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｢年の始めに｣                     

 

「忙しい、追われている」私たちは

そんな毎日を過ごしてはいないでし

ょうか。忙しいという字は、「”心を亡

くす”と書く」と聞いたことがありま

す。その時は「そうだなあ､忙しさに

紛れて、心を忘れた時間を過ごさない

ようにしなくては」と思えますが、日 

 

 

  

もちろん、一日は２４時間で変わり

なく動いていて、その中でしなければ

ならないことが多ければ、忙しいとい

うことにはなります。しかし、日々の

忙しさの中で、フッと「一度立ち止ま

って自分の時間の使い方､在り方を振

り返ることが大事」だと気づきました。 

常のあれこれにかまけてしまうと、忘 

れてしまいます。 

 

かつて、渡辺和子(ノートルダム清

心学園理事長)さんの講演を聞いたこ

とがあります。渡辺和子さんのお話の

中に次のような言葉がありました。 

「大学院を出た私に与えられた仕

事が、食事の前にお皿を並べることで

した。不満の中でお皿を並べていたら、 

 

 

 

先輩が『このお皿で食事をされる方に

平安があるように､祝福があるように

祈りながら並べるのです』と仰いまし

た。ハッとした私は、雑用に思えたお

皿を並べることを通して、心を込めて

することに､雑用というものはないの

だと学びました」 

 

聞いた時には、ひとつひとつの事を､

できる限り心を込めて、おこなってい

く事の大切さに気づかされて、ハッと

したことでしたが、私は時間や物事に

流されて､この事を忘れてしまいがち

でした。同じ時間の使い方をしていて

も、｢やらねばならないから仕方なく 

 

やっている｣のか｢自分が（喜んで）こ

れをやる｣のかの自分の心持ちで､そ

の時間の意味が全く違っています。こ

の 1年、「時間に流されて心を忘れる」

ことが減るように過ごしていきた

い･･･。そんなことを思いおこした年

の始めです。 
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日本カウンセリング協会顧問 藤木 偉和雄 

相手の気持ち、興味で受けとめていませんか 

 月末統計で朝から忙しいところへ、保健室のドアを蹴破るように三年(中学)

の A 君が荒々しい勢いで入ってきました。 

「畜生!朝からくそ面白くもねえ。担任の先公がチョット遅く教室へ入ったから

ってガタガタ言いやがるんだ。こっちはせっかく学校に来たのに！」 

保健室の先生が言いました。 

① まあまあ静かに話しなさい。 

② 朝からそんなに怒るもんじゃありません。 

③ 保健室は静かなところだから落ち着いて。 

④ なぜそんなに怒るの？ゆっくり話を聞きましょう。 

こんな言葉がけが出てくることがありませんか。もし出てきたとしたら、ち

ょっと心を落ち着けて、じっくり考えてみましょう。 

 

①～④は A 君の話を聞いた先生の

心の中から起こったかけ声ではない

でしょうか。突然言われればそうな

るかも知れませんし、A 君の怒声に

つられて思わず出た先生の言葉がけ

かも知れません。 

しかし、よく考えてみますと、「ど

うしたの、静かに言いなさい」は先

生側の思いで、親愛なる先生に、自

分の思いのたけを訴えてきた生徒に

対応しているとは少しも思えません

ね。 

 

先生に怒声が出せる、心に思った

ことは何でも安心して言える、とい

うことは先生に対する生徒の信頼感、

心理的安全感がある証拠です。それ

を「どうして」「何で」と言うのは、

生徒の気持ちを全然きいていないこ

ちら側からの言葉かけです。 

     

生徒は、この先生ならと、自分の気

持ちを思い切りぶっつけてきてい

るのです。その瞬間、「この生徒は、

どうして、こんなに怒っているんだ

ろう」「なぜこの生徒が･･･」という

思いは、静かに考えてみると、生徒

に対して“興味”を感じた時、起こ

る感情であり、言葉かけです。 

 

相手の信頼感に どうこたえますか 

―心を育むカウンセリング実践講座５― 
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“興味”というのは相手側から感

じたことをいうのではなくて、こち

ら側が相手に感じた時、思った時に

投げかける言葉です。いわば、こち

ら側が相手に“？”を感じた時起こ

る言葉がけです。 

ひるがえって、“関心”とは何でし

ょう。“関心”とは相手に瞬間的に相

手側に添った感情の表現なのです。 

朝早くに保健室へ来た。それも怒

声で！それは、自分の怒った感情を

むき出しに出せる場として、A 君が

自ら決めたのが保健室ではないでし

ょうか。A 君には保健室しかないの

です。「ああー、A 君はこの場所しか

ないんだ。この場所を選んできたん

だなぁ」この気持ちがこちら側に瞬

間的に湧いた時が、関心の“扉開き”

