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実技試験
対策講座

児童心理カウンセラー
口頭試問 CBT理論

実技試験

模擬カウンセリング
30分(40分)

口頭試問
10分

講師からのフィードバック
10分

試験官をクライア
ントと見立てて
CBTのカウンセリ
ングを実施いただ

きます

CBTの理論と児童心
理カウンセラーの倫
理についての口頭試
問を行います

カウンセリング実技・口
頭試問についてのフィー
ドバックを行います。質
問も受け付けます



問題1

児童に対しカウンセリングの手段として認知行動療法を選択する際に気をつけたい工夫
を説明してください。

認知⾏動療法の適応年齢

⼀般的に発達年齢が7歳程度であれば実施可能と⾔われています
*⼯夫次第で7歳以下でも⼯夫次第で使⽤可能な場合も多いです

「認知」という概念を
扱うため⼀定のセルフ
モニタリングと⾔語⼒

が必要



●イメージの⼒と遊びを最⼤限に活⽤することが⼤切

例えば…
⾵船を吹いて⻑く浮かばせておく遊び
離れたところからロウソクの⽕を吹き消す遊び
マンガのキャラクターや動物を連想させる

リラクセーションを⼦どもで実践するコツ

問題1

児童に対しカウンセリングの手段として認知行動療法を選択する際に気をつけたい工夫
を説明してください。



問題2

認知行動療法は主に行動療法も基にする範囲と、認知療法を基にする範囲があります
が、それぞれのABCについて説明してください。

⾏動療法と認知療法のアセスメント 2つのABC分析

認知療法のABC

⾏動療法のABC

Antecedent
先⾏事象

Consequence
結 果

Behavior
⾏ 動

Activating event
活性化する出来事

Belief
信 念

Consequence
結 果

⾏動療法も認知療法もしっかりアセスメントを⾏った上で介⼊していく
熊野宏昭. (2012). 新世代の認知行動療法. Toshimaku, Tokyo: 日本評論社.



認知療法のABC

Activating event
活性化する出来事

Belief
信 念

Consequence
結 果

友達に挨拶したの
に挨拶を返さずに
⾏ってしまった

僕のこと嫌いなんだ︕

み ん な も 僕 を 悪 く
思っているのかも…

悲しくなる

感 情認 知

⾏動療法のABC

Antecedent
先⾏事象

Behavior
⾏ 動

随伴性

ゴミ拾い お⼩遣いもらった

将来的にゴミ
を拾う⾏動は
増える︕

Consequence
結 果



⾏動療法と認知療法のアセスメントの焦点

認知療法のABC

⾏動療法のABC

Antecedent
先⾏事象

Consequence
結 果

Behavior
⾏ 動

Activating event
活性化する出来事

Belief
信 念

Consequence
結 果

随伴性
強化/弱化

情報処理
認知の歪み

問題2

認知行動療法は主に行動療法も基にする範囲と、認知療法を基にする範囲があります
が、それぞれのABCについて説明してください。



問題3

認知行動療法の適応範囲は様々ですが、例えばどのようなクライアントに対し適応でき
るか説明してください。

認知行動療法の適応

うつ病 強迫性障害 パニック障害 不安障害

神経性過⾷症/拒⾷症 ADHD
⾃閉症スペクトラム障害
アスペルガー障害

素⾏不良



⼦どものうつや不安に対する認知⾏動療法の有効性
問 題 CBTの有効性 CBT以外に有効性が実証されてい

る⼼理療法

⾃閉スペクトラム症 ⼗分に確⽴された治療法 な し*

うつ病性障害 ⼗分に確⽴された治療法 対⼈関係療法

恐怖と不安症 ⼗分に確⽴された治療法 な し

強迫性障害 恐らく効果のある治療法 な し

破壊的⾏動障害
⼗分に確⽴された治療法
恐らく効果のある治療法 単独の技法としてはなし

AD/HD ⼗分に確⽴された治療法 な し

摂⾷障害 効果のある可能性がある治療法 神経性無⾷欲症に対する家族療法

薬物依存 ⼗分に確⽴された治療法 家族療法

トラウマ ⼗分に確⽴された治療法 な し

Sliverman & Hinshaw (2008), Walkup et al. (2008)*ABAの理論と実践はCBTの一部として理解されています

問題3

認知行動療法の適応範囲は様々ですが、例えばどのようなクライアントに対し適応でき
るか説明してください。



問題4

認知行動療法の基本原則として、「協同作業」「目的志向」「心理教育」「構造化」などが
挙げられますが、そのうちの1つを選択し、説明してください。

認知行動療法の基本原則

ケースフォーミュ
レーション

治療同盟 協同作業 問題に焦点
⽬的志向

今ここを強調
現在の問題に焦点

⼼理教育
⾃分⾃⾝の

治療者を⽬指す
回数と機会の

制限
セッション
の構造化

⾃分で⾮機能的
な思考を同定・

対処
多彩な技法を活⽤

Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy, Third Edition: Basics and Beyond. NewYork, NewYork: Guilford Press.



問題4

認知行動療法の基本原則として、「協同作業」「目的志向」「心理教育」「構造化」などが
挙げられますが、そのうちの1つを選択し、説明してください。

問題5

どんなものがストレスになり得るのか、具体的に複数例を上げて説明してください。



ストレスってなあに？

宿題が終わらない 暑い/寒い

おいしくない 怒られた

悪⼝を⾔われる

⼈前での発表

環境の変化

出 世

伊藤絵美. (2016). イラスト版 子どものストレスマネジメント. Chiyodaku, Tokyo: 合同出版.

様々なことがストレスになり得る

Negativeな変化 Positiveな変化

問題5

どんなものがストレスになり得るのか、具体的に複数例を上げて説明してください。



問題6

認知行動療法ではストレスを「ストレッサー」と「ストレス反応」に分けて考えます。 「スト
レッサー」と「ストレス反応」について例を上げて説明してください。

ストレス反応とストレッサー

認知・⾏動療法は⼼理学的ストレスモデルに基づいている

環 境 個 ⼈

ストレス状況
(ストレッサー) ストレス反応

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.



ストレッサー

環 境

ストレス状況
(ストレッサー)

ストレスの素のこと
⾃分にストレスを与えてくる原因全て

●状 況︓明⽇から学校なのにまだ宿題が終わっていない︕
●出来事︓明⽇テスト
●他者との関わり︓クラスメートが仲間に⼊れてくれない

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.

ストレス反応

個 ⼈

ストレス反応

ストレッサーによって引き起こされる反応

●しんどい感じ
●悲しい気持ち
●涙が出てくる
●胸がドキドキする

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.



