
はじめに

本論文は、公認心理師および臨床心理士養成の

ための第一種指定大学院の附属機関である駒澤大

学コミュニティ・ケアセンター（Komazawa

University Community Care Center：以 下、

KCCCとする）での心理実践実習（以下、学内実

習とする）におけるアセスメント体験を検討の主

題としたものである。以下に、心理臨床家の育成

に携わる相談員（第一著者）と駒澤大学大学院修

士２年生（第二・第三著者）の立場から、本研究

におけるリサーチクエスチョンとその目的を示

す。

相談員（実習指導者）の立場から

公認心理師および臨床心理士の養成を担う大学

附属機関における学内実習では、心理検査や心理

面接を担当することとなるが、心理臨床家を目指

す初学者（以下、初学者とする）は、心理臨床経

験の少なさゆえに、机上の理論から実践への応用

に難しさを感じ、自身が心理臨床活動を行うこと

について、不安・緊張を抱きがちである。特に、

心理面接担当者としてのプレッシャーは、大きい

ものである。よって、初学者に生じやすい不安や

緊張、気負いなどに対する支援については、検討

の余地がある。

従来、初学者に対する支援としては、心理臨床

家によるスーパーヴィジョンが行われてきた。最

近では、初学者自身による学内実習の回顧的報告

を用いた検討とその成長支援も試みられている。

例えば、心理面接の陪席や担当時の体験について

は、初学者の回顧的報告を基に検討が行われてお

り、初学者が感じた困難は自己・他者・環境の内、

自己への困難が最も多く、初学者は自身の内界の

動きに対して困難を感じることが示されている

（上倉ら，2016a）。また、初学者の回顧的報告を基

に、複 線 径 路・等 至 性 モ デ ル（Trajectory

Equifinality Model）を用いて初学者の成長モデル

を検討した結果、初学者は≪第Ⅰ期 陪席・面接

への不安を感じ、クライエントの過度な注目に対

処する時期≫、≪第Ⅱ期 クライエントを受容し、

自身の傾向に取り組もうとする時期≫、≪第Ⅲ期

自身を受容し、心理臨床家としての姿勢を育む時

期≫の三期を経て、不安が緩和し基本的安定感を

得ること、受容・共感・自己一致という臨床家と

しての基本的姿勢が芽生えることが示されている

（上倉ら，2016b）。

その他にも、臨床動作法を用いた実習が、初学

者の成長支援につながることも示唆されている。

例えば、上倉ら（2020）は、初学者が動作法を体

験する中で、自身の感じや感覚に目を向け、気づ

く体験が生じ、自分と向き合い、自己発見し自己

理解が進み、自分で心身に簡便に働きかけられる

という「できる感覚」が培われることを、上倉・

西浦（2021）は、臨床動作法の援助者・被援助者

体験から、クライエントおよびセラピストとして

の自身に思いをよせる体験がなされ、面接担当前

の準備段階において、有用な体験となりうるとし

ている。
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他方、アセスメントは、学内実習においてスー

パーヴァイザー（以下、SVRとする）とともに見

立てと方針を立てる機会であり、心理面接を担当

する上での道しるべともなるものである。アセス

メントとは、「対象の心理学的特徴を多角的に捉

えて援助戦略につなげること（津川，2007）」とさ

れるが、初学者においては、複数の心理検査結果

を統合して、クライエント像を立体的に形作り、

心理面接に備える意味合いも大きい。しかし、木

村ら（2017）は、アセスメント面接における初学

者の困難として、「実感をともなったアセスメン

トができない」、「初期のアセスメントの必要性に

実感が持てない」ことを挙げている。こうした困

難は、心理臨床家を目指す大学院生に共通のもの

と考えられる。また、各大学院における心理検査

訓練に対する大学院生のニーズ（依田，2015）と

しては、「十分な訓練時間」の中で「臨床現場で多

用される検査を扱うこと」、「教員がモデルを提示

すること」、そして「結果の伝え方までをセットに

すること」が見いだされ、座学に加えて、「より多

くの実践経験」とそうした実践に対する「教員か

らのフィードバック」も必要であると考えている

ことが示された。よって、座学で学んだ知識をい

かに実践に応用するか、クライエントや関係機関

へのフィードバックも含めた実践を行うかについ

ても、学内実習で取り扱っていく課題といえよう。

初学者のアセスメント実習については、本邦に

おいて多領域に渡って研究が行われてきた。例え

ば、大学院実践的実習の協力学生に対する心理検

査のフィードバックの作用（奥野ら，2020）、バウ

ムテストの解釈に関する実習の工夫（片本，2005）、

アセスメント面接における初学者の困難（木村ら，

2017）などである。しかしながら、実際に初学者

がアセスメント実施において、どのような不安や

緊張を感じ、それをいかに乗り越えたか、またア

セスメント体験がその後の面接、セラピスト（以

下、Thとする）の姿勢にいかに役立ったかにつ

いて、初学者の視点から検討した実践的研究は見

当たらない。よって、初学者が、アセスメントを

担当することによって、どのような体験をするの

かについて検討することは、今後の指導方法を検

討する上で、重要な資料となると考えられる。

初学者の立場から

初学者Ａ

私は、心理検査の実施に対する苦手意識が強く、

クライエント（以下、Cl とする）との面接に対し

ても問題の本質やどのような人かという Cl像を

はっきりとつかめないような感覚を抱いていた。

しかし、心理検査の実施や所見作成、フィードバッ

クなどを実際に自分で体験することによって初め

て知る感覚が多くあり、その中でこれまでの自分

が不安のあまり「心理検査というのはこういうも

の」「とにかく失敗しないように、なんとかうまく

やらなくちゃいけない」と狭い視野で決めつけて

しまっていたことに気がついた。そして、Cl のこ

とを考えているつもりでいたはずが、気が付かな

いうちに心理検査という“課題”をこなすことば

かり考えてしまっていたことも自覚することがで

きた。このことに気がついたことで、Cl に対する

捉え方、Cl との関係、面接に対する意識などに変

化が得られたように感じる。

以上のような心理検査の実施を通して感じた自

分自身の気持ちの動き、感じたこと、気がついた

こと、変化などについて体験記と言う形で振り返

ることによって、当時の体験について整理するだ

けではなくまた新しく気がつくことのできる点も

あり、修了後の自分自身の臨床活動にも活かすこ

とができるのではないかと考え、実践研究に参加

させていただいた。また、来年度以降心理検査の

実施を初めて経験する学生がこの体験記に目を通

した時、検査に対する心構えや段取りは人によっ

て異なるため参考にはならないかもしれないが、

少なくとも未知の体験に対して抱く不安や戸惑い

は自分以外の学生にも起こり得るものだというこ

とが伝わることで肩の力を抜いて臨むための一助

となれればと思っている。

初学者Ｂ

私は、担当ケースの心理面接開始前に心理検査

を実施したことによって、Cl らしさを自分の中で

ある程度明確にしながら、心理面接を始めること

ができた。また、心理検査を通して、面接を進め

る上での当面の方針を立てることができ、自分が

面接でどのように振る舞い、Cl に接していけばよ

いのか、面接でどのようなことを話し合っていけ

ば、Cl の役に立つのかといったことを自分の中で

段階的にイメージできたことも、面接を進める上

での安心感へとつながった。当時、見立てや今後
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の方針をどのように立てていけばよいのか悩み、

