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「春に寄せて」 

                       理事長 岩田満理子 

60歳を超えてコーラスを始めた。 

「歌いませんか」とお誘いを受けたとき、

躊躇があった。私の大好きだったソプラノ

歌手は「声が衰える前に」と 60歳で引退し

ていたから、「60歳」というのは歌い納めの

時期だと思っていた。「それまでずっと続け

ている人なら､いいかもしれないけど･･･」

と断る理由を考えた。私は 20歳頃に数年間

コーラスをやってはいたものの､その後は

全く遠ざかっていたから、40年ぶりとなる。

迷っていると、「あなたはプロになるわけじ

ゃないんだから、楽しんだらいいんじゃな

い？」と助言をしてくれる人があり、重い

腰を上げた。 

 はじめてみると、音譜は読めない、声は

出ない･･･で自分にがっかりすることが多

かった。しかし、指導者や仲間のおかげで

何とか続いて、最近、自分の声が変わって

きたことに気がついた。声の出し方が変わ

ってきたと言った方がいいかもしれな

い･･･楽譜も当初よりは馴染んできた。もち

ろんまだまだ、ではあるが、60 歳を超えて

なお私は成長しているのだと気づけたこと

は、大きな喜びであった。 

 

 

翻って、「人間にはだれも成長発展する衝

動(＝エネルギー)をもっている」というこ

とがカウンセリングの大前提である。どん

な人も「成長」をする「芽(＝エネルギー)」

をもっている。私たちは自分にも相手にも

「成長」の「芽」を見いだしているだろう

か。その「芽」を信じているだろうか。 

非常に困難な状況に立ち向かっている

方々もおられることと思う。その中にあっ

ても、自分の成長の「芽」、周りの方々の成

長の「芽」を信じて見いだしていくことが、

自分の「成長」につながるのではないだろ

うか。 

折しも時は春。人にも自然にも「芽」が

あふれている。 

 

 

 

第 15号 2018.4.１ 

日本カウンセリング協会 ニューズレター 
                      日本カウンセリング協会 

〒232-0013 横浜市南区山王町 

3-24-4-1105 藤木方 

TEL・FAX  045-252-4675 

                                 ニューズレター発行者  岩田満理子  



2 

 

カウンセリングの基本    心を育むカウンセリング実践講座３ 

日本カウンセリング協会 顧問  藤木 偉和雄 

あなた発、私経由、あなた行き 

 

ある会議で、自由討論をしようというこ

とになりました。 

Aさん「この問題はぜひとも整理して結論を

出したい」 

B さん「この問題はとてもむずかしいから、

小委員会を作って煮つめたらいいと思う」  

Cさん「他にもっと早急に決めないといけな

い問題が多くあると思う」 

議長「みんなの気持ちはよくわかるけど､時

間がないから､挙手で決めましょう」 

 よくある光景です。普通の会議は、おお

よそこのように進められます。これが民主

主義の会議のように思われがちですが､実

は、ここに落とし穴があるのです。という

のも、自分の思い通りに採決された人は非

常に充実感を感じますが、一所懸命、力説

してもその意見がとおらなかった人は､大

変な失望感を感じるからです。それだけで、

終わればまだしも、もういやだ、あんな会

議には、二度と出たくない、と思ってしま

うと､意欲は湧きません。 

 なぜ、このような結果になるのでしょう。

それは、この会議では、誰もが自分の意見

を主張しているからです。言い換えれば、

「私発、みんな行き」の発言だからです。

普段は､このようなやり方でとおっていま

すが、ふと、「私の意見はとおったけれど、

Bさんのほうが、本当は、真剣で、どうして

も、そうしたかったんではないかな？」と、

相手のことが気になり､妙に心が落ち着か

ないときがあります。このような気持ちが

起こる時が､「あなた発、私経由、あなた行

き」なのです。 

 

私主義からあなた主義へ 

 

さらに、例を挙げてみましょう。 

「私はこう思うけれど、あなたはどうな

の？」 

 この発言は､一見、相手のことを思ってい

る発言のようですが、「あなた、どう思う？」

は、常に、私から発している言葉です。つ

まり、私はこう思う、という「自分」があ

って、私からあなたに発している信号なの

です。 

 また、 

「私は、みんなから嫌われているようで、

とても心配だわ」と同僚がフッともらした

時、 

 