問題6

認知行動療法ではストレスを「ストレッサー」と「ストレス反応」に分けて考えます。 「スト
レッサー」と「ストレス反応」について例を上げて説明してください。

問題7

コーピングとは何か説明してください。その際に問題焦点型コーピングと情動焦点型コー
ピングについても言及してください。



コーピング Coping

ストレスに対する意図的な対処

問題解決型コーピング

直面している問題を解決するよう試みる

CBTアセスメント 勉強/宿題 先生に相談 原因を考え試してみる



情動焦点型コーピング

辛い気持ちを軽減し幸せな気持ちになる

お菓子を食べる ぬいぐるみやペッ
トを抱きしめる

気持ちを日記に
書く

友達とのおしゃべり 頭の中で仕返しする

運動をする 楽しかった思い
出を思い出す

楽しみな予定を
立てる

ゲーム
マンガ

歌を歌う

問題7

コーピングとは何か説明してください。その際に問題焦点型コーピングと情動焦点型コー
ピングについても言及してください。



問題8

「ストレス反応にとって決定的なのは出来事の解釈(認知)であって出来事そのものでは
ない」という認知モデルについて説明してください。

認知と感情

備品を壊して
先⽣に怒られたの。

「出来事」「状況」の説明

先⽣に怒られて必ずしもみんな同じ反応をする︖



みんな同じ反応︖

友達だって⼀緒に
やっていたのに
なんで僕だけ︕

先⽣に叱られる
なんて本当に僕は

だめだ

細かいこと
⾔ううざい
先⽣だな

同じ刺激を受けても惹起される感情は⼈それぞれ

またキレてる。
バカな教師だな。

「認知原則」

認知モデル

常識モデル

出来事 感情

出来事 感情認知

決定的なのは出来事の解釈(認知)であって出来事そのものではない
Westbrook, D. (2011). An Introduction to Cognitive Behavior Therapy: Skills and Applications. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.



認知療法のABC

Activating event
活性化する出来事

Belief
信 念

Consequence
結 果

認知の歪み

友達に挨拶したのに
挨拶を返してくれ

なかった

僕のこと嫌いなんだ︕
みんなが僕を苛める︕ 悲しくなる

感 情

気持ちは「認知」次第

気に触るこ
と書いたか
な︖

友達に送った
メールが返って

こない

すぐに返信
しないなんて
失礼な⼈

今忙しいん
だろうな



感情は⾏動を制限する

感情は危険へのアラームとなり⾏動を制限する

怖いと感じるから野⽣の
動物には近づかない

⾞が怖いと感じるから⾞に
気をつけて道を渡ることが

できる

玉井仁. (2016). マンガでやさしくわかる認知行動療法. Chuoku, Tokyo: 日本能率協会マネジメントセンター.

問題8

「ストレス反応にとって決定的なのは出来事の解釈(認知)であって出来事そのものでは
ない」という認知モデルについて説明してください。



問題9

感情にはそれぞれメッセージがあり、それによって行動が促されます。

例えば、恐怖の感情は「危険だよ」とうメッセージがあり、「離れる」という行動が促されま
す。例えば道で蛇を見た時などです。

怒り、不安、悲しみ、抑うつなどの感情にもメッセージがあります。どんな時にそれらの感
情が惹起され、どんなメッセージを含み、どのような行動が促されますか？1つ選択して
解説してください。

感情は⾏動を制限する

感情は危険へのアラームとなり⾏動を制限する

怖いと感じるから野⽣の
動物には近づかない

⾞が怖いと感じるから⾞に
気をつけて道を渡ることが

できる

玉井仁. (2016). マンガでやさしくわかる認知行動療法. Chuoku, Tokyo: 日本能率協会マネジメントセンター.



感情と⾏動の適切な関係

感情からのメッセージを適切に受け⽌めることが⼤切︕

感 情 メッセージ 促される⾏動
恐 怖 危険だよ 離れる

怒 り 侵⼊されているよ 攻撃する・逃げる

不 安 準備した⽅がいいよ 準備する

悲しみ ⼤切なものをなくした ペースダウン

抑うつ エネルギー不⾜ ペースダウン

玉井仁. (2016). マンガでやさしくわかる認知行動療法. Chuoku, Tokyo: 日本能率協会マネジメントセンター.

問題9

感情にはそれぞれメッセージがあり、それによって行動が促されます。

例えば、恐怖の感情は「危険だよ」とうメッセージがあり、「離れる」という行動が促されま
す。例えば道で蛇を見た時などです。

怒り、不安、悲しみ、抑うつなどの感情にもメッセージがあります。どんな時にそれらの感
情が惹起され、どんなメッセージを含み、どのような行動が促されますか？1つ選択して
解説してください。



問題10

感情にはそれぞれメッセージがあり、それによって行動が促されます。体験している感
情と認識している感情に差がある場合、どのような問題が引き起こされると考えられる
か解説してください。

体験している感情と認識している感情

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

認
識
で
き
て
い
る
感
情
の
強
さ

実際に体験している感情の強さ

うまく受け⽌められない場合

うまく受け⽌めている場合

玉井仁. (2016). マンガでやさしくわかる認知行動療法. Chuoku, Tokyo: 日本能率協会マネジメントセンター.



問題10

感情にはそれぞれメッセージがあり、それによって行動が促されます。体験している感
情と認識している感情に差がある場合、どのような問題が引き起こされると考えられる
か解説してください。

問題11

適応的な認知とは何か説明してください。

暑い砂漠で遭難した際にコップに半分しか水がない例を用いてついて説明してください。



認知の仕⽅は⼈それぞれ

⽔が半分
しか⼊って
いない

⽔が半分も
⼊っている

「適応的思考」

⽔が半分も
⼊っている

適応的思考＝バランスの良い認知を持てるようなるのが治療の⽬的

暑い砂漠でこの考え⽅
は適切ではない



問題11

適応的な認知とは何か説明してください。

暑い砂漠で遭難した際にコップに半分しか水がない例を用いてついて説明してください。

問題12

喜びの感情も、悲しみの感情も、通常は適切に完了します。

どのような際に適切に完了せず長引くと考えられるか、例を示して説明してください。



感情は適切に完了する

⾦曜⽇の夜のビールは最⾼、
でも喜びはそこまで⻑くは続かない

憂鬱な気分が続くようであれば何かがおかしい可能性がある
感情の⽕に薪をくべない限り単発の感情は20秒から1分で消えると結論付けている研究が多い

合格の喜びは⼀瞬
新⽣活への不安も出現

⼦どもを虐待しそうになったら
⼀瞬⼦供と離れて落ち着きましょう

玉井仁. (2016). マンガでやさしくわかる認知行動療法. Chuoku, Tokyo: 日本能率協会マネジメントセンター.

