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1）日本大学文理学部 1）College of Humanities and Sciences, Nihon University

 学生支援室窓口の立ち上げとコーディネー

ターの育成

1． 大学における学生支援室コーディネーターの

役割

大学における学生相談は，「面接を中心とした

心理学的な方法論をもとに，学生を育てるという

教育活動」（杉江，2010）である。その特徴は，

学生の成長を目的に，関係部署と協働しながら学

生への支援を行っていくことにある。そのため，

カウンセラーは個別面接だけではなく，関係部署

との調整や情報共有を行い，大学全体としての協

力体制を作るコーディネーター機能も担ってき

た。下山ら（1991）は，学生相談の活動として，

援助，教育，コミュニティ，および研究を主要4

活動として挙げ，これらの学生相談活動を組み合

わせて，学生援助のためのソーシャル・サポー

ト・ネットワークを形成するモデルを提示してい

る。このモデルによれば，学生支援のためには，

学生が関係する人々との人間関係を広げていくた

めの「つなぎ役」が必要であることがわかる。し

かし，つなぎ役と言っても，単に関係者を引き合

わせれば良いという役割ではない。専門的な知識

やスキルを必要とする。例えば，小学校・中学校

における教育相談コーディネーターとは，「学校

において，組織的な連携・支援体制を維持するた

めには，学校内に，児童生徒の状況や学校外の関

係機関との役割分担，SCやSSWの役割を十分に

理解し，初動段階でのアセスメントや関係者への

情報伝達等を行う教育相談コーディネーター役の

教職員」（文部科学省，2017）とされている。つ

まり教育相談コーディネーターは，関係者間をつ

なぐだけでなく，アセスメント能力や事例の適切

な報告，調整能力が求められていると言える。根

津・廣岡（2020）は，教育相談コーディネーター

を，「教員であること，生徒のアセスメントを行

い問題の早期発見と早期対応， SC や専門機関と

の連携，予防的・開発的カウンセリングの実践」

を行う者としている。そして瀬戸・石隈（2002）

によれば，高校におけるコーディネートは，

① アセスメント・判断，② 説明・調整，③ 保護

者・担任連携，④ 専門家連携からなり，組織へ

の関わりかけとしては，① 情報収集，② 広報活

動，③ マネジメント，④ネットワークという役

割が求められている。これらをまとめると，中学

高校のコーディネーターに共通しているのは，生

徒や状況をアセスメントし，生徒のために必要な

連携を判断し，必要な説明を関係者に行う能力が

あるということであろう。同様に大学も，学生に

対して，①クライエント個人の見立て，②修学・

学生生活力の見立て，③援助資源の見立て，④社

会的自立力の見立てを行ったうえで，「見立てた

内容を，誰に，どのように伝え，どの次元ではた

らきかけうるのかの判断をしなくてはならない」

（高石，2020）。以上のことから大学におけるコー

ディネーターとは，該当学生のための協働が関係

者間で円滑に進むように，アセスメント能力をも

つ者が，関係者が学生について理解できるように
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支援しながら，関係部署間での支援方法の調整を

