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研究報告  

ブリーフセラピーの養成・訓練にみられる「まじわり」  

～ブリーフセラピーを教える者と教わる者の対話～  

長谷川明弘 (東洋英和女学院大学 )・鈴木義也 (東洋学園大学 ) 

相模健人 (愛媛大学 )・高橋亜耶可 (神奈川県小学校教諭 ) 

吉田京子 (愛媛県八幡浜市ｽｸｰﾙﾗｲﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)・北村文昭 (青山学院大学 ) 

 

Ⅰ．はじめに 

長谷川明弘 

1990 年代半ばに本格的に国内へ紹介され

たブリーフセラピーは、大学・大学院だけで

なく、全国各地で研修会が開催されて、養成・

訓練が行われています。今回は、養成・訓練

の場で、教える側と教わる側の関わりの中か

ら何が提供され、何を学んでいるのかについ

て焦点を当てていきます。 

今回の企画に「まじわり」が入っている背

景には Steiner,G.が 2003 年に発表した「師弟

のまじわり」という書籍の中の「教育は翻訳

の一形態だ」という部分に触発されて、翻訳

本のタイトルから「まじわり」を拝借してい

ます。その書籍を読んだ中で、ラテン語の「伝

える」の語源が、伝達や伝統、時に裏切り、

翻訳という言葉へと変化したと記述され、「伝

える」「教える」ということはどういうこと

か、と考えるきっかけになりました。 

本論文は、ブリーフセラピーを教える側は

何を教わる側に受け渡そうとするのが望まし

いのか、教わる側は何を受け取るのかが望ま

しいのかを考えながら、新たな「ブリーフセ

ラピー」の学びが構築していくことに繋がる

ことを目的としています。 

 

 

Ⅱ．話題提供 

1. 役に立つ認識論の学び-新しい認識論の

学び- 

鈴木義也 

ブリーフセラピーを学び始めた頃は「精神

分析の理論ですべて言い換えられる」「強調

点が少し違うだけ」だと思っていました。例

えば、解決志向で言う「例外」は精神分析で

言う「葛藤外の自我領域」ではないかなどと

自己流に精神分析にリフレイムしていたわけ

です。しかし、実際のセラピーが無理なく進

む楽な感じに驚きました。そういうことを今

は亡き宮田先生にお話しすると「それいいか

ら是非論文にして」と言われてまた驚いたと

いうことがありました。この場で多少なりと

も宮田先生のリクエストに答えさせていただ

きたいと思います。 

ブリーフセラピーは「○○と強調点が違う

だけ」「特に新しいことはない」「ブリーフ

セラピーと◯◯は同じだ」などは他の流派を

学んだ方からよく受ける反応です。これらは

そこに新しい学びがあることにあまり気づい

ていない印であると私は捉えています。もち

ろん他のセラピーと共通する所もあります

が、ブリーフセラピーには新しい考え方があ

るのです。 

私の好きなブリーフセラピーの認識論は
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「原因と結果は必ずしも関係がない」「問題