「そんなことないわ、あなたの思い過ごし

よ」 

という発言をしたとします。しかし、相手

が実際にそういう事実に出逢ったり、そう

思い込んで気にしているとしたら、自分の

思いや、感じで、それを打ち消すのは、「私

発、あなた行き」です。それは相手に対す

る慰めにはなっても､相手が､その言葉をき

いて、心から納得するということはありま

せん。 

 もし、「あなたは､みんなに嫌われている

ようで､気を落ち着けられないのね」 

と、相手が感じている気持ちを､相手の側か
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ら、自分が感じとり、その感じたままを、

自分の中で着色せずに、そのまま相手に伝

えてみたらどうでしょう。相手は返してく

れた言葉をバネにして、自分の気持ちの奥

底を自分で捜していくことができます。こ

れが「あなた発､私経由、あなた行き」です。 

 このように､私主義というのは、いつも、

自分の側から相手に向かうやりとりで、自

分が中心です。あなた主義というのは、い

つも、あなたの側からあなたを感じようと

している私がおり、その感じた、ありのま

まを伝えている私がいる、ということです。

カウンセリングは､どちらの主義だか、もう、

おわかりのことと思います。 

 

私の心のそばにいて欲しい 

 

ある中学校の保健室。ウィークエンドに

近い､ある日の昼下がり、保健室に一人の生

徒が足早にやって来ました。ノックもせず、

ガラッと戸を開けて、 

「よう、アンタ、担任にきかれるとヤバイ

けど､朝からゲロッピーでたまんないんだ。

ゴロンさせて！」 

 おわかりと思いますが､今時の中学生は、

こんな言葉を普通に使っています。先生に

対して、まるで友達のように。別の見方を

すれば、それだけ親しみをぶっつけている

のかも知れません。 

  

先生は､仕事で忙しい手を休めて､こう返しました。 

 

① キチンとわかるように話しなさい。 

② どこが具合悪いの？ 

③ 昨日、何か悪いものでも食べたの 

④ 熱でもあるの、体温計で測ってみなさい 

⑤ 横になって静かにしていなさい 

⑥ ここに来るの、担任の先生に断ってき

た？ 

⑦ おなかがとても痛くてたまらないの 

⑧ ここに来るまで、さぞ苦しかったでしょ

うね 

⑨ 具合が悪いのに､よく朝から我慢できた

のね 

⑩ とても苦しいのに、担任の先生のこと､

とても気にしているのね 

 

さあ、どんな言葉が､この生徒の気持ちを

ホッとさせるでしょうか。「ああ、先生は､

俺の気持ちをわかってくれる、私のそばに

いてくれる先生なんだ」と、安堵の胸をな

で下ろすでしょうか。 

この生徒は、朝から気持ちが悪く、下痢

をして苦しいのを我慢していました。けれ

ども、担任に迷惑をかけたくない、心配さ

せたくないという気持ちで一杯でした。そ

してどうにもたまらず保健室にやってきた

のです。 

 読者があなた主義だったら･･･ 

「健康な子ども」1992年 12月号より転載させていただきました。 
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新年度にむかって 
 

     年度替わりのこの季節に寄せて、皆さまのお声をいただきました。 

 

 

平成３０年度に向かって 
                      

島根カウンセリング研修会 会長 菊地 節雄 

 

今年の冬は近年まれに見る寒波、松江で

も日中氷点下の日が続き震え上がりました。

でもこの原稿が皆様のお目に入る頃にはき

っと春が来て桜が開花し陽光が溢れている

頃と思います。 

  島根カウンセリング研修会では平成２９

年度の日本カウンセリング協会総会の会場

を担当致しました。そして、島根の会員の

お二人に‘カウンセリングがどう自分を支

えてくれたのか’‘自分と人との関係のなか

でどのように生きてきたのか’等について

発表していただきました。お二方の真摯な

生き方が心に響きました。 

 

