
「友の会」の新たな発足を心待ちにしていました。以前の友の会の「ニュースレター」に投稿
を始めたのが、自分のカウンセリングをエッセイとして残そうとしたきっかけでした。「書
く」ことは自分のやってきたカウンセリングを見つめなおし、学びを深めます。さらに「事例
から学ぶ」と題して自分のカウンセリング体験を語ることが、それ以上に学びと気づきを深め
ます。
新たに出発した「友の会」の4月の「事例から学ぶ」で、「初回面接の大切さ」と題して話す
機会をいただきましたが、その時改めて「キーワード」の重要性に気づきましたので、第1回
の投稿の題を、「初回面接とキーワード」としました。
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初回面接の記録には、主訴とキーワードを書くことにしていますが、そのキーワードが初回で
は鮮明なのにその後あまり出てこないのに気づきます。
「悪夢にうなされて眠れません。」と初回に語ったクライエントが、二年数ヶ月72回の面接
で終結を迎えるまで、一度も悪夢についての詳しい内容を明かさなかったのです。最後の面接
のときに「これを言わないと終われません。」と悪夢の真の意味を語ってくれました。ここで
その事実を書くことは勿論できない、聞くに堪えない内容でした。71回の面接の中で一度も
語らなかった悪夢の意味を、終結を迎えるときに語ってくれたのは、カウンセラーに対する真
のラポールの結果であり、やっとその重荷を下ろせたからでもありましょう。むごい内容なが
ら、明るく躊躇することなく語る彼女は、すでに悪夢の裏に隠された苦境を乗り越えていまし
た。
この事例のほかにも、初回に記したキーワードには一切触れず４０回、５０回と長い面接の最
後に語られる重大事項を、「これを言わないと終われません。」と前置きして、聞くに堪えな
い事実を明るく語るクライエントに何度か出会っています。
初回に書かれたキーワードを大事に暖めながら、クライエントの心の叫びに耳を傾ける大切さ
を痛感します。

コラム№1 初回面接とキーワード



「事例報告を見ると、大抵は家族構成が書かれています。父50歳、公務員、母46歳、主婦などと。私は大学で学生のカウンセリングを15年し
てきましたが、幸いにしてインテーカーはいませんでした。幸いにしてというのは、様々な苦悩を持って来室する学生は、その人が必要ならば
父や母について自ら語るでしょうし、最後まで語らなければそれにはまた深い意味があると思うからです。したがって私のほうから家族構成を
聞くことは滅多にありません。初めから聞かなくて良かったと思えるケースに何度か出会っています。
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引きこもりの26歳の女性の出前カウンセリングを引き受けることになりました。引きこもりや不登校で悩む青年の場合はカウンセリングの守る
べき枠を越えることはやむをえないと考えています。
この女性は常に自死を考えていました。面接の内容は全て死についてです。彼女が語る自殺願望は、目が涙目なのでこのままだといずれは失明
すると考えると死にたいと思ってしまうと言うのです。涙目が自死の直接の原因とは思えませんが、その裏に自分にも分からない何かがあるの
でしょう。２回目の面接で「先生とお話しているときだけは死ぬことを忘れています。でも先生がお帰りになるとまた考えてしまいます。」と
涙ぐむ彼女に、私は「面接中だけでも死を考えないとは素晴らしいね。」と返しました。

３回目の面接には、お守り代わりに携帯のストラップのような何かをくださいと言うので、妻に作ってもらった小さな人形を吊るしたものを差
し上げました。人形の台の下にはSと書き、Sの説明として、Soul,Spirit,Save,SafeそしてSaburouのSだと説明しました。このときが彼女の初め
ての笑顔でした。何か変化が起こったかに思えましたが、その後いつも話題は死についてでした。時には「これから死にます。」とメールが入
り、飛んで行くことが2度ありました。往復４時間半かかるので面接の回数を１０回と決めて始めたのですが、何か空しく終わるような予感が
ありました。

さて約束の10回目に「これからどうしますか？」と聞くと、「母の介護をします。」と言います。それまで彼女は母親については一切何も言わ
なかったし、私も何かあると気づきつつも聞くことはありませんでした。彼女のお母さんは余命いくばくもない末期癌だと言います。死ばかり
見つめていた彼女が、死と戦っている母親の介護をする決意をしたとは！私はこれで終結だと確信しました。
約１か月後、早朝彼女からメールが届きました、「母が今朝息を引き取りました。最後まで母を見とれたことは良かったと思います。先生、人
間の生命て凄いですね！」
母が自らの死を持って、娘の命を救ったに留まらず生命の凄さを感じさせたのです。気になりつつも、母親については何も聞かず、ひたすら待
つ姿勢の中にこそクライエントの変容をもたらす何らかの介入があったと改めて感じます。
今年の年賀状には「先生、私はすっかり元気になりました・・・」と嬉しい便りです。

コラム№２ 家族構成を聞きたくなる？―



「あなたのカウンセリングはクライエントの心に寄り添ったところが一箇所もないなあ。」実習中、
逐語録をもとにご指導をいただいた、私のスーパーバイザーH氏の言葉です。心に寄り添うことだ
けは自信があっただけに、私はこの言葉に立ち直れないどころか、カウンセラーになろうと決意し
たことへの後悔で3ヶ月間何をする気力も失せ、悶々としていました。
再度SVを受け本当に心に寄り添っていないか指導を受けようと居直った気分になり、逐語録を改
めて読み返し愕然としました。心に寄り添ったつもりでもそれを言葉にして返していないのです。
「言葉で返す」大切さを思い知り、私のカウンセリングの真剣な学びがここから始まりました。