行うと考えられる。

2．大学におけるコーディネーターの現状と課題

大学において，コーディネーターはどのくらい

いるのであろうか。日本学生支援機構による調査

（2020）によれば，大学・短期大学・高等専門学

校における障がい学生支援担当者配置校は専任，

兼任合わせて1118校と，95.2％を占めている。担

当者の職種は，コーディネーターが最も多く114

校，次が職員で112校を占めており，コーディ

ネーターの配置は進んでいると言えよう。しか

し，コーディネーターの専門性に関しては，十分

とは言えないのではないだろうか。障がい学生支

援の担当者に関する実態調査（日本聴覚障害者学

生高等教育支援ネットワーク，2012）では，障害

支援担当者として就業する前職は，170名中，大

学職員（49.4％）が半分を占めている。また，仕

事以外の場で障がい学生支援に関わった経験は

213名中，ありが52人（24.4％），なしが161名

（75.6％）と，約1／4は未経験であった。調査か

ら年月は経っているが，大学においてコーディ

ネーターとして働くための必須資格が定められて

いない現状を考えると，全てのコーディネーター

が，アセスメント能力を持つ専門職であるとは限

らないと言える。そのため，コーディネーターと

して必要な専門的技能習得をどのように行うか

は，現在も課題であると言えよう。

筆者は，臨床心理士であり，学部の学生担当と

して，コーディネーターの育成に関わることに

なった。そこで，本学部の実践例を報告し，コー

ディネーター訓練の現状と今後の課題について検

討したい。

3． 日本大学文理学部における学生支援コーディ

ネーター

日本大学文理学部は，日本大学18学部のひと

つで，18学部は関東を中心に点在し，日本大学

本部が全学部を統括している。文理学部は，文

系，社会系，理系の18学科で構成され，学生数

約8,000人である。教員と学生の関りは学科によ

る特色が大きいが，多くは3，4年時にゼミに所

属して小集団指導を受ける。学年の始めには，取

得単位数が少ない学生を対象に，教員による修学

支援のための面接が行われる。職員と学生の関り

は，学生からの問い合わせや質問を，窓口や電

話，メール等で受け，質問に回答し助言を与え，

必要に応じて対面の面談を設定して学生支援を

行っている。

学生支援室は，学生課が管轄し，日本大学本部

より臨床心理士である3名のカウンセラーが月曜

日から木曜日の4日間交代で派遣され，各曜日1

人体制で対応している。本部派遣で対応できない

金曜日と土曜日は，文理学部雇用のカウンセラー

で補充している。身分は全員，非常勤職員であ

る。開所時間は，10時から17時まで。仕事内容

は，学生および学生の保護者へのカウンセリン

グ，教職員への学生対応についての助言，教職員

との学生支援のためのミーティング，全学年に行

う健康調査高得点学生への面談等であり，1日，

フルに活動をする状態になっている。学生相談室

の隣には保健室があり，常勤看護師2名がいる。

そして，内科医師と精神科医師が，それぞれ週に

半日ずつ学校医として勤務している。日本大学

は，2019年に，本部事務分掌規程において，障

がい学生支援が学生課の事務事項として記載され

た。それに伴い，本部の学生支援センターに臨床

心理士資格を持つコーディネーターが配属され

た。文理学部においては，コーディネーターとし

て，本大学の大学職員経験者の女性を任期制職員

として雇用した。但し，障がい学生支援は未経験

であった。

4．コーディネーターの訓練

1）訓練の必要性

文理学部では2019年より，カウンセリングを

主業務とする「学生支援室（カウンセリング）」

と，コーディネーター1名が専従する「学生支援

室（窓口）」の2つに組織を変更した。

本学部の強みは，学生のアセスメントはカウン

セラーに担ってもらえるということである。また

これまでも，聴覚障害，視覚障害，および発達障

害等の学生が学んでおり，支援も行われていた。

しかし弱点としては，その障がい学生支援は各学
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として，1）学生対応に関する能力，2）守秘義務の