Thとしての自分の振る舞いに自信を持てなかっ

た私にとっては、面接を進める上で心理検査で得

られた見立てや心理面接の方針が非常に役に立つ

ものであった。

そこで、心理検査の実施から所見作成、フィー

ドバック面接までの過程で自身が感じていたこと

などを体験記にまとめることを通して、面接を行

う上での不安を抱え、自信を持てなかった状態か

ら、どのような過程を経て、安心感を持てるよう

になったのかを改めて自分の中で整理できればと

考え、この実践研究に参加させていただいた。

この心理検査実施の体験が自分の中で意味ある

ものとして残り、自身の今後の臨床活動で活かす

ことができればと思う。また、同じように見立

て・今後の方針の立て方や心理検査実施、所見作

成に不安や悩みを抱える後輩の参考に少しでもな

れば、幸いである。

上記をふまえて、本論文では、まず、初学者が

アセスメント実施前から実施後に至るまで、どの

ような体験をしたかについて、初学者の体験を報

告する。なお、初学者の体験を系統的に記すため

に、これらの体験には、他機関への情報提供やリ

テストの実施も含むこととする。そして、得られ

た体験記を基に、アセスメント体験が初学者達に

もたらす心理的作用について検討する。

方 法

報告者 第一著者が、学内実習にてスーパーヴィ

ジョン（以下、SVと略記）を担当した臨床心理士

養成第一種指定大学院修士課程の大学院２年生の

女性２名。なお、臨床心理学や実技を学び始めて

間もないため、本研究では、報告者を適宜「初学

者」と表現する。

手続き 初学者が、学内実習においてアセスメン

トを担当したケースについて、回顧的方法により

報告する。具体的には、アセスメント実施体験に

おける不安や緊張、苦労とどのようにそれらを乗

り越えたかに関する体験記を執筆した。体験記の

内容は、担当したクライエント、実施した心理検

査、アセスメント体験に関するものとした。

体験記の執筆時には、初学者の体験に焦点を当

てるため、主観的体験を記述し、（Ａ）心理検査実

施前から心理面接担当までに感じた感情や考えを

そのまま記述し、なるべく心理学に関する専門用

語を用いない、（Ｂ）「気づき」の記述には、出来

事と行動遂行の間にあると想定される、頭に浮か

んだ考えや行動に至るまでの逡巡も含める、（Ｃ）

共著者とのやりとりを経て原稿修正を繰り返す中

で浮かび上がってきた「気づき」を重点的に執筆

することとする。また、回顧的記述方法を用いた

ため、記憶の変容を防ぎ、振り返りおよび内省を

促すため、執筆した体験記を基に、報告者全員と

SVRによる検討を重ねる、その際には、事実の確

認に加え、報告者が実習当時には意識していな

かった気持ちや思考の動きを検討することとす

る。

臨床素材 学内実習の一環として行ったアセスメ

ントの実施前から心理面接の担当に至るまでに大

学院生が体験した事柄。

倫理的配慮 大学院生が、アセスメントを担当し

たクライエント２名に対して、研究内容と研究倫

理に関する説明を口頭で行った。その際には、ク

ライエントの心理検査結果に触れない形で、体験

記にまとめること、プライバシーの保護と匿名性

の担保がなされること、協力に関しては、撤回で

きることを説明した。両者ともに、研究への協力

に同意が得られたため、同意書に署名を得た。な

お、未成年のクライエントについては、本人と保

護者の署名を得た。本研究の検討の主題は、初学

者の体験であるため、ケースの概要は記述せず、

クライエントの匿名性を担保した。報告者には、

自身に向き合うという心理的負担に配慮し、①共

同執筆、②無理な直面化を避けるというルールの

設定、③文書を用いた振り返りという枠組みを設

けた。そして、第一著者が、報告者に心理的負担

の有無を頻繁に確認した。投稿時には、報告者全

員に論文の確認を経た上で、投稿の承諾を得た。

結 果

共著者全員で、体験記を検討し、共著者間での

内容の統一を図りながら、推敲を６回重ねた。初

回に提出された体験記は、客観的視点が強く、レ

ポート調であった。そのため、初学者の当時の感

情や考えを含めた体験を掬い取るため、SVRと

他の初学者と振り返り再検討するとともに、当時

の体験をよりリアルに表現できるように、主語を

「私」に統一する、自身の感じたことや考えに「」

をつけることとし、各自で加筆修正を重ねた。こ
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うした過程を経て作成した初学者Ａ、Ｂの体験記

を以下に示す。

【初学者Ａの視点から】

クライエント 20代、男性、会社員

テストバッテリー 統合型 HTP テスト（以下、

S-HTPとする）、AQ、SCT、WAIS-IV知能検査

（以下、WAIS-IVとする）の順で実施した。なお、

S-HTPのみ SVRが実施し、私は陪席し所見作成

を担当した。Cl の人物像を多角的に把握するこ

とを目的とし、S-HTPではCl の無意識的な側面、

AQではCl の意識的な自己認識、SCTでは Cl の

前意識的および無意識的側面、WAIS-IVでは意

識的側面について検討し、無意識〜意識の各水準

における Cl の知的および認知的側面・情緒的側

面・対人関係のあり方について捉えることとした。

臨床経験 学内実習を開始して 7 ケ月後に、本

ケースの心理検査を担当した。その時点で担当し

ていた心理面接は、言語面接とプレイセラピー各

１ケースであり、上記の心理検査の実施経験はな

かった。SCT と AQは、本ケースに実施するに

あたり、どのような検査なのか把握するために、

事前に自身で回答したが、その詳細な解釈と所見

作成の経験はなかった。

①心理検査実施前

Cl に対する複数の心理検査の実施が決まった

時、私の中では漠然とした不安感が大半を占めて

いた。その頃はちょうど考えなくてはならないこ

とが多く忙しい時期で、精神的にも時間的にも余

裕がなく、同時期に別の Cl への知能検査実施を

予定していたという要因もあったため、最初に

思ったのは「こんなにたくさんあって本当に乗り

切れるのか、失敗するんじゃないか、ちゃんとし

たものをCl に提供できるのか」という気持ちだっ

た。学生同士で検査の練習をすることはあったも

のの、Cl への実施は初めてのことだったため、未

知の経験に対する不安も非常に大きかった。そん

な思いをどうすれば解消できるのか分からず、た

だ何もせずにいると落ち着かなかったため、２週

間以上前から検査の道具を借りて何度も練習した

り、所見を書くために必要な解釈に関する知識を

得ようと図書館やKCCC、大学の資料室などから

参考書を数冊借りて読んだりした。心理検査の練

習を何度も繰り返すことは、不安の解消につな

がった。しかし、心理検査の実施前から解釈に関

する文献にやみくもに目を通しても、難しくて理

解が追い付かず、かえって不安をあおる結果と

なった。今振り返ると、読めば不安になると分

かっているのならほどほどにしておけばよかった

のにと感じるが、あの時は何もしないでいること

への焦りや不安のほうがはるかに大きく、耐えが

たかったのだと思う。

また、インテーク面接にて Cl と初めて対面し

た時、私は Cl が語る悩みや困りごとの話題を額

面通りに受け取ってしまい、Cl が語った主訴の根

底にある本質的な問題についてはうまく掴めてい

ないような感覚があった。短い面接時間の中で語

られた生育歴等の中にも現在抱えている問題との

関連がありそうだと感じられる部分はあったが、

実態が見えづらいような感覚が強く、それらをど

のように捉え、どのように扱っていけばよいのか

という漠然とした不安があった。「それを Cl と一

緒に探求していくことが面接の中で自分に求めら

れる役割なのかもしれない」という思いもあった

が、「Thである自分がぼんやりとしかとらえられ

ていないものをどうやって Cl に伝えられるのか、

そんなことは自分にはできないんじゃないか」と

いうネガティブな思いも抱いていた。

また、私もCl も、互いに面接に対する不安を抱

いていた感覚があり、インテーク面接時には目が

合うことが少なく感じられた。まだ関係を築くこ

とができていないと理解はしていたが、この体験

から、Cl との次回以降の関わりに対する不安感が

高まっていた。

②心理検査の実施

私は自身について、人一倍不器用で要領が悪い

と認識しており、一度に複数の事柄へ意識を向け

て作業することは最大の苦手分野だと思ってい

た。そのため、滞りなく教示を行ったり、Cl の反

応や回答を正確に記録しながら、採点基準と照ら

し合わせてその場で正誤を判定したり、時間を計

測したり、次の問題の準備を手際よくこなしたり

といった作業を並行的に実施していく必要がある

知能検査に対しても、強い苦手意識があった。経

験を積まなくては成長できるはずがない、やらず

に逃げてはいけないと分かってはいたものの、正

直なところ、できることなら避けて通りたい道

だった。

このような苦手意識があったため、私は先述し

たように強い不安に駆られてWAIS-IVの練習を
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繰り返していた。就寝前に練習することが多かっ