「心に寄り添う」とはどういうことなのか？何十回何百回と自問したものですが、納得がいきませ
ん。誰にでも分かる言葉の奥深さに圧倒され続けました。
自らのカウンセリングを振り返ったり、友の会の「事例から学ぶ」で話す機会をいただきその都度、
「受容・共感・自己一致」を何度熟考したかしれません。
カウンセリングを学び始めて20数年経った今になって初めて、「受容・共感・自己一致」と真に
「心に寄り添う」こととが、私の中で一つの概念であると思うようになりました。
ロジャーズが言う共感とは、「・・・Clの内部的準拠枠（内的思考の枠組み）の中で感情移入（共
感）的に理解しつつ、Coが感じた心をClに伝える努力をすること」とあります。共感は、ややも
すれば傾聴に徹することと誤解を生みがちですが、Coがどう感じたかを伝えなければ、真に共感
ではありません。

実習中に、私のスーパーバイザーに「心に寄り添ったところが一箇所もない」と言われ、挫折と絶
望から、繰り返し考察する中で、「心に寄り添う」ことと「受容・共感・自己一致」が、私の中で
統合された概念だと気づくようになるまで、何と20数年要したことになります。
カウンセリングの学びは本当に気が遠くなる軌跡の積み重ねですね。
（ロジャーズの言葉一部書き換えています。）

コラム№3 こころに寄り添う



カウンセリング・ルームそのものが癒しの空気で満ちている、そのような空間でありたいものです。
何度か不登校の子どものことで相談に来られたあるお母さんが、「ここにおるだけで心が空になりま
す。」と言われました。私はその後カウンセリング・ルーム（と言っても書斎）を「心空館」と名づけま
した。クライエントが来られる前にはいつも掃除は怠らず、常に何か花を活けて待つことにしています。
花は自宅で植えている季節の花。椿は寒椿から春先まで咲き誇る侘介が数種類、初夏にかけてはバラ、菜
の花、アジサイ、ホトトギス等々。花のないときはありふれた草でもいい。何か生命のあるものがほしい
のです。額に入った「如意輪観自在菩薩」（河内長野にある観心寺所蔵の国宝）の写真が部屋を見守って
います。

数年前テレビに登場した佐藤初女（はつめ）さんに心惹かれました。初女さんは青森県弘前市の岩木山の
麓に「森のイスキア」という名のロッジを開設し、多くの悩める若者にその地の空気とその地で採れた新
鮮なもので調理した食と「おにぎり」で生きる勇気と活力を与えている無言のセラピスト。話をじっくり
と聞くだけでその場に「存在」する。帰りにはアメリカのある修道院から贈られた古い鐘を鳴らして見送
るそうです。
イスキアとはどこにあるのか小さな島の名前です。すべてにやる気をなくしたある青年がイスキア島にあ
る壊れた教会で１人ひっそりと生活し自分を見つめなおし、３年経って子どもの頃の瑞々しい生命力を取
り戻したというエピソードから採ったそうです。

毎年遊びに来てくれる教え子達と北の天満宮を訪れたとき、インド人らしい人が露店で直径15センチぐ
らいの手作りの鐘を大小並べて売っていました。手にとって見ると素晴らしい音色です。2千円を1500円
で迷うことなく買い求め、私の家の玄関のドアにつけました。実にいい音色で静かに開けても静かに鳴る。
初女さんの鐘ではないにしろ、それ以来クライエントを帰り際に鐘を鳴らして見送ることにしています。

先日様々な苦悩を乗り越えてきたある女性が、「先生の家の敷地に入るだけで癒される感じがします。」
と言われ感動しました。最近よく言われるのです、「ここにおるだけで癒されます。」と。
「癒しの空気！」カウンセリングの至らないところを空気が補ってくれていると感じ嬉しさがこみ上げて
きます。

コラム№４ 癒しの空気



「カウンセリングの学びの中で「共感」という二文字を何十回何百回、目にし耳にしたことでしょう。その都度分かった
ようで分からない・・・「受容・共感・自己一致」が傾聴の三つの条件だとこれまた何百回と学び、傾聴に努めようと努
力するあまり、クライエントの話す人生ドラマを遮らないように努め、その結果いつの間にかカウンセラーは口を挟まず
聞くばかり。共感は自然と受身的で消極的になってしまいます。
No5駆け出しの頃、私の言葉は全く消極的共感でした。計り知れない苦悩を乗り越えてきたクライエントに「大きな苦悩
でしたね。」これで共感的に返したつもりでいました。クライエントの苦悩は正に計り知れないものです。それを「大き
な苦悩でしたね。」程度で、クライエントがカウンセラーから心から理解されているとは思えないでしょう。
共感とはそもそも、積極的な言葉であると気づくまでに、何年要したことでしょう。