 島根カウンセリング研修会は会員数、ワ

ークショップ参加者数共、最も多いときに

は８０名くらいありました。しかし近年会

員数は２０名内外、ワークショップ参加者

も１０名を少し切る状態が続いています。 

 ロジャーズのカウンセリングを広めたい

と思いつつもなかなか思うようにはいかな

いこの頃です。しかし今回の発表を聞きな

がら、たとえ少人数でも研修を続けていく

ことが大切だと思っています。 

 

 

記憶の衰えに抗して 

神奈川カウンセリング研究会 会長 吉田 尚友 

 

７０を超えて私も記憶の衰え、物忘れが

とみにひどくなりました。先日も、これか

ら会う人の名前、久しぶりなので、出かけ

に確認したにもかかわらず、出会う直前に

思い出せなくなって、まいったなあ、と自

分が情けなくなるようなことがありました。 

さて、こんな私が、２９年度に試みたこ

と、自分への挑戦をご披露します。２９年

４月２０日から６月１８日までの６０日毎

晩ネット配信される毎回１時間の英会話講

座を受講。これがなくとも遅くなる仕事か

ら帰って毎晩１時間、このための時間を取

るのはまさに至難の業。だから時には明日

に持ち越し。そうなると溜まるから、もう

やってられない、と投げ出したくなる。で

も私は投げ出さなかった。この講座が終了

後、１週間ごと１年間配信される１回１時

間半の次の上級講座を今も続けています。 

２９年度は、英語を今度こそものにする

ぞと言い聞かせて再々学習。今回の講座は、

外国語をというだけでなく外国文化を学ぶ

ことを大切にしているところが楽しい。 

３０年度は、これからも続けるこの学習

を通して、自身の記憶力もまだ捨てたもの

ではない、と自信の回復の淡い期待をして

います。 
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カウンセリングとの出会い 

日本カウンセリング協会三重 竹田 麻美 

 

私がカウンセリングの勉強会に参加させ

ていただくことになったのは､職場の同僚

に子育ての悩みを相談したことがきっかけ

でした。 

「子どもの為に」と自分の気持ちを押し

つけていた私に気づかせてもらいました。

その時の気持ち。今まで感じたことのない

感覚、同時に涙が出てきて、スッキリした

気持ちになりました。 

私にとってこの出来事は一生忘れること

はありません。同僚のようになりたい、近

づきたいと思うようになり、同僚に誘われ

て、三重の勉強会に参加させていただくこ

とになりました。 

数年経った頃､暫くの間お休みをしてい

ましたが、昨年より少しずつ参加していま

す。久しぶりの勉強会では、以前にも増し

て皆さんの成長を感じ、気後れして焦り挫

折しそうになっていました。そんな時、こ

のニューズレターのお話があり、今までの

自分を振り返ることができました。そして、

やっぱりもう一度カウンセリングを勉強し

たい、やってみようという気持ちになりま

した。初心に戻り、新しい自分の第一歩に

していきたいと思います。 

 

 

イロハのイ 
日本カウンセリング協会くまもと 井上 純一 

  

 

昨年 6 月からのボランティア電話相談員

養成の研修が終わった。9 月まで 13 回の座

学とロールプレイを経て、10 月から月 2 回

の実習も始まった。迎えた初日、朝から気

が進まず、何か理由を作って休もうかとも

考えた。「顔が見えない、見ず知らずの人の

悩みが自分に聴けるのだろうか」という不

安を抱きながら、2時間半の電話当番は終わ

った。ところが、2回目が終わると「傾聴」、

苦手意識があった「褒めること」が意外に

できていることに気付いた。3回目の後では

「どんな思いでかけられたのだろうか」「心

が落ち着かれただろうか」と相談者の気持

ちに少しずつ寄り添えるようになっていた。 

 相談所の電話の前では、いつの間にか自

分の心の中の「聴こうスイッチ」が入って

いたのだ。「聴かせていただく」という心構

えがあるから、口調やさしく、穏やかな気

持ちで相談者の声に耳を傾けることができ

る。カウンセリングのイロハのイを今回、

身をもって学ぶことができた。 

時に「聴く耳」を持たなかった自分を反

省し、これからは家庭でも職場においてで

も「聴こうスイッチ」を入れられる人間に

変わっていきたい。そして、電話相談での

経験を通して、カウンセリングの学習をも

っと深めていきたいと思っている。 
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 ２９年度を振り返り，３０年度に向かっての期待 

