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このたびの大阪北部地震 西日本豪雨 台風１２号で被災された 

皆様には心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈り申

し上げます。     
     日本カウンセリング協会 一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「思い込み」                       理事長 岩田満理子 

 

７月に飛行機で出かける用ができま

した。飛行機は 9 時発です。7:11 発の

急行に乗っていくと、飛行場までの連

絡がスムーズでいいと、調べて出かけ

ました。 

ところが、駅に着いてみると列車の時

刻は 13 分となっています。「あれ？2分

も違う。調べた時刻表が違っているの

かな？でも、2分のことだから間に合う

から大丈夫」と列車に乗りました。そ

の後、空港行きのバスがやってきまし

たが、出発の時刻になっても発車しま

せん。 

「おかしいな？運転手さんに聞こう

かな？」 

「でも、周りの人も何にも言わない

ぞ？」と心の中で思い巡らせていると、

バスが発車しました。

空港に着いて時刻表を見ると、私が乗

るはずの便の 1 時間前の便が掲示され

ています。「おかしいな。今日は飛行機

が遅れているのかしら」と思って時計

を見ると、7:50。それでも「この時計

遅れてる？」と思ったのです。自分が

時刻を 1 時間勘違いしていたことに気

付いたのは、その後でした。 

 

私たちの日常にも「思い込み」が潜

んではいないでしょうか。時間の思い

込みは「間違った!!」で終われますが、

殊に人間関係には「この人はこんな人」 

などという思い込みは、なかなか修正 

 

ができず、誤解を生む時があります。 

私たちは、人に会う時には「自分の

思い込みで相手を見ていないか」自己

吟味をしっかりとしていきたいものだ

と思わされました。
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日本カウンセリング協会顧問 藤木 偉和雄 

 

事例、あなたが先生なら、あなたはどう答えますか？ 

 

小 1 女児の母親の訴え 

決して学校のせいにしたくないんですが、A子が朝になると「学校に行きたく

ない」といって泣くんです。今は強引に連れ出すんですが、そうする私が切な

くて、切なくて、こっちが泣けてくるんです。お願いです。学校に行ける A 子

にしてやっていただけないものでしょうか。 

A 子の母親は、控えめに、でも切なげに、先生の前で泣き声で訴えます。それを

聞いた先生は、どうすることが「母親にとって」望ましいのでしょうか。 

① 「それは困りましたねえ」 

この返事は、母親が困っているのか、母親の話を聞いた先生が困ったのか、

ハッキリしません。母親は一瞬戸惑うでしょう。 

 

② 「いつ頃からですか」 

こういう質問に対しては、母親は、よくわかっていることですから、事細

かに長々と説明します。しかも、何かよい先生からの答えを期待しながら。

③ 「おかあさんに何か思い当たるフシはありませんか」 

これを言われるのが母親にとって、一番困るのです。それがわかれば、何

も学校の先生に相談しなくても、自分で何とかするでしょう。しかも、この

母親は「決して学校のせいにはしたくないんですが」と前置きしています。

その裏には母親の“勘”で、何か思っていることがあるのかもしれませんが、

その推測を、決して先生の前で言わないでしょう。 

④ 「わかりました。どんなことをしても学校へ連れていらっしゃい。そうした

ら学校で何とかしますから」 

これは、母親にとって一見 頼もしそうな返事ですが、さて現実にはどう

でしょう。この言葉は、学校へ連れてくれば、先生の力で何とかなるという

保証があってのものでしょうか。 

人は「心をくんでほしい」と願っています 

心をはぐくむカウンセリング実践講座 ４
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でも、A 子は学校に行くことがいやだと言って泣くのですから、又、母親

は、力づくで連れて行くのが切ない、と言っているのですから。 

これらの先生の言葉かけは、親切に母親に言っているようですが、みな、完

全に「私主義」ですね。 

母親の気持ちをくみとるなどというより、先生の思ったことをただ質問して

いるのです。

 

⑤ 「家庭教育、つまり、お母さんが甘やかして育ててしまったんではないです

か。社会はきびしいですよ」 

これは、まさに手きびしい言葉です。もし仮にそうだとしても、母親は完全

に先生に背を向けてしまいます。母親の気持ちはどこかへ行ってしまって、

完全な「推測」「お説教」ですね。これらは、いくら先生に親切心があった

としても、先生側の思い、先生としての概念の枠から  一歩も出ていません。

ですから、完全な私主義です。

 

問いかけは、何か原因を探して

解決の方法を探る手段でしかあり

ません。原因を探るというときれ

いに聞こえますが、言葉を換える

と「追求」です。親にドンドン話

をさせて追い込んで行きます。揚

げ句の果て、原因がみつからなく

て「困りましたねぇ」では、母親

は何のために相談しに来たのかわ

かりません。

 