コラム№５ 積極的共感

「このような苦悩を背負いながら、よくぞ生きてこられましたね。これからが新たな生き直しですね。」と、いささか芝居がかった言葉を、
私はいつの間にか返すようになっています。「しんどかったね。」「苦しかったね。」などは消極的共感であり、日常の言葉です。カウン
セラーの言葉は、非日常的言葉であり、芝居がかっているのです。
舞台で演じる役者の言葉も動きも芝居がかって当然です。そうでないと役者の感情が観客に伝わりません。同じように、カウンセラーは豊
かに生き生きとした感情をクライエントに伝えてこそ積極的共感であり、変化を促す介入でもあります。
ただ「苦しかったね。」だけでも、本当に思いやる心と心に寄り添った感情がこもっておれば、積極的共感と言えるとも思いますが、それ
こそ芝居がかった表現が必要です。
相槌やオウム返しも積極的共感だと言えないでしょうか。
数年不登校だった中学３年生のA君が、ある日うつむき加減に「僕、お父さんと喧嘩しました・・・」と言います。いつも厳しく学校へ行け
と言う父親には歯向かえず反抗もしたことのないA君が喧嘩したと言うのです。私は嬉しくなって、「え！喧嘩した！わはは・・」
この「え！」の中には驚きと喜びが、「喧嘩した！」の中には賞賛の感情がこもっています。「え！」は一つの相槌であり、「喧嘩し
た！」は「反射」ですが広い意味ではオウム返しです。しかしこの相槌とオウム返しの中に積極的共感が含まれています。
この日の面接でA君は一皮抜けたようで、今高校１年生。ほぼ半分の授業を受けられるようになりました。
カウンセラーの言葉の全てが、積極的共感であり、芝居がかった非日常の言葉であり、自然とほとばしり出る言葉です。カウンセラーは、
役者がそうであるように、自らの言葉と感性を磨く必要があります。

さて言葉と感性を磨くとは？どうすればいいのでしょうね・・・



京都文教大学の学長であった樋口和彦先生が数年前86歳で天に召されました。先生は関西カウン
セリングセンターとは深い関わりのある人で、古今堂雪雄初代理事長の時代からセンターの講師
陣の中心メンバーであり、当時の資格試験の審査委員長を勤められました。

忘れられないのは、私が適任証を取得したときの先生の身に余るお言葉であり、その後のカウン
セラーとして生かされる自信のない私がどんなに励まされたことか。「あなたの論文はどこに出
しても遜色はありません。頑張ってくださいよ！」このお言葉で突然の大学でのカウンセラーに
一歩踏み出すことが出来ました。更にその数年後私がカウンセラー適認証資格更新のための事例
研究会で発表する機会をいただいたとき先生のスーパーヴィジョンを受けることになりました。
当日緊張のあまり胃をしくしくと痛めながら、当時の理事長井本氏も交えいっしょに食事しなが
ら打ち合わせの時間を持ちました。先生のお話は冗談を交えながら多方面にわたり、雑学とも受
け取れるお話が次々と出て絶えることがありません。「私の雑学はクライエントから教えても
らっているのです」と言われました。驚いたことに打ち合わせのはずがケースの話がほとんどな
いのです。先生はキリスト教の牧師でもあり、その日も朝から教会でお話をしてきたと後で聞い
たのですが、信仰の話をついぞ先生の口から伺ったことがありません。

コラム№６ 樋口和彦先生を偲ぶ

2度にわたる先生との時間の共有の中で、私は言葉にはない大切なものを教わった気持ちです。一つは、カウンセラーはクライエントから教
えてもらえばいいということ。もう一つは先生の信仰の深さが心理学の中で生かされているのだということです。神にたいする信仰が深け
れば深いほど言葉にする必要がなく、どこかに滲み出ているのではないか。滲み出るなにかがその人の底辺を支えて揺ぎないのではないか。
自らを「専門家、専門家」と口にする心理学者の実に浅く感じることか。

カウンセリングの学びは永遠に続きますが、カウンセラーはその学びだけではなく、そこに隠されたその人の根底に流れる何かを身につけ
る必要があるように思えてなりません。深い信仰のほかに、音楽、文学、絵画、芝居、落語、料理、、、等々と。

改めて先生のご本、「ユング心理学の世界」を読みながら、先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。



「このような場合、何と返せばいいのですか？」と実習生によく聞かれたものです。後で考えて
確かにその時の適切な言葉が浮かびますが、後の祭りです。今度このような場合、こう言ってや
ろうと思って用意していても、用意した言葉はすでに死んでいます。

私が実習中に、ある講師の先生が、「もし学生が死ぬと言ってきたら、『死なないと約束してく
ださい。そうでないとあなたのカウンセリングは引き受けられません。』と言うぐらいでないと
カウンセリングは出来ませんよ！」と言われたのを記憶しています。２５年前です。

縁あって私は１５年間、学生相手にカウンセラーとして第2の人生を生かされました。まだ駆け出
しの頃、「僕は今日死にます。遺書も書きました。（吊るための）ネクタイを二本買いまし
た・・・」と感情を抜きにして淡々と語る青年との出会いがあります。上記の記憶していた言葉
を思い出しましたが、とても言えません。そんなことを口にすれば恐らくはその青年はそのまま
すっと帰ったと思います。用意された言葉には命がないと感じます。私はただ次へ繋ぐことだけ
を考え、必死でした。

コラム№7 言葉は生きている

時間の終わりに、「僕はあなたの死にたい思いを１０分の１も２０分の１も聴けていません。それではあなたは死に切れないだろう。僕にその
死にたい思いを教えてくれないか？」と言うと、しばらく考えてから「はい、では寄せていただきます。」と言うので、ほっとしました。彼は
少なくとも2日間は死なないと約束してくれたのです。
結局１年２ヶ月、７２回の面接で終結を迎え、「僕はあの時死ななくて本当に良かった。僕は今生きている幸せを噛みしめています・・・」と
言って終結を迎えました。

