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「ことばの力」                    理事長 岩田満理子

 

かつてカウンセリングを学びはじめ

た頃、私は学びの中で相手に添った言葉

がなかなか出せなくて、ふがいなさを味

わい続けていた。そんな時に佐治守夫先

生の「カウンセリング入門」を読んだ。

その一節に「カウンセリングは、言葉よ

りも在り方が大事なんだ」と読んでしま

った私は「そうだそうだ」とばかり「言

葉ではなくて在り方の方が大事なんじ

ゃないですか」と師（現 協会顧問藤木

偉和雄先生）にくってかかった。その時

に言われたのが、「在り方が大事だから

こそ、言葉が大事になるんだ」というこ

とだった。その時の私は「ふーん、そん

なものか」と､その言葉を心にしまった。

そして、学ぶうちに「言葉の在り方が自

分をあらわす」ということを実感するよ

うになってきた。今にしてみれば、佐治

先生のことばも「どんな言葉を使えばい

いのか」というような技術に陥ることな

く､自分というものの有り様を磨いてい

くことが大事なのだと書いておられた

と思う。 

 

言葉というのは単なる道具･･･今風に

言えばコミュニケーションツール･･･で

はなく「言霊」という言葉にもあるよう

に、言葉には生命が宿ると古くから伝え

られてきた。言葉には生きた力があり、

それは、現代でも厳然として変わらない

はずである。しかし、日本語の変遷とい

う以上に、極端に短くした記号のような

言葉を聞くことが増えてきて、言葉が軽

く使われている場面が多くなってきて

いるような気がする。そして、それはそ

の言葉を発する人間（自分）を軽視する

ことにつながっているのではないかと

危惧する。そうであれば、私たちは「自

分」というものをもっと大切にするため

には「自分の言葉にどれほどの思いを込

めているのか」「今の言葉は自分の内の

どこから出てきているのか」といった自

己吟味、すなわち“関係の中での自分を

問う”ことが､自分の生命を、ひいては

相手の生命を大切にすることになって

いくのではないかと思う。「ことばの力」

を再認識したいと思うこの頃である。 
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今号から「心を育むカウンセリング講座」を連載いたします。これは、「健康な子

ども」誌(日本生活医学研究所：現在廃刊)に 1993 年から 3 年にわたって連載され、

大好評だった 現協会顧問 藤木 偉和雄先生の書き下ろしです。初心者にもベテラ

ンにも役に立つ記事だと考え、藤木先生より了解をいただき、今回より転載させてい

ただくことにしました。 

 

「カウンセリングって何でしょう」 
  

じめじめした日、二人で歩く最合い傘 

 

「五月雨や 肩寄せ歩む 最合い傘」 

うっとうしい梅雨時、降ったかと思

うと晴れ、また、じとじとと降る小雨。

傘もなく体をこごめて歩いている人に、

そっと傘をさし出し、二人で歩く最合

い傘。 

じめじめとした雨の中でも一緒にぬ

れずに歩く舗道。心の中になにげなく

広がる、スーッとしたさわやかさ。そ

んな光景が浮かびませんか？ 

 私たちは､いつもさわやかな太陽や､

風の中を気持ちよく歩いているとは限

りません。照る日もあれば､雨の日も、

また、何かしらゆううつな日もありま

す。 

 たまたま、心がじめじめしていると

き、カウンセラーと呼ばれる人から､必

要なとき、サッと傘を差し出される(そ

れも自然のうちに！)。その傘の中、二

人がお互いにぬれないよう、肩ふれ合

って歩く、なんとなく心がスーッとさ

わやかになり､体全体がじわっとしっ

とりしてくるように感じるプロセス。

この関係をカウンセリングと呼びます。 

 今まで何かしらじめじめしていた心

が､何となくさわやかな気持ちになり、

自分の道を歩いていけるようにするの

がカウンセリングなのです。 

 

 

 

みんないつでも“よく生きたい”から･･･ 

 

カウンセリングというと、心に痛み

を感じる人、学校や人間関係での不適

応の児童や生徒の心理、精神や神経に

不調を訴える人の心理療法と考えられ

てきました。もちろん、そういう面を

もっています。ですから、むずかしい

心を育むカウンセリング講座･･･１ 
日本カウンセリング協会顧問 藤木 偉和雄 
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理論や方法があり、それゆえ一般の人