と解決は必ずしも関係ない」です。この認識

論によって因果関係という拘束から解放され

ます。「状況を見る視点はたくさんある」と

いうのも一つの視点に捉われない考え方で

す。「変化は絶えず起こっており不可避であ

る」という言葉によって変化を発見できるよ

うになります。そしてそれには「小さな変化

があればいい」と目の付け所が違ってきます。

「人は力とリソースを持っている」と知るこ

とによって相手を信じることができるように

なります。そして「SFBT（解決志向ブリーフ

セラピー）はゆっくり進む」によって、ブリ

ーフという言葉から来る短距離走の印象にと

らわれず、ゆっくり着実に歩むイメージも広

がります。こちらの認識が変わると本当にい

ろいろなものが見えてきます。 

ブリーフセラピーの研修講師の経験の中

から、今回は「東京ブリーフセラピー研究会

主催の SFBT 講座(http://tokyosfbt.exblog.jp/)」

の例を挙げます。この講座は参加者のほぼ全

員が臨床心理士で、先の宮田先生からの発案

で 2010 年から始まりました。 

 SFBT はクライエントが解決を構築するの

を手伝う仕事ですが、研修講師は研修を受け

ている臨床家が面接で解決を構築するのを間

接的に手伝っているよう感じたりしました。

ブリーフセラピーの学びにおいて、最初は細

かい疑問や戸惑いが生じるのは当然なので、

質疑応答をたっぷりしていく機会と雰囲気が

大切ではないかと思います。疑問の解消には

言葉に出してみることと質疑の対話が必要で

す。一方的な講義に留まらず、ロールプレイ

などの体験学習を取り入れることがとてもい

いように思いました。さらに、実践学習とし

て、学んだことを臨床現場で使ってみること

をしました。最初に SFBT を面接で使うには

なかなか勇気がいるので、そのサポートをし

ていくという側面も大事です。相互交流とし

て、講師と参加者のディスカッションだけで

なく、参加者同士のディスカッションも自然

に生じてきて、休み時間に各人の仕事につい

ても互いに話し合ったりしていました。これ

らのことで相互の交流がさらに豊富になって

います。単発の研修ではなく、同じメンバー

で回数を重ねる継続研修の場であることがい

い結果を残しているように思いました。 

 

2. チームアプローチを用いた相談研修 

相模健人 

初めに私が養成・訓練を受けた環境、ブリ

ーフセラピーとの出会い、そして現在に至る

までを説明いたします。90 年代初頭から中盤

にかけ、福岡教育大学で亀口憲治先生から家

族療法を学びました。面接室にはビデオカメ

ラがあり、面接の様子を別室において大学院

生のチームで見学することをやっていまし

た。最初からチームアプローチを行っていた

ということが、私の環境として特徴的なとこ

ろです。その後、ソリューションワークスの

磯貝希久子先生からソリューション・フォー

カスト・ブリーフセラピー(以下、SFBT)を学

んでいます。 

こういった形で学んでよかったこととし

て、自分の面接をビデオ記録による映像を観

て振り返ることで、自分で悪いところ、改善

点、伸ばすところを把握できました。もうひ

とつ、同じ立場の院生のチームから意見をも

らうことで、客観的な意見が得られました。

それらをスクールカウンセリングの実践に活

かしていくということができました。 

博士課程を経て、2002 年から今の職場であ

る愛媛大学の教育学部に赴任し、その大学院

では臨床心理士の養成に携わっています。 

現在の学部教育では、地域連携実習におけ

る中学校での「相談室登校をしている生徒と
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の活動」に参加しています(相模,2010)。地域