日本カウンセリング協会岡山 会長 藤井和郎 

 

私は，２９年度から会長をさせていただ

いており，やっと１年が過ぎました。本会

では，１泊２日の例会を年５回程度，２泊

３日のワークショップを年１回行っていま

す。研修の中身はとても濃いものになって

いると自負しているのですが，今年度の会

員数は，正会員１６名，準会員１６名いる

にもかかわらず，例会への参加が毎回１０

名以下，ワークショップも一般参加を入れ

て２０名程度と，参加者が少なくなってい

ます。 

 このようなことから，３０年度には，例

会，ワークショップへの参加者が増えてほ

しいと思っています。まだ今年度の総会が

行われていないので未定ではありますが，

個人的には例年と同じように例会・ワーク

ショップを行いたいと思っています。新た

なものに取り組むのではなく，今を継続す

ることに力を注ぐことが，本会の現状とし

ては適しているのではないかと考えていま

す。 

 

 

 

3級を取得して 

日本カウンセリング協会三重 城市恵美子 

   

私は H２７年にカウンセラー３級を取得

しました。H８年からカウンセリングの学習

を始めましたので、約２０年かかりました。

『カウンセリング概論』などの学科の単位

は早くに取れたものの、実習の単位は学習

期間が小間切れであったり、申請手続きが

複雑だったり、そしてなによりも自分の力

不足のため、なかなか単位取得まではいき

ませんでした。H２５年に吉田前理事長が協

議会との協議にご尽力くださり、単位認定

や単位取得の手続きを実情に合ったものに

規定改正をして下さいました。これにより

私も今までの学習によって、資格申請をす

ることができ、無事３級の資格を取得する

ことができました。感謝の気持ちでいっぱ

いです。ありがとうございました。

 

私は H２５年に退職するまで、高校で教科

指導の傍ら相談室の仕事をしていました。

学校にはさまざまな悩みを抱えた生徒がい

て、その対応もそれぞれみな違い、同僚の

先生方から接し方のマニュアルを聞かれた

りすることもあるのですが、あるはずもな

く、日々奮闘していました。そんな中でも、

どの生徒にも接する時に大切にしていたこ

とは、「生徒の話をとことん聞く」「気持ち

に寄り添う」これが私の柱でした。このこ

とはカウンセリングの学習をする中で、自

分も体験するうちに確信につながっていき

ました。初対面の生徒でも「話をとことん

聞く」そして「気持ちに寄り添う」と、そ

こに信頼関係が生まれ、生徒が安心できる

場ができます。そういう場ができることで、
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生徒は落ち着いて、自分のことやこれから

先のことを考えていくようになります。学

校は３年間という期間が限定されています

し、また進級に関わる規定もあり、生徒は

いつまでもゆっくり構えていることもでき

ず、厳しい選択を迫られる現実があります。

そんな中でも生徒自身ができるだけ納得の

いく選択ができるよう、一歩でも前に進め

るよう、生徒と共にいたように思います。 

 

今は退職して、生徒たちと関わることが

なくなりましたが、カウンセリングの学習

は続けていこうと思っています。どんな時

も、どんな場面でも、人との出会いに幸せ

な瞬間が生まれることを願って。

 

傾聴講座を担当して         
神奈川カウンセリング研究会 井上 淑子

 

私が傾聴講座の講師をさせて頂くように

なったのは、日本カウンセリング協会の吉

田尚友前理事長が在任中の平成 25年に、協

会の事業としてカウンセリング講座を地域

で担当させて頂こうと、市内のいくつかの

地域ケアプラザを訪問し、その気運を高め

ようと尽力されたことがきっかけでした。 

ケアプラザは地域包括支援センター機能 

 

の中核として、地域住民の互助機能向上の

ための様々な活動を行っており、吉田前理

事長の提案がケアプラザに受け入れられ、

平成 27年に、『ボランティア・カレッジ 第

2 章 「傾聴講座」 気持ちと気持ちの交流』

の企画が実現し、当時協会の副理事長であ

った私が、講師を務めることになりました。 

 