厳守，3）コミュニケーション能力，4）多様なニー

ズへの対応能力，5）フォローアップ，6）チーム

ワークの重視，7）大学組織への理解，8）リスク対

応能力，が挙げられている（岡田，山本，佐野，

吉原，2012）。そこで，本学部コーディネーター

訓練は，カウンセラーが連携・協働をする際に必

要な知識等を土台にして，次に示す知識・スキル

習得が必要と考えた。

Ⅰ：基礎知識：1）主要な部署や学科において誰

が何を行っているのかの，人の理解，仕事内容の理

解，2）各施設の場所，機能，利用時間等の理解，3）

本学部コーディネーター業務の理解，4）必要な人へ

の連絡の仕方と学生を紹介する仕方の理解。

Ⅱ：インテーカー：1）面接に関する基本的知識

の習得，2）カウンセラーの仕事内容の理解，3）カ

ウンセリングに関する専門知識の習得，4）イン

テークの実践力の習得。

Ⅲ：障がい学生支援：1）障がい学生についての

理解，2）障がい学生支援についての知識習得，3）

障がい学生支援に必要な情報，機材の情報収集，

4）障がい学生支援の実践，5）障がい学生支援検討

委員会の運営に関する事務作業。

Ⅳ：その他：コーディネーター業務の紹介と業

務内容の広報。

以下，上記の知識・スキル習得の過程を，3期

に分けて報告する。

5． 「学生支援室（窓口）」コーディネーターの訓

練過程

1）2019年4月～6月：支援窓口準備までの期間

科や部署の，その時点での教職員や学生ボラン

ティアにより行われ，個別に対応されてきたこと

であった。このため，機材の有無や情報はどこに

も集約されておらず，担当者が転勤（本部及び

18学部間での異動）によりいなくなると，スキ

ルが引き継がれなかった。また，カウンセラーは

基本1日勤務のため，教員と連携のための時間を

もつことが難しかった。

そこで，本学部コーディネーターの主機能は，

学生を，学生の困り事に関連しており支援が可能

なひとや部署に「つなげる」こととした。この学

生と関係部署を「つなげる」機能は，担当部署案

内のような単純なものから，カウンセラーが行う

アセスメントの基づく「つなぎ」まで幅が広い。

この「つなぎ」の中での本学部コーディネーター

の機能は，カウンセリングは行なわず，関係者間

の調整のみとした。このことを教職員に強調して

伝え，コーディネーターが障がい学生支援を担う

のではなく，教職員全体で対応するための連絡役

であることを，教職員に理解してもらえるように

努めた。しかし，限定したつなぎ業務であったと

しても，学生や関係者と直接話をする，現場の最

前線の仕事であることに変わりはない。つまり，

一般的な事務仕事とは異なると言える。したがっ

てコーディネーターとして必要な知識とスキルは

求められることになる。但し，個人の努力で身に

つけるのは限界がある。「学生支援室（窓口）」が

学生へ効果的支援を行うためにもコーディネー

ターへの訓練は重要な課題であった。

2）訓練の構築

大学でのコーディネーターに求められる8素質

表 1　基礎訓練

目的：コーディネーターが主要な関係者や部署とつながる。

知識習得 スキル取得

学生支援業務の概要理解 学生課業務の基礎的スキルの獲得

学生支援の概要理解（看護師関連） 看護師との対話実習・学生支援の現場見学

学生支援の概要理解（教職員関連） 教職員との対話実習・学生支援の現場見学

学生支援の概要理解（ボランティア学生関連） 学生ボランティアとの対話実習・現場見学

カウンセリング実務の概要理解 カウンセラーとの対話実習・業務補助（予約対応）

留学生支援の概要理解 留学生対応支援者との対話実習

障がい学生支援に関する各種研修 学生支援関連の施設見学

日本大学インテーカー研修（含む，資格取得）



10 教師教育と実践知　第 6巻，7～12.