たことも手伝ってか、検査中に手順が分からなく

なり Cl を困らせてしまう夢を見ることも何度か

あった。その頃は“Cl のために、より質の高い検

査を提供するための練習”だと思って取り組んで

いたが、今振り返ってみると、Cl との面接が始

まったばかりの時期の私は「Cl の前で失敗しない

か、失敗したら Cl から失望されるんじゃないか」

という自分を守るための不安や心配が先に立って

おり、“失敗してCl の信用を失わないための練習”

になってしまっていたと思う。

“失敗しないための練習”ではいけなかったの

だということに気がついたのは、Cl の前に座り実

際に心理検査を取り始めてからのことだった。そ

れまでの私は、WAIS-IVなどの心理検査を“得

点を数値として算出することにより Cl の特徴を

捉える検査”と捉えてしまっていた節があり、よ

り正確なデータを得て正確な結果を Cl にフィー

ドバックしなくてはならないという思いも持って

いたが、Cl が心理検査に取り組む様子を見ている

うちにそれだけが全てではないということに気が

ついた。数値的なデータとして得られるのは、Cl

が出した回答やそれまでにかかった時間だけだ

が、目の前の Cl は当然ながらただ機械的に回答

をしているわけではなく、座り方には検査に対す

る緊張が表れていたり、分からない問題に取り組

む際の粘り強い姿勢から Cl らしさが感じられた

り、回答する際の Cl の説明の仕方や回答に至る

まで思考している様子からは Cl がどのような過

程でその回答に至ったのか感じ取れたりと、心理

検査によって確認できるデータだけではなく、そ

の場で Cl と一緒に心理検査を体験しなくては分

からないことが数多くあったことを、この時初め

て実感した。目に見える結果だけではなく、心理

検査中の態度などの情報もアセスメントにおいて

不可欠であることは知識として頭にあり、学生同

士で心理検査の練習をする際にも注目していた点

ではあったが、実際に Cl が心理検査に取り組む

様子を見ることを通して、単なる知識ではなく実

感を得ることにつながったと感じる。このような

実感を得たことによって、失敗をしないためでは

なく目の前の Cl の姿を余裕を持って捉えるため

に心理検査実施の手順に慣れておく必要があるの

だということにも改めて気がつき、「Cl のことを

もっとよく知りたい」という思いが増した。最初

は心理検査実施に対し消極的な思いがあり、検査

者になるからにはきちんとデータを取れるように

しなくてはいけないという感覚で取り組んでいた

ため、「もっとよく知りたい」という思いが自然に

湧いたことに内心驚くような思いもあった。

また、Cl はインテーク面接時や S-HTP実施時

は緊張している様子だったが、最後の心理検査で

あるWAIS-IVの実施時にはいくらか落ち着いた

様子で、余裕を持って心理検査に取り組んでいる

ようだった。私は当初 Cl の緊張を感じ取ること

によって自分自身の緊張がさらに喚起されたり、

目が合いにくかったことから信頼関係を築くこと

ができるだろうかという漠然とした不安を抱いた

りといったネガティブな感覚を抱いていたが、

WAIS-IV の実施に至るまでの間に Cl 自身の緊

張がほぐれ目を合わせやすくなってきていたこと

や、それまでに実施した心理検査への解釈を通し

て私自身が Cl の持っている特徴や Cl らしさを感

じ取りやすくなってきていたことから、暗中模索

で Cl のことを知っていかなくてはならないとい

う不安感が薄れており、心理検査中に「Cl のこと

をもっとよく知りたい」という思いが湧いてから

は、あれほど不安だったことが嘘のように思える

ほど落ち着いて心理検査を実施することができ

た。

③所見の作成

所見を作成する際に最も苦労したのは、心理検

査を通して得られた情報から何が言えるのか一か

ら検討し始めた時だった。どの心理検査でも最初

は結果から見られる特徴を総合的に捉えることが

難しく、ひとつの特徴から何が言えるのか全て箇

条書きの形式で挙げていくことしかできずにい

た。特に、S-HTPの解釈ではその傾向が顕著で、

参考書の記述と Cl が描いた絵を照らし合わせな

がらどのような解釈ができるか検討したものの、

参考書の受け売りばかりを切り貼りして並べてい

るだけで自分の理解が伴っていないような感覚が

あった。しかし、散り散りになって点在していた

解釈の中には同じことを指している事柄や関連し

合っていると考えられる事柄が多くあり、SVR

の指導のもとそれらの関連について考えていくう

ちに、最初は頭の中で違う場所にあった点が繋

がっていった。また、ひとつの心理検査内だけで

はなく、複数実施した心理検査間でも解釈の内容

が一致する部分があったり、関連が考えられたり
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する要素があることにも気がついた。テストバッ