問題12

喜びの感情も、悲しみの感情も、通常は適切に完了します。

どのような際に適切に完了せず長引くと考えられるか、例を示して説明してください。



問題13

認知行動療法の基本原則として、セッションの構造化が挙げられます。

セッションの構造化とは何を意味しているのか説明してください。

構造化

話がぐちゃぐちゃにならないようにする枠組み

何分間カウンセリングするか決める

話し合う内容を決める(アジェンダ︓議題)

時間通りカウンセリングを終了する



問題13

認知行動療法の基本原則として、セッションの構造化が挙げられます。

セッションの構造化とは何を意味しているのか説明してください。

問題14

子どもの認知行動療法の進め方を、インテーク面接からアセスメント、介入などを含めて
説明してください。



⼦どもの認知⾏動療法の進め⽅

情
報
収
集
の
段
階

機
能
分
析
の
段
階

介
⼊
計
画
⽴
案
の
段
階

介
⼊
実
⾏
の
段
階

介
⼊
評
価
の
段
階

⽯川（2013）を改変

問題14

子どもの認知行動療法の進め方を、インテーク面接からアセスメント、介入などを含めて
説明してください。



問題15

認知行動療法に限らず、心理療法の効果に大きな割合を占める「共通要因」が挙げられ、
「カウンセリングマインド」として説明されています。

カウンセリングマインドのスキルを1つあげ、それを説明してください。

心理療法の効果に占める技法の割合

Lambert（1992）

認知⾏動療法も、技法だけを
重視するわけではない



カウンセリングに必要な2つのスキル

⼟を耕すスキル ⽔をそそぐスキル

堀越（2015）を改変

● 話に最後まで⽿を傾ける

● うなずきの質を⾼める

● 「ハ⾏」を意識する

● 具体的に説明してもらう

● フィードバックをもらう

● 共 感

● 単語の繰り返し

● オウム返し

● ⾔い換え

● 要 約

最後まで聞く

カウンセリングは、相談者が「この⼈なら話してもいい」「この⼈は⾃分のことを
受け⼊れてくれる」と感じないと成⽴しない。

そのための基本が…

最後まで聞くスキル
● 話の途中で割り込んでいませんか︖
● 話を最後まで聞かずに先読みして理解したつもりになっていませんか︖

相⼿の話に「。」がつくまでじっと⽿を傾けましょう。
話し出すときには、「話してもいいですか︖」と尋ねてみましょう。



うなずきの質を高める

うなずきの質を⾼めるとは︖

● うなずきをゆっくりと⻑めにする
● 前傾姿勢で、少し⼤きく⾸を振る
● “ここぞ”というポイントを意識してうなずく

ある研究によると、うなずきは「⾃分のことを理解してもらえた」と相⼿に感じさせる
最も強⼒なツールとされている。

下⼿な応答をするよりも、うなずきの⽅が効果的な場合もある。

ハ行で返す

●「はー」「ひえー」「ふーん」「へ〜」「ほぉー」といった感嘆詞を
交える⽅法です。

うなずきと同じように、相⼿の話のどこに注⽬しているのかを⽰すことができます。
相⼿の出⽅を伺うときにも効果的です。

例えばこう⾔えます

「みんなが僕のことを嫌いで意地悪するんだ…」と⾔われて
「そんなことないよ」と返すか「はー、そうなんだね」と返すか

ハ⾏+「そうですか」「なるほど」「そうなんですね」
「⼤変ですね」「つらいですね」「⼼配ですね」



具体的に説明してもらう

例えばこう⾔えます

「さっきの○○の部分、もう少し詳しく教えてもらえますか︖」
「○○って⾔うのは、具体的に⾔うとどういうことですか︖」
「○○というのを、別の⾔い⽅にするとどうなりますか︖」

●できるだけ詳しく、正しく理解したいという姿勢を⽰すことができる
●相談者にとっては、⾃分の体験を別の⾓度から⾒つめなおす機会になる

フィードバックをもらう

● 相談者がこちらの話についてきているかを確認する
● カウンセラーの理解が正しいかどうかを確認する

例えばこう⾔えます

「私のいまの説明でイメージできますか︖」
「私の⾔っていること、ピンときますかね︖」



共 感

● 相⼿の感情を汲み取り、⾔葉にして伝える
● ⾃分が相⼿と同じ⽴場だったらどう感じるかを想像する
● 『状況』＋『感情』で伝える

例えばこう⾔えます

「突然リストラされたらショックですよね」
「⼈前で怒られたりしたら、そりゃあ悔しいし恥ずかしいでしょう」
「昔そんなことがあったなら、思い出して不安になりますよね」

共 感
感 情 感情の意味 表現の例

怒 り ・自分の領域が侵されると感じて押し返す
・思い通りにならないので何とかしたい

頭にくる、腹が立つ、キレる、ムカつく、 いら
いらする、カッとなる、ムッとした

不 安 ・コントロールできないことがある
・何か悪いことが起こりそう
・まだ知らないことが起こりそう

心配する、ドキドキする、怖い、頭が 真っ白
になる、ハラハラする、手に汗握る、冷や汗を
かく、前に踏み出せない

悲しみ ・大切な物や人を失った
・夢や希望を失った
・心が傷ついた

切ない、涙が出る、胸が張り裂けそう、 心に
穴が開く、ブルーになる

さみしい ・自分の居場所がない
・自分をわかってくれる人がいない

孤独、ひとりぼっち、心細い、誰もいない、愛さ
れない、わかってくれない

むなしい ・やっても意味がない
・自分の意志ではないことをしている

意味がない、やる気がしない、無駄、 どう
しようもない

恥ずかしい ・他人に見られている
・自分の弱いところを知られた
・自分の無防備な姿を見られた

照れ臭い、モジモジした、隠れたい、

堀越（2015）を改変



単語の繰り返し

● 相⼿の話の中に出てきた気になる単語をアクセントをつけながら繰り返す
● 相⼿が意識的に、もしくは無意識によく使う⾔葉を繰り返す
● こちらが話題にしたいテーマを意図的に絞って、関係する⾔葉を繰り返す

例えばこう⾔えます

「私はダメな⼈間なんです。これまで努⼒してきたのに、ぜんぜんうまく
いきません。もう、なにをしてもムダだと思います。こうやって相談しても
あまり希望が持てない感じです。」

「私はダメな⼈間なんです。これまで努⼒してきもムダだと思います。こうやって相談しても
あまり希望が持てない感じですたのに、ぜんぜんうまく
いきません。もう、なにをして。」

オウム返し

● オウム返しは、単語ではなく⽂そのものを繰り返します
● 相⼿の⾔葉を意味が変わらない範囲で若⼲アレンジして返します
● 話題の設定や質問にスムーズにつなげられます

