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「小さな句読点」                  理事長 岩田満理子

体を動かしたくないほど疲れた朝に床に座り込んでいたら、心の声が「しば

らく目を閉じてみよう」と誘ってくれました。目を閉じると体の感じが伝わっ

てきます。 

「体重が床にずしんと移動しているなあ」「腕の中で血液が動いているな

あ」・・・そんな感じを味わっていたら、不意に鳥の鳴き声が聞こえました。そ

の声は、すがすがしく懐かしく。「久しぶりの声・・・」 

次々に聞こえてくる車の音も何だか懐かしさの中で聞こえたひとときでした。 

・・・・・・・・。 

「さあ、活動を始めましょう。」私が私に呼びかけました。 

 

しばらく前の疲れきったときの体

験です。自分の声を聞くことは、忙し

くしていると、なかなかできないまま

になっていきます。けれど、この時は

疲れのおかげで自分の体に目を向け

る時間をいただけました。それは、暮

らしの中の句読点のように思えまし

た。 

私たちは日常の中で､ちょっとした

句読点が必要なのではないでしょう

か。フッと立ち止まって体の声を聞く、

草花や木々を愛でる。大げさではなく、

何でもないようなことですが､そんな

小さな句読点が、実は、心をほっこり

とさせてくれ、自己受容につながる大

切な事だと気づきました。 

私たちの人生には、段落がかわるほ

どの大きな出来事もおこりますが、毎

日がそうではありません。日常を日常

として流すのではなく、気づいたとき

に小さな句読点をつけて、自分を振り

返るというのは大切な習慣になるの

ではないでしょうか。イギリスの B.

ソーン博士も、「カウンセラーの訓練」

（D.メアンズ著「パーソンセンタード

カウンセリングの実際」諸富祥彦訳よ

り）の中で同じようなことを言ってお

られたなあ･･･と思い起こしています。
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あなたの「居場所」、ありますか？ 

    ～心を育むカウンセリング講座２～   

 

日本カウンセリング協会顧問 藤木偉和雄 

人間関係の荒波を乗り越えるには 

 前号で「自分が自分らしく生き生きと生

きる」ことが、人生をこよなく素晴らしく

することでありそのためには、カウンセラ

ーという人が必要である、と述べました。 

心に痛みを持つ人も､自分が、今以上に

いきいきと生きることを望んでいます。人

間として生を受け、よりよい社会生活を送

りたい、と誰しもが願っています。 

しかし人間は、なかなか自分の思うとお

りには生きられません。それは､自分の周

りに「人間」が存在するからです。身近な

例えでは、家族、老人、先輩、後輩、先生､

上司がいますね。その中にあって「自分が

自分らしく生きる」ことは、とても大変な

ことです。なぜなら、皆、それぞれの人生

目標は違うのですから。「私はこう生きた

い」と思う人もいれば「自分はこうありた

い」と願う人もいます。そして、おのおの

が目標達成への行動を自分流に実行する

ところから､人間関係のギクシャクが生じ

てくるのです。 

人間関係の荒波の中で柔軟に対応でき

る人は､世の中をスイスイ泳いでいけます

が、固い生き方をしている人（自分ではそ

う思わなくても）は、もまれ、ぶつかりが

ちです。また、柔軟に生きている人だって､

人間関係に負担を感じるようになったり、

ハタと立ち止まったりしてしまうことが

あります。 

そのようなとき、自分の心の居場所さえ

あればその中でフト、一呼吸し、そこで回

復を図りまた、立ち直っていけます。けれ

ども、その居場所がわからなかったり、居

場所のない人はどうなるのでしょう？ウ

ロウロしたり､人からの強いマイナスの刺

激を避けるため、固く自分を閉じたりして､

自分を守るしかありません。 

必死に守ろうとすればするほど人間関

係が狭くなり、孤独の中に自分を置かなけ

ればなりません。さて、そうなってしまっ

た人が、元の自分に立ち返り自由になるに

は、どうしたらよいのでしょうか。 

再び、C,R,ロジャーズ博士の言葉を借り

ましょう。 

人は自由と安全を求めており、そのこと

が充足されれば､自分らしさを発揮する。 

固く自分を閉じてしまった人がどうし

たら再び柔らかさを回復することができ

るのでしょうか。それは自分の中に自由と

安全を感じること。つまり、自分の居場所

をキチンと見つけることなのです。 
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見失ったものに気づくよう呼びかける人 