テリーを組むことによって多角的に Cl の特徴を

捉えられるということは知っていたが、形式の異

なる複数の心理検査がいずれも類似した解釈や関

連が見込める解釈へ行きつくというのは不思議な

感覚だった。しかし、頭の中で心理検査ごとに個

別に点在していた解釈を繋ぎ合わせていくにつれ

て漠然としていた Cl像に少しずつ輪郭が見えて

きたように感じられるようになっていき、最初は

ただ参考書をなぞっただけだった解釈を自分の言

葉でまとめられるようになっていったと感じた。

④フィードバック面接と情報提供

フィードバックシートの作成時には、考え得る

解釈を書きだすことに必死になってしまい、

“フィードバック時に Cl がそれを聞いてどう感じ

るか”というところにまで気が回らず、SVRに指

摘されるまでは自分が Cl に所見を伝えることを

イメージせず解釈をまとめることばかりに執心し

ていたことに気がつかなかった。

Cl へのフィードバック前には、Cl にとって役

立つ結果になっているか、伝え方が悪く傷つけて

しまうことはないかなど心配な点がいくつかあ

り、自分の口から説明することへの緊張もあった。

しかし、SVRをCl役にしてロールプレイをして、

伝え方を微修正しフィードバックに備えられた。

また、心理検査を通して Cl の姿が以前よりも見

えやすくなったような感覚が得られていたため

か、最初に感じていたような漠然としたやり場の

ない不安はなくなっていた。

フィードバックの際は、Cl が所見の内容を聞き

ながら「そういえば自分には前からこういうとこ

ろがありました」「家族からもこんな風に言われ

ました」など自分の体験を思い返して納得する様

子が見られた。また、心理検査時よりもさらに目

が合いやすくなったり表情が和らいだりしていた

ことから、面接室が安心して話せる場であると感

じてもらえているのではないかと思えた。このよ

うな Cl の落ち着いた様子や所見の内容に納得す

る様子を見ることによって、私も安心しながら話

し、緊張をほぐしていくことができた。このよう

に、Th側からはフィードバックの内容をCl に納

得していただけたこと、Cl側としては概ね納得す

ることのできるフィードバックを通してThから

理解されている感覚が得られたことを通して、双

方が互いへの信頼感を高めるための足掛かりにも

なったのではないかと感じられた。また、イン

テーク面接時には私も Cl 自身も現在抱えている

問題の根底に何があるのか捉えられていないよう

な感覚があったが、心理検査の所見を介して Cl

の持っている特徴や現在抱えている問題について

の見解を共有することによって、双方が今後の面

接の目的についてより具体的に意識しやすくなっ

たと感じられた。

また、SVRの指導のもと、Cl を KCCC に紹介

した主治医との情報を共有を図るため、Cl に渡し

たフィードバックシートに加筆する形で資料を作

成した。WAIS-IVの規定により、下位検査評価

点については Cl 本人には伝えられなかったが、

主治医にはより詳細な情報を伝えられるよう、

WAIS-IVの下位検査評価点とプロフィールなど

一部の内容を追加した。Cl 用の所見を書き始め

た頃は、情報を取捨選択する余裕がなく当てはま

りそうなものを並べていた状態だったが、Cl 用、

医療機関用の２種類の資料を作成したことによっ

て Cl に伝えられる情報、医療機関に渡したい情

報の線引きについても考える機会になったと感じ

る。他機関へ所見を送付することについて、これ

までは“情報共有”のうちの一つという大枠でし

か捉えられていなかったが、送付にあたって

SVRの指導を基に医療機関宛ての資料にわかり

やすく但し書きをしたり、送付状に記載する文面

を検討したりしたことで、実際にどのようなこと

が必要になるのか初めて知ることができた。

⑤心理面接の開始

心理検査実施前は、Thとしてどのような対応

が求められるのかと考えるあまり Cl の抱えてい

る問題を捉えることにばかり目が行っていた。そ

のため、テストバッテリーを組んで心理検査を実

施することになった時は、「Cl について多角的に

捉えるため」と頭では理解していながらも、心理

検査を通して検討することができるのは「Cl がど

んなことに困っているのか」「問題の根底に何が

あると考えられるのか」などが中心になるのでは

ないかと思ってしまっていた。しかし、実際に心

理検査を通して分かったのはこのようなネガティ

ブな側面ばかりではなかった。心理検査を通して

見えたのはCl の持つ“Cl らしさ”や“Cl像”であ

り、その中に Cl の持ち味も問題の本質に繋がっ

ているような要素が包括的に含まれているという

ことに今回の体験を通して気がつくことができ
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た。そして、こうした気づきがあったことで、「と

にかく Cl がどういう問題を抱えているのか捉え

ないと」と焦るような感覚が少しずつ薄れ、「Cl

はどんな人物なのか、面接室の外の生活場面では

どんなことを体験し何を感じているのか」なども

含め考えようと思うようになってきたのではない

かと感じる。

面接の進め方については、私だけではなく Cl

にも変化があったと感じた。心理検査実施前は

Cl が日常場面で感情を揺さぶられる対象や出来

事について語ることが多く、私はそのことについ

て問題の本質からは外れているのではないかと感

じながらもどうすれば Cl の内面に焦点を当てら

れるようになるのか分からずにいた。しかし、心

理検査結果のフィードバックを通して感情を揺さ

ぶられる対象や出来事の話だけではなく Cl 自身

の心にも目を向けていく必要があるという考え方

について確認し、そのことに Cl が納得したこと

によって、Th-Cl間で面接に対する意識がある程

度共有できるようになったと感じる。

面接の焦点がぶれた時には、SVRと見立てに

立ち戻ったこともあった。そのため、面接の中で

は、Cl が感情を揺さぶられた対象について話す場

面においても、Cl 自身がそれについてどのような

気持ちを抱いたのか、その気持ちが湧くのはなぜ

なのかなど内面にまで目を向けながら話すことが

できるようになっていった。その他にも、アセス

メント体験を通じて、当初抱いていた漠然とした

不安が和らぎ、「不安なままでもよい」と自身の不

安を肯定できるようなった。

心理検査を何週にも渡り実施している間は、面

接を求めて来談した Cl を長く待たせることに

なっているのではという思いが少なからずあり、

Cl にも面接の進行に対し焦りが見える場面が

あったが、もし心理検査を実施せず言語面接から

始めていたら、現在のような状態に至るまでもっ

と長い時間がかかっていたのではないかと思う。

【初学者Ｂの視点から】

クライエント 10代、女性、高校生

テストバッテリー S-HTP、SCT、ロールシャッ

ハテストの順で実施した。Cl は、医療機関で発達

関連の心理検査を予定していたため、KCCC で

は、無意識から意識レベルにおける Cl の自己像

や性格傾向、家族関係を含む対人関係等について

理解を深める目的で、上記の心理検査を行った。

なお、S-HTPのみ SVRが実施し、私は陪席し所

見作成を担当した。

臨床経験 学内実習を開始して４ケ月後に、本

ケースの心理検査を担当した。その時点で担当し

ていた心理面接は、言語面接２ケースであった。

上記の心理検査については、ロールシャッハテス

トのみ知人に対して、実施経験が１回あった。

SCT については本ケースで Cl に実施するにあた

り、どのような検査なのかを把握するために、事

前に自身で回答したが、その詳細な解釈と所見作

成の経験はなかった。S-HTPは、実施したこと

がなかった。

①心理検査実施前

大学院修士２年となり、心理面接担当し始めた

当初は、Cl像や Cl の困りごとを引き起こしてい

る要因、その関連性といった見立てを、どう立て

ていけばよいのかわからず、悩むことが多かった。

そのため、担当ケースの面接を進めていく上での

方針も明確に定めることが出来ず、Cl が話す言葉

について行くという受け身な面接に意図せずなり

がちであった。

心理検査を担当することになった Cl は学業上

の悩みを抱え、インテーク面接は保護者とともに

来室された。私にとっては、初めてインテーク面

接に陪席したケースであったため、多少の緊張感

があった。加えて、保護者が同席していたため、

Th として、「頼りなく見られないだろうか」と

いった不安感もあった。また、自分に知識や面接

経験が少ないために、Cl に対する自分の考えが的

を得ているのかと不安に思うこともあり、SVで、

自分が Cl に対して感じた印象等について話す際

にも、どこか自信の無さを感じていた。

②心理検査の実施

心理検査はまず S-HTPの実施を SVRが行い、

私は陪席した。S-HTP 終了後、私が SCTの実施

についての説明をし、Cl に自宅での回答をお願い

した。そして後日、私が実施者として、ロール

シャッハテストを行うという流れであった。

心理検査実施の場に陪席させていただくのはこ

の時が初めてであり、かつ、自分になじみのなかっ

た描画テストであったため、最初は Cl のどのよ

うなところを観察すればよいのかといった迷いや

緊張があった。

しかし、描画の様子を見ていくうちに、Cl のし
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ぐさや検査への取り組み姿勢などから、Cl像が少