例えばこう⾔えます

「がんばっても無意味だと思うんですよ」

➤ 「がんばっても意味がないと思うんですね」
➤ 「がんばっても報われないと思うんですね」



⾔い換え

● 相⼿の話を「つまり…」「⾔い換えると…」で返す⽅法です。
● 相⼿に他の⾒⽅や考え⽅を提供することができます。

例えばこう⾔えます

「どんなに頑張ってもよくならないので、いっそのこと死んでしまいたい
と思います」

➤ 「つまり、いっそ死んでしまいたいと思うくらいに⾟いのですね」
➤ 「つまり、頑張っても報われないのでがっかりしているんですね」

要 約

● ⾔い換えよりももっと広い範囲の話を、まとめます。
● 聞き洩らしがないか、理解にずれがないかを確認できます。
● こちらが注⽬したポイントを、暗に伝えることができます。

例えばこう⾔えます

「いまのお話をまとめると…」
「今のお話には3つのポイントがあったように思います。1つは…」



問題15

認知行動療法に限らず、心理療法の効果に大きな割合を占める「共通要因」が挙げられ、
「カウンセリングマインド」として説明されています。

カウンセリングマインドのスキルを1つあげ、それを説明してください。

問題16

認知行動療法のアセスメントの一つに認知行動モデルがあります。

認知行動モデルではストレス反応を4つの項目に分けます。4つの項目とは何ですか。
また最近自分が感じたストレスについて4つの項目についてどのような反応があったか
説明してください。



認知⾏動モデル

環 境 個 ⼈
ストレス状況
(ストレッサー) ストレス反応

気分
感情

⾏動

認知

⾝体

ストレス反応を
4つの領域に分ける

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.

認知行動モデル

環 境
個 人

ストレス状況
(ストレッサー)

ストレス反応

気分
感情

⾏動

認知

⾝体

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.



問題16

認知行動療法のアセスメントの一つに認知行動モデルがあります。

認知行動モデルではストレス反応を4つの項目に分けます。4つの項目とは何ですか。
また最近自分が感じたストレスについて4つの項目についてどのような反応があったか
説明してください。

問題17

「今から1分間、シロクマのことだけは考えないでください。」と言われても、考えないよう
しよう、忘れよう、他のことを考えてごまかそうとしても人はむしろそれを考えてしまいま
す。これを強迫観念と言います。

認知行動療法ではこのような強迫観念についてどのように対処するよう推奨しています
か？具体例をあげて説明してください。



強迫観念

・考えないようしよう
・忘れよう
・他のことを考えてごまかそう
とするとさらに思い浮かべてしまう

「今から1分間、シロクマのことだけは考えないでください。」

思い浮かべないようにするのではなく、
思い浮かべても⼤丈夫な⾃分になることが⼤切

“不安をなくす”ことはゴールじゃない

望ましくない対応法 効果的な対応法

嫌な場⾯に
出会わない

ように逃げる

好きなことに
没頭して気を

紛らわす

⼋つ当たり
して発散する

緊張しそうな
場⾯にも少し
ずつ挑戦する

リラックス法
を試してみる

周りの⼒を
借りる



“不安をなくす”ことはゴールじゃない

⼤切なのは、「不安だけど、できた」という経験

問題17

「今から1分間、シロクマのことだけは考えないでください。」と言われても、考えないよう
しよう、忘れよう、他のことを考えてごまかそうとしても人はむしろそれを考えてしまいま
す。これを強迫観念と言います。

認知行動療法ではこのような強迫観念についてどのように対処するよう推奨しています
か？具体例をあげて説明してください。



問題18

•認知行動療法のアセスメントの一つに認知行動モデルがあります。
•認知行動モデルでは、環境と個人の相互作用によって互いが影響しあっていると考え
ます。

•例えば「彼からのメールの返信が遅い」という事実に対して、気遣うメールをしそっとし
ておくことで彼からは後ほど連絡があるかもしれませんが、何度も確認のメールをする
ことでむしろ距離を取られることがあるかもしれません。

•あなたが最近感じたストレスについての、環境と個人の相互作用についての例をあげ
てください。

認知⾏動モデル 相互作⽤(環境と個⼈)

環境と個⼈は相互作⽤している

環 境 個 ⼈

ごめんと謝る
(嫌われたくない︕)

気遣うメールをしそっとして
おく

うざいなと思う
(本当に仕事が忙しいんだよ︕)

何度も確認のメールをする。

もう別れようという
(もう限界だ)

職場に確認の電話をする

彼からのメールの返信が遅い。

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.



問題18

•認知行動療法のアセスメントの一つに認知行動モデルがあります。
•認知行動モデルでは、環境と個人の相互作用によって互いが影響しあっていると考え
ます。

•例えば「彼からのメールの返信が遅い」という事実に対して、気遣うメールをしそっとし
ておくことで彼からは後ほど連絡があるかもしれませんが、何度も確認のメールをする
ことでむしろ距離を取られることがあるかもしれません。

•あなたが最近感じたストレスについての、環境と個人の相互作用についての例をあげ
てください。

問題19

•認知行動療法のアセスメントの一つに認知行動モデルがあります。
•認知行動モデルでは、個人内の相互作用によって互いが影響しあっていると考えます。
•例えば「彼からのメールの返信が遅い」という事実に対して、不 安を感じ、自宅に閉じ
こもることで、さらに不安を感じるという相互作用・悪循環が発生することがあります。

•あなたが最近感じたストレスについての、個人内の相互作用についての例をあげてく
ださい。



認知⾏動モデル 相互作⽤(個⼈内)

相互作⽤的に捉えることが⼤切

気分
感情

⾏動

認知

⾝体

彼に好きな⼈ができたんじゃ︖
このままだと関係が壊れてしまうのでは︖

不 安
⼼ 配
落ち着かない

彼に何度もメールや電話をしてしまう
⾃宅に閉じこもる

眠れない
涙が出る

彼からのメールの返信が遅い。

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.

認知⾏動モデルで気付く悪循環

CBTではこの悪循環を断ち切れるよう介⼊する

嫌な出来事を経験する

否定的な認知が浮かぶ ネガティブな感情が⽣まれる

対処⾏動がうまくいかないさらに気分が落ち込む



認知⾏動モデル

ストレッサー

認 知 感 情

⾏ 動⾝体

問題19

•認知行動療法のアセスメントの一つに認知行動モデルがあります。
•認知行動モデルでは、個人内の相互作用によって互いが影響しあっていると考えます。
•例えば「彼からのメールの返信が遅い」という事実に対して、不 安を感じ、自宅に閉じ
こもることで、さらに不安を感じるという相互作用・悪循環が発生することがあります。

•あなたが最近感じたストレスについての、個人内の相互作用についての例をあげてく
ださい。



問題20

•認知行動療法のアセスメントの目的の一つに「外在化」があります。
•外在化とは何かを説明してください。また外在化をすることのメリットについても説明し
てください。