人は、批難･攻撃された時、自分の自由を

守るために、「人に侵されまい。自分を確保

したい」という強い意志が働きます。そし

て、防衛のために閉じこもるか、それでも

足りない場合は攻撃という形で相手と戦い

ます。 

もし、相手が批難もせず､批評も､比較も

しなかったら､相手から、自分を守ろうとす

る必要を感じません。安心して自分で、自

分の居場所を捜しそして、そこにゆっくり

と休養をとり、回復を図って、また、人間

関係という荒波に乗り出すことでしょう。 

もう、おわかりのことと思いますが、人

間が「自由と安全」を確保していけるよう

な関係の促進を図る人が､カウンセラーと

呼ばれる人です。 

 

 

 

 

 

カウンセラーとは、人を、攻撃、批難、

批判、比較しない人です。今、ある人をあ

るがままに感じ、考え、行動できる人、固

くなってチヂコマッている人に､大あくび

ができ、自分で、自由に､十分屈伸運動がで

きるように促進することができる人なので

す。 

何度も「促進」という言葉がでてきまし

たが、「促進」をカウンセリング関係で言う

と「自分が､その人の気持ちをあるがままに

感じることができ、相手の感情の中心を見

失わない。そしてその人が､見えないでいた

り、また、見まいと思っていたものを､その

心が､ハッと気づき､閉じていたものがパッ

と開くような“よびかけ”ができること」

です。 

それを関係の中で､一瞬、一瞬できる人を

カウンセラーと呼ぶことができるでしょう。 

次回から､実例を中心にカウンセラーの

あり方を学習していきましょう。 

「心を育むカウンセリング講座」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 現日本カウンセリン

グ協会顧問 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、藤木偉和雄先生より了解をいただき、転載させていただいております。 
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平成２９年度 

日本カウンセリング協会 通常総会報告 

藤木 由理 

平成 29年度の総会は 6月 3日（土）島根で行われました。 

昨年度事業報告と、可決された主な事業計画は次のとおりです。 

 

平成 28年度事業報告  

① 総会研修にて、仲間の実践に学ぶということで岡山の森口代表、総社市教育シス

テムの中核になられた藤井氏の講演開催 

②ニューズレター年度内 2回（12号、13号）発行。 

③ホームページ無料作成のものでリニューアルし広報活動に努めた。各加盟団体別に

研修会やワークショップのお知らせ、報告などを掲載。 

 

平成 29年度事業計画 

1, ニューズレター発行 

2, 法人化に向けた準備・・社会的信用を得ることと、収益のある事業を展開するた

め（一般向けの講座やセミナー、個人面接などの収益事業開始）の準備 

3, ホームページの活用・・アクセス分析導入により閲覧者の関心に沿った情報掲載。 

           一般の方々の心に語りかけるコーナーの開設 

4, 協会個人会員制の開始・・協会所属団体の会員の紹介と常任理事会の承認を要す

る。 

個人会員は総会参加、各加盟団体の例会や研修会への出席ができる。 

当協会が、一般の方々向けに役に立てるような組織になるべく、講師派遣事業や協会

からのカウンセラー派遣事業などの提案があり、頼もしく感じられました。 

 

各加盟団体より 

熊本； (熊本地震被災の) 協会からの寄付に対するお礼と共に､寄付を熊本城復興に

充てた旨の報告。 

島根；勉強会と夏・冬季ワークショップ開催 

岡山；年 1回会員以外も例会に参加できるようオープン例会を今年から始める。 

神奈川；昨年度は例会（月１回）実施。今年度は例会（月１回）と研修会を実施した

い。 

三重；月 1回定例会、年 1回ワークショップ開催。おしゃべりサロンは参加者の支援

につながった。 
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全日本カウンセリング協議会 (以下協議会) 総会報告 

公認心理師について、当協議会の単位認定を直接の受験資格に充当することは出来

ない状況。ただし、公認心理師に関する情報は協議会 HPに随時載せていく予定。 

協議会は、今年より「地方創生さわやかサポーター認定協会」での活動に協力して

いく。協議会の有資格者が対象。まずは協議会がいすみ市で先行事業をして、皆さん

にお知らせし、活動を広めていく。 

 

研 修 会 

 