連携実習に参加する学生はwebで報告書を提

出するシステムになっています。その返信を

書く際に私はスケーリング・クエスチョンを

使用しています。例えば「今日の活動はこど

もさんとうまく関われなかったことを 1 とし

て、こどもさんと上手く関われたというのを

10 とするといくつですか？」というのをまず

報告書の最初に書いてもらい、そのあとにど

こが上手く関われなかったのか、最後に来週

の活動で 1 上がっていたらどうなりますか、

という形で書いてもらっています。大体 2 年

続けてみると、どの学生も上手く関われるよ

うになってきていると実感しています。 

また、教育心理専修 4 年生の授業には通年

でカウンセリング特別演習があります(相

模,2009)。これは先ほど述べましたチームア

プローチを採用しています。授業では相談の

様子を撮ったビデオを用いてカウンセリング

の実践練習を行います。SFBT の基本的技法

を学んでいきます。どういう風に話を聞いた

らいいかから始まり、どう展開したらいいか

ということについて勉強していきます。こう

いった授業で身についたカウンセリング技法

は教員になった際に教育相談等で活かし、子

ども、保護者の相談ができる教員養成を目指

しています。  

さらに進学した場合として、大学院では実

際のクライエントさんを相手にチームアプロ

ーチを行うことになります。観察室では、院

生チームが相談を観察し、お互いにフィード

バックし合います。スーパーヴァイズに関し

ては、私が内部スーパーバイザーを担当し、

加えて外部スーパーバイザーにも参加してい

ただき、カンファレンスにも時折参加してい

ただいております。私は相談をその場で観察

し、その場でコメント、指導を行い、外部ス

ーパーバイザーは何回かの面接をまとめて指

導していっています。 

大学院生からアンケートをとりＫＪ法で

簡単にまとめた結果(相模、2010)から、チー

ムメンバーとして面接を見ることについて、

緊張したという回答が多く、KJ 法において分

類したカテゴリー毎の島としては「自分の考

えたコメントが、メッセージとして使われる

と力が抜けないな」「クライエントに対する

責任感や不安」「セラピストの実際のやり取

りを学生自身が取り入れていて、勉強になっ

た」が挙げられました。 

学生がセラピストの時にチームアプロー

チが役立つことについて「間違った方向に進

んで行ったとしても修復できる安心感があ

る」「チームから客観的に見られて、自らが

気づかない点を指摘される」といったことが

挙げられています。 

また、面接をビデオで見返すことについて

「ノンバーバルな部分もわかるので、次の面

接時に修正できる」「気がつかなかったクラ

イエントの様子がビデオを見返すことで分か

る」「自分の姿勢や実践をできるだけクライ

エントと合わせる」「音声だけとは比べ物に

ならない効果がある」という形で院生の学習

に役立っていることが考えられます。    

スーパーヴァイズについて役立ったこと

については「経験豊富な先生の適切なアドバ

イス」「新たな視点に気づける」といった意

見が挙げられ、このような形式で院生が学ん

でいっています。    

まとめとして、かつて学生として学んでき

たことを、今の学生に返せるように、教員か

ら学生へ知識の提供と、学生同士が学び合う

機会と環境の提供を目指して教育を行ってお

ります。 
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3. 養成での工夫 ～ライブ感覚を大切に～ 

長谷川明弘 

2013 年 4 月から東洋英和女学院大学に移

り、ゼミ生を初めて受け持ちました。今回の

話題提供では、私の師である宮田敬一先生か

らブリーフセラピーを学び、翻訳し、次の世

代に引き継いでいく行為とはどんなことかを

考えます。 

パイロットはどういった形の訓練がある

のかを取り上げて、心理学の専門職の訓練に

照らし合わせて考えてみたことがあります

(長谷川,2008)。ある程度の訓練を受ければ、

それなりに航空機を操縦することができるよ

うになるのがパイロットの今の在り方だとし

たら、パイロットの基本訓練はカウンセリン

グや心理療法に当てはめてみると、対人支援

専門職の基礎訓練プログラム(長谷川,2014)に

あたります。そして、さらに各学派によって

身につける部分、ブリーフセラピーの独特な

部分を身につけていくということになるので

しょう。坂井三郎という撃墜王がいまして『戦

闘機乗りは、どんなに多くの味方がいてくれ

ても、最後に頼るものは、自分以外にはない。

このように考えて、私は、自分の精神、智能、

体力をその極限と思われるところまで、鍛え

に鍛えてみた。それは辛いことであったが、

こうしなければ私は空中戦に勝ち抜くことは

できないと思ったからだ（坂井，1994）』と

述べています。何事にも、その仕事に向けて

常に訓練をしていった坂井の貪欲な姿勢に興

味を持ちました。  

また対人支援職やサービス提供の姿勢には

3 つのタイプがあると考えています（長谷川，

2011）。「行為者」は、理論に縛られるやり

方になってしまいます。今までに無い新たな

相談内容には前例がないと言って中々うまく