私は、カウンセリングの勉強を長年続け

てきましたが、一回 2 時間の 3 回シリーズ

の傾聴講座で何をどのように伝えたらよい

だろうかと悩みました。吉田前理事長のア

ドバイス、論文参照、学会等の研修会、市

の広報で見つけた傾聴講座に受講生として

参加し、いくつかのヒントを得ることが出

来ました。 

企画担当者と打ち合わせ後、これまでの

カウンセリング学習で身に付けてきたロジ

ャーズ・カウンセリングの中核 3 条件と、

おしゃべり・会話・対話・相談と「傾聴」

はどう違うかを伝えるため、教育現場での

経験を活かし、講義とアクティブ・ラーニ

ングを組み合わせた体験型プログラムを具

体化しました。

ひたすら相手の世界にいる”“相手の気持

ちを感じて言葉を返す”等、参加の方々は

“難しい、難しい”と言いながらも、熱心

に実習をしてくださいました。担当者は、

メンバーの一員として積極的に参加下さり、

講座終了後に感想・質問を集約して下さい

ましたので、次回にその内容を加味し、日

常生活に生かせるよう工夫を加えました。

参加者と講師・担当者の協働で、最後まで

欠席者もなく、役目を果たすことが出来ま

した。 



8 

 

地域活性化のために「傾聴講座」が必要

と考えているケアプラザの担当者間の口コ

ミで、新たに講師依頼が寄せられ、他の地

域ケアプラザ、グループホーム関係者、民

生委員の集まり、子育て中のお母様方との

講座にと繋がっていきました。日常生活の

中で傾聴スキルを意識する方が増え、地域

住民や家族間のコミュニケーションが円滑

になり、連帯感の醸成を目的としておられ

るケアプラザの機能充実に、多少お役に立

てたのではないかと思っています。 

高齢化社会を迎え、地域住民の交流・助

け合いは、どの地域にとっても重要課題と

思われます。「傾聴講座」は、日本カウンセ

リング協会各加盟団体の出前事業として、

潜在的なニーズを掘り起こし、展開できる

ものと、体験を通して強く感じております。 

  

 

全日本カウンセリング協議会 

第２４回二級カウンセラー研修会報告 

全日本カウンセリング協議会理事 

神奈川カウンセリング研究会 会長 

吉田 尚友 

一般社団法人全日本カウンセリング協議会第２４回二級カウンセラー研修会が、２０１７

年１１月２５日（土）、２６日（日）の二日間にわたり日本女子大学桜楓２号館で行われま

した。その内容の一部、私が一番関心を抱いたものを報告します。その他詳細は、３月末に

発行予定の協議会機関紙「カウンセリング」を購入してお読みください。 

 

内容の概略は、第１日目、午前が 1 級カ

ウンセラーによるミニ講演と２級取得者に

よる体験発表。午後は発表者のもとに分か

れてのグループでの話し合い、続いて名古

屋大学伊藤義美先生より「私とパーソンセ

ンタード・アプローチ」と題しての講演。

第２日目は、まず法政大学清水幹夫先生に

よる理論学習、引き続き夕方までグループ

学習。ファシリテーション、エンカウンタ

ーグループ、ロールプレイ、フォーカシン

グの４グループです。 

これらの内容の中で、私が一番関心を抱

いたのは理論学習。学習テーマは、カール・

ロジャーズの「パーソナリティと行動につ 

 

いての一理論」です。清水先生は、昨年の

２級研修会での講演者。この時の題は、「問

題は成長への宝物」。これは、個人の抱えた

問題を通して、その人が本来持っている生

きる力を活性化し、成長につなげていくと

いうロジャーズの視点を祖水先生が表現し

た言葉です。昨年は、上記理論に至るまで

のロジャーズの過程を述べながらも、テー

マの違いや時間不足もあって、理論そのも

のの説明はなかった。今年は、理論に至る

過程を述べた上で、理論そのものの説明が

あった。過程を話したので、時間不足にな

り、駆け足の話ではあったが。 
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神奈川県横浜市栄区で私は、精神障害者