外在化

⾃分の体験をツールなどに書き出すこと

●外在化することで⾃らのストレス状況やストレス環境を距離を置いて眺め、
客観的に理解したり整理したりできるようになる

●現状を把握する(悪循環を理解する)ことが治療の第⼀歩

●「悪循環が理解できる」と「悪循環から抜け出す⽅法を考えることができる」

●悪循環を理解しただけでも不安は減る(⾃分の⽴ち位置を俯瞰的に⾒ることが
できる):⼈は「よくわからない」ことに対して不安を感じるため

現状を把握することで⾃分の置かれている状況に客観的
になることができ巻き込まれなくなる



外在化のメリット ⾃⼰理解

外在化は⾃分⾃⾝を理解するきっかけとなる
●⾃分の考え⽅・感じ⽅のパターンを知ることができる
●⾃分の⾏動のパターンを知ることができる

⾃⼰理解が深まればストレスへの対処だけでなく
⾃分⾃⾝が「よりよく⽣きる」ことにも役⽴てる

⾃⼰観察(セルフモニタリング)

今、⾃分はどのような状況に対してストレスを感じているのだろう︖

今、⾃分の頭にはどういう考えやイメージが浮かんでいるのだろう︖

今、私の中にはどういう気分や感情が⽣じているのだろう︖

今、私の⾝体はどのような反応を起こしているのだろう︖

今、私はどのような⾏動をとっているのだろう︖

ストレス反応にその場で気付くのが⼤切︕

⾃分で⾃分を客観的に観察する



「巻き込まれない」ということ

⾃らの体験に巻き込まれることなく距離をとって
そのまま眺めることが出来るようになることが⼤切

外在化

モデルを意識しながら
話すだけでも効果はあるけれど…

できるだけ書き出しましょう︕

認知⾏動モデル

ストレッサー

認 知 感 情

⾏ 動⾝体



問題20

•認知行動療法のアセスメントの目的の一つに「外在化」があります。
•外在化とは何かを説明してください。また外在化をすることのメリットについても説明し
てください。

問題21

•認知には、浅いレベルの認知である自動思考と、深いレベルの認知であるスキーマが
あります。

•自動思考とスキーマの例を説明してください。



階層的認知モデル

気分
感情

⾏動⾝体

●浅い︓⾃動思考︓意識に上りやすい
●深い︓スキーマ︓意識に上りにくい

認知

⾃動思考
Automatic thought

スキーマ
(信念・思い込み)

浅い

深い

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.

階層的認知モデル 自動思考とスキーマ

●学校は遅刻すべきで
ない
●時間は守らなくては
ならない

⾃動思考
浅いレベルの認知

スキーマ
深いレベルの認知

●⾛れば間に合う
●信号変わらないで︕
●宿題⼊れたかな

スキーマはその⼈にとっての当たり前の信念
スキーマは当たり前のことすぎて意識に上ってこない

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.



自動思考

意識に上がってきやすい捉えやすい思考

⾔ 葉
イメージ

お腹すい
たなー

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.

スキーマ(信念・思い込み・ものの見方・価値観)
その⼈にとっての当たり前の信念
当たり前すぎてスキーマ⾃体が⾃動思考として上がってくることはない
スキーマは⼀⼈⼀⼈異なるため、異なるスキーマを持つ⼈と分かり合えない、と感じることもある

本⼈にとって当たり前すぎることであるので意識に上ってこない
捉えにくい思考

伊藤絵美. (2011). ケアする人も楽になる 認知行動療法入門 BOOK1. Bunkyo, Tokyo: 医学書院.



問題21

•認知には、浅いレベルの認知である自動思考と、深いレベルの認知であるスキーマが
あります。

•自動思考とスキーマの例を説明してください。

問題22

•認知には、浅いレベルの認知である自動思考と、深いレベルの認知であるスキーマが
あります。

•認知行動療法の基本原則である「今ここに」を考える上でまず扱うべきものはどちらか
説明してください。またそれをまず扱う理由も説明してください。



認知行動療法の基本原則 「今ここに」を扱う

背景としての前提やルール

中核信念(スキーマ)

⾃動思考

根本解決す る に は 中核的思い 込 み に
アプローチしないとと考えるかもしれ
ないが、CBTの多くの研究では否定的
⾃動思考への介⼊こそが治療効果が⾼く
効果が継続した。

CBTでは基本的に否定的⾃動思考を扱う。

その時々で瞬間的に浮かぶ考え

⽇常の⾏動や発想の基準となる考え

価値観

Westbrook, D. (2011). An Introduction to Cognitive Behavior Therapy: Skills and Applications. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

認知⾏動療法の基本原則 「今ここに」を扱う

今燃えている⽕を消したいのであれば、
⽕をつけたマッチを探すのではなく、⽕を
燃やし続けているもの(燃料や酸素など)に
対処すべきである

認知⾏動療法では今それを維持しているものに注⽬する
Westbrook, D. (2011). An Introduction to Cognitive Behavior Therapy: Skills and Applications. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.



将来における問題の再発を予防するには

⽕事が⼀旦消⽕されたらまっちがどこにある
のか調べておくと良い。

同じ理由で⽕事が起こるのを避けることが
できる。

治療の難易度が⾼いので最初からは扱わない

Westbrook, D. (2011). An Introduction to Cognitive Behavior Therapy: Skills and Applications. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

問題22

•認知には、浅いレベルの認知である自動思考と、深いレベルの認知であるスキーマが
あります。

•認知行動療法の基本原則である「今ここに」を考える上でまず扱うべきものはどちらか
説明してください。またそれをまず扱う理由も説明してください。



問題23

•認知行動療法を行う上で行うアセスメントに、機能分析(ABC分析)があります。
• Aとは何か、Bとは何か、Cとは何かを説明してください。
•また、機能分析を行う理由を説明してください。

機能分析(ABC分析)

先⾏事象
Antecedent

⾏動
Behavior

結果
Consequence

⾏動の維持要因を⾏動の連鎖に沿って明確化すること



行動の機能 反応クラス

欲しいものを得る 嫌なものから逃れる

活動/物 注⽬ (⾃⼰)刺激 (⾃⼰)刺激注⽬活動/物

反応クラス︓同じ⾏動の機能を持つ群
⾏動の機能は⼤きく2つに分けられる

問題23

•認知行動療法を行う上で行うアセスメントに、機能分析(ABC分析)があります。
• Aとは何か、Bとは何か、Cとは何かを説明してください。
•また、機能分析を行う理由を説明してください。



問題24

認知行動療法を行う上で行うアセスメントに、機能分析(ABC分析)があります。
行動の機能4つをそれぞれ説明してください。
また認知行動療法を行う際になぜ行動の機能を考えることが大切なのか説明してくださ
い。