取り組めません。慎重なため、柔軟さに欠け

てしまいます。「調整・整理者」は、理論を

ベースにしながらも、積極的な働きかけを回

避してしまいます。受容や共感という基本的

なところはしっかりやれますが、柔軟さの芽

生えを感じているものの実行には躊躇してい

る人をさしています。ブリーフセラピーを適

切に適用しているような熟練した人たちは、

「創造者」に分類され、クリエイティブな実

践にあたります。理論や基本を疎かにせず、

目の前の利用者に合わせた方法を新しく開発

しようとします。専門家としての自覚に基づ

いて利用者が先々抱える問題を見立て、利用

者にとって必要だと判断した場合は積極的に

対応する人です。 

ブリーフセラピーと「トヨタ生産方式」に

は共通点があることを指摘しました（長谷川

ら,2011）。トヨタ生産方式は、平均値で現象

を理解するのではなくバラツキに注目しま

す。例えば一定の作業をする時に、10 人なら

10 人の平均値をとるわけではないそうです。

「トヨタ生産方式」では、一番早く作業がで

きた人を分析して、それを手続きに取り込む

そうです。1 番作業が早い人の作業時間をチ

ャンピオンタイムと呼び、これは、ミルトン・

エリクソンの実践を特に参考にし、効率の良

い方法を模索するブリーフセラピーの立ち位

置ととても類似していると考えています。認

知行動療法を例に挙げれば、「平均値」やメ

タ分析の知見というエビデンスに基づいて誰

でも同じ手続きを踏んで同じ結果が出るとい

う理念にはとても共感できます。しかし、ブ

リーフセラピーのようにチャンピオンタイム

に焦点を当てるか、認知行動療法のように「平

均値」やバラツキを無くした値に焦点を当て

るかの違いで、狙うところは似ていても、そ

の出方が多少変わってくるのではないだろう

かと考えています。 

曹洞宗を立ち上げた道元の正師との出会

いについて話題にします。道元は長らく師匠
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を探し求めていたそうです(秋月,1970)。道元

は、「人は生まれながらに仏だと言われてい

るのに、なぜ修行をしなければいけないのか」

と疑問を持ち、師匠に聞きまわりますがなか

なか納得する答えに出会えませんでした。丁

度これは、リソースがあると言われているの

に、リソースを否定する事への問いかけでも

ありました。道元は師を求めて中国まで行き、

ようやく「人には目が横に鼻が縦についてい

る。それが学んできたことだ」と納得したそ

うです。それは、いたるところに師匠がいる

という意味に解釈できます。気づいていない

うちに身になっていることはたくさんある、

つまりリソースがあちこちにあることに気づ

かないことを戒めています。リソースはいく

らでもあるので、それを見る眼が必要である

ことともいえるでしょう。禅の中には啐啄同

時という言葉があります。それは鳥の雛が卵

から生まれ出るとき、親鳥が卵の殻を外側か

らつつくのと、雛が内側からついばむことが

同時でなければならないということです。こ

れは、師匠と弟子が伝え合うことの例として

取り上げました。  

続いて、私が研修会や訓練でどういうこと

をしてきたかを話題にします。①理論的背景

なども含めた概論説明（知識） ②面接者チー

ムとクライエント役決め ③事例提供  ④面

接のデモンストレーション  ⑤事例検討／コ

ンサルテーション／ライブ・スーパービジョ

ンを同時に行う（技術・技能）  ⑥質疑応答

（姿勢）  これらの 6 点を 90 分で行ってきま

した。最近の研修機会で受講生からのコメン

トをもらったものを提示します。「トレーニ

ングにおける師弟関係において思ったこと

は、トレーニングでは実践や実演あるのみと

思った。スーパーバイザーとコ・セラピスト

が背後にいてリアルタイムで即座に修正やア

イデア、指示・提案が飛び交い、実践的であ

ると感じた」「投げかけた疑問・感想に真摯

にお付き合いくださったと思いました。担当

教員が『教える－教わる』という単なる一直

線のやりとりではなく、授業をともに作る専

門家として受講生に接することでやりとりを

してくださったという、まさに身をもってブ

リーフセラピーの関係を示して下さったと思

いました」これらのコメントからは「態度・

姿勢」を伝えられたと感じました。今度は、

現職でのゼミ指導生からのコメントです。「と

ても気さくで指導する立場にいらっしゃるに

も関わらず人を上から見たりせず、学生の個

性を尊重し受け入れてくださりました」「印

象的な先生の態度としては、自然な態度（先

生自身がありのままであること）が感じられ

ました」「言葉で教えられるよりも、態度に

よって無言のうちに伝わるものの大切さを感

じます」。そのまま示したので、気恥ずかし

い記述もありますが、ここでも 知識と技術に

加え「態度」が伝わっていると感じられまし

た。 

師から学ぶこと、伝達することのまとめと

して、現在大学院で養成することを考えると

職人養成だけでなく、科学的な視点や訓練も

必要になってきます。「職人養成」は感性や

芸術性の醸成とも言い換えられそうです。そ

れはブリーフセラピーだけでなく他の心理療

法にも必要なものと考えています。 

 