言葉は言霊（ことだま）と言われるように魂が宿っています。その場その場で意味が変り、響きが変ります。今目の前にいる人に語る言葉は、
その人だけの、その時だけの言葉です。カウンセラーのその時の言葉は、心に湧き出た感情を間髪いれず自然と言葉になって初めて言葉に生命
が宿ります。
「言葉を磨く」ことはカウンセラーにとって一生続く課題だと思われます。
言葉を磨くとは？さてどうすればいいのか答えが出てきません。カウンセリングの学び以外の何かが必要ではないかと考えます。ではカウンセ
リングの学び以外の何かとは何か？・・・歌舞伎？芝居？落語？オペラ？朗読？・・・？



臨死体験や対外離脱などの現象が実際にあるという研究調査がこの科学万能の時代に深く静かに進められているようです。

10年近く前になりますが、22歳のお嬢さんのことでご両親そろって相談に来られました。娘さんが、「自分が鳥になって近所を飛び回り、近く
の神社の森の上から境内や参拝者の様子を俯瞰している」と言うので、驚いて心療内科へ連れて行こうと思ったが、本人がその気が全然なく、
どうしたものかという相談でした。これはそのまま考えれば「体外離脱」になります。体外離脱は臨死体験のときによくあるということですが、
全く正常な状態のときでも起こりうるという調査結果もあります。

それではこの娘さんが「体外離脱」だと言っていいものかどうかです。ご両親は娘に大変なことが起こったと慌てふためいています。そのとき
お嬢さんに体外離脱が起こったと言えばどうでしょうか？何か「胡散臭い」と思われるだけではなく、納得してもらえるようには思えません。
体外離脱だと明確に言えないのは私自身に確信がないからかもしれません。私は「それはお嬢さんの能力ではないかと思います。お嬢さんは非
常に感受性が強いために、イメージするだけで実際に鳥になって俯瞰しているのではないでしょうか。むしろこの感性を大切になさってはどう
でしょう。」と言ったのです。ご両親は安心して帰られました。その後親が安心して見守っていると本人も安心したのか、なにも言わなくなり、
うそのように俯瞰はなくなったそうです。その後毎年いただく年賀状には、「あのときの先生の一言で救われました。」と感謝の言葉が続きま
す。

体外離脱を経験したことのある人は、かなり綿密な統計によると少なくとも100人に1人はいるそうです。

カウンセリングとは科学的で一般常識的思考は大切ですし、科学を無視した全くスピリチュアルな世界で思考するだけでもなく、「科学と宗教
の狭間」での正に微妙な作業であるように思います。

コラム№8 科学と宗教の狭間

かの有名なアインシュタインが「宗教抜きの科学は足が不自由も同然であり、科学抜きの宗教は目が不自由も同然であ
る」と言ったと、最近読んだ「神と見えない世界」と題する書で見つけ、驚きと納得の両方を同程度に感じました。驚き
は理論物理学の大家であるアインシュタインが科学の対極にあるように思われる宗教を認めていたことと、納得とは科学
で説明できない常識を超えた現象が現実にあることを考えた結果です。カウンセリングの世界では、科学では説明がつか
ない、いわゆる超常現象、臨死体験や対外離脱、更に奇跡の数々を語るクライエントと出会うことが多いからです。



「受容・共感・自己一致」はカール・ロジャーズの「来談者中心療法」の中核の理論ですが、この
表現を何度見聞きし何度考察したことでしょう。分かったつもりになったとたんに、その理解の甘
さに思い知らされます。

ロジャーズの身近な存在だったブライアン・ソーンという心理学者が、「『受容・共感・自己一
致』は、言うは易しく、記述ははるかに難しく、実践は際限なく挑戦的である。」と書いているの
を読んだことがあります。

関西カウンセリングセンターの専任講師である東先生は、「一生ものです。」と言われました。東
先生は丸５年間、来談者中心療法を学んだそうですが、その結果の言葉です。ところがセンターの
講師だったある人が、「カール・ロジャーズは最早古い。」と言われ、私は、「来談者中心療法」
を自らのカウンセリングの学びの中心においていただけに当惑と同時に計り知れない違和感を覚え
ました。「受容・共感・自己一致」の中にある深い豊かな人間性に古いも新しいもないはずです。
ありのままを受容し、その人の世界で物を感じ、言葉と心に何の矛盾もない、これほどの深い愛が
あるでしょうか。人間性の第一は愛だと確信します。「最早古い」と言うのは、その人の人間性の
乏しさの結果、辿り着けそうもない諦めの言葉なのかもしれません。

深い心の傷を背負っているクライエントは、親から支配されるような愛ではなく、穏やかな深い愛
に飢えています。カウンセラーの愛で飢えた心を満たす、これが「受容・共感・自己一致」の第１
の人間性だと思われます。

体験が全てです。理解するとは体験的に納得することだと思います。

常に新鮮で人間味豊かなロジャーズの理論を、私は一生追い続け、「際限なく挑戦」しようと思っ
ています。

コラム№9 ―「受容・共感・自己一致」は古い！？―



カウンセリングを劇にたとえて考えると面白い発見があります。初回の面接はドラマのプロローグ。終結はドラマの
エピローグです。プロローグではこれからのドラマの展開を予想したり期待したりしますが、これはカウンセリング
ではこれからの見立てにあたります。劇のプロローグでもカウンセリングの初回でも思いもかけず突然の展開もあり
ます。エピローグは今までの展開の反芻であり、落ち着いて眺めることができますが、時には「どんでん返し」があ
り、思わぬ幕切れに観客は魅了され、その内容が更に深まり納得します（松本清張の小説に多い）。カウンセリング
でも最後に明かされる重大事項があり、カウンセラーは圧倒されると同時に想像を絶する苦悩を乗り越えてきたクラ
イエントに心からの敬意と賞賛を送りたくなります。劇でのいつまでも鳴り止まぬ絶賛の拍手と同じです。