にはとても手の出せないものと思われ

てきました。しかし、C.R.ロジャーズ

(米国。臨床心理学者)が、自身の豊富

な臨床体験から生み出した哲学が世界

に大きな感銘を与えました。 

博士の哲学は「人間は生来、成長し､

発展しようとする衝動をもっている」

という考えです。 

人間は､だれでも、生まれてきた自分を

よく生きたいと思っています。けれど

も､何かの拍子に､石につまずくように

自分を見失ってしまうときだってあり

ます。その時においても人間は､今より

よく生きようと思います。しかし、ど

んなにじ
・

たん
・ ・

だ
・

踏んでも、どうにもな

らないときがあるのです。 

そうした“よく生きよう”とする衝

動のバネになる人がいたら､そのバネ

を活用して､自分で暗闇からジャンプ

することが可能です。そのバネになる

人を“促進者”いわゆるカウンセラー

と呼ぶのです。 

生まれてきた自分が、よりよい自分

になる。その道を､自分一人で検討する

のは、とてもむずかしいことです。そ

こで、このバネを活用し、人間関係の

中で､自分自身が､長い石段を登るよう

に汗をかきながら、少しずつその道を

明らかにしていく。一歩、一歩､登る人

がクライエント。登るためのバネにな

る人がカウンセラーなのです。 

 

 

生まれつきの自分自身、ですか？ 

 

人間社会の中では、実に様々な人が

います。陽気な人がいるかと思えば、

内にこもりがちな人、元気すぎて、ち

ょっとハメを外してしまう人、自分に

ついて考え込んでしまう人。 

 しかし、これを、自分自身の生まれ

つきのものと思ったり、決めてかかっ

たら､窮屈どころか､大変危険なことで

す。 

 

先述のロジャーズ博士は､次のよう

な人間観を世に問いました。「人間とは

生来、①主体的、②独自的、③創造的、

④社会的な存在である」と。 

 

 

 

もし、これが「①依存的、②平均的、

③模倣的、④反･非社会的」であるなら、

それは、人間社会の中で作られて
・ ・ ・ ・ ・

しまった
・ ・ ・ ・

、世
・

を
・

忍ぶ
・ ・ ・

仮
・

の
・

姿
・

なのです。

だから、人間本来の在り方に回復する

こと､もっと肯定的にいえば、自己実現

を図ることが必要である、と明言しま

した。 

ふり返って、私たちは、自分を､子ど

もをどんな姿に看ているでしょうか？

また、どんなふうに作ってしまったの

でしょうか。まさに十分検討する余地

があると思います。 

次号から、人間そのものを検討し、

カウンセリングのあり方を検討してい

きたいと思います。 
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平成２８年度 加盟団体ワークショップの報告 

 

島根カウンセリング研修会      会長 菊地 節雄 

 

平成２８年７月１６日～１８日、松江

市の「サンラポーむらくも」に於いて

夏季研修会を開催しました。 

 今年も岩田満理子さんに世話人を御

願いし、中身の濃い研修会が開催でき

ました。 

 最初は世話人がクライエントで参加

者がカウンセラー。カウンセラーがク

ライエントをどのように感じているか

を伝える演習でした。 

  ペーパーカウンセリング（ペーパ

ーに書かれている文章を読んで応答す

る）やカウンセラー、クライエントを

何回も体験しました。 

 メンバーや世話人が見ている前でカ

ウンセラーとしてカウンセリングを行

うことは、緊張するし自分から“カウ

ンセラーをやります”と名乗りを上げ

ることは、とても勇気のいることでし

た。私は、演習を行って、うまくいか

ないことが多々ありました。しかし、

成功の秘訣は「失敗は当たり前」「練習

してもすぐに結果を求めない」「失敗を

否定的に考えない」と世話人から話さ

れ気持ちが少し軽くなりました。 

 研修会最後のふり返りで「人との関

係を深めるうえで忘れたりしていたこ

とを気づいた」「相手から感ずることを

いい言葉で返すことが大切」「自分をし

っかり感じられるようになった」「皆が

向上しようという雰囲気が感じられ、

そのような場におれて、とても良かっ

た」等々がありました。  

実りの多い夏季研修会でした。                

 

