わかりやすいコミュニケーション
良い結果・悪い結果（賞罰の与え方）

効果的な誉め方

予防的教育法・問題行動を正す教育法
第7回 自分自身をコントロールする教育法・落ち着くヒント（怒りのコントロール法）

第8回CSPモジュール1〜6のまとめと我々の日常生活への応用
第9回魅力的な話し手と聞き手
（※第10回から第15回は今回の報告とは関係力ないため省略）
具体的にどのようなことを行ったか、各回の内容を以下に述べていく。

〈第1回〉目標：コミュニケーションをとる際の環境と相手への配慮を認識する。
●

二人一組になり、よい聞き手と悪い聞き手を互いに演じさせ、1分間の時間の経過の感覚が異
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なることを体感させる。
●

二人一組になり、向かい合う。近距離（体が触れあいそうなくらい）から遠距離（教室の端か
ら端）まで何段階かに分け、15秒閤話を続ける。どの距離が好ましいか認識させる。

二人一組になり、一方は立ち、一方は座って15秒間話を続ける。お互いにどんな気持ちにな

●

るのか認識させる。

二人一組になり、背中合わせで立って15秒間話を続ける。その後、二人の距離をだんだん離

●

していく。うまくコミュニケーションできたか考えさせる。

二人同じ方向（一人は前を向き、もう一人は前の人の背中を見るように）に座り15秒間話を

●

続ける。お互いがどんな気持ちになるのか認識させる。

〈第2回〉目標：CSPと盟の違いと、当たり前のことを学習することの大切さを認識する。
●

さまざまなコミュニケーション手段をあげ、特に「ことば」を用いる言語コミュニケーション
について学ぶ。

●

子どもと子ども・子どもと大人・大人と大人のコミュニケーションにっいて学ぶ。

〈第3回〉目標：聴衆分析9をし、相手が何を言われているか理解できる表現で伝達しよう。

●●●

相手の行動を抽象的な言葉を使わずに、具体的に表現する方法を身にっける。
聴衆分析し、相手に理解できる表現を工夫する。
「しっかり」「ちゃんと」「いい」などを使わず、5WIHlo（必要に応じて）を明確に話す。

設定：3歳から5歳
曖昧な表現）「あそこに行ったときは、いい子にしていてね。」

わかりやすい表現）「お店に行ったとき、お菓子は買わないよ。お買い物をお手伝いしてね。お

約束しようね。」

設定：3歳から小学校低学年
曖昧な表現）「太郎君、なんでお客さんが来ているのに、ちゃんとできないの？」

わかりやすい表現）「太郎君、お客さんが来ているときには、必ず「こんにちは」ってご挨拶
してからお部屋に行こうね。」

設定：3歳から小学校低学年
曖昧な表現）「そうやって、遊ばないでちょうだい。ご飯を無駄にしないで。」
わかりやすい表現）「手で食べたり、ご飯をぐちゃぐちゃしてお砂遊びみたいにしちゃうのはよ

くない撫お箸を使って、最後まで頑張って食べようね、」

応用：上司（先勢から部下（後輩）
曖昧な表現）「プレゼン、よかったよ。お見事。お見事。」

わかりやすい表現）「今日のプレゼンわかりやすかった。今時の大学生がどんなアーティスト
に興味を持っているかわかったし、リサーチの仕方もよく頑張ったよ
な。そのアイディア、どこで見つけたの？パワーポイントの構成も見や
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すかったよ。」
この回では、聴衆分析をし、その対象となる相手に相応しい表現をすることで聞き手の理解も深
まり、話し手も何度も同じことを繰り返し発することが少なくなることを学習するための時間であ
る。聞き返し、問い正しの悪循環はどちらにとっても疲労が募り、最終的にはどちらかのフラスト
レーションが爆発する可能性が大きい。必要な情報をわかりやすく説明し、「確認」と「質問」を織

り交ぜるなどの相互のコミュニケーションが大切である。これをうまく心に留めておくことで聞き
手と話し手のどちらにとってもストレスを生じさせるリスクが軽減することを認識させた。
学生は4人グループを作り、一組が親役と子役もしくは先輩と後輩など様々な役割を演じ、ロー
ルプレイに励む。もう一組はそのロールプレイを観察し、「しっかり」「ちゃんと」などの曖昧な言

葉がないかチェックする形式をとった。曖昧な言葉の観察のみではなく、〈第1回〉で学んだ、話

し方や目線相手との距離なども観察させ、一つのロールプレイが終わると各グループで問題点等
をディスカッションさせることも行った。筆者は必ず各グループに2回参加しながら、常に教室内
を歩き回っている状態で授業を進行した11。

●●

〈第4回〉目標：相手の行った行動に対し、「よい行動は増やす」「悪い行動は減らす」ようにする
ための対応を身に付ける。
わかりやすいコミュニケーションを用いる
良い行動を増進させる相手にとっての良い結果（賞・よかったと思わせる体験）を分析し、用
いる。

悪い結果を減少させる相手にとっての悪い結果（罰・しまったと思わせる体験）を分析に、用

●

いる。

「もう一度させる方法」「元に戻させる方法」も問題行動を減少させるための重要な方法であ

●

ることを認識する。

○●

自分の不利益に左右されるのではなく、相手の立場に立った不利益を考える。

効果的な結果の特徴を知り、その年齢的な問題・持続性・即時性・重要性・大きさなど、聴衆
分析を十分に行い用いる。

設定：宿題を帰宅してすぐに済ませた子どもに対して
適切でない例）遊ぶ前に宿題をやって偉かったね。これで夜になって焦ってする心配がなく
なったね。そういうことができる子はこれから中学生・高校生・それからいい
大学に入って、就職先も一流企業、幸せな家庭を築いて、一緒幸せになれるぞ。