カウンセリングは「同行二人」の姿勢です 

 

カウンセリングには、「今、ここで」

という基本があります。 

「学校へ喜んで行かせたい」これ

は、母親の切なる願いです。これ

を「主訴」と言います。けれども、

母親の心は「無理にも連れていこ

うとする私自身が、切なくて切な

くて」と、今、まさに先生の前で

身もだえしているのです。これを

「主題」と呼びます。カウンセリ

ングは、「今、ここで」の母親の心

情に付くことです。 

 

「A 子ちゃんのために何とかして

やりたい。そう心を込めて願って

いる。それが本当のお母さんなん

ですね」 

今、ここで訴えているお母さん

の心に入り、お母さんの中にいる。

「そうだ、私は本当に母親なんだ。

だからこそ強く強く感じるんだ」 

この気づきは、何とかして欲し

いと、他人任せにしようとしてい

た母親が、母親であることを、自

ら、実感し、自分しか、何ともで
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きないんだとジャンプしようとす

るバネになります。 

ともすると、後向きであった母

親が、「今、ここで」を感じてくれ

る人の言葉がけを足がかりに、前

を向いて歩んでいこうとする「気

付き」･･･これをカウンセリングと

呼びます。 

 

 

「あなたは、こうしたら、いい

と思う」「あなたは、今、まさに、

こう感じているんですね」この違

いを、かみわけてほしいものです。 

 

 

私の気付かなかったことを、気

付いてくれる人がいる。そうだ、

こう歩いていこう。「同行二人」･･･

まさにこれがカウンセリングの姿

なのです。 

         「健康な子ども」1993 年 1 月号より転載させていただきました。 

 

総会報告 

平成 30 年度日本カウンセリング協会総会とワークショップが、神奈川カウン

セリング研究会の共催で、神奈川県三浦市のマホロバマインズ三浦で、6月 2,3

日の日程で行われました。 

総会は、岩田理事長の「皆様のお知恵とお力をお借りして、協会の発展とカウ

ンセリングの普及に努めていきたい」という力強いご挨拶で始まりました。議

事は、次年度総会開催団体の日本カウンセリング協会くまもと代表の藤岡浄信

氏が議長を務め、協会提出の議案書に添って審議されました。

第一号議案 平成 29 年度 事業会計報告 協会ホームページ分析報告 

第二号議案 役員承認に関する件 

第三号議案 平成 30 年度 事業計画・予算  

第一号議案と第二号議案は、拍手で承認されました。 

 

第三号議案の事業計画の審議の中で、年 2 回発行であったニューズレターを、

年 3回の発行にしたいという提案に対し、「会員の方に記事を書いてもらうのが

難しいので気が重くなる」「記事が集まらないのではないか」という意見が出ま

したが、全加盟団体の方々に毎回記事を書いて頂くことはせず、一回の発行ペ

ージをスリム化し、協会及び加盟団体の活動報告をタイムリーに掲載したいと

の提案理由の説明がありました。発行日の変更提案がありましたので、発行日

の一部変更を検討することとし、年 3回の発行は承認されました。 
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また、セミナー受注をホームページに掲載すること、日本カウンセリング協議

会のさわやかサポート事業の報告があり、第三号議案 事業計画・予算が承認さ

れました。 

続いて、各加盟団体三重・神奈川・くまもと・岡山・島根の順に各団体の平

成30年度総会資料を基に、活動内容及び今後のワークショップ等の報告があり、

滞りなく総会は終了しました。 

    研修会報告

総会の終了後、一泊二日でワークショップが開催されました。 

講師(世話人)に 元仁愛大学人間学部、心理学科教授 駒米勝利先生  

元神奈川カウンセリング研究会顧問、日本カウンセリング協会顧問 藤木偉和雄

先生のお二人をお迎えし、22 名の参加者がありました。 

 

第 1セッションは全体会を通して自分と向き合いはじめる時間になりました。 

お二人の先生のアプローチから、一緒にいること、人の心と一緒にいること

を実体験させていただくことができました。まさにテーマの「出会いを喜び、

今を生きる」でした。     

第 2 セッション、第３セッションは、藤木先生グループと駒米先生グループ

に分かれてのワーク。最後に全体会で振り返りをして今回のワークショップが

閉じられました。

 

 

＊時間的に「ワークショップ」とする

には足りなかった慌ただしかったな

ぁという思いが途中にありましたが､

それぞれに完結した学習があったと

思います。藤木先生にカウンセリング

におけるカウンセラーのありようを､

実習を通して熱く語っていただきま

した。いくつもこれからの指針となる

言葉をいただきました。 

 

 