 

日本カウンセリング協会岡山         会長 森口 章 

 

平成 28年度 10月 8日（土）～10日（月）

に倉敷山陽ハイツで実施しました。以

下に参加者の感想を紹介します。 

①ベーシック・エンカウンターグルー

プ 

 ◎安心感があり、ゆったりとできま

した。参加メンバーそれぞれにいい

時間になったようで良かったです。 

◎ホンネが聞けたところが満足でし

た。安心できる、ゆったりとした時

間が気持ち良かった。 

②構成的エンカウンターグループ 
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 ◎過去の出来事を今は違ったとらえ

方をしていることに気づき、一歩前

へ進んでいけそうです。人の話は丁

寧に聴いてみなければわからない。

一人ひとりの大切な物語を聞かせて

いただいて感動で一杯です。 

 ◎男女比もよく、パワー的にも程よ

く心地よく過ごせました。思いがけ

なく整理がついた自分を感じていま

す。                      

 

 

日本カウンセリング協会くまもと   代表 藤岡 淨信 

                              

第 51回くまもとカウンセリングワー

クショップは８月５日(金)～７日(日)

に菊陽町のホテルサンロード熊本で開

催。参加者は岩田理事長他、地元世話

人を含めて 15 名。県内から 11 名、県

外から４名の参加がありました。 

熊本地震を被災した年に開催できた

のは、本当にラッキーでした。会場の

馴染みのホテルがひどい被災を免れて

いたこと。被災したけれど身体は無事

で参加者もあったこと等々。  

被災した人は恐怖の体験やそれを経

ての今の心境を聴いてもらうことがで

きました。また遠い地でどんな思いで

地震のニュースに触れ今回の参加を決

めて今ここにいるか、深いところでの

心の交流がありました。 

開催できるか開催していいものか悩

みましたが、「地震を経験した今年こそ

開く意味があるのでは」という思い（

願い）のとおり、地震の年のワークシ

ョップは参加者にとって忘れられない

癒しの機会となったように思われます。 

 

 

日本カウンセリング協会三重    広報 豊田 昌子 

 

三重のワークショップは。9 月 17 日

（土）18 日（日）にプラザ洞津でひら

かれました。 

参加者は世話人を含めて 7 名。今回

のワークショップでは､岩田満理子世

話人により特に「○○について」とい

う具体的なテーマ、学習内容は示され

ず、各人の思いによって進められるワ

ークショップでした。 

参加者の日々の思いや出来事につい

ての話から、エンカウンターを中心に

学習が展開しました。 

そして最終セッションでは各人が「

カウンセラー」「クライエント」を体験

し、振り返りをしました。 

参加者からは 
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「この研修会で得たことを帰宅して

からすぐに実行したいと決意した」 

最後におこなった面接、クライエン

ト体験で「日頃モヤモヤしているとこ

ろがはっきりしてよかった」 

「二日間湧き起こる気持ちに正直に

動け、それまでぼんやりしていたこと

にも自分なりの理解が深まった」など、

それぞれの参加者から学びや関係を深

められたという声が寄せられ、大変密

度の濃い二日間となりました。 

 

 

第２３回二級カウンセラー研修会報告 

 

神奈川カウンセリング研究会会長 

 吉田 尚友 

 

第 23回日本カウンセリング協議会二級カウンセラー研修会は、2016年 11 月 26日

（土）27日(日)の二日間にわたり、日本女子大学桜楓二号館で開催されました。 

その内容の概略を報告させていただきます。詳細は、３月末に発行予定の協議会の

機関紙「カウンセリング」をご購入頂き、お読みいただけると幸甚に存じます。 

 

内容 ：一日目 (10時半～16時半) 

１．理事長挨拶 

２．特別ミニ講演 

小河 豊氏（東京カウンセリング研修センター） 

   