4.教育現場におけるﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰの活用 

高橋亜耶可 

愛媛大学で 4 年間の教育教員養成課程で学

び、その後 2 年大学院へ進学しました。その

際に相模先生からカウンセリングの理論と実

践を教わり、解決志向アプローチ(以下、SFA)

に出会いました。大学院を修了して 6 年間の

経験を積み、現在は神奈川県で小学校の教員

をしています。 
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教育現場では教員による支援の多様さ、

様々な人との関わりがあります。その中には

すぐに解決できる課題もあれば、長期的な視

点で見ていく必要のある課題、即時介入・解

決を必要とする課題などがあります。同時に

多くの課題を抱えている教員にとって一つひ

とつにじっくり関わることは困難です。その

時に、SFA が効果を発揮するのではないかと

考えています。実際にどのように用いたのか

を説明します。 

まず一つ目、コンプリメントが非常に多い

です。児童にコンプリメントするということ

は、自己肯定感を育む上での大きな要因とな

ります。児童と授業をしていく中で、昨日よ

りこんなことができたと伝えたり、子ども同

士で褒め合ったりするような場を作ります。

また児童からの相談も多いので「よく相談で

きたね」というようなコンプリメントが日常

に多くあります。次にコーピング・クエスチ

ョンです。児童が問題に躓いたときでも「例

外探し」を行い、困難な状況でもどうやって

乗り越えているのか考え、また資源（リソー

ス）を探し活用します。次にミラクル･クエス

チョン(以下、MQ)ですが、低学年を受け持っ

た際に意外と MQ が効果的であったという体

験があります。また保護者はついつい問題に

目を向けがちなので、どうなってほしいか（ど

うなりたいか）という小さな目標を作ってい

くことが有効だと思っています。最後にスケ

ーリング・クエスチョン(以下、SQ)です。SQ

を私は道徳の授業や体育の授業でよく使いま

す。自己評価・他者評価を行うことで、児童

自ら成長や変化に気づきます。また、子ども

たちは、身近なところから解決を探すことが

できます。 

このような技法を活用することによって

小学校という教育の現場においても児童や教

職員、保護者に対して次のような効果や変化

が見られました。「自分が行動を起こすこと

で、周りや状況にも変化が起こるという考え

方をもつ」「子ども同士や、母と子でコンプ

リメントを伝え合うことで、信頼感や自信を

得ることができる」「コンプリメントをして

もらえることで、他者から認められていると

いう安心感が得られる。すると、自身の行動

や変化の良いところが見えてくるようにな

る」「悪いところばかりを見ず、いいとこ探

しをする」「失敗した時でも、自ら進んで、

過去にうまく行った時をイメージして、その

時の行動を思い出し、解決への道筋を築いて

いく」「「〜しない」ではなく「〜する」「〜

しよう」など、自分の行動に焦点を当てた目

標を持つ」「自分自身で友達・家族の存在、

自分の得意なこと、好きなこと、思いなどの

「リソース」を発見し活用する」。  

次に行動に焦点を当てることを話題にし

ます。具体的でわかりやすく、客観的な言葉

でコンプリメントを行うことを心掛けていま

す。低学年であれば MQ を使い、対話しなが

らイメージを明確にします。解決に向けての

行動を明確にしたり、SQ を使い変化を意識

させることで、子どもは変化する自分を実感

できます。また母親自身の変化にもコンプリ

メントをしたりします。子どもにこうなって

ほしいと思うことに対して、保護者の方がで

きる行動を探します。そうすることで、子ど

もの小さな変化を、「よいこと」として考え

るようになっていきます。うまくいかなくて

も切りかえることができるようになります。  

こういった事例からのまとめとして、大学

生・大学院生の間、SFA を軸としたカウンセ

リングを教わってきた中で学び、身につけた

ことは、 絶望的な状況でも例外は存在すると

いう考え方です。絶望的に感じる状況でも人

はなんとかやってこられているという考え方

です。教育現場で一番実感することができた
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のは、コンプリメントのもつ効果です。リソ