→「誉める」という良い結果を与えたが、結果の内容の効果が出るまでの時間
かかりすぎ、今、子どもに認識させることができていない例。
適切な例）遊ぶ前に宿題をやって偉かったね。これで夜になって焦ってする心配がなくなった
ね。じゃあ、6時のチャイムがなるまで、遊んできていいよ。（ママとトランプし
ようか？／頑張ったからおやつにしようか？
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などでもいい。）→子どもが好むご

とを良い結果として与えた例。

設定：洗面所で水遊びをし、周囲を水浸しにした子どもに対して

適切でない例）何なのこれ臨バカじゃないの？私を怒らせないで。（子どもをどかし、親が
自分で片づける）

適切な例）ちょっと。やめなさい。（子どもの間に入り、水遊びを制止させる）周りを見てみ
なさい。水遊びするのはいいけれど、どうしてこんなになってしまったのかママに

話してごらん。（子どもから理由を聞く）この状態は、みんなが気持ちよく使えな
い状態だよね。今からここを元の状態に戻そうか？（雑巾等を手渡の→元に戻す

責任をとらせる方法
設定：廊下を走る子どもに対して
適切でない例）廊下は走るな。わかったか！
適切な例）廊下を走るな。おい、戻ってこい。どうやって廊下を渡ればいい？そうだ、歩いて

移動しろ。→もう一度させる方法
応用：授業中私語が多いクラスに対して
適切でない例）はい、うるさい、静かにしなさい。静かにしなさい。静かにしなさい。………
適切な例）はい、静かにしなさい。今からこちらで席を決めます。決めたところに着席しなさ

い。今は授業中です。わざわざここに来てまでおしゃべりする必要はありません。
授業に参加する意思がなく、おしゃべりしたい人はどうぞ今ここから出て行ってい
いですよ。授業を聞きたい人にとっては集中できませんし、聞きたくない人にとっ
てはこの時間は無駄ですから、好きなことに充てる時間に使ってほしいからです。
この状態が続くようでしたら、いつもこちらで決めた席に座ってもらいます。→決
められた席に着席させるという学生にとっては嫌なことで悪い結果を与えた例。
この回では、まず、野口啓示す（2009）にある結果ワークシートを改変し、「活動・持ち物・特
別なイベント・食べ物・人・関心」の項目の中のそれぞれの中をさらに「子ども・学生・社会人・
老人」に区切り、分析させた。「人」の項目は「人間関係」とし「誰と過ごすのが好きか」「どんな

人と過ごす時間が一番長いか」などの分析内容も含めた。また、ロールプレイをさせるまでに、あ
げた例は、子どもの例ではなく、日々筆者自身が学生に与えている良い結果と悪い結果を紹介して
いった。子どもの例や社会人の例を準備して示してみたが、学生である自分たちの例を示したこと
でく第4回〉の内容の理解が深まったようである。
〈第5回〉目標：相手に不快感を与えず、効果的に誉める方法を身に付ける。
●

わかりやすいコミュニケーションと良い結果・悪い結果を用いる。

●

相手の立場に立った理由と自分の立場から見た理由を明確に述べることの重要性を学ぶ。

●

行動が起こった直後に一貫して誉める。

●

行動は小さなステップをとらえて誉める。
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●

相手の年齢に合わせたステップと誉め方を考える。

野口啓示（2009）に従い、以下の段階を踏んだ誉め方を練習させた。以下、左記文献41頁より
引用する。

1）賛美を与える

笑顔や誉め言葉
頭をなでるなど
2）望ましい行動を表現する
子どもが行った望ましい行動が何か
ということをわかりやすく説明する
3）理由を述べる
なぜ、その行動が望ましいのかを説明

する

4）子どもの関心に応じて誉めるだけで十

「感心だわ、しょう」

「テレビを見る前に宿題をすませたのね」

「これで夜遅くに宿題をしなくても済むわね」

「今夜は夜9時まで、テレビを見てもいいわよ」

分なことが多い
本講座では、子どもの対応だけが対象ではではないため、ロールプレイでは、バイト先での出来
事、上司が部下を誉める、恋人を誉めるなど、学生自身の今現在と社会人になったことを想定した
設定を多く行い、今回は一組ごとにこちらで設定を提示し、みんなの前でロールプレイを実演して
もらう形式もとった。その後に良かったと思う点に限り、こちらから二〜三人の学生に質問し答え
させた。良かった点に限定させた理由は、ロールプレイをしてくれた学生に不快な思いをさせない
ための配慮である。改善すべき点はこういう方法もあるというアドバイスという名目で筆者が付け
加えた。不快にさせないための対応については、以下に記すく第6回〉で学ぶこととなる。
〈第6回〉目標：何かが起きる前に、予め自然に相手に言い聞かせる方法を身に付ける。
相手に不快感を与えず注意助言する方法を身に付ける。