しずつイメージできていく感覚もあった。また、

SVRが Cl と関わる様子を客観的に見ることがで

きたことで、検査者として、そして本ケースのCl

に関わる上で適切な関わり方を学ぶことができた

と感じ、次の心理検査実施の際に、どのようにCl

に教示をするのがよいかなどを考えるきっかけに

もなった。そして、描かれた絵全体の印象から、

Cl像や心の状態について、漠然とイメージが浮か

び、インテーク面接で語られたエピソードと繋げ

て理解できる箇所もあった。

後日、ロールシャッハテストを実施した。この

検査が、初めて私と Cl の二人で会う機会となっ

た。保護者や SVRが不在だったことで、自分の

言動を見られているというプレッシャーから解放

されたような気持ちになり、「しっかりしなくて

は」と変に気張らず、落ち着いて振る舞うことが

できた。加えて、ロールシャッハテストが授業や

実習で触れる機会が多かった検査であったこと

も、落ち着いてその場にいることができた要因の

一つであろう。検査中は、今後スコアリングする

ことを考慮し、“必要な情報を余すことなく収集

しなければ”と、問題なく心理検査を遂行するこ

とを念頭に置いて実施をしていた。

しかし、Cl の図版の色の用い方、反応内容や取

り組み姿勢などから、Cl の現在の心の状態や Cl

の好み・興味のあること、不安に思っている事柄

などが、ある程度想像され、次第に、私は「Cl は

こういう人だろうか」とCl のことを思い、理解し

ようとしながら実施するように変化していった。

また、正確に心理検査を実施するためには、検査

者として毅然とした態度で望むのが大切だと思う

一方で、ロールシャッハテストが第三者的なもの

（図版）を介してやりとりすることができる、関係

性が構築されていない私と Cl にとって負担のな

いツールであったため、この機会に少しでも Cl

が自分に対して、安心感を抱いてくれるようにな

ればという思いもあった。

③所見の作成

心理検査結果をまとめ、所見を作成したが、私

は S-HTPと SCT の解釈の経験がなかったため、

所見作成には非常に苦労した。まずは S-HTPの

解釈をしようと試み、参考書を読みながら、家や

木、人の部分ごとの解釈について検討していった

が、参考書に記載されている解釈は通説であるた

め、私にとっては、“なぜそのような解釈になるの

か”と理解できないものが多かった。自分の言葉

ではない参考書の言葉を深く理解できないまま、

所見に記載することに抵抗がありつつも、何とか

形にした初期の所見は Cl らしさのない表面的な

ものであったように思う。また、所見作成の参考

にと、過去の先輩方が作成した所見を閲覧した際

には、「先輩方のようなまとまりのある所見が自

分にも書けるだろうか」と不安に思うこともあっ

た。しかし、その後、SVRから、参考書には書い

ていない Cl の描画に対する解釈をご指導いただ

いたことで、どのように解釈をしていけばよいの

かが、自分の中で少しつかめた感覚があった。そ

の SVを経て、私は参考書を参考にしつつも、描

かれた絵の特徴が、Cl のどんな特徴を表している

のかを考えながら所見を作成するようになった。

しかし、すぐに Cl らしさを表す所見を書けるよ

うになったわけでもなく、SVRに添削してもら

い、修正の赤ペンだらけの所見が返ってくると、

「自分はフィードバック面接までに、ちゃんと形

にすることができるのだろうか」と、不安と焦り

で胸がいっぱいになることもあった。

ロールシャッハテストや SCT も S-HTP と同

様、SVRの指導のもと、何度も修正を重ねた。当

初は、心理検査結果から考えられる Cl の特徴を

羅列しただけの表面的な所見であったが、添削と

修正のやりとりを重ねる中で、徐々にインテーク

面接で語られた困り事が、心理検査結果に示され

た Cl の特徴とどのように関連し、引き起こされ

ているのかといったことを考えられるようにな

り、それらを繋がりのある１つのストーリーとし

て想像できるようにもなった。このように、所見

として文章にまとめる作業を通して、現時点での

Cl に対する見立てがより明確となっていき、その

上で、どのように面接を進めていくのかという当

面の方針を自分の中で持てるようになったとも感

じた。

また、心理検査で Cl の発達傾向を捉えること

も重要であったのだが、私は心理検査結果から、

どのように発達の特徴を捉えればよいのか分から

ず、結果的に情緒的側面に焦点を当てた所見を作

成していた。加えて、私は Cl の語りから、Cl が

自身の発達傾向をネガティブなものとして捉えて

いるのではないかと感じていた。そのため、無意

識に Cl を傷つけないようにしなければという思
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考になり、その思考が発達傾向について記載する

抵抗感をさらに強めていたと思われる。そのこと

について、SVでは、『あなたが、発達傾向のこと

をネガティブに捉えているんじゃないかな？』、

そのために、『Cl を問題から遠ざけて、過度に傷

つきから守ろうとしてない？』といった指摘を何

度か受け、『知的・発達的側面と情緒的側面、対人

関係のあり方を含めて、より客観的な所見を作成

しましょう』と指導された。指導を通して、私は

Cl のセンシティブな悩みや話題に触れられず、Cl

が悩みに向き合えないような面接を今後行わない

ようにするために、「今から自分自身も向き合わ

なければ」と思い直した。その後は、Cl の発達傾

向について自分なりに考察し、所見に書き加える

ように心掛けるようにはなったが、すぐに所見に

まとめることは困難であった。それは、単純に心

理検査から発達傾向を読み取る力が足りなかった

ことも影響しているが、当初はおそらく発達傾向

について記載する抵抗感が強かったため、Cl の特

徴として所見にまとめられるようになるまでに、

時間を要したのだと思う。

④フィードバック面接と情報提供

所見作成後、Cl と保護者に対して心理検査結果

のフィードバック面接を行った。この面接の前

に、所見とは別に、Cl へ向けたフィードバック

シートを作成することになった。その作成のため

に、私はこれまでに作成した所見や心理検査結果

を読み込み、心理検査から見立てた Cl の知的側

面やパーソナリティなどを踏まえて、所見の書き

方（専門的ではない平易な言葉や一般的な言葉）

や内容を工夫し、Cl にとってわかりやすいフィー

ドバックになるよう努めた。

フィードバック面接に向けて作業を急ぐ一方、

面接には再び Cl の保護者が同席する予定であっ

たため、またもやThとして信頼してもらえるか

といった不安や Cl と保護者の二人にアプローチ

しなければならない負担も感じ始めていた。その

ような不安な気持ちを払拭するように、作成した

フィードバックシートをどのように Cl や保護者

に説明しようかと考えたり、同期や SVRをCl役

にして簡単にロールプレイをしたりなど、入念に

準備をした。そのような時間があったことでも、

Cl に対する理解がより深まり、Cl について自分

の言葉で語ることができるようになったのではと

思う。

フィードバック面接では、フィードバックシー

トを Cl や保護者と一緒に見ながら、内容を説明

していく形で行い、時折自分や SVRがCl と保護

者に質問をし、感想等を尋ねた。説明する際は、

心理検査から考えられる Cl の特徴とインテーク

面接時に得られた情報を結びつけ、現在の Cl の

状態からどのように面接を進めていくのがよいか

提案をしていった。うまく説明ができるかといっ

た不安も多少あったが、事前準備の甲斐あってか、

特に問題なく説明することができたため、安堵し

た。SVR のご助力もありながらではあったが、

自分に任されたフィードバックの説明がちゃんと

できたことに加え、フィードバック面接を終えた

後の面接に対する Cl の意欲や保護者の様子から、

「僅かながらも Thとして認められたのではない

か」と感じられ、Thとしての自信も湧いてきた。

また、Cl は医療機関で心理検査を予定していた

ため、Cl に同意を得た上で、医療機関に渡すため

のフィードバックシート、SCT と S-HTP のコ

ピーを渡した。他機関に自分が作成した資料が送

られることに、正直“Cl 理解の役に立つだろうか”

といった不安もあったが、Cl を理解するための一

つの資料として扱われることは、Cl に対する支援

の輪に自分が加わっているようにも感じられ、誇

らしさもあった。

⑤心理面接の開始

心理検査を通して、曖昧であった Cl像をある

程度明確にすることができ、それらの特徴を Cl

が抱える困り事と関連させながら、想像できるよ

うになった。その上で、今後の面接の進め方やCl

への関わり方を段階的にイメージすることができ

たため、それが今後面接を進めていく際の安心感

へとつながった。また、心理検査実施前は、自分

の中で Cl 像を描けず、Th として自分がうまく

やっていけるかという自信のなさを抱えていた

が、心理検査や所見作成を通して、Cl に対する理

解を深められたことや、フィードバック面接時に

Cl について自分の言葉で説明できたこと、心理検

査で明らかとなった Cl の特徴や今後の方針につ

いて、Cl や保護者に受け入れてもらう体験をした

ことが、Thとしての自信につながった。

心理検査を通して得られた安心感や自信によっ

て、私は以前より落ち着いた態度で、面接の場に

いられるようになったと感じる。また、頭の中で

Cl像が整理された状態で面接に臨めたため、Cl
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に対し助言や自分の意見を述べるような際にも、