＊いただくことばかりいっぱいの時

間でした。駒米先生の温かい言葉､藤

木先生の気迫、そしてメンバーの皆様

と、ご一緒に学ばせていただいたこと、

すべてありがとうございました。 

 

＊心の奥にしまい込んでいた感情が

ゆり動かされました。ありがとうござ

います。お世話になった皆様に感謝し

ております。 

ワークショップの感想 ご参加の皆様から感想をいただきました 
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＊懐かしい方々とお目にかかれまし

た。 

いろいろな体験のお話を自分と重ね

ながら聴いていました。 

“新しい関係を作っていけるんだよ

な、人間って!”という駒米先生の言

葉、ズーンときています。ありがとう

ございました。 

 

＊今の気持ち、思いが書き言葉になり

ません。でも、参加できて本当に良か

ったです。 

＊このワークショップがやがて全日

本カウンセリング協議会主催、日本カ

ウンセリング協会共催で、3 泊 4 日の

ワークショップとなることを切に願

います。 

 

＊私のベースは日本カウンセリング

協会と思っています。多くの先生に学

びました。まだまだ歩まないと、おい

つけません。 

 

＊駒米先生と初めてお会いしました。

心地よい安心できる時間を持てまし

た。あっという間の時間でした。次回

もぜひご一緒させていただきたいと

思いました。藤木先生からもお会いし

てもっとカウンセリング勉強をした

いと思いました。企画していただいた

皆様お世話になりました。ありがとう

ございました。 

＊きて良かった。あいにこられて良か

った。企画して下さった方々、ありが

とうございました。 

 

＊神奈川の皆様お世話になりました。

勇気の出る自分になりたいから､勇気

を出せる自分になりたい。 

 

＊生っぽさをあまり感じられない自

分でした。力をつけたいと思います。 

 

＊駒米先生、藤木先生と二人の講師を

お迎えしての大研修会だったと思い

ます。藤木先生と駒米先生との関係、

寄り添うというところを見せていた

だき感動しました。 

 

＊今回のワークショップを運営して

下さった方々に大変感謝、ありがとう

ございます。 

藤木先生のお顔がみられればうれし

いと思いそれだけを目的に来ました

が、2日間のグループワークで､藤木先

生のカウンセラーとしての覚悟と愛

情を感じ、心がゆさぶられていました。 

カウンセラー役、メンバーとしての体

験を通して､自分の荷物も少しおろし、

おみやげをいっぱいうけとることが

できました。ありがとうございます。 

ただ1つ心残りは駒米先生とのワーク

ができなかったのが残念です。次の機

会があれば、ぜひ参加していきたいと

思っています。大変ですが、次回以降

の継続をお願いいたします。 
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＊神奈川での久しぶりのワークショ

ップでした。初めてお会いした方もお

られて、新鮮な出会いでした。 

人が自分のことを話す。そのことにつ

いて「否定しない」「非難しない」「無

視しない」「切り捨てない」。そのよう

な場所にいると、人は自分のことをそ

のまま話す。それが人を開かせる。人

っていいな、とあらためて感じた体験

でした。有り難うございました。 

 

＊このような機会を設定していただ

いてありがとうございました。又、自

分の場所に帰り、日常をこなしていき

ます。参加された皆様、お世話して下

さった方々、何よりも藤木先生のご健

康をお祈りしています。 

夜の海に行きました。星が大きくきれ

い。満天の星のように一人一人輝いて

生きているのですね。 

 

＊心が動いたエンカウンターでした。

いっぱい泣くことができました。素晴

らしい仲間と出会うことができまし

た。感謝です。海が近く、晴天に恵ま

れ、自然ともふれあうことができまし

た。砂浜の上に広がる夜空の星の輝き

を忘れません。私はまだまだ時間をか

けて喪の作業をしたいと思います。今

その途上であることを確認すること

ができました。主宰者の皆様ありがと

うございました。お疲れ様でした。藤

木由理さん、藤木先生の介護ありがと

うございました。藤木先生の鬼気迫る

カウンセリング態度に学びました。あ

りがとうございました。駒米先生に出

会えて嬉しかったです。これからもよ

ろしくお願いします。 

 

皆さまご感想をありがとうございま

した。(編集子)

 

編集後記  ニューズレター16 号をお届けします。今回は総会とワークショ

ップを特集しました。ご参加いただいた皆さま、感想をありがとうございま

した。 

今後ともよろしくお願いいたします。          （岩田 井上） 

加盟団体の研修会･ワークショップ案内 

8 月 3 日(金)～5 日(日) 日本カウンセリング協会熊本ワークショップ 

9 月 15 日(土)～16 日(日)日本カウンセリング協会三重ワークショップ 

10 月 20 日(土)～21 日(日)日本カウンセリング協会岡山オープン例会 

  