野口啓示（2009）に従い、以下の段階を踏んだ予防的教育法を練習させた。以下、左記文献57
〜58頁より引用する。

1）子どもにしてほしいことを説明する
より具体的に

2）子どもの側に立った理由

3）練習
楽しく
励まして（効果的な誉め方を使う）

「ツヨシ。『夕食ができたよ』とお母さんが呼んだ
ら、聞こえた合図に、『わかった』と言ってほし
いの。そして、まっすぐに帰ってきてほしいの」

「もし、まっすぐ帰ってきたら、夕食後、また遊
べるチャンスが増えるわ」
「一度、実際にやってみようか。呼ぶからね、何
と言ってどうするのか見せてね。（ツヨシは実際
に外に出て、母親の『夕食ができたわよ』との
呼びかけに、『わかった』と言い、入ってきまし
た）。よくできたわね。さあ、遊びに行ってらっ
しゃい。いい、お母さんが呼んだら、帰ってく
るのよ。」

ここでのポイントは「練習」させるという段階が踏まれることである。授業の中では応用として
「恋人を自分の親に紹介する」という設定でロールプレイを行った。年齢に応じた練習方法の検討
が必要だと感じられた。

続いて野口啓示（2009）に従い、以下の段階を踏んだ問題行動を正す教育法を練習させた。以下、

49（84）

左記文献73〜74頁より引用する。
1）問題行動をやめさせる、
穏やかに線を引く
「マイ、テレビを消しなさい。マイがテレビを好き
分かりやすく指示を与える
なのは知ってるよ。でも、今は宿題をする時間だ
何が起こっているのかを説明する
ろ」
共感的表現
2）悪い結果を与える
問題行動に関係したものがよい
「宿題をしないで、テレビをみていたので、宿題を
子どもの年齢と能力に合ったもの
した後も、テレビはなしだよ」
叩く以外で、子どもの「しまった
体験」を導くもの
3）子どもに対してしてほしいことを説明する
具体的に取るべき行動を説明する
「宿題を済ませてから遊ぶのが約束だ。もし何か
したいことがあるなら、早く宿題を終えれば、す
ぐにまた遊べるのだから。」
ここでの一番のポイントは、「共感的表現である。本稿が目指すところは、この「共感」が「理
解」に繋がり、やがては「信頼」に至るというグッドサイクルである。相手の問題行動を指摘する
際、この共感が有るのと無いのとでは、相手への受け止め方が異なってくる。人間関係の中で、自
分以外の他者と喜怒哀楽を共有する能力は本能的に人間に備わっているものであるという。対面し
ている場合は表情でその感情は十分に伝わるものである。しかし対面していない場合、例えば文章
や電話で共感を示すには、視覚情報として人間が認知する以上の伝え方が必要となってくる。
共感には「情動的共感jと「認知的共感」がある。前者は、他者への同情や感情が自然と発生し、

作り上げられるものである。例えば、受験に合格して喜んでいる人を見て、自分もうれしい気持ち
になる。逆に、友達が恋人と別れたのを聞いて、自分も暗い気持ちになる。これは、自動的な感情
移入であろう。一方、「認知的共感」とは、客観的に物事を理解するというものである。例えば、誰

かに何かが起こったとき、その誰かの立場に自らを置き換え、それをどう受け入れて、結果、その
ような感情が生まれるかを推測するカである。人間関係において円滑にコミュニケーションを行う
ためには、両者が必要であるが、後者に関しては多くの人が欠如してしまいがちである。しかし、
それをトレーニングすることで、相手に不快な思いをさせることなく問題行動を減らすための助言
ができたらどんなにいいことだろうか。授業では、とにかく問題行動を起こしてしまった人の気持
ちを考えさせ、共感する言葉を言ってみるというエクササイズを行った。十パターンの事例12をあ
げ、一っの事例に対して、一組の両者がかならず違う共感表現を述べるというルールを作って実行
させた。事例は子どもから大人（自分より年上）の人に対しても共感と注意・助言が練習できるよ
うに設定した。共感を共感感情の喚起が利他的行動を促進することは、既に多くの先行研究で実証

されている。しかし、利他的行動に関わる共感能力とその要因や要素に関しては発達心理学者の
Martin

Hoffinanと社会心理学者のDaniel

Batsonとで異なる主張をしている］3。本稿では、「認

知的共感」を含む他者への注意・助言が、「認知的共感」を含まない時に比べてどのような違いが生

じるかを問題にしているため、この二つの主張の分析には重きを置かず、学生に協力を得た効果測
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定のみの結果を論じていくことを予め述べておきたい。

〈第7回〉目標：相手が感情的になって、反抗したり、泣いたり、無視したりするといった、互い
の緊張感が高まる場面での対処法を身に付ける。
怒りをコントロールし、落ち着きを維持する方法を身に付ける。
●

自分はどんな時に怒りが込み上げてくるのか分析する。（イラッとすることも分析する。）

●

自分はどんなことが切っ掛けで、我慢していた怒りが爆発するのか分析する。

●

自分はどんなことをすれば落ち着くか分析する。

●

自分はどんなことをすれば、気分転換できるか分析する。

人とのコミュニケーションの中には良いことばかりではなく、イライラしたり、怒りが込み上げ
てくることもしばしばある。その際、その怒りを相手にぶっけるのではなく、自分自身をコントロー
ルして接していくことが人間関係を円滑にする一つの手段である。これを行うためには、二段階で、

