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「素直な心」 

                         理事長 岩田満理子 

  

久しぶりに孫と電話で話しました。保育

園で英語を教えてもらったようです。「ど

んなの教えてもらった？」と聞くと「Ａ―

Ｂ―Ｃ―Ｄ―．レロレロレロ･･･」？？？ 

「幼い子にはそうやって聞こえたんだ」

とほほえましくなりました。自分の中であ

れこれ思わず、見たとおり、聞こえたとお

りに表現できる素直さに、心が洗われたひ

と時でした。 

 

素直さには「純粋」につながるものがあ

るように思います。ひるがえって、「私は

相手に向かうときに素直な心でいるのだろ

うか」「自分の思いや相手への気遣い・は

からいでものを言っていないだろうか･･･」

と自分のありようを振り返るときをいただ

きました。「素直な心で感じたままをあり

のままに」伝えることを改めて心に刻んだ

ことでした。 

 

 

 

 

 

日本カウンセリング協会前顧問  故・藤木 偉和雄 

養護教諭の前向きな声かけを 

ある会場で、養護の先生が私にため息交

じりにこんな話をしてくれました。「最近、

保健室登校の子が増えてきたので対応がと

てもむずかしいんです。他にも仕事がいっ

ぱいあるし･･･」私はこう話しかけました。

「先生、拭いきれないほどの汗をかいて、

児童が先生しかいない、と保健室へやって

来るなんて，逆に先生は果報者だと、思え
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相手を自分と同じように尊重すること 

ばいいのですよ」すると、その先生はしば

らくして言いました。「子どもって、とって

も素直なんですね」 

私は、この先生は明日からも、保健室登

校の子どもに喜んで“逢えるな”と実感し

ました。

大人でも、子どもでも、人はだれでも、

安心して愚痴をいったり、文句をならべた

り、伸び伸びと自分をさらけ出し、甘えら

れる場を真剣に求めています。それもほん

の一刻でもいいのです。 

子どもたちはよくいいます。「大人はいい

なあ！、何でもできて･･･」そうです。子ど

もたちはしたいことが何でもできるわけで

はないのです。何か他の子どもとちょっと

違った行動をしたり、ましてや大人を批判

したりすると「子どものくせに」と一喝さ

れます。でも、子どもたちは大人より優れ

たバイタリティをもっていますから、それ

に堪えながら、生き生きと生きています。 

しかし、それが一端崩れると、もうどう

にもならないのです。 

けれども、そうなるまで自分のありった

けの力を振り絞って、しようと思うことに

挑戦しているのです。それは悲しい戦いで

もあるのです。 

長い月日をかけて七つの海を渡って，母

港に着いた巨船が、安らかに停泊している

ように、子どもたちは自分にとって心理的

に安全な母港(心から安心できる居場所)が

あったら、そこで十分休息をとることがで

きます。 

 

そこでは、「休んでいいよ」、「何をしても

いいよ」と指示をするのではなく、「よく来

られたねぇ」、「頑張ってきたんだねぇー顔

に描いてあるよ」という大人のポジティブ

(前向きに生きる)な呼びかけ、声かけをする

ことです。子どもたちは”アッこの先生は

私の心をわかってくれている“と感じます。

   

人間は、一生、休息を求めているわけで

はありません。もし、十分に甘え、自分を

浄化(カタルシス)し、自己の存在を確かめ、

自分にとって、もういいという自覚が生ま

れれば、人生という七つの海に出航します。 

児童にとって、その母港が、ある時は、

保健室なのです。僕の居場所がない！そん

なとき、燈台の明かりのように見えるのが

保健室ではないでしょうか。「鞄をもって来

たのね。今日は勉強するんだね！」と明る

く声かけする人が燈台守です。

 

他人を愛することができる人は基本的に

自分を真実、愛することができる人です。 

自分が今、生きていることを喜べない人

に、どうして他人が生き生きと生きている

ことを、喜ぶことができましょう。自分が

生きていることに不満足では、人が幸せな

時に、嫉妬すら起きます。 

尊重するということは，“価値のあるもの

として大切にする”ということです。 

自分が、自分自身の感情や体験を、大切に

しているときは、生き生きとしていますし、 

そんな自分が好きです。「人を愛する」、「人

を尊重する」ということは、まず自分を好

きになることです。 
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野分みち 吐息交わる白さかな 

 

「先生なんか信用できるもんか！俺の前

ではいい顔しているけど、俺がいなくなっ

たら、ツバを吐くんだろう」 

何とぬけぬけと、先生にいいたいことを

いう生徒でしょう。 

そのとき、自分を愛し、人を愛すること

のできる人と、自分に不満をもちながら、

人には権威的にふるまう人では、答えかた

が違います。 

「何といいたいことをいうの。こんなに

愛しているのがわからないの！」と反応す

るか、「私の前だから安心していえるのね」

と対応するかで、生徒の前に居る先生は分

かれ道に立つことになります。 

   