更に俳優とカウンセラーは何と似通っていることでしょう。役者は幕が下りると素の自分に戻り、カウンセラーはク
ライエントのどんなに苦悩に満ちた内容を聴いた後でも面接が終われば素の自分に戻ります。

役者にとっての舞台はカウンセラーにとってのカウンセリングルームです。役者は舞台ではその役になりきっていま
す。カウンセラーはルームではクライエントに巻き込まれ、あたかもクライエントが感じるごとく感じます。

コラム№10 カウンセリングはドラマである

役者とカウンセラーに何が求められるか？

豊かな感情、豊かな想像力、適応力、情緒的記憶力、そして感性と人生観などあげることができるでしょう。その一つ一つについて想像してみ
てみると見事に当てはまると思いませんか？

役者とカウンセラーに先ず必要な豊かな感情、想像力・・・

情緒的記憶について付言しておきましょう。
何か重大な出来事にまつわる記憶には、事実の記憶と感情の記憶とがあります。その出来事がいつどのように起こり、誰がどうなったかという
事実の記憶よりも、その時の感情、恐怖、悲嘆、絶望、挫折感、不安、希望、狼狽、あるいは歓喜等々の記憶のほうが、双方にとってもっとも
大事な記憶だと思われます。
役者は役作りに、カウンセラーはクライエントへの理解と援助のあり方に繋がります。
私は、カウンセリングの学びとして一度小グループで何か劇の練習をして、できれば上演できないものかと思うことがあるのですが・・・



評価には相対評価と絶対評価があります。相対評価とは他と比べてどうかが問われます。クラスで算数の試験を80点取ったとしましょう。30

人のクラスの中で他の生徒が全員100点であれば、80点取った生徒は最下位になり、他の生徒が全員70点以下だったら、クラスでトップです。

この80点取った生徒は日ごろは50点が精一杯だったけど、今回凄くがんばって80点取ったとすれば、たとえ全員が100点でも、絶対評価では最
高の成績ということになります。

日本の教育はいつの間にか評価がほとんど全て相対評価になっています。５段階評価では「５」が３％、「４」が２５％、・・「１」が３％。
Aさんがクラスで１番、Bさんがクラスで１０番、更に学校全体で何番などと。学力テストの公表により学校までが相対的に評価されるように
なりました。

相対評価が人間の心にまで浸透しているように感じているのは私だけでしょうか？

不登校で悩んでいる生徒・児童は常に他と比較して自己否定してしまいます。

「うつ」で悩んでいたある人がかなり元気になり、職場に復帰できそうになったとき、「私はいつも他の人と比較して考えてしまいます。Aさ
んもBさんも私より仕事がよくできて上司からいつも認められていますが、私はやっぱりだめです・・・」と言ってまた元気を失くしそうです。
私は「他の人と比較するよりも、1年前の自分と比較してみましょう。」と言いました。するとその人は「1年前は何もする意欲がなく、悶々と
していましたね・・・でも今はずいぶんと元気になって、早く職場復帰したいと思っています。」「そうでしょう！あなたは仕事をしたいと思
うようになった、これは大きな変化であり成長ですよね。他の人と比較すればきりがありません。」と自分を相対評価するのではなく、絶対評
価するように勧めます。

この方は職場復帰し、「うつ」は再発することがありませんでした。

多くの悩める人との関わりの中で、学校教育の中での相対評価が、その後の人生にまで知らず知らずのうちに付きまとっているように感じてな
りません。
相対評価すれば、I am not ok.ですが、絶対評価すれば、I am ok.です。
絶対評価は「自己肯定」に繋がるリフレイミングだと思います。

コラム№11 カウンセリングと絶対評価



実習中に、マザーコンプレックスと向き合っているクライエントと連続して出会ったのは、私がこれから第２の人生を生かされるにあたって、
コンプレックスとはその後の人生に大切な意味を持つものであり、捨てるのではなく育てるものだと気づかせてくれたのではないか、更に私に
とってその後の人生に必要な偶然ではなく必然的な出会いだったと思われます。

杉原保史先生が「プロカウンセラーの共感の技術」の中で、同じテーマを持つクライエントが連続してくることがよくあり、カウンセラー側に
何らかの”生き方の変化”があるときに起こると書かれています。納得です！繰り返し来られるクライエントが私がこれからカウンセラーとして
生かされるのに必要な”生き方の変化”を促してくれたと考えられます。

またカウンセラーはクライエントの壮絶な人生の苦悩に巻き込まれる度に、自らの脆弱だった自我が鍛えられます。カウンセラーはクライエン
トから治癒されると同時に鍛えられていると思われます。

コラム№12 カウンセラーはクライエントに治癒される

20数年前、実習中に私のところへ来てくれるクライエントが、7～８人続いて母との葛藤という同じ
テーマを語りました。同じルームに入っているもう1人の実習生のところには、そのようなテーマを
持ってくる人は１人もいません。「私は母から愛された記憶がありません・・・」「母の呪縛から解放
されたい・・」「母は・・・」「母は・・・」