⾏動の機能

⾏動の機能 4つ

獲 得

キャンディが欲しい︕︕︕︕ プールに⾏きたくない︕︕︕

逃 避

⾒て欲しくて奇声をあげる

注 ⽬

感覚が楽しくて掻きむしる

感 覚
⾃⼰刺激



問題24

認知行動療法を行う上で行うアセスメントに、機能分析(ABC分析)があります。
行動の機能4つをそれぞれ説明してください。
また認知行動療法を行う際になぜ行動の機能を考えることが大切なのか説明してくださ
い。

問題25

機能的コミュニケーショントレーニングとは何か説明してください。

また機能的コミュニケーショントレーニングで扱うであろう問題行動と代替行動の例を1
つ提示してください。



⾏動の機能が同⼀である
適切なコミュニケーションの仕⽅を教える

ストレスがたまるとお漏らしを
してしまうことがある⼦ども

「休憩したい」
って⾔ってごらん

機能的コミュニケーショントレーニング(FCT)

先行事象（A) 行 動（B) 結果事象（C)

難しい課題

攻撃行動や自傷行為
（問題行動） 課題について教えて も

らえる「先生、わかりません」
（代替行動）

先行事象（A) 行 動（B) 結果事象（C)

少ない注目

攻撃行動や自傷行為
（問題行動） 大人が注目してくれる

「ぼく、頑張ってる？」
（代替行動）



問題25

機能的コミュニケーショントレーニングとは何か説明してください。

また機能的コミュニケーショントレーニングで扱うであろう問題行動と代替行動の例を1
つ提示してください。

問題26

認知行動療法では、例えば学校に行けた回数や教室の中にいられた時間などイン
フォーマルなアセスメントをすることがあります。

インフォーマルなアセスメントの例を、具体的な事例の例を提示して1つ提示してください。



インフォーマルなアセスメント

● 学校に⾏けた回数

● 教室の中にいられた時間

● ⼈と話すときに感じる主観的不安感の程度

● 怖いと思うものに近づけた距離

● 家の前の停留所からバスに乗って移動できた停留所の数

「〜しない」ではなく「〜する」という肯定的な⾔い回しで

問題26

認知行動療法では、例えば学校に行けた回数や教室の中にいられた時間などイン
フォーマルなアセスメントをすることがあります。

インフォーマルなアセスメントの例を、具体的な事例の例を提示して1つ提示してください。



問題27

認知行動療法では、自分が自分の治療者になることを目指します。

その際に自身をより深く知り、自分自身で自分の問題などに気づくきっかけを与えるた
めに「ソクラテス式質問」を用いることがあります。

具体的にどのような質問をするか、例を提示して説明してください。

ソクラテス式質問

受容や共感、傾聴を⽰すことでラポールを築きながら話を聴く。

話に⽿を傾けながらアセスメントを⾏う。

ソクラテス式質問を⽤いて、相⼿とカウンセリングの⽬的地を決める。



ソクラテス式質問

CBTでは、仮説を⽴てて検証するという“実験的な態度” が重要

➤ 介⼊計画を⽴てる際の仮説設定のための質問

ソクラテス式質問が効果的な場⾯

・より具体的な情報がほしいとき
・話題を設定したり変えたりしたいとき
・新しい考え⽅や解決⽅法を導き出してほしいとき

ソクラテス式質問

す

ぐ

く

し

ふけ

数値化する

具体化する

比べる

証拠を探す

副詞や形容詞を掘り下げる



数値化する

客観的数値︓順位、回数など

「今の3つを、⼤切な順番に教えていただけますか︖」
「週に何回くらいそうしていますか︖」

主観的数値︓体験、感覚など

「今の気分を1~10で表すと、どのくらいですか︖」
「そうできるという⾃信は何パーセントくらいですか︖」

数値化する

A君は、ばい菌やウイルスに対して強い不安を持っていて、朝ご飯を⾷べたり着替えをしたり

する前に気が済むまでシャワーに⼊って体を洗い続けます。「寝ている間に汗をかいたから、

僕の体はすっごく汚れているに違いない︕」「このまま朝ご飯を⾷べたり服を着たりするなんて、

恐ろしくて仕⽅ない」と話しています。結果的に、準備にたくさんの時間がかかってしまうので

学校に遅刻したり休んだりしてしまいます。A君は、学校⾃体は嫌いではありませんが、給⾷

の時間はやはり気が済むまで⼿を洗わなければいけないので、学校に⾏っても給⾷は⾷べずに

帰ってきます。



具体化する

曖昧な表現や漠然とした表現を⾏動に置き換える質問です

例えばこう⾔えます

「元気になりたい」
➤「具体的にどうなったら、元気だと思えますか︖」

「もう少し頭が良かったらな」
➤「頭が良いとは、具体的にはどういうことですか︖」

「調⼦が悪くて…」
➤ 「調⼦が悪いというのは、具体的にはどういう状態ですか︖」

証拠を探す

漠然と信じ込んでいる思い込みについて、冷静に証拠を探すと
⾃分が必要以上に悩んだり不安になったりしていることに気づけます

例えばこう⾔えます

「どのようなことから、そう考えるようになったんですか︖」

「そう考えるようになった理由について、説明してもらえますか︖」

「“みんなが嫌っている”と感じたことには、どんな理由がありますか︖」



副詞や形容詞を掘り下げる

⾔葉によっては、⼈によって解釈が異なるものがあります。
相⼿の解釈とこちらの解釈を統⼀しないと、適切な⽬標を⽴てられません。

例えばこう⾔えます

「『強い』とおっしゃいましたが、強さとはどういうことですか︖」

「『普通の』とは、どんな状態のことを⾔いますか︖」

「お家の中がどうなれば、『きれいな』状態と⾔えますか︖」

問題27

認知行動療法では、自分が自分の治療者になることを目指します。

その際に自身をより深く知り、自分自身で自分の問題などに気づくきっかけを与えるた
めに「ソクラテス式質問」を用いることがあります。

具体的にどのような質問をするか、例を提示して説明してください。



問題28

認知再構成法の対象となるクライアントには、例えば100点じゃないと意味がない、完璧
以外は 失敗と同じなど物事を「白か黒か」で割り切るなど「認知の歪み」と言われる考
え方の癖を持っている場合があります。

よくある「認知の歪み」を1つあげ、それを説明してください。

ユガモン(考え方のクセ)