友人、学者間から、Ｃ.Ｒ.ロジャーズ博士

は“人々が、ありのままでいることを許す

人”と評されました。 

こういうことをいう人は好きだ、こうい

う人は嫌いだということなしに、その人の

ありのままの心を大切にして、一緒に居る、

ということです。 

前号でカウンセラーは、ありのままが大

切と申し上げました。ありのままなら、嫌

いな人は嫌いだ、ということもありのまま

でいいはずです。しかし、もし絶対的に人

を尊重していたら、こういうことをいえる

のも、私を信頼して安心していっているか

らだ、とピーンときませんか。 

児童や生徒が，否定的な発言をしても、

“私の前だからこそ、安心して、普段いえ

ないことを、いっているんだ”、とこちらが

心底思えたとき、その子どもが可愛くなり

ませんか。どんなものでしょう。 

まさに「ありのまま」と「尊重」は連動

しているのです。 

「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。 

当方の手違いにより前号までの出典期日が違っておりました。初出は 1992年 6月号からの転載となり

ます。訂正してお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

総 会 

 

 

研修会１ ロール・レタリング    

日本カウンセリング協会熊本の和田さんからロールレタリングについて学びました。はじ

めに「自分が気になる方に手紙を書いてください」その後「気になる人から自分に返事を書

いてください」という実習から始まりました。以下の感想のように、多くの気づきをいただ

きました。 

2019年度 総会・研修会の報告 

節目の年になる総会でした。協会のこれからを話し合いました。活発な意見交換がおこな

われましたが、審議時間切れとなりました。今後の話し合いは理事会に付託されました。 
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☆実際に 自分の気になる人への手紙を書

いてみて、自分の気持ちが出せる、明確に

なることを知りました。逆に気になる人か

らの手紙はなかなか筆が進みませんでした。

｢人間関係は鏡に映る自分を見ている｣を大

事にしていきたいと思います。 

 

☆ロールレタリングは初めての体験でした。

自分の気持ち、相手の気持ち、両方の気持

ちを理解する手段として有効であると思い

ました。 

 

☆｢ロールレタリング｣という言葉だけで 

また理解できていませんでした。少し深ま

ったと思います。 

 

☆和田さんありがとうございました。毎日

接している人にでも､手紙を書くと、自分が

相手にどう思っているかが、あらためてわ

かり、又、相手から自分への返信を書いた

ことで自分を見つめるいい機会になりまし

た。とてもよかったです。 

 

☆手紙を書くという 私にとっての非日常

で 相手をまっすぐ見つめ直しました。 

 

☆思っていることを文章化したことで、あ

らためて、自分の気持ちを確認でき、私に

とりよかったです。 

 

☆本心を文字化する作業は､ずい分してい

ませんでした。相手から返信の手紙は 1 行

目で涙が溢れました。自分の心を直視でき

ました。 

 

☆おもしろかったが、わからないところも

ありました。 

 

☆ロールレタリングには以前から関心があ

り、和田先生のご講演を直にお聴きしたい

と思っておりましたので、実現したことを

とても嬉しく思いました。 

いろいろな体験をしてきた子どもたちが、

先生のご指導の下で、書くことで自分を振

り返ることが出来き、自分と関わってくれ

た人の想いを感じ取ることが出来るように

なる。時間がかかる取り組みと思いますが、

とても素晴らしいことだなぁと強く思って

います。立場を代えて考えることは、日々

の生活でも大変重要と思います。自分本位

になることを戒めたいと思いました。 

 

☆久しぶりに和田節を聞いて、気持ちが充

実した。 

 

☆和田先生の歩みが理解でき､短時間でし

たがよい時を持てました。 

 

☆ずっと以前に聞いたことを振り返ること

ができて､とてもよかったです。 

今、まがりなりにも､中学生などでは使った

りしています。 

 

☆新しいカウンセリングの方法を学びまし

た。｢遺書｣を書くというグループの突破口

はすごく学びになりました。 

 

☆大変よい体験させていただきました。熊

本の和田先生に感謝です。ありがとうござ

いました。 

☆自分なりの事例を書けたのがすばらしか

った。 

 

☆初めての学びでした。｢気になる人への手

紙｣｢気になる人からの手紙｣は自分の心に
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多くの気づきをいただきました。そして、

それらの活動が、ご自身の体験や理論に裏

打ちされていることに大きな魅力を感じま

した。 

☆和田さんの学習の中から研究開発された

方法であることが感じられた。自分の気持

ちを整理するのには有効な方法だと思いま

す。 

研修会 2 ペーパーカウンセリング    

「子どもの言葉」を通して、｢その子をどんなふうに感じるか｣｢どんなレスポンスがその

子の気持ちによりそっているか｣をグループで出し合いました。 

 

☆大変、学びと気づきの機会になりました。

今後もこの手法をやってみたいと思いまし

た。同時にグループでのワークの素晴らし

さを再認識しました。とてもよかったです。 

 

☆久しぶりにやったので、とても新鮮でし

た。 

 

☆自覚していない自分が見つかりました。

楽しかったです。 

 

☆ペーパーカウンセリングは何回やっても

むずかしいですが、でも、とても大切な研

修だとは思っています。皆さん(グループ

が)いたので、いろいろな見方、感じ方がわ

かってよかったです。 

 