七項目のプロセスを経る必要がある。第一ステソプでは、①まず、自分自身が落ち着く

②相手が

落ち着くためにはどうしたらよいか指示を与える③自分と相手が落ち着くまでの時問をとる
でを行う。第ニステップでは、④共感的表現を述べる（「認知的共感」）

後、落ち着くためにはどうすればよいか相手にヒントを与える
せる

⑤現状を説明する

ま

⑥今

⑦相手に落ち着くヒントを練習さ

このようなプロセスを学ばせた。しかし、ここで重視したことは、自分は何に怒りを覚え、

何をすれば落ち着くのか、自分自身で自覚することである。また、今回の場合は、子どもを事例に
したものではなく、自分の身近な存在を例にして練習するように指示を出した。こちらが例として
提示したものは、「人身事故で遅れてしまった恋人を理由も聞かずに一方的に罵る」という設定で、
その対処法をレクチャーした。

〈第8回〉目標：CSPモジュール1〜6のまとめと我々の日常生活への応用
この回では、どれか一つでも学んできたことを応用してみたかを確認した。これから起こるどん
なことにこのCSPモジュールで学んだことが使用できそうか、議論し合った。
〈第9回〉目標：今まで学んできたことを活かし、流れる映像を評価する。

ここででは、合計9回で学んできたCSPトレーニングが実際に使用できるようになったかを確
認するための効果測定を行った。今までトレーニングを行ってきた学生は淑徳大学の学生であるが、

効果測定を行うに当たり、筆者が担当している桜美林大学の学生に協力を得た。協力と得たクラス
の入数は26名である。

市原乃奈（2011）で桜美林大学の「口語表現1」という講座紹介を行っている。簡単に再度記す
と、人前で話すことへの苦手意識を克服し、自然体で、あがらずに、落ち着いて自己表現できる「口

語表現能力」の開発を目ざすとともに、筋道を立て、聞き手にわかりやすく自己表現できるコミュ
ニケーション能力を身に付けることを目的にしている。学生は与えられたテーマに基づいたスピー
チを行い、その様子はビデオカメラで撮影され、音声はICレコーダーに録音される。スピーチ中、
聞き手は、話し手のスピーチを聞きながら、目線・姿勢・声の大きさなど、良かった点や改善すれ
ばより良くなる点をコメントシートと呼ばれるチェックシートに、話し手にごとに一枚、詳細に書
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き込んでいく。授業の最後には、録画されたビデオを流し、コメントシートは聞き手の人数分、話
し手の手元に渡る。学生は、映像とコメントシートから態度等の自己評価を行う。また、学生は録
音された音声を聞き、それをポーズや詰まり・吹き出し笑い等も含め全てを書き起こし、自分の声
の性質や癖を自己分析する。そして、授業中に確認した映像と手元のコメントシートを基にしてレ

ポートに纏め、翌週提出する。これらは週1回、1学期15回の授業を通して、合計5回のスピー
チを行う講座となっている。この講座では、よい聞き手良い話し手になることも目標としているが、

重点が置かれているのはあくまでも「人前で話す」ことであり、コメントシートの書き方や賛美・
助言方法に関しては触れられていない。コメントシートの項目は資料1の通りである。
筆者担当のクラスでは、コメントシートへ記入されるであろう内容を予測し、コメントシートを

書く初回の授業内で、①Win−Winの関係図を築くために、相手をもっと良くしようという気持ち
で、正直に記入すること。②Win−Winの関係を築くために、相手からの指摘を感謝して受け止め
よう。③良い点・注意するべき点・応援など注意点は真ん中にしてサンドイッチ形式にしてアドバ
イスは記入しましょう。の以上三点をパワーポイントで5分程度解説した。必修の合同プログラム
のため、この部分に割く時間は全くなく、翌週からは授業の初めに口頭で一声かけるに留まってい

る。桜美林大学の通常授業ではスピーチの録画は一人30秒程度である。協力を得た回は、第3回
目のスピーチ、とっておきのト青報を紹介するという題目の日で、3分間すべて録画させてもらった。

コメント用紙は指示があるまで保管させtc。淑徳大学では、その桜美林大学の学生26人分のスピー
チを一人ずつ放映し、一人が終わるごとにコメントシートを完成させる時間をとった。コメントシー

トには、rCSPトレーニングで学んだことを活かして、コメントシートを記入する」よう指示し、
この作業をすることでCSPトレーニングの効果測定を行った。コメントシートを記入する時間は、
桜美林大学、淑徳大学ともに、学生のスピーチが行われている最中と、スピーチ終了後3分の時間
をとった。

5

コメントシL−一トに見る淑徳大学の学生のCSPトレーニングにおける効果測定結果と
桜美林大学の学生の記入したコメントシートの内容の比較・分析
資料1の左側に桜美林大学の学生の記入したコメントシート、右側に淑徳大学の学生が記入した

コメントシートを二枚ずつあげた。アドバイスの欄を見ると桜美林の学生には見られない共感的内
容が、淑徳大学の学生には多くあらわれていることがわかる。なお、前者の学生のコメントシート
には共感的表現が若干あるものと全く無いものの両方をあげてある。共感的内容の有無について、
資料2としてデータを以下のように纏めた。