カンペキン
物事を「⽩か⿊か」で割り
切り、完全でなければダメ

だと思わせる

イッツモー
⼩さな出来事をもとにして、
すべての出来事が同じよう
な結果になると⼀般化し過

ぎる

ワープ
確かな理由もないのに、悲
観的な思い付きを信じ込ん

でしまう

フィルター
物事の悪いところばかりが
⽬につき、良い点やうまく
いったことを⾒えなくさせ

てしまう

スコープ
⾃分の短所や失敗を実際よ
りも⼤げさに考えて、反対
に⾃分の⻑所や成功を実際
よりも⼩さくとらえる

キメツケ
⾃分の中にある感情をもと
に物事を判断し、それが絶
対的な事実であるかのよう

に決めつける

ベキベキ
⾃分や他⼈に対して「○○
すべき」「○○でなければ
ならない」とルールにし

ばって考える

レッテルン
物事や⼈を「○○である」
と悪いほうに決めつけてラ
ベルを貼り、⼀度貼ったら

はがさない

コージン
よくない出来事が起こると、
⾃分に関係なくても、⾃分

のせいだと考える



問題28

認知再構成法の対象となるクライアントには、例えば100点じゃないと意味がない、完璧
以外は 失敗と同じなど物事を「白か黒か」で割り切るなど「認知の歪み」と言われる考
え方の癖を持っている場合があります。

よくある「認知の歪み」を1つあげ、それを説明してください。

問題29

認知再構成法の大きな目的の一つに「考え方の幅を広げる」というものがあります。考え
方の幅を広げるために有効であると考えられる質問を教えてください。



考え方を広げる質問

その考えで⽭盾する事実は︖

どうしてそう思うの︖

友達が同じ考えで苦しんでいたら何とアドバイスする︖

問題29

認知再構成法の大きな目的の一つに「考え方の幅を広げる」というものがあります。考え
方の幅を広げるために有効であると考えられる質問を教えてください。



問題30

リラクゼーションでは「リラックスした状態」を目指します。

認知行動療法における「リラックスした状態」とはどのようなものか説明してください。

“リラックス”ってどんな状態︖

(A)や(B)のイメージが強
いけれど、本当のリラッ
クスは(C)のこと



“リラックス”ってどんな状態︖

⼀般的にイメージしがちな、「緊張 VS 弛緩」のような
⽩か⿊か、全か無かという考えを、まずは捨てましょう

リラックスとは︓
「完全に眠っておりなにもしない状態や弛緩した状態ではなく、
緊張と弛緩の間の⼀番最適な状態・位置・場に⾝を置くこと」

（平井, 1993)

問題30

リラクゼーションでは「リラックスした状態」を目指します。

認知行動療法における「リラックスした状態」とはどのようなものか説明してください。



問題31

リラクゼーションでは主に「環境調整」と「主体的に取り組む」方法があります。それぞれ
具体的な方法をあげて説明してください。

リラクセーションの2つの⽅法

環境調整 主体的に取り組む

●綺麗な花を飾ってみる

●カーテンや壁紙の⾊を緑や⻘など落ち
着く⾊にしてみる

●ゆったりとした⾳楽をかける

●アロマを焚いてみる

●落ち着くための呼吸法を⾝に着ける

●筋⾁の緊張のほぐし⽅を⾝に着ける



問題31

リラクゼーションでは主に「環境調整」と「主体的に取り組む」方法があります。それぞれ
具体的な方法をあげて説明してください。

問題32

不安や恐怖を克服する認知行動療法の技法にエクスポージャーがあります。

エクスポージャーの種類をあげ、それぞれの特徴を説明してください。



エクスポージャーの種類

フラディング

恐怖刺激に近接する
ペースを急激に⾏う

段階的エクスポージャー

現在単に「エクスポージャー」
と⾔われている技法

現実エクスポージャー

実際に刺激に近接する⽅法

イメージエクス
ポージャー

イメージ上で刺激に近
接する⽅法

⼦どもには段階的エクスポージャーを使⽤することが多い

効果で⾔えば【イメージ ＜ 現実】だが、⼦ども相⼿の場合は柔軟に

感情のメッセージを理解し誤解を解くことが大切

⽝が危険なものではないと理解できた
ら恐怖は減り近くことができるように
なる

感 情 メッセージ 促される⾏動
恐 怖 危険だよ 離れる

石川信一. (2018). イラストでわかる子どもの認知行動療法. Chiyodaku, Tokyo: 合同出版.



問題32

不安や恐怖を克服する認知行動療法の技法にエクスポージャーがあります。

エクスポージャーの種類をあげ、それぞれの特徴を説明してください。

問題33

不安や恐怖を克服する認知行動療法の技法にエクスポージャーがあります。

エクスポージャーを開始する前に行うべき心理教育について説明してください。



何度もチャレンジすると不安は減る

最初はドキドキするようなことも繰り返すこで慣れていきます

誰だって初めての登校
初⽇はドキドキする

最初⽔は怖くても徐々に
泳げるようになる

最初補助輪がないと怖く
ても乗れるようになる

石川信一. (2018). イラストでわかる子どもの認知行動療法. Chiyodaku, Tokyo: 合同出版.