心理検査から得られた Cl の特徴をもとに根拠を

示しながら、自信を持って意見を述べられるよう

にもなった。

また、所見作成時、Cl の発達傾向について記載

することに抵抗感があり、所見を中々完成させら

れなかったことを通して、Cl が傷つくことの恐れ

から、Cl のセンシティブな話題に触れられないと

いった癖があることに気がついた。臨床的癖に対

する気づきを得た現在は、癖が出ていないかとモ

ニタリングしながら、Cl が抱えている悩みに向き

合えるような面接にしようと心がけるようにな

り、自身のThとしての姿勢に変化があったと感

じる。

⑥リテストの実施

Cl の転居に伴う面接終了に向けて、現在の Cl

の状態を捉える目的で、Cl の同意を得た上でリテ

ストを実施した。心理検査は前回同様、S-HTP

と SCT を実施した（残りの面接回数を考慮し、

ロールシャッハテストは実施しなかった）。SCT

は前回同様、自宅で取り組んでもらうよう教示し、

その後、私が実施者として S-HTPを行った。ま

た、本ケースは他の担当ケースと比べて長期間面

接を行っており、かつ、Cl の話を聞く中で、私自

身様々なことを感じたり考えさせられたりした思

い入れのあるケースでもあったため、Cl の変化を

振り返ることが、「少しでも Cl の自信に繋がるよ

うに」、「今後の生活に役立てられるような体験に

なるように」という思いで心理検査に臨んだ。

心理検査を実施すると、SCT の内容や描かれ

た絵、Cl の言葉から、全体的に以前の落ち込みが

改善したことを読み取ることができた。加えて、

かつての自分のことを『廃人』のようだったと面

接時に語っていた Cl から、『前は自分の気持ちを

明かすことに抵抗感があったけど、今はもうなく

なった』と感想が述べられた。私は面接導入前と

面接後の心理検査結果を比較し、様々な変化が見

られたことに驚き、心理検査が様々な側面からそ

の人の現在の状態を理解するのに非常に役立つも

のなのだと改めて感じた。また、心理検査結果か

ら Cl が全体的によい方向へと変化したことを読

み取れたこと、そして、Cl の言葉からその変化を

感じ取ることができ、「少しは Cl の役に立てたの

ではないか」とうれしく思った。

アセスメント体験が初学者Ａ、Ｂにもたらした心

理的作用とその変遷

アセスメントの体験記を基に、初学者Ａ、Ｂに

共通するアセスメント体験によってもたらされた

心理的作用とその変遷について検討した。まず、

①心理検査実施前、②心理検査の実施、③所見の

作成、④フィードバックと情報提供、⑤心理面接

の開始、⑥リテストの実施について、初学者Ａ、

Ｂがそれぞれホワイトボードに初期、中期、後期

の区分を記した。それを基に、共著者全員で協議

し、初期〜後期の区分を決定した。次に、アセス

メント体験の初期〜中期における初学者の心理的

変遷の段階について、ネーミングを検討し、全員

で合意の得られた名称を採用した。

その結果、初学者のアセスメント体験は、【初期

気負いの段階】、【中期 気づきの段階】、【後期

変化の段階】に分けられた。【初期 気負いの段

階】は、心理検査実施前の準備・練習期間に相当

する。⓪初めての体験に対する不安、①自分の言

動をどう受け取られるかという不安、②「問題な

く失敗しないように」や「しっかりやろう」とい

う気負いから成り、心理検査という初めての体験

を前に不安を感じ、検査者としての気負いがあっ

たことから【気負いの段階】とした。なお、初め

ての体験に対する不安は、初期〜後期に渡って生

じることがうかがえたため、⓪とした。本アセス

メント体験前の時点で、初学者Ａ、Ｂともに、心

理面接担当件数は、２ケースであった。ただ、初

学者Ａは、実施予定の心理検査全てが未経験であ

り、同時期に別のクライエントに心理検査を実施

することに対するプレッシャーを感じていた点

が、初学者Ｂの状況と異なった。

【中期 気づきの段階】は、心理検査の実施、所

見の作成の時期に相当する。心理検査でクライエ

ントに接し、所見の作成を通して Cl に対する理

解を深めるという体験を通して、【初期 気負い

の段階】ではとらえられずにいた①クライエント

に思いをよせる大切さへの気づき、②臨床的癖へ

の気づきを得られたため、【気づきの段階】とした。

【後期 変化の段階】は、フィードバックと情報

提供、心理面接の開始、リテストの実施の時期に

相当する。クライエントや保護者に心理検査の結

果をフィードバックし、情報提供を終えて心理面

接を開始する中で、【中期 気づきの段階】で得ら

れた気づきが拡張し、Cl像もより明確化する中
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で、①クライエント像の明確化と見立てによる不

安の和らぎ、②当面の面接方針による安心感、③

臨床的癖への気づきと対処、④セラピストとして

の下地づくりといったように、セラピストとして

の姿勢や意識に変化が見られたことから【変化の

段階】とした。このような初学者におけるアセス

メント体験の作用とその変遷のモデルを図１に示

す。

考 察

【初期 気負いの段階】

【初期 気負いの段階】では、初学者Ａ・Ｂは、

心理検査の実施という初めての体験に対する不安

や自分の言動をどう受け取られるかという不安を

感じ、「問題なく失敗しないように」や「しっかり

やろう」といった気負いを抱いていた。それぞれ

が抱いていた不安や気負いの内容には各初学者が

置かれていた状況や個々のパーソナリティの違い

などによる個人差があったものの、いずれも未知

の体験に対し身構えることによって生じたもので

あると考えられる。

⓪初めての体験に対する不安

初学者達は、心理検査にまつわる初めての体験

に対して、様々な不安を生じさせていた。初学者

Ａは、Cl に対する心理検査の実施が初めてであ

り、苦手意識があったため、未知の体験に対する

漠然とした不安と「失敗するんじゃないか」と恐

れる気持ちがあった。一方、初学者Ｂは解釈の経

験がない心理検査については、参考書を見てもい

まひとつどのように解釈をしてよいのかわから

ず、不安になっていた。また、所見を何とか形に

するものの、SVRの添削から返ってくる所見は

修正点が多く、そのようなやりとりが続いたため、

「自分はフィードバック面接の期限までにちゃん

と形にすることができるのだろうか」といった不

安も生じていた。

このように、初学者達はアセスメントにまつわ

る初めての体験により、不安が高まっていた。

よって、初学者においては、心理面接の導入時と

同様に（上倉ら，2016a）、アセスメント開始前に

も不安が高まることが示された。

①自分の言動をどう受け取られるかという不安

両者とも、Cl や保護者に自分の言動について、

マイナスの印象を持たれるのではないかと不安を

感じていた。初学者Ａは、「（心理検査の実施が）

失敗したら Cl から失望されるんじゃないか」と

恐れ、初学者Ｂは保護者の同席に対して緊張し、

Thとして「頼りなく見られないだろうか」と不

安を感じていた。したがって、初学者においては、

臨床経験の浅さによって、心理面接の導入時と同
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と見立
て



様に（上倉ら，2016a）、自身の検査者や Thとし

ての振る舞いに自信が持てず、他者評価不安を抱

きやすいと考えられる。

②「問題なく失敗しないように」や「しっかりや

ろう」という気負い

両者とも「問題なく失敗しないように」や「検

査者としてしっかりデータを収集しよう」といっ

た気持ちを抱えながら、心理検査に臨んでいた。

初学者Ａは、心理検査に対する苦手意識や不安か

ら、“失敗して Cl の信用を失わないための練習”