資料2

瀧

麟

共感的表現の記入状況
共感表現あり

共感表現なし

41人
2人

5人
24人
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前記4で、〈第6回〉の授業内容について述べた。この回では「問題行動を正す教育法」という、
相手の好ましくない行動に対し、注意・助言、また予め問題行動を起こさないように予防的に発生
しそうな問題を告知したり、そのようにならないように練習させたりするものであった。ロールプ
レイでは、共感を重視した二段階で七項目のプロセスで、注意・助言の練習を行った。注意・助言
を受ける役の学生は、共感が有るのと無いのとでは「ムカつき感が違う」「共感が有るほうが自分の
ことを考えてくれているのが感じられる」「聞く耳を持ちやすい」「注意を受け入れる気分になれる」

などの意見があげられた。筆者の経験からも共感的要素の無い注意はただの批判にしか聞こえな
かったり、その人の主観でしかものを言っていないのではないか感じたり、肯定的に捉えられない
経験をしたことがある。共感的表現が有る注意・助言と無いものとでは、どちらが良かったか感じ
たままに聞いてみたところ、46人全員の学生が共感を含む注意・助言の方が良いとの意見で纏まっ
た。この要因を分析すると、人間は誰もが他人からよく見られたいという願望がある。人から誉め
られる、人に教えることができるという自信で気持ちはかなり変わってくるものである。人間誰も
がプライドを持っている。本来、自分の欠点を指摘してもらえることは自分の向上に繋がるため、
有り難いものである。しかし、そのプライドの持ち方は人それぞれであるが故に、配慮しなければ
ならないのである。プライドとは辞書で引くと、「自尊心・、自負心、誇り」と記されている。しかし、

「自1慢、優劣を競う、自分を保守する、相手を攻撃する武器、自信過剰」などに解釈されがちでは

ないだろうか。自分自身の揺るがない目標として持ち続けているプライドは素晴らしいが、決して
他者の自分の領域への進入や指摘を防ぐための武器ではなく、また、他者により優位に立っための
もの（自慢するためのもの）でもないと考える。

コメントシートに話を戻せば、自分のことを様々

な角度から見られ、さらにそれを指摘されるということは日常生活の中ではそうそうあるものでは
ない。自分の気づかない点、知らないことを教えられることは実に受け難く、指摘してくれた相手
を次は攻撃したくなるといった感情さえ湧き起ってしまう場合もある。これは、プライドを自分の
進む道や人生設計、思考能力など未完成な状態で自分を守る武器として持とうとするからである。
その結果、「プライドを傷つけられた」と大騒ぎしたり、攻撃的な批判としか捉えられなかったりす

るのだと考える。相手に何かを指摘されて、不快感しか残らない、全て評価だけが気になるという
状態は、自分を守る武器としてのプライドしか持っていないという証でもある。自分を守る手段と
してのプライドは自己中心的な理屈で自分を守ることとなり、ますます人間関係の悪化と自傷行為
へと追い込んでいく。このような悪循環に気づくにはかなりの時間が必要であり、周囲からの注意・

助言をストレートに指摘されても傷つかない・反論もしないという強靭なプライドを身に付けるに
は自身の試行錯誤が必要である15。

しかし、指摘された相手に成長を求めるだけでなく、注意・助言をする方ができる方法は何か。
それが、「共感」なのである。桜美林大学の学生に、淑徳大学の学生が書いたコメントシートと桜美

林大学の学生が書いたコメントシートを合わせ、その注意・助言が「受け入れ易いもの／快」であ
るものと「受け入れ難いもの／不快」に振り分けてもらった。これを資料3としてデータを纏めた。
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資料3

牲

桜美林大学の学生力憾じた助言の受け入れ易さの学校別比

淑徳大学のコメントシート
受け入れ易い／快
受け入れ難い／不快

1

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
平均

41枚
40枚
41枚
38枚
41枚
41枚
41枚
41枚
35枚
40枚
36枚
41枚
41枚
41枚
32枚
37枚
41枚
41枚
41枚
41枚
40枚
41枚
33枚
41枚
32枚
39枚

3912枚

※子
5 7−
、塁
こ
※平均値は少数第3位を四捨五入した。

桜美林大学のコメント
受け入れ易い／快
受け入れ難い／不快

5枚
6枚
5枚
8枚
5枚
5枚
5枚
5枚
11枚
6枚
10枚
5枚
5枚
5枚
14枚
9枚
5枚
5枚
5枚
5枚
4枚
5枚
13枚
5枚
14枚

4枚

7枚
9枚
2枚
O枚
5枚
2枚

こ

フン

ムご運

ﾟヲ

19枚
17枚

24枚
26枚
21枚
24枚

10枚

16枚

3枚
6枚
2枚
9枚
2枚
0枚
1枚

23枚
20枚
24枚

2枚
1枚
7枚
0枚
0枚
5枚
2枚
2枚
0枚
9枚

17枚
24枚
26枚
25枚
13枚
24枚
25枚
19枚
26枚
26枚
21枚
24枚
24枚
26枚
17枚

396枚

2204枚

13枚

7枚

681枚

22枚

一 つこ。

このデータに従って、どのような記述内容が受け入れ易いのかコメントシートを見てみると、共
感的要素が入っているものを受け入れ易いと感じ、注意点だけの指摘をしているものは、受け入れ

難いと感じていることが明らかなった。資料3は資料2に重ねると、「共感」が与える影響の大き
さが認識できる。また、共感的要素がないものでも、応援や「こうすればもっと良くなると思う」
などの記述がなされているものは受け入れ易いと感じているようである。同じスピーチに対するコ
メントシートでコメントシートの書き方の評価が一番高かったものと低かったもの、また、許容範
囲と受け止められた具体的な例をあげる。
【「受け入れ易い／快」に分類されるコメントシート】淑徳大学の学生の作成