☆たいへんおもしろかった。いろいろな気

づきができたように思う。 

 

☆紙上カウンセリングに苦手意識。明確化

を紙上(文面)で読み取りできない自分でし

たが､今回は楽しく体験できました。 

 

☆いろいろな感じ方があることがわかって

楽しかった。どこに焦点を当てるかで返す

言葉はピント外れになることもあることを

痛感した。 

 

☆なかなかはじめは はいりにくかったで

す。頭で考えることと(感情)心で反応する

ことが ごちゃごちゃになって･･･。 

2回やるうちに､少しクリアになりました。 

グループをもっと小さく(5～6 人)にして話

すと､もっと話せたかとも思った。 

 

☆何度か体験している研修ですがいつも難

しいと思います。短い詩を読んで、書いた

人の背景、気持ち、人柄を感じ取り、今ど

のような言葉かけをしたらよいかいつも悩

みます。グループの皆さんのいろいろな発

言から「そうか！」「そうかもしれない！」

と自分では気づかない見方を教えて頂き、

とてもよいグループワークになったと思い

ます。自分の感性を信じつつ(できるかな

ぁ・・？？)自分の心に感じた相手の気持ち

を大事にして、これからも人と向かいあい

たいと思っています。 

 

☆グループで出来たことが よい体験でし

た。 

 

☆ペーパーカウンセリングのおもしろさを

感じられた。グループワークという時間が

あったので。 

 

☆何かすっきりしないまま終わってしまい

ました。 
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日本カウンセリング協会三重 

ワークショップ 

9月 15日(日)15時～ 

16日(月・祝)12時 

 プラザ洞津(三重県津市)にて 

 

☆感情に焦点をあて、気持ちをレスポンス

する 状況よりも気持ち と習っていたが、

場合によって状況がはいった方が伝わると

いう。そういうもんかなあ、というところ

です。 

 

☆初めての経験で非常に役に立った。もっ

と勉強したい。自分の欠点もわかりやすい。

集団のワーク力を感じた。解り易く有意義、

楽しかったです。藤木さんのリーダーで快

く解り易く学べた。加えて吉田さんのリー

ドもすばらしかった。俳句で､注意を受ける

「美しい｣とか｢くやしい｣とかの表現をせ

ず､具体的にその思いを出すというのが似

ているとも感じた。 

 

☆たくさんの方と多くの思いを出し合い、

おもしろかったです。 

 

☆グループで学び合うことの楽しさを味わ

えました。 

 

 

☆以前、ペーパーカウンセリングの研修を

始めた頃は「感じる｣というより｢正解を探

す｣という気持ちが強く､演習自体がしんど

かったことがあった。今回のグループで研

修するのは 気持ちの上でも楽だったし､

他の人の意見を聞くことによって 自分の 

考えが深まったり改まったりした。よい経

験になった。 

 

☆私はセラピーで回復したので、この辺の

学びができていなかったので、これからは、

こういった学びをたくさんやりたいと思い

ました。 

レスポンスの大切さが具体的に学べてよか

ったです。 

 

☆皆の(思いの)感じ方の「違いあり、同じあ

り」がおもしろかった。 

 

その他 開催地熊本の皆様への深い感謝、協会のこれからへのエールなどをたくさん書いて

いただきましたが、紙面の都合上割愛させていただきます。 

ご了承下さい。 

 

加盟団体のワークショップ・研修会 

      
詳しくは各団体にお問い合わせください。 

 

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 

(熊本県菊池郡)にて 

 

8月 

９月 
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日本カウンセリング協会岡山 

カウンセリング教育相談研修会 

11月 23日（土･祝）10時～24日（日）16時  サントピア岡山総社(岡山県総社市)にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

他団体の研修会案内 

 
日本カウンセリング学会 第 52回大会 

大会テーマ：地域に必要とされるカウンセリングのために  

研修会：2019 年 8 月 17 日（土） 

大 会：2019 年 8 月 18 日（日）－19 日（月） 

会 場：北海学園大学豊平キャンパス（北海道札幌市） 

大会長：冨家直明 

 

日本学校心理士学会 第 21回千葉大会 

大会テーマ 

「新たな時代の学校心理学 ー子どもを支える「和」のちからー」（仮） 

日程：2019 年 12 月 7 日（土）～12 月 8 日（日） 

会場：聖徳大学松戸キャンパス 

大会実行委員長：山口豊一 

 

日本教育カウンセリング学会 第 17回大会 

大会テーマ：これからの教育改革を成功させるキーポイントは何か 

日程：2019 年 10 月 5 日(土)〜6 日(日) 

会場：早稲田大学 小野記念講堂 3 号館 

 

 

１１月 

ニューズレター19 号をお届けします。皆様のご協力で編集を終えられたこと、深く感謝いた

します。 

 最近のニュースを見ていると、人の心がここまで･･･と，哀しくなってきます。世の中は、

お互い様、できるときに、せめて身近な人からサポートしていきたいと思わされました。 

 次号は 12 月 1 日発行予定です。皆様からのご意見・おたより等をお寄せいただけるとあり

がたいです。                         （岩田･井上） 