と呼ばれている人たちの生活相談、生活支

援の仕事をしています。障害を問題として

感じ、自身を否定している人が多い。これ

に対し私は、問題ではなく課題であって、

貴方しか生きえない生き方のヒントが得ら

れる大事なもの、と言葉にすることは少な

いが、メッセージをいつも発信している。

この考えは、私の人生から得たものだが、

ロジャーズの成長仮説の中にも含まれてい

るものと知り、改めて勉強意欲が湧いてき

ています。

 

日本カウンセリング協会 平成 30年度総会･研修会のご案内 

日時 6月 2日(土)13:00～ 3日(日)12:00  

会場 神奈川県 マホロバマインズ三浦 にて 

総会およびワークショップを開催いたします。皆さまにお目にかかれること、楽しみに

しております。 

詳しくは各団体代表の皆さま、個人会員の皆さまにお知らせいたします。

加盟団体の研修会･ワークショップ案内(予定) 

     現在予定がわかっている団体のみ掲載させていただきます。 

詳しくは各団体へお問い合わせください。 

島根カウンセリング研修会  

夏のワークショップ  7月 14日(土)～16日(月・祝)(予定) 

日本カウンセリング協会くまもと  

夏のワークショップ  8月 3日(金)～5日(日)（予定) 

公認心理師試験について 

 先年法制化された公認心理師資格試験についての情報です。全日本カウンセリング協議会の単位

及び資格は、公認心理師受験資格の方向にはありませんが、「心理資格」に関わる動きとしてお知ら

せします。                                   (編集部) 

１.出題範囲 

出題範囲として詳細な科目は定めず、「公

認心理師として具有すべき知識及び技能」

について出題する 

２.試験の実施方法等 

全問マークシート方式とし、1日間で実施

可能な範囲（実施時間として合計 300分程

度を上限で 150〜200問程度を出題する。 

３．合格基準 

全体の正答率は 60%程度以上を基準とす

る。基本的能力を主題とする問題の正答率

は、試験の実施状況を踏まえ、将来的の基

準となる正答率を定める。 
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４．試験実施日 

第 1回は平成 30年 12月までに実施する。 

第 2 回以降の試験実施時期は今後検討

する。(試験は年に 1回の実施とする)     

 

                 

情報によると第 1回の試験日は 2018年 

9月 9日とのこと 

ガイダンスカウンセラーならびに構成団体

有資格者対象の「公認心理師」資格学習会

(2018年 2月 11日実施)資料より 

他団体の研修案内 

 

日本交流分析学会 学術 43回大会 

テーマ：温故知新 

日 程：2018年 5月 26日－27日 

会 場：東京大学福武ホール地下 2F 

福武ラーニングシアター 

日本カウンセリング学会第 51回大会 

 研修会：平成 30（2018）年 9月 15日（土） 

 大 会：平成 30（2018）年 9月 16日（日） 

   ～17日（月・祝） 

 会 場：松本大学 （長野県松本市）

 

日本産業カウンセリング学会第 23回大会 

テーマ：「ライフキャリアの理論と実践の統合」 

日 時：2018年 8月 31日（金）～9月 2日（日） 3日間開催 

場 所：亜細亜大学（東京都武蔵野市） 

 

日本学校心理士学会 第 20回東京大会 

大会テーマ：「Promoting Resilience for Children Toward Life-long Happiness 

生涯にわたる幸福をめざし、子どものレジリエンスを高めよう」 

期 日：平成 30年 7月 26日（木）～28日（土） 

会 場：東京成徳大学東京キャンパス（東京都北区十条台 1-7-13） 

 

日本教育カウンセリング学会 第 16回研究発表大会 

テーマ：発達課題に応える教育カウンセリング 

    ～生き抜く力を育てるために～ 

日 程：2018年 11月 24日～25日 

会 場：愛知県産業労働センター 

 

あとがき 

ニューズレター15号をお届けします。 

加盟団体の皆さまには、たくさんご寄稿いただきありがとうございました。 

城先生の「伊東博先生と私」は､しばらくの間お休みさせていただきます。 

さらなる充実のために､皆さまのご意見をお待ちしております。  （岩田･井上） 