良かった点

マイクを通した声がすごく聞きやすかったです。私はマイクがうまく使えないのでお

手本にしたいと思いました。姿勢などもきれいです。その調子で頑張ってください。
アドバイス

友達同士の時は仲良しだから目を見て話せるけど、前に出るとどこ見ていいかわから

なくなるのすごいわかります。（TOT）私も発表するときとかいっもそんな感じです。でも、目を
見た方が私に話しかけてるんだ！って思うんですよね。だから緊張するけど少しずつみんなの目を
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見ることができると好感度が上がると思います。お互い頑張ろう。

【「受け入れ難い／不快」に分類されるコメントシートNO．1】桜美林大学の学生の作成
良かった点

姿勢・声の大きさ

アドバイス

特になし

【「受け入れ難い／不椥に分類されるコメントシートNO．2】桜美林大学の学生の作成
良かった点

よかった

アドバイス

目せん

【「受け入れ難い／不椥に分類されるコメントシートNO．3】桜美林大学の学生の作成
良かった点

アドバイス

声が聞きやすい

声がちいさいつまりすぎ

【「受け入れ易い／快」に分類される「許容範囲」のコメントシート】桜美林大学の学生の作成

良かった点

あがりしょうだけど頑張った◇◇

アドバイス

下を向いていたけど、たまに笑顔で前を見ているときもあった。少しずつファイト！

具体的に見てみると、もらって嬉しいと感じるコメントシートには下線の部分のような共感的要
素や今後の展望、応援が記されていることがわかる。「受け入れ易い／快」に分類されるコメント
シートでは、認知的共感が事細かに記されている。注意・助言がされていないわけではなく、自分

も同様の体験したことを述べることで厳しい指摘も緩和されて相手に受け止められる。コメント
シートをもらった学生に尋ねると、「自分と同じ場面に立ってくれたのが嬉しかった。全然知らない
人だけど、身の上話や応援もしてくれて、親しみがわいた。」と答えてくれた。また、人気のないコ

メントシートを見てみると、指摘しっぱなし、何がどうなのか明確ではない記述となっている。ま
や、「特になし」は一番傷つく言葉である。スピーチをしている人を見て、何も感じない、聞いてい

ないと感じさせる一言である。これらに対してはどう思うか、コメントシートをもらった学生に尋
ねてみると、「上から目線でムカっく。そいっだってたいしてできていないはずなのに、何様だと思っ
てんの？1と思って捨てたくなった。」と述べている。

6

まとめ
効果測定の結果から、認知的共感に類する自己の経験を通して考えた思いやりの共感的表現、応

援という形であらわれる情動的共感、これらはいずれも効果的に誉めたり、注意・助言したりする
ためにはなくてはならないものであった。特に、認知的共感は、効果的な誉め方と注意・助言の仕
方に不可欠な要素であることが明らかとなった。これについて、以下、箇条書きにして表していく
ことにする。
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1：同情・同感を含む晴動的共感は、自分から相手の気持ちに寄り添うというよりも相手の心情や

感情に「取り込まれる」ことによって発生するものである。そのため、自分の意見として相手
に伝達し、説得するまでに至らない。相手側から発信されるものに占める割合が大きく、相手
から及ぼされる作用が強い状態である。よって、情動的共感を含む評価（内容）は、資料1に
示した淑徳大学のコメントシートの下の例に見られるように、相手の行動に対し現状をより良
くすること、もしくは改善の指針を示すアドバイスにまでには至らないが、共感的表現を含む
ことによって、注意・助言や問題点の指摘を受け入れ易いものにしている。

21認知的共感は、上記のように、相手の心意を確かに自分の内面から理解するものであるが、同
情・同感とは明らかに異なり、相手の気持ちに「取り込まれない・巻き込まれない」ものであ
る。これは、自分の感情が取り込まれず、また巻き込まれないことから、そこからさらに考え

た結果を自分の意見として相手に伝達することができるものである。よって、情動的共感には
見られなかった説得のカを有するとともに、相手に喜びや親しみ信頼感をも共起させている。
これは、資料1に示した淑徳大学のコメントシートの上の例とそれを受け取った学生の感想か
らも確認できる。

3：相手の残した結果に対する評価をする際、結果に重点を置くのではなく、結果に至るまでのプ
ロセスに着目することが大切である。そのプロセス内に表出する相手の非言語的な部分の感情
を読み取り、客観視し、何を行おうとしたのかに関心を寄せた共感をすることが効果的な誉め
方、効果的な注意・助言の仕方に繋がる。

CSPプログラムは虐待防止のための子育て支援プログラムの一つであるが、必ずしもそれに該当
する者だけに有効なものではなく、一般的な学生にとっても効果的なプログラムであったと言える
であろう。短期間ではあるが、このプログラムを学び、それを円滑なコミュニケーションを行うた
めのスキルトレーニングとして応用することで、格段に良い成果が見られたと思う。当初、淑徳大
学の学生の間では、「子どもに話しかけるトレーニングなんて大人同士の関係に意味があるか」「虐