です。

 

さて、A 君は“畜生”と憤まんや

るかたない気持ちをぶちまけに保健

室に来たのでしょうか。それとも、

せっかく学校の来たのに面白くない

という気持ちを先生にわかってもら

いたいと思って保健室に来たのでし

ょうか。 

さあ、それをしっかりと、はっき

り感じ取れる先生の感覚が必要にな

ります。それを取り違えると､A 君の

気持ちはおさまりません。この生徒

も、“畜生”と出てくる本心は「せっ

かく学校に来たのに」というポジテ

ィブ(積極的)な気持ちを担任の言葉

でネガティブ(消極的)に変えさせら

れた気持ちの表現ではないでしょう

か。 

もし、その気持ちがこちら側に焦

点化できていれば、何と言ってやろ

うか､などという間もなく「朝から、

スキッと勉強したかったんだね」と

いう言葉がポンと出てはきませんか。 

興味か関心か、つまり自分側から

なのか、相手側からなのかによっ

て、生徒が自分で自分の道を開く

のに大きな差が出てくるのです。 

 

純粋な心で 相手の世界にいること 

“純粋”という言葉は､辞書で引いて

も､自分で思い浮べてもすぐその意味

が出てきますね。きれい･何もない･白

紙･清らか・ありのまま・そのまま､い

くらでも出てきますが、“純粋”とは、

関係の中で､「相手に対してこちら側

の計りごとがない」ということです。 

この計りごとのなさがカウンセリ

ング関係の中で最も基本的なことで

す。そしてカウンセラーの基本的態度

として大変重要なことです。 

やさしく言えばクライエント(来談

者)の発言にこちら側の思いで、ああ

かな、こうかなと思う策略がない､思

い込みがない、押しつけがない、計略

がない、ということです。 
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私どもは､相手の話を聞く時、どう

しても自分の気持ちをとおして､聞い

てしまいがちです。ですから、どうし

ても私の色付きで相手の話を聞いた

り応じたりしてしまうことが多いの

です。 

カウンセリングとは､計略のない、す

てきな感情で“相手の世界にいる”こ

とです。 

純粋さ、ということをもう少し掘り

下げていきましょう。(次号に続く) 

「健康な子ども」1993年２月号より転載させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏 の 研 修 
                     島根カウンセリング研修会  

坪川 和子 

 

今回の夏の研修は参加をする間近に

自分の原点や生育歴を見つめ直す問

題がいくつか起きた。そのことは思い

のほか私に絶望感を与えていた。そこ

から立ち上がろうとあがいていたの

で複雑な思いで参加をすることとな

った。私は今まで人としての向上を求

めて生きてきた。今はそのことに空し

さを感じている。自分が成長していく

には毎日の生活の中で心の動きに気

付いていく必要があると思っていた。

それには敏感でありたいと努力もし

ていた。しかしそれは同時に心の痛み

も感じることにもなり精神的に辛く

なる。私はどちらかというとネガティ

ブな思考になり、自分が悪いのだろう

と自分を責めるような思考の方向が

ある。人には生まれ持った気質があり、

生育歴によって気質は影響されなが

ら性格が作られていくと学んだ。とい

うことは自分の性格を自分でなんと

か良いものにと思ってもどうにもな

らないこともあるのではないかと私

は考えてしまう。思考の方向性や感受

性は自分の特徴があると思うがよく

わからない。自分を知っていくことは

難しい。 

  

人は他人との関わりの中、傷つきた くないので見えない鎧をつける。私が

研修会･ワークショップの報告 2018年 9月までの開催団体 
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考える鎧とは、知性、知識、虚勢、虚

栄、権力をかざす、嘘をつくなどを上

手く使うのではないかと考えている。

私は悲しいのに笑ったり、怒っている

のに怒ってない素振りをしたり、心に

言い訳をたくさん作ったりして自分

をごまかしている。これも鎧なのだろ

うか。鎧をつけると真実が見えなくな

っていくと思う。心の真実を感じるこ

とのできる感受性を持ちたいと思っ

ている。 

  