体験発表･･･一日目(3 日)総会後･･･ 

お二人の方々からカウンセリングの学びの歩みや、学びを活かしておられることを

語っていただきました。 

感 想 

カウンセリングをそれぞれのところで 

生かされているのだなあと思えて 

よかったです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お二人の発表を聴き、心が揺さぶら

れた。「甘える」ということは自分にと

っても大きな意味を持っているのに､

甘えきれない自分がいるといつも感じ

ています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

自分は発表する側でしたが、皆さん

に聞いてもらえたこと言葉を返してい

ただいたことで､本当に幸せな気持ち

でした。これからの糧となりました。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

最初はどうなることかと思ったが､さ

すがに時がたつとともに内容も深まり、

カウンセリング場面を展開することに

至り、よい研修会を持つことができた。 

 

 

誠実、ひたむき、温かさなど人の良

いところが感じられる時間でした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お二人に発表していただきましたが

カウンセリング研修と重ねて来られた

方の成長ぶりを実感し､自分自身の明

日へのエネルギーになりました。あり

がとうございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

“ざわざわする(心が)”とか“私、

甘えたことがなかった”などの感想が

出るなど、参会の皆さんの本音がどん

どん出る､感動させられた発表でした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

二人の方がカウンセリングを学ばれ、

それぞれ心が開かれ、地に足をつけて

歩いておられる姿にたくましさを感じ

ました。
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カウンセリング体験の中で成長してい

く心の変化を感じることができて､意

義深いものでした。人は人との心の出

会いの中で豊かに人間らしく成長する

ことに気づきました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お二人のお話を聞かせていただき、そ

れを糸口にエンカウンターの時間をい

ただけて自分を振り返り、有難い事で

した。 

甘える･･･それぞれの人生に大切なエ

ネルギーだと実感しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

報告者の「カウンセリングの学びを活

かして」本当に活かされておられるな

あ。学び続けてちゃんと身につけてい

るナ。仲間で学び合うことの素晴らし

さを感じました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

とてもよいお話で大変勉強になりまし

た。ありがとうございました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

カウンセリングの学びを生かしてお仕

事にされている生き方という感じをさ

けて（受けて）よかったです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

発表からの気づきの体験とても新鮮で

びっくりしました。また新しい自分を

感じました、 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

報告者の方々が共に歩んでこられた道

がわかる発表でした。話を聞いて元気

が出ました

 

演 習･･･二日目（4日）午前･･･ 

 参加者が３～４人のグループに分かれて､交代でカウンセラー、クライエント､見届

け人を体験しました。 

感 想 

※疲れました。 

※覚悟を決めきれない自分がいま

す。失敗しつつ回数を重ねることと

教えていただきました。演習でカウ

ンセラーからもらった言葉が今の

私の方向をしっかり見つめること

ができました。 

 

 

※クライエント体験ではしっかり

聞いてもらえた感じが残っていま

す。演習に入る前の全体でのやりと

りの中で久しぶりにすごく心が動

揺したのですが、そのことを話せて

楽になりました。 

※思いもよらない言葉をいただい

たり､感じたことを表現する難しさ

をあらためて感じました。 
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※ふだんはごいっしょできない皆

さまとのカウンセリング、クライエ

ント体験ができ自分なりの発見も

あって充実した時間になりました。

あっという間に終わってしまった

感じです。 

※3人一組で10分間ずつの役割演習

は時間がとても適当で十分に内容

を深めることができた。充実感があ

った。 

※カウンセラーの態度はとても大

切なものであるが､それを明確にし

た上での演習は意義深いものであ

った。さすがに参加者の皆さんは実

力をつけておられて、この場だから

できる実りある研修になりました。 

 

※今の思いを十分話せる演習でし

た。自分がカウンセラー役の時は、

まだクライエントを納得させる言

葉がけができなかったですが、貴重

な時間を共有できました。少人数で

良かったです。 

 

※自分の返しがやはりことがら中

心になってしまいそうであること

を自覚しました。もっと相手の全体

(心と体)に向き合いたいと思いま

す。 

 

※目的と覚悟をもって人と向き合

うことの大切さをあらためて実感

しました。ますますこの会(カウン

セリング)にはまり込みました。肯

定的理解(うけとめ)のあふれる会

でした。 

※ふだん自分が会えないところの

方々と､カウンセラー･クライエン

トという出会いの場をいただけた

ことが何よりでした。もっと学んで

力をつけていきたいと思わされま

した。 

※振り返りの時間でじっくりと４

人で感じたことを話し合えて良い

時間が持てたと思う。 

※自分の課題がなかなか直らない

なと反省すると共に､演習の大事さ

をあらためて感じました。

※ふだん言われないことを指摘し

てもらい、新しいアプローチができ

そうです。 

 ※

じっくりと時間をかけた演習で充

実した時間を過ごすことができま

した。3 つの役割をすべて体験でき

たことは良かったです。

 