事例を伺わせてもらった。このように文理学部で

の事例を見聞して，支援の実際を体得していっ

た。加えて，各種，障がい学生支援に関する研修

会への参加も，上記訓練に並行して行った。そし

て，日本大学のインテーカー研修を受講し，日本

大学インテーカー資格を取得した。

2） 2019年7月～9月：障がい学生支援を除くなん

でも相談としての期間

2019年7月11日から，学生支援窓口の利用説

明書を合同教授会にて報告し，学生支援室窓口の

業務を開始した（表2）。

ドアは一部ガラス製なので部屋の閉塞感は少な

いが，当初は，部屋のドアは閉じず，常にある程

度は開いた状態を保つことを原則とした。これ

は，コーディネーターが相談業務に慣れるまで，

相談学生の現実感を保ち，心理的関係が深まり過

ぎずに維持されることを目的としたものである。

実際に窓口に訪れる学生への対応が始まり，実際

の対応を通しての実践訓練が始まった。対応につ

いて困ったことや疑問が起きた場合は，カウンセ

ラー，看護師，学生課・教務課職員，学生担当教

員が，その都度，相談や助言を行った。

3） 2019年10月以降：障がい学生支援も含めた

コーディネーター期間

9月と12月に合同教授会にて，合理的配慮が必要

な学生に対する支援の流れ図と書類一式を示し，学

生支援窓口の役割はインテークと連絡調整役である

ことを教員に周知した。コーディネーターは，学

この時期は基礎訓練として実施して，その主目

的は，コーディネーターが主要な人や部署とつな

がることである（表1）。

まず，4月1日の入職時研修の中で，学生支援

の取り組みについて学ぶ講義を受けた。そして翌

日より，学生課で実務を行いながら学生課の仕事

内容を学んだ。3週目からは各曜日カウンセラー

から1時間ずつ，カウンセリング実務についての

基本的知識の講義を受け，面接記録の取り扱い

方，守秘義務等について学んだ。4週目は，保健

室で，看護師による学生対応を陪席し，看護師よ

り学生支援についての講義を受けた。並行して，

学生に必要な学部の各施設についての情報を集め

た。5月には，カウンセラーと学生間の連絡調整

役を担うために必要な，連絡調整方法やケース対

応，予約方法等について，各曜日のカウンセラー

たちから話を聞く時間を再びもった。そして，カ

ウンセラーの予約補助の仕事を開始した。さらに

学生対応の実際を学ぶために，実際に支援を行っ

ている教職員（教務課，教職センター，学科）か

ら，授業における配慮対応，視覚障碍者への支

援，発達障害傾向のある学生への支援について，

話を伺い，指導の際に陪席をさせてもらった。ま

た，現在，学科として障がい学生支援をしている

ボランティア学生達から，実際の仕事内容や工夫

について聞く機会と，実際の作業の様子を見学す

る機会を与えてもらった。そして，外国語教育セ

ンターでは，留学生への語学支援についての相談

表 2　実践訓練（その1）

目的：コーディネーターは，相談学生の現実感を維持させた心理的関係を作る。

知識習得 スキル取得

関係者による助言 支援室窓口での学生対応

表 3　実践訓練（その2）

目的：実務を通じて，コーディネーターに必要な知識及びスキルの向上を図る。

知識習得 スキル取得

関係者による助言 障がい学生への支援説明

実務を通じた実践的な知識 カウンセラーとの連絡調整

各種研修への参加 関係者との連絡調整

アセスメントに基づくコーディネーターの体験学習

実務を通じた事例対応

業務内容の広報
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レベルのアセスメントに関する専門知識を求める

のは過剰な要求だと言える。当初本学部では，ア

セスメントはカウンセラーに任せ，分業を行う方

針で十分であろうと考えていた。しかし，アセス

メントを説明されれば理解して関与できるわけで

はなく，理解を関与に生かすためには専門知識が

必要であった，そのため今後の訓練として，アセ

スメントの際には，学生の何を見て，どのように

理解したので，この関わりを選ぶのか，アセスメ

ントに関する専門的知識の解説を行い，コーディ

ネーターの理解力を育てる方針を考えている。

7．コーディネーターのこれからの課題

本学部は，チームプレーの重要さを理解してお

り，新しいことへの適応力の高さをもつ，元大学

職員をコーディネーターとして雇用することがで

きた。そのおかげで。コーディネーターの専門的

な仕事内容に特化した訓練を行うことに専念でき

た。アセスメントに基づいたコーディネートを最

終到達スキルとした場合，カウンセラー訓練と同

様に，コーディネーター訓練に最低5年，スキル

到達まで10年の経験が必要となる。学生支援の

ためには，コーディネーターを育てていくという

視点も含めた支援体制の構築が今後の課題となる

であろう。
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学，短期大学及び高等専門学校における障害のある

学生の修学支援に関する実態調査結果報告書，独立

行政法人日本学生支援機構学生生活部障害学生支援

課

日本聴覚障害者学生高等教育支援ネットワーク（2012）

大学生および短期大学における障害学生支援担当者

の業務内容・専門性に関する実態調査報告書，筑波

生，カウンセラー，保護者，学科間の連絡，調整を

行い，実践訓練（その2）が始まった（表3）

コーディネーターは実践について困り事や疑問

が生じた時には，その内容に応じて，カウンセ

ラー，看護師，学生課・教務課職員，学生担当教

員に相談し，相談された側は，それぞれの専門か

らの助言を行った。そして，障がい学生支援に関

して，コーディネーターは，配慮を希望する障が

い学生に対して支援の説明を行い，カウンセラー

と打ち合わせ，関係者の連携会議のための連絡調

整を行い，連携会議の開催までを担った。連携会

議では，会議に参加し，学生担当教員による会議

での司会と説明を見て，アセスメントに基づく

コーディネートを体験学習した。

以降，コーディネーターは各種研修に参加し，

学生支援に必要な知識を習得するとともに，事例

対応を関係者たちと共有しながら行い，必要な場

合は助言を求めて，事例対応力をつけている。加

えて，実践訓練の過程で不足している知識やスキ

ルを，コーディネーター自身が発見し，能動的な

習得を行っている。

6．学生支援室窓口コーディネーターの現在の業務

2021年3月現在，学生支援室窓口コーディネー

ターは，学生・関係者からの問い合わせへの対

応，カウンセラー予約の調整と連絡をしている。

加えて，配慮を希望する障がい学生に対しては，

配慮の流れを説明し，書類について説明し受け付

け，カウンセラーとのアセスメント面接を設定

し，関係部署との連絡調整役を担っている。コー

ディネーターの頑張りを見ていると，職務遂行は

十分に行われていると評価できる。しかし，コー

ディネーター自身の不安や戸惑いは，経験を積み

知識が増えた今だから，多くなっているように見

える。学生を支援する際にカウンセラーは，病理

面と健康面の両方を含んだパーソナリティの仮説

を作り，仮説に基づいた支援方針を立て，その支

援方針に基づいた関与を行い，その後，関与につ

いての評価と考察をおこなう。しかし，このよう

なアセスメント能力は，カウンセラーであっても

何年も訓練を重ねて身につけるものである。した

がってコーディネーターに，カウンセラーと同じ
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