ースの重要性や、その見つけ方、ウェル・フ

ォームド・ゴールを作り、共有することの意

味と効果、どんな時でも変化はあるというこ

と、そして自分自身をコンプリメントしてい

く視点です。今後はこれらの視点を教育現場

で提示していきたいです。 

 

Ⅲ．指定討論 

1.「まじわり」「力」の原点は親子関係にあ

り 

吉田京子 

現在スクールカウンセラーの行っていない

学校へ出向いています。今の現場で解決志向

アプローチをどう扱っているかお話ししま

す。先ほど「人は力と資源をもっている」と

いう鈴木先生の言葉がありました。クライエ

ントが一番力をもっていると考えて、生徒や

先生や保護者と話をしていくことが大切と思

います。さらに関わり続ける、継続していく

ことが重要であると感じています。 

相模先生の元で学んでいた時に、臨床心理

士が勉強する上で、絶対にしてはいけないこ

とを明確にして体験的に学んだことが今にも

つながっています。クライエント自身がどう

いったことを目指しているのか、話していき

ます。私のクライエントの多くは保護者です。

保護者は、自尊感情が低いことが多く、それ

ゆえか子どもの自尊感情も低いと感じます。

なぜこうも低いのかと話を聞いていくと、子

どもが公園デビューをすると、母親はママ友

を作ろうと焦ってしまうようです。「ママ友

を作らなくては」と思ってしまって、公園は

子どもが遊びに来るところ、学校は子どもが

学びに来るところという基本姿勢を見失って

しまいます。「私が友だちを作らなければ、

子どもが孤立する」と横のつながりを作るこ

とに終始してしまうのです。その親を見てい

る子どもも、足が地についていないような反

応になってしまうのです。例えばどんなに褒

めても「いえ僕なんか」といった反応になっ

てしまいます。このようなときは、例えを示

して母親へのエンパワーメントを試みます。

母は子どもを産んだ時点で菩薩であります。

自分は菩薩なのだというような気概でいれ

ば、子どもの方も「自分はこの人から生まれ

たのだ」と、根本からある自尊感情が育まれ

るはずです。この基本姿勢を思い出して欲し

いと願っています。 

 

2.今、対話するということ 

北村文昭 

話題提供者 4 人のご発表、ありがとうござ

いました。鈴木先生の「ブリーフは新しいの

か」という質問から「オンリーワンではない

し、ナンバーワンでもない」と結論づけられ

たのはとても重要なことだと思います。相模

先生はビデオとチームの話しをされました。

ビデオから見て取れる微細なものをボトムア

ップして、そこから何かを得ていく。ボトム

アップ的なアプローチの大切さが伝わりまし

た。長谷川先生は職人や専門職を養成する際

の教育の在りようにバリエーションがあるこ

とを提示されました。それから坂井三郎の話

が印象に残りました。クリエイター、師はど

こにでもいる、また院生と共に作っていくこ

とが重要だと思います。高橋先生は、小学校

での解決志向アプローチの適用を非常に上手

になさっています。先生にはスクールカウン

セラーとの関わりはどうなっているのか尋ね

たいと思いました。     

まず話題提供者の先生方の言葉から年表を

作りました（図１）。年表の特徴として 3 つ

まとめてみました。①人と人とのコミュニケ

ーションのためのメディアの種類は増えてい

る。②近代以降の制度も発展（バージョンア
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ップ）し、細分化されている。例えば学校制