 

 

その他 感想 

＊参加してよかったです。 

＊島根の皆さま本当にお世話になりあ

りがとうございました。心穏やかに過

ごせました。 

※ひと言の重荷を体験しました。ひと

言で気持ちが軽くなったり､自分の存

在が認められることがあると体験しま

した。 
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＊久しぶりに心を使う研修に参加し、

心地よい時間となりました。島根の皆

さんのお心遣いに感謝です。 

＊総会の中での F さんの言葉を聞きな

がら､世の中のために自分の学びを活

かすことの大切さを改めて考えました。

自分なりにできることから、ひとつひ

とつですね。 

＊全体を通じて､会員の一人一人と親

しく関係を深めることができた深まる

ことによってつながることができると

思う。 

＊島根の方には大変お世話になりまし

た。参加者の話しやすい空気作りをし

ていただきよい会になりました。 

 

＊短時間に充実した中身となり今後の

課題がはっきりしました。 

＊いつもと違うメンバーと貴重な体験

ができました。 

＊島根の方々にはさまざまなおもてな

しをいただき､ありがとうございまし

た。日本カウンセリング協会のすごさ

をあらためて実感。 

＊島根の研修会の方々のあたたかさに

感謝します。 

＊とてもよい研修会をすることができ

ました。島根の皆さまの温かいお心遣

いに感謝します。本当にありがとうご

ざいました。 

＊いろいろな方の協会への思い､仲間、

そして大切な自分関係学びの場になっ

ていると思いました。 

＊充実した内容の総会、研修会ありが

とうございました。島根の皆さまあり

がとうございました。

 

皆さまご協力ありがとうございました。 

 

 

  

日本カウンセリング協会ホームページのご案内 

    日本カウンセリング協会ホームページは「日本カウンセリング協会」 

で検索していただくとご覧いただけます。 

ホームページのアドレスは 

https://nihonncounsel.jimdo.com/です。 

 

 

https://nihonncounsel.jimdo.com/
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加盟団体の研修会･ワークショップ案内(開催日順) 

 

６月３日の時点でわかっているワークショップ情報を掲載させていただきました。

発行日の関係で､ワークショップまでの期間がわずかという場合もあります。ご了承

ください。詳しくは各会の会員にお問いあわせください。 

日本カウンセリング協会くまもと 

ワークショップ    8月 4日(金)14：00～６日(日)15：00 

日本カウンセリング協会岡山 

オープン例会               ワークショップ 

8月 19日(土)10：00～17：00        9月 16日(土)11：00～18 日 16：00 

神奈川カウンセリング研究会 

研修会 

① 9月 9日（土）13:30～16:30  ②11月頃と  ③3月頃予定 

講演会  平成 30年 1月 or2月に予定 

 

日本カウンセリング協会三重 

ワークショップ  9月 16日(土)15：00～17日(日)12：00 

島根カウンセリング研修会 

冬季研修会   12月 9日(土)～10日(日)(予定) 

夏季研修会は 7月 15日(土)～17日(月)に終了。 
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他団体の研修会 

 

日本学校心理士学会 2017年度大会 

テーマ：「チーム学校を活かす学校心理士」 

期 日：2017年 8月 19日(土)・20日(日) 

会 場：西宮市民会館・西宮市立勤労会館 

 

 

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) 

    (🏣662-8552 兵庫県西宮市御茶家所町 6-42) 

 

日本カウンセリング学会第 50回記念大会 

 研修会： 2017年 9月 22日（金）   

大 会：2017年 9月 23日（土）、24日（日） 

会 場：跡見学園女子大学 文京キャンパス 

     懇親会は、筑波大学桐陰会館  

 

日本交流分析学会第 42回大会 

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) 

会 場：近畿大学東大阪キャンパス G(🏣577-8502東大阪市小若江 3-4-1） 

 

 

 

あとがき 

暑さと豪雨の報道が毎日のように続いています。各地の皆さまには被害などいかが

でしょうか。被災をされた方々には心よりお見舞い申し上げます。 

ニューズレター14号をお届けします。 

「伊東博先生と私」（協会顧問 城武信先生）は、今号は休載させていただきます。 

よりよい紙面のために、ご意見ご要望などお聞かせいただけたら嬉しいことです。

よろしくお願いいたします。 