待なんてしないから大丈夫」などの発言が見られたが、CSPプログラムの基盤となる「わかりやす
いコミュニケーション」は日頃から心がけるようになったと言っている。聴衆分析をして、相手に
合わせたコミュニケーションをすることで、就職活動中の親子間の衝突、恋人同士の口論が減少し
たなどの報告もあった。また、効果測定をした「問題行動を正す教育法」の「共感」がいかに大切
な要素である瓜筆者も含め、淑徳大学そして桜美林大学の学生も十分認識できたと考える。もらっ
て嬉しい注意・助言はその受信者だけではなく、助言をした発信者もその様子をみて嬉しくなると
いう、両者に気持ちの上で良い結果を齎した。桜美林大学では話すことがメインであり、「コメント

シートに書かれた評価を100％受け入れなくてもよいが、よく分析する」ことが求められるが、コ
メントシートを持ち帰り、分析する学生の現状の実態や気持ちが今回のことでよく理解できた。こ
の結果を受けて、「共感」の重要性を学ぶ時間を作り、「共感」できる聞き手こそが良い話し手を作
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ることに結びつく教育を目指していきたいと考える。

今回はCSPプログラムに即したコミュニケーション分析に基づいた考察を行ったが、この方法
について、更に認知言語学・認知コミュニケーション論からのアプローチをも参照し、精密化して
いく、という課題も見つかった。ここでは、松木啓子（2004）「ディスコースと文化の意味」に記

されている論を参照しながら検討していきたい。例えば、本稿のCSPモジュールの1「わかりやす
いコミュニケーション」に関して言えば、母親が子供に向かう場合、「私が」と「お母さんが」、「キ
ミ」と「太郎」「太郎君」など、代名詞で指示するか、名を呼ぶか、さらに「くん」「ちゃん」のつ

け方などの差も場合によって効果が異なることが考えられる。また、小高静子（1993）では、教室
の場合など、公立の中学校でも実習生に「…ですね」「…しましょう」で語りかけるか「…だよね」
「…しよう」を用いるか、学校によって違うケースがあることを報告している。「ですます体」「だ
体」という明治の言文一致体以来の差が、聴き慣れないどちらかに接すると「よそよそしい」「ピン
とこない」と「乱暴だ」「女性の先生らしくない」と聴き慣れている方と正反対の印象を受けるよう

である。これは単なる慣れ」「習慣の差」であるが、言語的に考えると「丁寧体」による聞き手／
話し手の距離感・スタンスと関連し、小さな「文化の差」ともいえるのである。これについては、
日本語と英語等の構造の違い、例えば、主語・述語の位置づけなどにも微妙に関連してくる。「5WIH

の明示」についても同様である。正確に表現しようとすればくどくなり、省略が多いと曖昧になる
というバランスが、ディスコースの分析を参照して取り入れられればと思う。松木啓子（2004）の
中には、レイコフ等のポライトネスの原理（距離：相手に強制しないこと。敬意：相手に選択肢を
与えること。友好：有効的であること）を引いて、「社会関係における距離の取り方にどのように
配慮するかという問題」を分析している部分があり、非常に参考になる点が多い。ここで氏は「日
本語における尊敬語、丁寧語、謙譲語からなる敬語（honorifics）を適切に使い分けられるかどうか

に限られるものではない。……1と述べている。これについ考えてみると、確かに基礎日本語会話
の学習ではそのように限定されるのだろうが、日本語敬語論の研究ではこの三分類の不備がはやく
指摘されており、時枝文法において、「場面論」と関連させて分析すべき事も論じられている。さら

に近代文学の文体という観点から見れば、同じ「女性の語り」から構成される小説でも、芥川龍之
介と太宰治では語り手と読者の関連が「距離の取り方」として、計算された敬語法で異なった効果
を見せるという、表現法に現れた実例も参照できる。難しいことではあるが、CSPの精密化・有効
化については、まだまだ言語論日本語論の成果をも取り入れて進めていく余地があると思われる。
特に今回の考察の対象となった「共感的表現」の概念にっいては、松木氏の示された「会話意味の
共同構築」での「すれちがい」分析を参照することで、一歩間違えば「ムカつく」印象を与えるケー
スになりうる場合について詳細な検討を行い、「認知的共感」の基盤に「すれちがい」が入り込まな

いようなシステムを組み込めるようにするという大きな課題も存在すると感じた。

2011年8月3日執筆完了
（いちはら

のな、桜美林大学・淑徳大学

他

兼任講師）
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本考察は心理学的な領域と日本語学的な領域の双方にかかわるため、筆者の専門外である心理学
的な部分に関し、桜美林大学学生部学生相談室主任の清水直子先生、カウンセラー兼臨床心理士の
阿部裕子先生に御指導いただきました。心より感謝申し上げます。

1筆者は2010年9月5日に神戸少年の町においてトレーナー養成講座と試験を経てCSPトレー
ナーの資格を得ている。同年9月11日より3日間、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハのボー一一一
イズ・タウンを訪れ、様々なグループ・ホームや病院等で現状を学んできた。CSPを指導するに
は資格がなければ実施することができない。
2ADIHDは、英語でAttention Deficit！HyperactiVity Disorderといい、日本語では注意欠陥／多
動性障害と訳されている。

AD／HDは、次の3つを中心的な症状とする発達障害である。
1．
不注意（物事に集中することができず、忘れ物が多い）
2．
多動性（落ち着きがなく、じっとしていることができない）
3．
種働性（思いついた行動を唐突に行う、順番を待てない）
症状の現れ方や程度にはかなり個人差があり、大きくは次の3つに分類される。
1．
混合型（不注意、多動性、衝動性の3つがみられる）
2．
不注意優勢型
3．
多動性・種働性優勢型
また、肛）SM・IV−TR精神疾患の分類と診断の手引