実際カウンセリングの中でクライエントが語るテーマは「母との関係」が多いように思われますが、実
習中にこのように連続して来られるのは果して偶然と見ていいのか・・・？

ここでは詳細に述べることは避けますが、私は長年マザーコンプレックスと向き合っていました。私の
母は私を支配するような人ではありませんでしたが、父の亡き後戦中戦後、女手一つで子どもを育てた
苦労は並大抵ではなく、そんな母を決して粗末にしてはならないと強く思う結果、私の子どもの頃から
抱いていた大きな夢を捨てざるを得ませんでした。



中学生のとき不登校だったA君が高校に入学してから「不登校をもつ親の会」によく出席し、不登校生の持つ心の傷をよく自己開示し、参加
者、特にお母さん方に今までの不登校に対する認識不足を気づかせてくれたものです。

ところが先日の親の会でA君は「僕はこの２月で退学しました！」と発言し、会場が静まり返りました。さて私は何と言ったか？私は迷わず
「A君！退学おめでとう！」と言ったのです。A君は顔を真っ赤にしながら、何のわだかまりもないいい笑顔でした。

退学は入学や卒業と同じく、新たな人生の門出だと私はかねがね考えていました。「高校ぐらい出ていないと社会で生きていけないぞ！」等
と説得した結果退学した青年は挫折からの出発になります。挫折ではなく希望を持ってもらうことこそカウンセラーの心だと思います。

これからA君は自らの力で自らの人生を切り開いていくに違いないという私の彼に対する「期待と信頼」が揺るぎないものであるからこそ
「カウンセラーはクライエントの決断を支持する」ことができるのです。

コラム№13 カウンセラーはクライエントの決断を支持する

「私は結婚しないことに決めました」
「私は離婚することに決めました」
「僕はこの学校ではいじめられるばかりなので、転校することにしました」

この決断はクライエントが並々ならぬ苦悩を乗り越えてきた結果であり、その苦悩に寄り添って
きたカウンセラーはいささかの迷いもなく、クライエントの決断を支持します。

クライエントの決断を支持するカウンセラーの心には、カウンセラーの価値観で判断せず、クラ
イエントのありのままを受容し、クライエントの内部的準拠枠（内的思考の枠組み）で共感的に
理解し、支持する気持ちと発する言葉に何の矛盾もありません。正にカール･ロジャーズの言う
「受容･共感･自己一致」の真髄ではないかと思います。

勿論どんな決断でも支持するわけではありません。カウンセラーが危険、あるいは無謀だと感じ
たときには支持できないのは当然です。



カール･ロジャーズの心理療法には「人間愛」で満たされているように思います。「受容･共感･自己
一致」の中には、深い人間性と人間に対する限りない愛情が含まれていると感じるようになったの
は、つい最近のことです。
カウンセリング人生を歩み始めて二〇数年になりますが、私はクライエントに対していつも好意を
抱いていました。若者の苦悩に接していると、苦悩の程度が深いほどその青年の真剣に生きる心を
感じます。その苦悩を乗り越えていくプロセスにつき合わせてもらう時ほど、充実した人生だと感
じることがありません。

ただ一度だけ私はどうしても好意をもてない青年との出会いがありました。初めのうちは自分の若
い頃のコンプレックスを見る思いからだろうと言い聞かせながら、私としては極めて機械的にカウ
ンセリングを展開したように思います。
一応その青年の主訴がクリアしたかに思え、早く終結したくなりましたが、ここにカウンセリング
の落とし穴があったようです。

コラム№14 カウンセラーは人間が好き

「毎日講義を受け、今回は25単位は取れると思います」と、大学一回生前期修得単位数ゼロだった不登校の青年が明るく語りました。カウンセ
ラーとしてこれほど嬉しい言葉がないはずだのに、私は少しも喜べないばかりか、なんとも言えない不信と違和感を感じたのです。
私は見事に騙され、結局は講義の出席も修得単位もゼロでした。

カウンセリング人生２０年にしてこの惨めな結果をどう考えればいいのか・・・？大きな挫折からしばらく抜けきらない毎日が続きました。
この苦い体験からカウンセラーは人間が好きでないと出来ないという結論を得ました。ここにカールロジャーズの真髄があると実感したとき、
私のカウンセリングが一皮むけたように思います。
更にカウンセラーの不信や違和感のような陰性の逆転移感情を言葉にすることの大切さに気づかされました。今なら「君の言葉に僕は素直に喜
べないのはどうしてかなー？」などと返すかもしれません。



「水はどのくらい欲しい？」
全ての植物に水がどの程度欲しいのか聞いてみないと分からないのです。

「肥えは欲しいか？」
水と同じように肥をいっぱい欲しい植物といらない植物とがあります。
なかなか花を咲かせてくれない植物に「来年も咲かなければスパッと切ってやるぞ！」を言うと次
の年には咲いてくれるのです。植物に育て主の言葉が分かるようです。

今年残念なことに、毎年１００個以上の実をつけていたレモンの木が小さな実を約１５０個つけた
まま突如として枯れてしまいました。
そういえばここ数年レモンの木と対話していなかったのです。レモンの木は私に何か訴えていたに
違いありません。
突然来室しなくなり、カウンセラーとしての私が彼の心の叫びが聞こえなかったときの感じと全く
同じです。