⼼理教育はとにかく丁寧に︕
● 不安な場⾯に遭遇すると、急に不安が⾼まる

● 不安な場⾯を避けることで、⼀時的に不安の減少を⾃和うことができるので、
次も同じ⾏動をとりやすくなる

● 不安な場⾯を避けると、⼀時的に安⼼することはできるが、「次はどうしよう」
「また起こるのではないか」という新しい不安が⽣まれる

● ⼀⽅で、不安な場⾯でも避けずにその場にとどまり続けると、時間の経過と
ともに不安は徐々に減っていく

● 繰り返しエクスポージャーすることで、不安は徐々に減っていき、減るまでの
時間も短くなる



⼼理教育はとにかく丁寧に︕

● カウンセリング中だけでなく、家でも宿題として練習する必要がある

● 不安の低い場⾯で恐怖を感じなくなると、さらに不安の⾼い場⾯でも
はじめより不安が減少する

⼼理教育はとにかく丁寧に︕

初めは怖くても 時間がたつと慣れるよ

犬だ…
どうしよう！

ドキドキするよ…
怖いよ…

あれ、平気に
なってきたぞ

⽯川（2013）を改変



⼼理教育はとにかく丁寧に︕

はじめて挑戦 何回か挑戦 たくさん挑戦

不安は⼤きくて
減るのに時間がかかる

不安は⼩さくなり
すぐ減るようになる

⽯川（2013）を改変

⼼理教育はとにかく丁寧に︕

犬だ…
どうしよう！

ドキドキするよ…
怖いよ…

また同じことが
あったらどうし
よう…

⽯川（2013）を改変

途中で逃げると…



問題33

不安や恐怖を克服する認知行動療法の技法にエクスポージャーがあります。

エクスポージャーを開始する前に行うべき心理教育について説明してください。

問題34

子どもにエクスポージャーを実施する上で注意すべき点として、「エクスポージャーの後
には望ましい結果を与える」というものがあります。

「エクスポージャーの後には望ましい結果を与える」とはどのような意味か、なぜこれを
行うのが大切なのか説明してください。



エクスポージャーの後には望ましい結果を

⼤⼈にとっては“不安が減少した”という感覚そのものが⼗分に望ましい結果、
その⾏動を持続させるものとなりえるが、⼦どもの場合はそうシンプルでない
場合も多い

● トークンエコノミーの活⽤

● ⼦どもの家族やその他の⽀援者に⼦セラピストの役割を依頼する

問題34

子どもにエクスポージャーを実施する上で注意すべき点として、「エクスポージャーの後
には望ましい結果を与える」というものがあります。

「エクスポージャーの後には望ましい結果を与える」とはどのような意味か、なぜこれを
行うのが大切なのか説明してください。



問題35

エクスポージャーの対象となるクライアントは「安全信号」を持っている場合があります。

安全信号とは何かを説明してください。

また、最終的に安全信号を取り除く必要がある理由も説明してください。

安全信号

これがあれば安⼼できる、というもの
安全信号があればパニックが起こりにくくなったり予期不安を感じにくくなる

薬が⼿元にあれば怖くない 友達と⼀緒なら海外へもいける



安全信号は『お守り』だけど・・・・

安全信号に依存してしまうようになる。

安全信号がなくても不安を抑制できるようになるのが最終⽬標︕
(お⺟さんと⼀緒でないと学校に⾏けないようでは困る)

エクスポージャーを⾏うときには最終的に安全信号を
取り除けるように⽬標を⽴てる

問題35

エクスポージャーの対象となるクライアントは「安全信号」を持っている場合があります。

安全信号とは何かを説明してください。

また、最終的に安全信号を取り除く必要がある理由も説明してください。



問題36

問題解決思考/行動実験を行う際のアイディアを出すポイントについて説明してください。

アイディアを出すポイント まずはたくさん
アイディアを

出そう

⾊々な種類の
アイディアを
出そう

アイディア同⼠
を組み合わせて

みよう

アイディアの良し
悪しは判断しない

ようにしよう

出来るだけ具体的
に書こう



問題36

問題解決思考/行動実験を行う際のアイディアを出すポイントについて説明してください。

問題37

問題解決思考ででたアイディアから、目標を立てる際に大切なポイントを説明してくださ
い。



⽬標の⽴て⽅

Specific 具体的に

Measurable 測定可能な

Able 可能そうな

Relevant ⾃分の問題と関係している

Timing 実⾏時期も同時に決める

男の⼦と好きなアニメについて話したい

男⼦にモテたい︕

男の⼦おしゃべりした回数/時間

まずは挨拶から

⾃分の⾃信につながる

朝登校時

問題37

問題解決思考ででたアイディアから、目標を立てる際に大切なポイントを説明してくださ
い。



問題38

行動実験では、「目標を成功させること」よりも、「実際に行動実験を行ってみること」が
重視されます。これはなぜですか、説明してください。

⾏動実験

⼊れて
クラスの⼦全員から嫌われていると感じて
学校が楽しくない。

⽬標︓クラスの⼦と⼀緒に遊べるようにな
る。

Aちゃんは普段からよく話すから話しかけ
やすい。

【⾏動実験】
Aちゃんがみんなと遊んでいるところに
「⼊れて」と⾔ってみる

⾏動実験の結果で適切な認知へと修正していく



⾏動実験の⽬的

「試してみたい考えが現実的か
どうかを確かめること」

良い結果が得られなかったとしても，実験によって考えを検証できればそれで合格。
もし良い結果が得られなかったら他の解決策を考えよう。

計画は実⾏してこそ意味がある

せっかくやるんだから成功させないと︕と思う必要はない。

⾃分の仮説が正しかったかどうかを確認するためだけのプロセス。

結果がどうだったかを確認する。

⾏動実験の結果で⾃分の認知を修正していける

適切な認知へと修正していくためのプロセス



問題38

行動実験では、「目標を成功させること」よりも、「実際に行動実験を行ってみること」が
重視されます。これはなぜですか、説明してください。

問題39

人間関係の持ち方のパターンは主に3パターンあります。それぞれを説明し、理想的な
パターンはどれかを説明してください。



⼈間関係の持ち⽅のパターン

⾃分の気持ちや考え、
意⾒を表現しなかった
り、曖昧な⾔い⽅をす
るパターン。⾃分を責
めたり、相⼿への怒り
を⽣み出しやすし。

⾮主張的

⾃分の気持ちや考え、意
⾒をはっきりと伝えるも
のの、相⼿の⾔い分や気
持ちを無視、または軽視
するパターン。
堂々としているようで、
後味の悪さや後悔を感じ
やすい。

攻撃的

⾃分も相⼿も⼤切にした
⾃⼰表現。意⾒が合わな
くても、歩み寄りをはか
り、お互いが納得のいく
答えを導き出そうとする。
⾃分も相⼿も気持ちがい
い。

アサーティブ

アサーティブなコミュニケーションが理想

問題39

人間関係の持ち方のパターンは主に3パターンあります。それぞれを説明し、理想的な
パターンはどれかを説明してください。



問題40

アサーティブな自己主張を行う際に考えるべきステップを1から4まで説明してください。
アサーティブな自己主張を行う際に使用できる「みかんていいな」について説明してくだ
さい。

アサーティブな自己主張

⾃分の気持ちや考えを相⼿に率直に伝える⼀⽅で、
相⼿の気持ちや考えを理解しようとも努⼒する

⾃分の気持ちや考え
を把握する

その気持ちや考えを、
相⼿にわかりやすく、

率直に伝える

相⼿の反応を⾒
届ける

相⼿の気持ちや考え
に⽿を傾ける

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4



アサーティブなセリフ作り

みかんていいな

見る 感じる 提案する 否と言われたときの代案

み かん てい いな

アサーティブなセリフ作り

みかんていいな

⾒る 感じる 提案する 否と⾔われたときの代案

み かん てい いな

もう1時よ。
遅かったのね。

付き合いもあるか
ら⼤変ね。でも、
何度電話しても出
てくれなくて不安
だったわ

⼦どもが学校に⾏き
たがらないの。相談
したいのだけれども、
⼤丈夫︖

それじゃあ、明⽇の朝は
少し早く起きてきて相談
に乗ってくれる︖



問題40

アサーティブな自己主張を行う際に考えるべきステップを1から4まで説明してください。
アサーティブな自己主張を行う際に使用できる「みかんていいな」について説明してくだ
さい。

問題41

カウンセリングの終結で扱うトピックについて説明してください。



終結で扱うことのできるトピック

● これまで⼀緒に考えてきたことや取り組んできたことを振り返る

● これから直⾯するかもしれない問題に備えさせる

● 必要に応じてフォローアップの約束をする

問題41

カウンセリングの終結で扱うトピックについて説明してください。



support@togetheraba.jp

お気軽に
質問ください！