度ができた後に、学校教育法を始め、たくさ

んの学校にまつわる事柄が出てきた。③上記

の二つは重層的に積み重なっていて、古いも

のが廃されているわけではない。一方で、ポ

ストモダンの時代において大きな物語が終焉

し、個別の小さな物語のニーズが生じている。

大きな物語に固執をするモダンな人と、それ

からそういうものに対して新しく世界を構築

していきたいポストモダンな人との、ある種

の共存というものが起こっている。 

  そうなると、①コンピューターが普及して

以降のメディアがバーチャル（実質的）と称

すれば称するほど、身体性への回帰が強まる。

私たちはより精緻なリアリティに近づくほ

ど、それを偽物であるとし、また身体に拠り

所を求める。②制度の充実が抑圧として作用

すると、人々は出口、あるいは抜け道を求め

るようになる。③近代を築いてきた強力な還

元論と本質主義、それに対抗するシステム論、

構築主義が混在している。結論すると、当た

り前のことですが、色々な表現方法、価値観、

世界観を持った人がいるということでしょ

う。 

したがってその色々な人が対話をすること

が大切です。そうやって物語を紡いでいって

いるというのが、私たちの生活のなかでの物

語の抜き差しならない重要さでしょう。 

人生が変わるという言い方で対話の重大さ

を思うこともあります。例えば私は宮田先生

と対話をしなければ、ここにいなかったでし

ょう。 

 

 

