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「新しい時代をひらく」 

                         理事長 岩田満理子 

  

新年度が始まって 1ヶ月が経ちま

した。この４月から新しい環境で生

活しておられる方々も多いことで

しょう。年度替わりは「心機一転」

の気があふれます。特にこの５月１

日は、新天皇即位に伴う改元があり、

これを機に、新しい時代が開かれる

ような気持ちになられた方々も多

いのではないでしょうか。私たちは

新年であれ、新年度であれ、…小さ

く言えば夜寝て朝起きるというこ

ともそのひとつですが…、何かに節

目をつけて、そこから新鮮な気持ち

で何かを成していこうとするエネ

ルギーを持っています。 

 

人生にも節目の時が訪れること

があります。人生の節目の時は私た

ちにとって決して心地よいことば

かりおこるわけではありません。 

 

 

しかし、その節目にしっかりと向

き合って乗り越えていくことはそ

の人の人生を豊かにしていきます。

節のない竹は強くなることはでき

ません。

 

日本カウンセリング協会も節目

の時を迎えています。この６月に開

催される熊本での総会では、これか

らの日本カウンセリング協会への

足掛かりとなる議論を重ねてまい

りたいと考えています。そのことは、

ひとつの節目となり、これからへの

エネルギーとなると確信いたしま

す。  

私たちはこの節を大切にして強

い竹に成長していきたいと願って

います。会員の皆様には多数ご参集

いただけることを願っています。 

よろしくお願いいたします。 
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               日本カウンセリング協会顧問 藤木 偉和雄 

 

私と私が仲良くなる  

「先生っていいよね。私の言うこと聞

いているだけでいいんだから･･･」 

 長い沈黙の後、生徒がポツリと言い

ました。思いもよらぬ生徒の言葉に､

もし、皆さんでしたら何と応じるでし

ょう。 

 “あれもしなければ、これもしなけ

れば”と気ぜわしく立ち回っていたと

ころへ、突然やってきた生徒、断りた

かったけれども､せっかく保健室へや

ってきた生徒だからと、忙しい時間を

割いて生徒の話を聞いているときで

す。 

 生徒が“自分がこんなになったのは、

クラスの生徒のせいだ、担任のせいだ、

いや、父親のせいだ”と言いまくり、

沈黙の後今度は、一生懸命聞いている 

 

 

私に矢を向けてきました。 

 この瞬間、私の心の中に何が起こる

でしょうか。せっかく忙しい時間を割

いて話を聞いてやっているのに､この

生徒は一体何をいいだすんだろうと、

一瞬、動揺するのではないでしょうか。

ムッとしたりすることは、聞く側のこ

ちらの心におこることです。先生の気

持ちは､この瞬間は、もう生徒のそば

にいるどころではありません。｢せっ

かく聞いてあげているのに｣という気

持ちは､こちら側の計らいから起こり

ます。“純粋とは､両者の関係の中で、

私の心に計らいがないこと”と前号で

述べました。 

 しかし人間、自分の思いもよらぬこ

とが、突然起こりますと、瞬間的に､

自分の世界に入ってしまいます。 

では、生徒の話を聞いているとき、

私は、どんな私であったらよいのでし

ょうか。 

 “せっかく来たのだから話を聞いて

やろう”一方、“でも、早く終わらな

いと仕事が片付かない。早くやめてほ

しい”こんな状態が私の中にあります。 

 これをちょっと横から眺めてみま

すと､実は､私の中で二人の私が生徒

の話を聞いているのですね。私の中で

“思い”と“気持ち”がお互いに張り

合っているのですから。 

私の中で 2人の私が相手の話を聞いている 

心を育むカウンセリング実践講座６ 
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“どうも、うまくない状態にいるな

あ･･･。力んじゃっている自分がいる

なあ･･･”と生徒の話を聞きながら､瞬

間的に思えたら､私をよく見ている私

がいることになりますね。 

私の思いと感じをよく見られる自

分がいたら、私と私がけんかせずに、

近づいてきていると言えましょう。 

その度合が狭まるほど､私と私は仲

良くなり、自分をハッキリさせること

ができます。そこでようやく､相手が

ハッキリみえ、相手の内側にある気持

ちがそのまんま響いてきます。その瞬

間、一つになった私は､相手の世界に

いることができます。 

 

“いやだけれど、仕事を一生懸命や

らなけりゃー”これでは､一生懸命力

み､疲れだけが残り、相手との話し合

いは､うまくいきません。 

なぜかというと、分裂している自分

を隠して､相手に向かっているのです

から。これを計らいといわなくてなん

といえるのでしょう。 

もし、自分の思いと気持ちが仲良く

していたら、相手の世界にいることが

可能ですから、｢今の自分に比べて先

生がうらやましく思えるの!｣という

内容にとれて､瞬間的にうまく対応す

ることができるでしょう。 

そうなると、カウンセリングとは､

相手とのやりとりを、どう、うまく進

めるかという技術ではなく、相手に対

応する自分が瞬間、瞬間、どんな自分

であるかをよくみきわめられる自分､

即ち、“私の在り方”にかかっている

といえましょう。 

“私と私が仲良くする”、これが人

間関係をうまくすすめる第一の要諦

といえます。 

再び申し上げますが、“純粋”とは､

関係の中で､計らいのないこと、あり

のまんま、そのまんまを大切にすると

いうことです。 

｢先生!今、何時ですか｣ 

まもなく昼食の時間になります。四

時間目の授業もあと三分で終わりま

す。先生は、はりきって締めくくりの

話をしているとき、C男が突然、｢先生!