私は研修の間、心が落ちつかず真剣

に取り組むことができなかった。瞬間

瞬間に感じ取ることはあったと思う

が踏み込めないと感じていた。 

 私は同じメンバーで長年研修を重

ねてきているのだけれど、知らず知ら

ずのうちにできていた研修方法のル

ールやメンバーに対する配慮に縛ら

れていたのかも知れないと思った。そ

ういったいつの間にかできている流

れの中にいて、その流れを見直したり

新鮮な感覚を取り戻すのは難しい。そ

れに気付かせてもらえたのは他県か

ら参加された方のおかげである。最初

は違和感を感じていたのだが、よく考

えてみると自分の思い込みに気付く

ことができた。本当に良かったと思っ

ている。 

 

                    

 

ワークショップ報告 

                 日本カウンセリング協会くまもと   

代表 藤岡 淨信 

第５３回くまもとカウンセリング

ワークショップは、８月３日(金)から

５日(日)に菊陽町のホテルサンロー

ド熊本で開催されました。参加者は日

本カウンセリング協会岩田満理子理

事長他地元世話人を含め９名でした。

おそらく熊本でワークショップが始

まって以来の少数の参加者だったの

ではないでしょうか。しかし少数の申

し込みでも参加できる人たちで続け

ていこうと決めていましたので落ち

着いて当日を迎えました。

 

少人数にも利点がありました。大人

数の時のように口を開こうとしてプ

レッシャーに負けて黙ってしまうこ

とも少なかったように思われます。ま

たグループ別れに悩むこともありま

せんでした。「それがいい勉強になる

のよ」という声も聞こえてきそうです

が、それぞれに自分の持ち時間（思う

時間・発言する時間）が保障され、初

めからそれぞれが自分と向き合うこ

とができたように思います。そんな中

での丁寧な思いのやりとりを通して
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グループ成立の要因である安全感・安

心感・信頼感（セッションの中で何度

も口にされました）がそれぞれの中に

程度の差はあれ醸成されていったと

思います。そこでは参加者の気持ちが

置き去りにされるという場面は少な

かったのでは、と思っています。そし

て内容的にも気持ち的にもまとまり

のあるグループ経験ができたと思い

ます。

 

今まで経験したことがない猛暑の

中でのワークショップでしたが、無事 

 

全日程を終えることができ、参加者の

皆さんと喜びました。

 

 

 

 

 

ワークショップを終えて 

                      日本カウンセリング協会三重 

                             柴田 恵子 

9 月 15 日、16 日、津のプラザ洞津

にて１泊 2日のワークショップを行い

ました。毎年の恒例行事となっていま

す。「人間関係」や「人間」について

集中的に学習する場で、今年は他地域

から参加してくださった方も見え、毎

月の定例会とは少し違った雰囲気と

なり、とてもよい刺激を受けることが

できました。来年はもっとたくさんの

方の参加をお待ちしています。 

 

1 泊２日のワークショップではじっ

くりと非日常の世界を味わうことが

出来ます。当日はペーパーカウンセリ

ングやカウンセリング体験、クライエ

ント体験、エンカウンターなどの演習

を行いました。私はメンバーの後押し

もありクライエント体験をすること

ができ、充実した研修会となりました。

「メンバーに甘えられる場」「レスポ

ンスを吟味する場」「自分を知る場」

など一人では出来ない体験をメンバ

ーの力ですることが出来ることを実

感しました。 

 

会終了後には、振り返りを行い全員

に感想を書いてもらっています。同じ

場で同じ研修を受けても、人それぞれ

感じ方が違います。今年も各々がよい

学びの場となったと感想より伺うこ

とが出来ました。

 

 

 



7 

 

他団体の研修会案内 

 

日本心理教育・家族教室ネットワーク第 22 回研究集会 大阪大会 

【日程】：2019 年 2 月 8 日（金）～9 日（土） 

【会場】：大阪市中央公会堂 

 

2019 年世界教育学会（WERA）東京大会 

開催日程：2019 年 8 月 5～8 日 

会場：8 月 5 日   東京大学 

8 月 6～8 日 学習院大学 

 

日本カウンセリング学会第 52 回大会 

研修会：2019 年 8 月 17 日（土） 

大 会：2019 年 8 月 18 日（日）－19 日（月） 

会 場：北海学園大学（北海道札幌市） 

大会準備委員長：富家直明 

 

2019 年度 教育学会第 12 回大会 

日程：9 月 6 日（金）～8 日（日） 

会場：東京都八王子市の創価大学 

 

 

 

編集後記 

明けましておめでとうございます 

ニューズレター17号をお届けします。皆さまの 

ご協力のおかげで出来上がったことに感謝いたします。 

今年もよろしくお願いいたします。(岩田･井上) 

  

 

 

https://wera-tokyo.com/