をし、検査に臨んでいた。一方、初学者Ｂは、“必

要な情報を余すことなく収集しなければ”と考え

ながら心理検査に臨んでいた。

このように、【初期 気負いの段階】は、心理検

査実施に向けて練習や準備を進めていた時期であ

り、初学者達は、問題なく心理検査を遂行しよう

という気負いゆえに、視点が自己に向きやすくな

り、Cl を客観的かつ共感的に捉える視点が損なわ

れがちであった。よって、初学者は、不安が喚起

される場面において、自己注目が高まり、Cl側の

視点を持ちにくくなることもうかがえた。

【中期 気づきの段階】

【中期 気づきの段階】では、SVと所見の推敲

を経たことで、Cl と向き合う体験につながった。

それによって、初めての体験に対する気負いが薄

れ、それまであまり目を向けることができずにい

た、クライエントに思いをよせる大切さや自身の

臨床的癖への気づきを得られた。

①クライエントに思いをよせる大切さへの気づき

【中期 気づきの段階】では、実際に Cl の心理

検査への取り組みを見て、Cl に対する理解が進

み、Cl を理解したいという気持ちが強まった。そ

の中で、【初期 気負いの段階】で生じた過度な自

己注目と不安にとらわれ過ぎず、Cl に思いをはせ

て丁寧にその人らしさを捉えることの重要性に気

がつくことができた。

当初作成した所見は、「参考書の内容の受け売

りのような内容」で、通説の寄せ集めといった様

相を呈し、初学者達は自身の理解が追いつかずに

いた。しかし、SVを通じたCl像の検討、それを

基盤に所見の修正を重ねることを通して、単なる

参考書の受け売りではなく、自分の言葉を用いた

所見を作成できるようになった。こうした体験を

通して、座学の知識だけではなく、検査者が心理

検査を通して知った Cl の情報を取り入れ、それ

らを所見に反映していくことの重要性を体感する

ことができた。そして、初学者達は、自分自身の

気負いや小手先の知識に気を取られ、Cl の姿を捉

えるという視点が欠けていたことに気がつくこと

ができた。

このように、初学者においては、SVや所見の

推敲を重ねることを通して、客観的かつ共感的に

Cl と向き合えるようになり、Cl像の輪郭が見え、

Cl らしさを捉えていくことで、初学者自身の気負

いや知識に惑わされず、Cl の姿を捉えることの大

切さに気づくことにつながった。

②臨床的癖への気づき

フィードバック面接前には、初学者Ａは「Cl に

適切な解釈を伝えなくては」と思うあまり“この

所見を伝えたら Cl はどう思うか”という視点を

見落としており、初学者Ｂは“この所見を伝えた

ら Cl が傷つくのではないか”という恐れを抱い

たことから発達傾向について伝えることに抵抗が

あった。このように、違いはあるものの、SVRの

指導を受ける中で自身の臨床的な癖に気がつくこ

とができたという点は、初学者達に共通している。

Huber（1961/2009）は、「報告書の作成者は、そ

の報告書を読む人から身を隠すことはできない。

すなわち報告書は、それを作成した人がどんな人

で、患者についてどのように感じ、患者の何を理

解しているかを示すのである」とし、初学者にお

いては、自身が Cl に対してどのように感じてい

るかに気づき、それらが自身の記述や解釈にいか

に影響するかを気づくことが重要であるとしてい

る。初学者達の体験は、まさにこうした気づきを

経たものであり、それによって適切にアセスメン

トを進められるようになった。

【後期 変化の段階】

【後期 変化の段階】では、以下の４つの変化が

見られた。

①クライエント像の明確化と見立てによる不安の

和らぎ

所見の作成とフィードバック面接を通じて、Cl

像や困り事を引き起こしている要因等に関して、

見立てができ、それをCl にフィードバックし、受

け入れられた体験により、初学者達の不安は薄ら

いでいった。初学者Ａは、心理検査実施前、イン

テーク面接での Cl の語りと Cl の悩みがどのよう
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に結びつくのかが捉えづらい感覚を覚え、それら

の情報をどのように捉え、扱っていけばよいのか

という漠然とした不安を抱えていた。初学者Ｂ

も、Cl をどのように見立て、面接を進めていけば

よいのかわからず悩み、自分が「頼りなく見られ

ないだろうか」と不安に感じていた。

このように、両者とも Cl像や Cl が抱えている

困り事についての見立てを持てていないことに不

安を感じていた。しかし、心理検査の実施から、

フィードバック面接に至るまで、Cl について熟考

し、徐々に Cl が抱える困り事を含めた Cl に対す

る見立てができるにつれて、当初の不安は和らい

でいった。事例研究の意義の一つとして、鶴田

（2001）は、「臨床実践を記述し、それを遂行する

ことによって、実践を客観化することができ、事

例から浮かび上がってくる論理や物語を明らかに

することができる」ことを挙げている。このこと

から、本研究における初学者自身による体験記の

執筆と検討、それを基にした推敲が、その気づき

と成長を後押ししたと考えられる。また、Cl に見

立てをフィードバックし、それを Cl や保護者に

受容される体験は、自身の見立ての妥当性を確認

し、より Cl像が明確化するとともに、初学者の

Thとしての自信を高める作用もあると考えられ

る。

このような過程を経て、立体的な Cl像を見出

せたことは、「実感をともなったアセスメントが

できない（木村ら，2017）」という初学者特有の困

難を乗り越えたものと捉えられる。アセスメント

においては、「その人の姿が浮かびあがってくる

ような解釈をする」ことが大切とされ（沼，2009）、

いわば机上の知識をいかに Cl 理解につなげるか

が求められる。その過程では、アセスメント実習

段階での統合的な視点からの SVRの助言や複数

回に渡る SV、初学者自身がそれらをふまえつつ

も、自身で心理検査結果と SVを基に Cl につい

て捉え直すこと、Cl にフィードバックする体験は

重要な支援となる。これらを通じて、初学者が自

身の臨床上の癖や恐れに気づく体験が重要であ

り、それによって、検査者自身のフィルターや価

値観、思い入れなどを脇に置けるようになること

で、Cl に対する共感的かつ客観的な見立てと心理

面接を行えることが示唆された。

②当面の面接方針による安心感

アセスメントにより、見立てを立てることがで

きるようになったことで、心理面接を進める上で

の当面の方針を明確にすることができた。初学者

Ａは、心理検査を通して、Cl にどのようなアプ

ローチが必要なのかを確認し、今後の方針を明確

にし、その方針を Cl に共有し納得してもらうこ

とを経て、Th-Cl間で面接に対する意識を共有で

きた。初学者Ｂも、Cl像や困り事を引き起こして

いる要因、その関連性等について見立てが立った

ことによって、面接の今後の方針や Cl への関わ

り方を段階的にイメージすることができるように

なり、それが今後の面接を進めていく上での安心

感へとつながっていった。

よって、初学者においては、Cl の見立てが明確

化し、今後の心理面接の方針が明確になることに

よって、心理面接を担当する上での安心感がもた

らされるであろう。また、今後の方針を Cl に共

有することは、ThとCl が作業同盟を結ぶことに

も役立つものである。

③臨床的癖への気づきと対処

心理検査実施からフィードバック面接までのア

セスメント体験を通して、初学者達は、心理臨床

実践における自身の癖について気づきを得た。初

学者Ａは、不安を覚えると Cl のことや自分自身

のことよりも、目の前の課題をこなすことに意識

が向きやすく、“この所見を伝えたら Cl はどう思

うか”という視点を見落としていた。しかし、SV

Ｒの助言により、所見の完成に気を取られ、誰の

ための所見かということに目が向かず、Cl に伝わ

りやすいフィードバックをすることを失念してい

たと気づいた。こうした気づきを経て、いかにCl

の力になれるような内容とするかについて考えな

がら、フィードバックの準備に努めるようになっ

た。初学者Ｂは、Cl が傷つく恐れから発達傾向に

関する記載に抵抗感を抱き、統合的な所見の作成

が困難となっていた。しかし、その後の SVによ

り、初学者Ｂは臨床的癖に気づき、所見作成やそ

の後の面接過程では、臨床的癖をその都度モニタ

リングしながら、自分の Cl への姿勢を見直して

いた。

よって、初学者においては、心理検査の実施と

その所見を基にした SVでのやりとりを通して、

自身の臨床的癖に気づき、それを認識しながら心

理面接中の自身の Cl に対する姿勢や対応を変容

することが、大切であることが示唆された。
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④セラピストとしての下地づくり