新訂版』（2003）医学書院

によれば、

A（1）か（2）どちらか
（1）以下の不注意の症状のうち6つ（またはそれ以上）が少なくとも6ヶ月以上続いたことが
あり、その程度は不適応的で、発達の水準に相応しないもの：

㈲＠⑥

不注意
（a）学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意することができない、
または不注意な過ちをおかす。
課題または遊びの活動で注意を持続することがしばしば困難である。
直接話しかけられた時にしばしば聞いていないように見える。
しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない
（反抗的な行動または指示を理解できないためではなく）。
課題や活動を順序立てることがしばしば困難である。
（学業や宿題のような）精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避け
る、嫌う、またはいやいや行う。
（9）
（例えばおもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具など）課題や活動に必要なものをしば

の
D
︵︵

しばなくす。

しばしば外からの刺激によって容易に注意をそらされる。
しばしば毎日の活動を忘れてしまう。

（h）
（i）
（2）

以下の多動性・衝動性の症状のうち6つ（またはそれ以上）が少なくとも6カ月以上持続
したことがあり、その程度は不適応的で、発達水準に相応しない：

多動性
（a）学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意することができない、
または不注意な過ちをおかす。
（b） しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。
（c） しばしば、不適応な状況で、余計に走り回ったり高い所へ上がったりする（青年または
成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかも知れない。）
（d） しばし騰争かに遊んだり余暇活動につくことができない。
（e）しばしば じっとしていない またはまるで エンジンで動かされるように
（f）
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しばしばしゃべりすぎる。

行動する。

観
（g）

しばしば質問が終わる前にだし抜けに答えてしまう。

（h） しばしば順番を待っことが困難である。
（i） しばしば他人を妨害し、邪魔する（例えば、会話やゲームに干渉する）。
B 多動性一衝動性または不注意の症状のいくつかが7歳未満に存在し、障害を引き起こしている。

C

これらの症状による障害が2っ以上の状況において（例えば、学校または仕事と家庭）存在
する。

D社会的、学業的または職業的機能において、臨床的に著しい障害が存在するという明確な証
拠が存在しなければならない
E その症状は広汎性溌達障害、精神分裂病、またはその他の精神病性障害の経過中にのみ起こ
るものではなく、他の精神疾患（例えば、気分障害、不安障害、解離性障害、または人格障
害）ではうまく説明されない。
と、記されている。

3University

of

Califomia

Los

Angelesの略称

4奈良教育大学特別支援教育特別専攻科・筑波大学人間学群心理学類などの教員による研究成果が
多くあがっている。
5Ray Burke（原著）・Ron Herron（原著）・野口啓示（翻訳）・ジョンウォンリー（翻訳）（2002）
『親の目・子の目一子どもは親はいらない父親・母親が欲しい』トムソンラーニング が出版され
ている。

62011年8月現在、47都道府県の庁舎にCSPもしくはPTの取り組みにっいて問い合わせた。そ
の結果、神奈川県・鳥取県・千葉県・静岡県・兵庫県・三重県で県内の各自治体等で実施してい
ることを把握しているとの回答を得た。それ以外は、CSPもしくはPTという言葉そのものを認
識していない、相談員による個別相談を勧める等の回答が返ってきた。
7杉山登志夫編集（2007）『子ども虐待という第四の発適轄』学習研究社 に詳細が記されてい
る。

8途中でドロップアウトした学生は人数に含めていない。単位が認定できた履修者のみの人数であ
る。

9話しをする相手の年齢・性捌・国籍・文化・知識など多くの点を分析し、聞き手を傷つけたり、
理解不能に陥らせたりしないための配慮、

10Who（誰が）What（何を）When（いつ）Where（どこで）Why（なぜ）したのか。
11以下、〈第8回〉まで、同様の形式でロールプレイを行った。
12おねしょをしてしまった子ども・忘れ物をしてしまった小学生・牛乳をこぼしてしまった子ど
も・遅刻をした学生・大切なプレゼンテーションで失敗した後輩・バイトでレジを打つミスを
した同僚・デート中食べ方の汚い恋人・チャンネノレ争いをする兄弟・わがままを言う恋人・支
離滅裂なことをいう自分の親
13Hoffuianによれば、「感情伝染」という原初的な形をあげている。これは、生後第一日目の幼
児にも見る事のできる現象である。また、この感情伝染と類似的なプロセスによってあらわれ
る晴動的共感」があり、それによって共感的な苦痛が生じているという。この苦痛を解消す
るため人間は苦痛を感じている相手に対して利他的行動を行うと述べている。Batsonは、共
感的苦痛の解消や利他的行動以外の負担の軽減が図られる方法が存在する場合、人間はどのよ
うな行動に出るか実験を行った。このような場合でも、人間は利他的行動を選択すると述べて
いる。そして、利他的行動にとって必要なのは、「視点取得」という認知的要素を伴う共感であ
ると結論付けている。

14互いが利益を得る関係を指す。企業説明会でおなじみの言葉だが、今まで使用されてきた言葉
に置き換えると、「相手に利益を与え、自分も相手から利益を得ること。」を意味するgive and
takeに近い。また、互いに作用し合う「共生」にも通じる概念である。
15大層なことを書いたが、筆者もその努力の最中である。
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