今何時ですか｣と声をかけてきました。

もちろん、黒板の上の時計も針をキチ 

ンと示しています。 

C 男は何をいいたかったのでしょう。

そのとき、先生が､｢時計を見ろ､もう

じき終わる｣という言葉かけにすると、

C 男の気持ちをくんでいる反応とはい

えませんね。 

 

「授業は最後までキチンと聞くも

の」という(思い)と｢何をいってるん

だ。こっちはお前たちのために一生懸

命やってんだぞ､バカ者｣という(感

じ)が分裂したままの声かけだと、C

男の世界にはいることなどできませ

ん。 

もし、「C男は、もうお腹がすいてた
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まらないんだね」と対応ができたら、

C 男はどんなにホッとし、発言したこ

とに満足感を覚えるでしょう。“何を

いっても､先生には僕の気持ちをわか

ってもらえるんだ“そういう心理的安

全感が C男の心に湧き C男はあと三分

しっかり勉強することでしょう。 

 

「健康な子ども」1993年３月号より転載させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ報告 

日本カウンセリング協会岡山 安原こずえ 

 

第 16回カウンセリング･教育相談研修

会は、10月 20日(土)～21日(日)に岡

山いこいの村で開催されました。一泊

二日研修という当協会にとっては初

めての試みでした、参加者は会員 11

名、一般参加者 9名、合計 20名でし

た。研修内容は､構成的エンカウンタ

ー10名とフォーカシング入門 10名と

2グループでおこなわれました。一般

参加者は、自分の内面と向き合うこと

をそれぞれに希望されてグループを

選択されていました。 

 今回の研修会は、“一泊二日”とい

う短い時間内で一般参加者のニーズ

に応えることができるのかというこ

とも大きな課題でした。アンケート結

果より､多くの方が｢とても満足した｣

と回答。満足した内容については､｢自

分の課題を開示し、丁寧なかかわりの

中で気づきが促進され､肩の荷が下ろ

せた気持ちになれた｣「ゆったりと時

間が流れる中、もう一人の自分を発見

した。自分を味わえたように思う｣等、

また今後の研修会開催については、一

般参加者の多くが､一泊二日研修を希

望されていました。これらの結果を参

考に一般の参加者に呼びかけていき

たいと思います。 

 

 

 

 

ワークショップの報告 

《訃報》日本カウンセリング協会顧問 藤木偉和雄先生は､2019 年 4 月 23 日ご逝去

なさいました。心よりお悔やみ申し上げます。        (編集子） 
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日本カウンセリング協会岡山 

オープン例会 

7月 28日（日）10時～17時  

杖塾にて 

 

教育相談研修会 

11月 23日（土･祝）10時 

～24日（日）16時 会場未定 

 

 

 

 

 

3 級の認定をもらって 

日本カウンセリング協会三重 川村容理子 

 

カウンセリングの学習を始めて､20年

ほど過ぎた頃に｢三級の申請をしませ

んか｣と声を掛けて頂きました。 

 私は専業主婦でしたので、家庭生活

が心豊かになればと思ってスタート

した学習でした。それで、資格につい

ては全く興味はありませんでした。 

 しかし、我が家の家族構成も変化し

てきて､自分の心が家族から社会へと

拡がっていきました。そんなこともあ

って、３級の申請について、何度も声

を掛けて頂くうちに､｢資格があれば、

自分はもちろん、相手の方が安心でき

るのでは｣と思えるようになりました。 

 

それまでにも、折に触れて単位認定

は頂いていましたが、世話人やグルー

プの皆さんに教えて頂きながら残り

の単位のレポートを仕上げ、認定を頂

きました。 

 

 

 

島根カウンセリング研修会 

夏のワークショップ 

7月 13日(土)14時～ 

     15日(月・祝)12時 

 松江市 城東公民館にて 

  宿泊 サンラポーむらくも 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは各団体に 

お問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

3級を取得して 

本当にお世話になりました。 

認定を頂いたことで､社会貢献でき

る土台ができたと、心から思っていま

す。 

 

日本カウンセリング協会所属団体 

ワークショップ等(予定)のご案内 

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 2日(金)14時～4日(日)15時 

ホテル サンロード熊本にて 
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会員の皆さまの多数のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

                          

 

 

他団体の研修会案内 

2019年世界教育学会（WERA）東京大会   期日に余裕があったので、 

開催日程：2019年 8月 5～8日       前号と同じ研修会を掲載しました。 

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） 

 

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 

ニューズレター18号をお届けします。皆さまのご協力により発行できる

ことを心より感謝いたします。 

今年は総会が熊本で開かれます。熊本の皆さまには早くからお世話をお

かけしています。熊本の地で、各地の皆さまとお目にかかれることを楽し

みにしています。 

寒暖差が激しい毎日です。くれぐれもご自愛ください。 

                        (岩田･井上) 

 

日本カウンセリング協会    

2019年度総会･研修会 

2019年 6月 8日(土)14時～9日(日)12時 

熊本市 水前寺共済会館グレーシアにて 

 