初学者達は、アセスメント体験を通じて、心理

面接を行う上でのThとしての下地づくりがなさ

れたように感じていた。アセスメント体験を通じ

て、初学者Ａは、「不安なままでもよい」と自分の

中の不安を肯定できるようになり、初学者Ｂは、

面接を進める上での安心感を得たと同時に、

フィードバック面接など様々な初めての体験を乗

り越えられたことによって、Thとしての自信も

生まれてきた。したがって、アセスメント体験は、

面接でクライエントとやりとりでも揺らぎにくく

なり、そこにいられるという心構えやあり方と

いった、心理面接を担当する上でのThの下地づ

くりにもつながると考えられる。

総合考察

本研究により、アセスメント体験は、【初期 気

負いの段階】、【中期 気づきの段階】、【後期 変

化の段階】において初学者に様々な心理的作用を

もたらすことが示唆された。Zaro et al.（1977/

1987）は、初学者の学習段階として、三段階を挙

げているが、本研究における初学者達もアセスメ

ント体験を経てこうした学習段階を多少なりとも

経たと考えられる。すなわち、本研究における【初

期 気負いの段階】では、初学者達は不安や気負

いのために精一杯な状態であるが、Zaro et al.

（1977/1987）のいう第一段階の「訓練生は自分の

技能の成功や失敗を誰かほかの人に指摘されて初

めて認知する」といったように、SV等を通して

【中期 気づきの段階】に進む。次いで、ふり返り

や初学者自身での省察によって、第二段階の「自

分のしたことを事後に分析できる能力が育ってく

る」という変化は、【中期 気づきの段階】から【後

期 変化の段階】に渡って生じると考えられる。

そして、【後期 変化の段階】においては、アセス

メント体験前よりも、自身の言動や行動を評価し

て、それを柔軟に修正できるようになるなど、第

三段階の「自分のしようとすることをその場で評

価することが出来、そのセッションのなかで失敗

を訂正したり回避したりできるようになる」力が

芽生え、セラピストとしての下地づくりにつな

がったと捉えられる。よって、アセスメント体験

においては、初学者の心理臨床における学習段階

を進める上で、SVやCl像に関する初学者達の熟

考と所見の推敲、ロールプレイを用いたフィード

バックの練習、心理臨床家を志す初学者同士での

振り返りが有用と考えられる。

アセスメント体験における指導の工夫

Zaro et al.（1977/1987）が示した三段階を経て、

Thとしての下地を多少なりともつくる上では、

アセスメント体験の構成要素が重要と考えられ

る。本研究では、依田（2015）の調査から見いだ

された大学院生のニーズである指導者のモデル提

示、初学者自身での心理検査の実施、複数回の

SVと所見の推敲、見いだされたCl像を基にした

心理面接方針の策定と Cl や協力機関へのフィー

ドバック面接までを含めたアセスメント体験を

行った。特に、複数回の SVによるサポートに加

えて、心理面接担当後にアセスメント体験につい

て回顧的に検討することは、初学者の気づきと変

化を促進すると考えられる。

フィードバック面接では、今後の見通しを相手

に伝えた大学院生では、自身が行ったフィード

バックについて、不全感を抱かなかったと報告さ

れており（依田・田島，2014）、見通しまで含めた

見立てとフィードバックを行うことが重要と考え

られる。加えて、内部実習では、心理検査と心理

面接の担当者を同一とすることにより、アセスメ

ント体験によってセラピストとしての下地づくり

が進み、その後の心理面接では、不安や気負いに

圧倒されず Cl に向き合いやすくなり、Cl とのや

り取りを通じて臨床的姿勢が芽生えていくことが

期待される。

初学者達は、心理面接場面で自己に対して多く

の困難を感じることが報告されていることから

（上倉ら，2016a）、アセスメント体験においても、

支援の工夫が必要である。例えば、初学者は、評

価不安などから自身の不安を表出せず抱え込みや

すいため、丁寧に信頼関係を築き、初期〜後期に

渡ってこまめにサポートすることが大切であろ

う。また、所見の完成までには時間を要するため、

その準備期間やゆとりが必要であり、所見の加筆

修正がプレッシャーとならないような配慮が必要

である。依田・田島（2014）は、フィードバック

面接において大学院生は、「被検査者を傷つけて

しまうのではないか」という不安を感じやすいが、

被検査者からネガティブな反応があったとして

も、それを基に協働的なやり取りを重ねていく重

要性を指摘しており、そうした視点を初学者と共

有することも大切であろう。
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アセスメントと心理面接での体験の異同

アセスメント体験では、心理検査が媒介となる

こと、心理面接の担当よりも初学者にとってはプ

レッシャーが少ないことが特徴である。例えば、

面接場面では、初学者は≪第Ⅰ期 陪席・面接へ

の不安を感じ、クライエントの過度な注目に対処

する時期≫、≪第Ⅱ期 クライエントを受容し、

自身の傾向に取り組もうとする時期≫、≪第Ⅲ期

自身を受容し、心理臨床家としての姿勢を育む時

期≫の三期を経る（上倉ら，2016b）ことが示唆さ

れているが、本研究におけるアセスメント体験で

は、心理検査を媒介とするゆえ、クライエントへ

の過度な注目やその受容という課題は生じにく

かった。また、心理面接の担当よりも心理的な負

荷は少ないといえよう。

したがって、アセスメント場面では、心理面接

場面よりも、①過度な自己注目が生じにくい、②

客観的にクライエント像を捉えやすい、③自身が

作成した所見を通して自分にも向き合うため、直

面化による侵襲性が低い、④心理面接と比べて困

難度が低いというメリットが挙げられる。また、

心理面接と比べて、Cl像の明確化とそれに伴う見

立て、面接方針の策定が早い段階でできるため、

受容・共感・自己一致といったThとしての下地

づくりがなされ、その後の心理面接時にもより落

ち着いて Cl と向き合うことができる、アセスメ

ント体験で養った客観性が中立性に役立つという

点も、メリットと考えられ、内部実習でのアセス

メント体験の活用が期待される。

今後の課題

本研究でみられたアセスメント体験が初学者に

もたらす心理的作用については、本アセスメント

体験と並行して行われていた、本学大学院におけ

る教育および KCCC における教員および相談員

による内部実習、外部実習などによる学びが多分

に影響しており、厳密な意味での検討には限界が

ある。加えて、①特定の大学院附属相談機関にお

ける初学者の体験過程である、②指導者が一名の

みであり、特定の指導法に拠った、③報告者数が

少ない、④指導者が研究者も兼ねたことから、得

られた知見には特殊性がある。今後は、量的検討

などにより、知見の再検討やモデルの確認を行う

ことが求められる。

なお、本研究は、一資料ではあるが、表立って

は語られないアセスメントにまつわる初学者の苦

労や苦心をうかがう機会となり、アセスメント体

験がもたらす心理的作用を初学者および指導者が

再検討し、初学者の今後のさらなる成長支援につ

ながることが期待される。
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