カウンセラーは言葉にない心と対話する必要があると、改めて気づかせてくれた出来事でした。

コラム№15 植物と対話する

私は子どもの頃から様々な植物が好きで、植物採集をしたり、分からない花の名前を図鑑で調べたりしたものです。今我が家には、ぶどう、
サクランボ、梅、柿などの果樹や幾種類もの花でいっぱいです。珍しい花の中には思い出深いものがいくつかあります。

熊野の山奥で採取した（無断で採った）石楠花を育て、数年目に立派な花を咲かせましたが、高山植物でもあり夏の猛暑には弱く、ひと夏で全
部枯らしてしまいました。しかしその枯れた木に１０粒の種が残されていました。先ず育つことはないだろうと思いながらも祈る思いでその種
を蒔いたところ、そのゴマ粒のような小さな種から全て芽が出たのです。毎年植え替え、１０年目にして立派な花をつけてくれました。この種
の石楠花は何処を探しても市販されていません。

このほかにも育てるのが難しい花類がいくつかありますが、いつの間にか私は毎日花や木と対話するようになっていました。



終結して間もなく、Mさんの娘さんが１人息子の子育てに躓き相談に来られました。
Mさん、娘さん、お孫さん３人同時のカウンセリングです。お孫さんは小学校の入学式の次の日から、
「学校へ行きたくない」と言って毎日泣くのだそうです。娘さんが毎日学校まで連れて行く日が続
きます。「泣いてもいいよ!」の一言が効いたのか、次の日から集団登校できるようになり、今５年
生です。
親子３代続いたカウンセリングの結果、それぞれが負の連鎖を乗り越えていきました。
Mさんから始まり、Mさんと母との関係を娘さんが引き継ぎ、孫へと連鎖が続く。
私はMさん一家から、負の連鎖の現実を知り、そこを乗り越える親子の奮闘につき合い、負の連鎖を
断ち切るカウンセラーとしての術を教えてもらったのです。

今では親子３代そろって、年に数回遊びに来られます。
その一つが我が家のぶどう狩りです。
今年はぶどうは豊作で、巨峰とピオーネ合わせて１００房以上。よく実っていそうなぶどうの袋に
お孫さんの名前を書いてやりました。サプライズです。

コラム№16 親子三代のカウンセリング

４０代後半の女性Mさんは全く不思議な縁でカウンセリングを受けに来られました。

高校入学と同時に不登校になった息子さんのことでカウンセリングを受けに来られたことのある女性が庭のバラの手入れをしているところをM

さんが偶然通りかかり、「まあ!素晴らしいバラですねー」と声をかけたのがきっかけで親しくなり、私が紹介されカウンセリングを受けにく
ることになったのです。
このように偶然、かつてのクライエントの紹介でカウンセリングを受けに来られることは稀ではありません。
私は、Mさんのような壮絶な人生の苦悩を背負って「どっこい」生きてきた女性に今まで出会ったことがありません。その苦悩はとても口にす
ることも、勿論文章にすることもできません。これほどの大きな苦悩を背負いながら「よくぞ生きてきた」と思いますが、彼女の豊かな感性と
自我の強さに助けられ、丸２年約４０回の面接で終結を迎え、人のお役にたつ仕事を見つけ生き生きと「生き直し」を始めました。



「失恋した」と泣いて訴えていた女子大生は、以前とは別人のように自我が成長し新たな目標を持って巣立っていきます。「ペットの兎が死ん
だ」と泣いて語った若い女性が「私の苦しさを背負って逝ってくれたのですね」と号泣し、ペットの死を乗り越えていきます。帰ってこない猫
のために、姑さんと一緒に猫の写真を載せたチラシをあちらこちらに配りながら、今までしっくりいかなかった姑さんとの関係が実の母親より
も親密になったのに気づき、「ミーコ（猫の名前）が私と姑との関係を修復してくれたのですね」としみじみと語ります。一時は生きる意欲を
失った男性は自分の病とどう付き合っていくかその折り合いを見つけ、残された人生を大事に人間らしく生きようと決意したりもします。

カウンセリングを受けることにより、「外的事象は変わらないが、内的事象が変わる」と言えましょう。更に体験した苦悩や悲しみの意味が分
かり、その問題と向き合う力を身につけるのです。

クライエントにとっての重大問題をカウンセラーがどうこうできるわけではありませんが、そこに寄り添っているうちにクライエント自身が何
とか折り合いをつけ終結を迎える。カウンセリングの醍醐味ですね。

コラム№17 人はカウンセリングで何が変るか？

小学生から大学生までの不登校で悩む人に何十人と出会ってきました。カウンセリングを何十回と受ける
中で、学校や大学に復帰し、不登校を乗り越えてきた人、学校へ復帰しなくても新たな道を見つけ、元気
を取り戻して出直す人、終結の仕方は様々ですが、乗り越えていくプロセスに付き合う中でカウンセラー
は何らかの援助ができたのかとほっとしたりもします。

ところがカウンセリングを受けに来られる人は必ずしも解決したい問題を持ってこられるとは限りません。
例えば、「失恋しました」と泣いて来られる人。
「ペットの兎が死にました」とこれまた泣いて来られる若い人。
「猫がいなくなって・・・どうしましょう？」と涙を貯めて訴える主婦。
「癌だと宣告され毎日が憂鬱で・・・」という高齢の男性。

カウンセリングを受けても、恋人は帰ってきませんし、なくなったペットの兎が生き返ることもなく、
失踪した猫が帰っても来ませんし、病が治ることもありません。
しかしカウンセリングを受けることにより何かが変るから不思議です。