東洋哲学とロジャーズ理論の関連性 

ついての話。無心の状態と３条件の一 

致。小河氏の傾聴は、今ここにやって

くるものにもっぱら注意を向けるこ

と。聴かせていただくだけである。

 

 

３．二級カウンセラー資格取得者による体験発表 

①傳田容示子氏  セルフ自立カウンセリング研究所 

②中川 松枝氏  ＮＰＯ法人もみの木静岡カウンセリング研修センター 

③三矢 幸子氏  日本ユマニテ協会 

 

４．二級取得者の体験発表を聞いて 

３グループに分かれて話し合われた。 
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５．講 演 

演題 問題は成長への宝物 

講師 清水幹夫先生（法政大学名誉教授） 

 

 ロジャーズ理論の発展過程を６つの

時期に分けて説明。特に１９４７年の

論文「人格の体制についての観察」の

重要性を強調。ここでは知覚の場の体

制と行動との関係、自己知覚と適応と

の関係、自己知覚の変化の条件などに

ついて述べられている。その意義は、

自己知覚が変化することにより行動を

変化することができるという仮説のも

とに、クライエントの自己知覚に焦点

を合わせて援助するという新しいアプ

ローチを提案したことにある。 

 

 

二日目 (９時３０分〜１６時４５分) 

１．理論学習 

下田節夫先生（幡ヶ谷カウンセリングルーム） 

まず、実践と理論との関係、理論の働

きについての話。次に理論とはどうい

うものか。理論は、その人にとって変

わらないものから成り立ち、生成発展

する。そして、下田先生の理論を形成

した人間観について。さらには、心理

療法の中で大切にしていることの数々

の話。 

 

２．グループ学習 

①ファシリテーション（石井要子、岩谷素子） 

②エンカウンターグループ（小河 豊） 

③ロールプレイ（根岸常美、吉田尚友） 

④フォーカシング（兵頭孝子、稲毛田貴史） 

  

 

 

 

日本カウンセリング学会第 50回大会 

 研修会：平成 29（2017）年 9月 22日（金）   

大 会：平成 29（2017）年 9月 23日（土）、24日（日） 

会 場：筑波大学東京キャンパス・跡見学園女子大学     

 

日本交流分析学会大会 

テーマ：「交流分析と心身医学の連携～その実践・研究・教育」 

会 期：2017年 10月 7日（土）～9日（月・祝） 

他団体の研究･研修会案内 
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会 場：近畿大学東大阪キャンパス G（東大阪市小若江 3-4-1） 

 

第 19回 学校心理士学会大会 

テーマ：「子どもが笑顔になるためのコラボレーション 

（仮～よりよい環境調整と支援力向上～」 

期 日：平成 29年 9月 16日（土）・17日（日） 

会 場：筑波大学春日キャンパス（茨城県つくば市） 

 

 

第29 回日本学校教育相談学会 総会・研究大会 

テーマ：「 チームでひろげ つながる学校教育相談  

～温かい眼差しの輪の中で～ 」 

期 日； 平成２９年８月４日(金)・５日(土)・６日(日) 

会 場：神田外語大学（千葉県千葉市美浜区若葉１－４－１  

・８月４日（金） 神田外語大学 

・８月５日（土）６日（日）ポートプラザちば 

 

第 15回日本教育カウンセリング学会 

テーマ；キャリア教育を意識した教育カウンセリング 

     －生涯にわたるキャリア教育を目指してー 

会 期；2017(H29)年 8月 26日(土)、27日(日) 

会 場；大手前大学(さくら夙川キャンパス) 

     (兵庫県西宮市御茶家所町 6-42) 

  

 

 

 

 

 

 

 

協会顧問 城 武信先生の「伊東博先生と私」は、先生のご体調もあり、今号は休

載させていただきます。 

編集後記 

ニューズレター13号をお届けします。日常は不透明なことの多い毎日ですが、カウ

ンセリングを通して、人との温かい関係をさらに深めたいものです。今後ともよろし

くお願いいたします。                  （岩田･井上） 

平成 29年度総会のおしらせ 

 平成 29年度日本カウンセリング協会の総会･研修会は 6月

3日（土）4日（日）に島根･松江にて開かれます。 

詳しいご案内は各団体の代表に送らせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 