深い苦悩を乗り越えた主婦との出会いです。ここでは深い苦悩としか言えませんが、初回で４０～５０回と長いカウンセリングが必要かと想像
し見立てを立てていました。
ところが、この女性はわずか４回の面接で終結を迎えたのです。その４回は正に、「起承転結」でした。
私はこのように深い苦悩を抱えたクライエントが、何故４回のカウンセリングで終結を迎えたのか、当惑と疑問すら抱きました。終結を迎えた
４回目の最後に、「先生、よければ読んでみてください」と言って、一冊の本を出されました。しばらくお借りすることにして、その日から２
日で私は読破しました。
その書は「生と死」を深く見つめる書でした。クライエントはこのような書を精読する中で、すでに無意識のレベルでは自らの苦悩を乗り越え
ており、カウンセリングを受けることにより意識化して乗り越えたと考えられます。

クライエントが私に「死をしっかり見つめなさい」と言われたように思いました。
私は長い感想を添えて、その書をお返ししたのですが・・・
これからの私の人生とカウンセリングの課題を教えてもらった気がしています。

コラム№18 カウンセリングの起承転結

カウンセリングには正にドラマのように起承転結があります。４０回、５０回と続いた長いカウンセリングをまとめてみると、不思議なことに
大きく４期に分けられるケースがほとんどです。第１期が起、第２期が承、第３期が転、第４期が結です。
ところが１回だけのカウンセリングでも起承転結があります。

「猫が失踪した」と涙ながらに語る女性の例です。
＜起＞可愛がっていた猫がいなくなり、毎日泣いています。
＜承＞職場で嫌な事があっても猫を抱いていると癒されます。大事な存在の猫・・・
＜転＞毎日姑さんと猫の写真入のチラシを持って近所を回ったり、コンビニの入り口
に貼ってもらったり、私１人ではとてもできないことでした。
＜結＞今までしっくりいっていなかった姑さんのことを今では実の母親よりも気安
い存在になりました。猫が失踪することで私と姑さんとの関係を修復してくれたの
ですね。
この女性は来たときとは別人のように、晴れやかな顔で帰っていきました。
猫は知ってか知らずか（勿論知らずに）４日後に帰ってきたそうです。



寛容という語は免疫学の言葉だと、世界的に有名だった免疫学者、多田富雄氏の「免疫の意味論」
を読んで驚きと感動を覚えました。

風邪などのビールスが体内に入り込むと、すぐには追い払わず、数日間自己の中に取り入れるそう
で、この状態を「寛容」と言うそうです。すなわち自己と非自己とが一旦は同居する状態です。決
別するかもしれないし、異質のもの同志が和解するかもしれません。風邪の場合だと、決別すれば
咳や鼻汁や発熱で追い払い、和解すれば抵抗力となって自己を強くするのである。
政治家に寛容が理解できていないと極めて危険です。アメリカと北朝鮮の状態。双方が完璧に正し
い（善）と言い張ります。完璧な善は悪です。

イスラム過激派組織IS、かつてのオウム真理教。完璧な善（実は悪）のために人を殺します。
寛容の概念はカウンセリングにおいては「統合」だと思われます。相対する概念を自らの中に同時
に備えること、陰と陽、善と悪、男性と女性、究極には生と死等。

また相対する人、すなわち教師には生徒が、牧師には信者が、医者には患者が、カウンセラーには
クライエントが、それぞれ自己の中に生きていてこそ援助になると思われます。
「カウンセラーの中にクライエントが生きている。」カール・ロジャーズの心理療法の真髄がここ
にもあると改めて感じます。

コラム№19 寛 容―カウンセラーの中にクライエントが生きている―



河合隼雄氏がカウンセラーになるための通過儀礼として、クライエントから「罵倒されること」だ
と、どこかで書いていました。「お前はそれでもカウンセラーか！」等と罵倒されれば、カウンセ
ラーを目指して学んでいるものなら誰でも絶望するかもしれません。

私の場合は、クライエントの苦悩をそのままもらってしまい、死ぬほどの思いをした体験です。私
は、ある重篤なクライエントと向き合っているとき、激しい頭痛に襲われました。あらゆる医学的
検査を受け、結果はすべて異常がないのですが、とにかく激しい頭痛が治まりません。最後にはモ
ルヒネを投与されましたが、六時間空けるように医師から言われ、三錠服用しましたが、三時間し
か効き目がないのです。私はすっかり諦め、これは一生付き合おうと決意したその日から徐々に収
まり４０日目に完治しました。その時関わっていたクライエントが、終結した日に教えてくれたの
ですが、最も苦しかったときに３０日間激しい頭痛に襲われ、何もできない日々が続いたそうです。
私が体験した頭痛の激しさと全く同じだったのです。

もう一つの通過儀礼は、「転移・逆転移」に翻弄されたときです。クライエントの私への否定的感
情、更に私のクライエントに対する怒りに似た違和感をどうすることもできず、「毎日講義を受け、
２５単位取れそうです！」というその青年の言葉に違和感を感じながら言葉にできず、結局彼は一
日も講義には出ず修得単位もゼロだったのです。私は最後まで騙されとおしでした。

河合氏の言う「罵倒」も、クライエントの転移感情を真に体験的に理解できるチャンスであり、こ
こが乗り越えられるかできないかでその後が決まります。
通過儀礼とは、双方が大きく成長できる転機だと言えそうです。

コラム№20 カウンセラーになるための通過儀礼