図 1：メディアの進化を示した年表 
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Ⅳ．自由討論 

(長谷川)北村先生がおっしゃった対話の大

切さと、他者への配慮の重要さは、臨床心理

から離れて根本的なものだと感じました。今

回はブリーフセラピーを取り上げて、話題提

供や企画をしてきましたが心理臨床とか、臨

床心理学の専門職として大事にすべき事へも

広がっていくのではないかと思いました。 

(相模)北村先生から年表を見せていただい

て、こういう中で今やっているのだと確認で

きてよかったです。また自分は環境を整える

こと、そこでその環境をどう使っていくかと

いうことに注意を払った話になっていたかと

思います。色々とメディアなどを使いながら、

どう話をしていくかが重要であると再確認が

できました。 

(鈴木)教育や研修は学ぶ上で、チームにせ

よ師弟にせよ、互いが循環的にやっていくこ

とが大事であるのは共通していると思いま

す。それからブリーフの独特のものというの

は、技法もありますが、北村先生のおっしゃ

ったようなポストモダンの認識論という違い

があります。そして、モダンもポストモダン

も混在し、ぐるぐると回りながら動いている

という印象をもちました。  

(高橋)北村先生からカウンセラーとの関わ

りについてはどうなのか、という質問をいた

だいたので、その点について触れます。私が

勤めている小学校は、スクールカウンセラー

が置かれていません。退職された先生が嘱託

という形で隔週に 1 度から 2 度学校にいらっ

しゃいます。スクールカウンセラーがいない

ためカウンセリングルームもありません。授

業中に抜け出してお話をしに行く機会が子ど

もたちにないので、休み時間などに保健室に

行き、保健の先生に話を打ち明けるというこ

とが多いです。その中で私は、臨床心理士と

いう働きではなく教師として今まで勉強して

きた臨床心理学をどう生かすかという点で動

いています。今はチームとして特別支援コー

ディネイター、管理職、一般の教諭が対話を

持ちながら、子どもへの交わりを考えていま

す。 

(鈴木)学ぶことは「こなれる」ということ

ではないでしょうか。仕事を「こなす」とき

に、ブリーフが身について「こなれる」わけ

です。従来のものにブリーフが新しく入って

いき、自分の中に馴染んでこなれていく。そ

してブリーフセラピストとして現場に入って

行って馴染んでこなれていく。大事なのは「馴

染む」ことや「こなれる」場をどうやって作

っていくかです。やがては自然に馴染むかも

しれませんが、少し意図的にこなれる研修の

場を作ると、よりこなれて熟成しやすいと思

います。  

(北村)鈴木先生から出た話を受けると、私

が知りたいのは何が新しいと思っていらっし

ゃるのか、ということに尽きます。しかし、

これは総論的なテーマかも知れません。馴染

むということに話題を戻すと、馴染むために

は色々な所に、ある種の馴染みのパターンを

生み出すことが大切だと思います。人と人が

会話する時に、どういう話や話し方がその人

との関係をよくするのか、その人との明日が

見えてくるような会話になっていくのか、パ

ターンがあるでしょう。あるいは戦闘機乗り

が殺しあうといった物騒な所でも、一つの出

会いなのかもしれない。そうやって命をやり

とりする場所ですら、なんらかの生きている

形が見出せる。だからこそ長谷川先生はそう

いった例を取られたのだと思います。ある種

の同型性というものを、少し意識することが

大切なのではないでしょうか。それをいたる

ところで繰り返し体験していく。それが馴染

むプロセスではないでしょうか。  

(長谷川)馴染むということが話題に出てき
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ました。皆さんもブリーフセラピーを学び始

めたり、学ぼうとしていたりしている。例え

ば、大学院で学んでいる。大学院以外で学ん

でいる。本を読んで知っている。様々な形で

ブリーフセラピーを学んでいる方々がいま

す。その中で馴染めてきた、それを多く使っ

ているという方はどれくらいいますか。(会場

の反応を見て)…あまりいないですね。私はブ

リーフセラピーをやっていると自覚している

かというと、あまり自覚していない。見方を

変えれば、私の中に定着して馴染んでいるの

かもしれない。私は、この 10 数年くらいにな

りますが、ブリーフセラピーを新しいとも思

わなくなってきた。学び始めた 1990 年代半ば

は、面白い、ワクワク、ドキドキというのが

ありました。今はワクワクした感じが正直な

ところ減っています。それは馴染んだことと

関連があるのか、それとも臨床現場から離れ

て大学で教育・訓練を中心にしたことが関係

しているのかもしれません。もう一度、あの

ワクワク感を感じてみたいと思っています。

今度は、教えながら再度学習し直して感じら

れるのかもしれません。 

 (フロアー) 江戸川大学の福井と申しま

す。今やっているのは、学校関係ではスクー

ルアドバイザーをしています。コンプリメン

トというのを使われていて、これはブリーフ

セラピーのテクニカルタームと思います。そ

してコンプリメントを現場で使われると「褒

める」という言葉に変わっていく。私が思う

のは、研修会で「絶対に褒めるな」と教えて

いました。何故かというと社会的に咀嚼され

ている「褒める」という言葉は、逆に言うと

過剰な評価であって負担になってしまう。先

生方の今日のシンポジウムはすごくよかった

ですと言われて、先生方は良い気持ちになる

かということです。おそらくそうお感じには

ならないでしょう。コンプリメントは私たち

が大学院で学生に教える時に、コンプリメン

トという言葉をどう咀嚼し、どういう風に私

たちがそれを分からせていくか。それはセラ

ピストにとって重要な意味をもってくると思

います。 

私たちは教えていく時には、やっぱりその

質というところをどう保つかを踏まえながら

今日の議論がなされていくべきだと思う。何

か私たちはこなれていくとか馴染んでいくと

いう問題性ではないところに問題があるよう

に思えるのですが。いかがでしょうか。   

(長谷川)今、教えていくということに関し

て、実際に使える心理師を養成していくとい

う理解でよろしいのでしょうか。  

(フロアー)はっきり言ってしまえば、スク

ールカウンセラーが職員や保護者に承認され

ない場合もある。ブリーフセラピーをやって

きて、こういうことをやっていくという説明

ができて、それを取り入れていくというのは

簡単にできるが、私たちはそこで受け入れら

れていくブリーフセラピストというのを作り

たいと思っています。 

(長谷川)はい。私も同じく養成したいです。  

(フロアー)その辺りをやはりきちっとやら

なければいけない。私たちがどのレベルで教

育という形でライセンスを与えるかというの

を明確にしたい。講義を聞いたら与えるのか

など、その辺りがすごく大事なところとなっ

て行くのではないだろうか。  

(長谷川)私の方でまず一つ思うことは、講

義の中では身につきにくい部分がたくさんあ

る。講義以外で身につけられないかというと、

大学院養成の制度上の限界が出てくる。私と

しては講義以外の態度・姿勢というところが

身につけるべき部分ではないかと思う。それ

は今回話題提供した中でも一つの答えという

か、用意したものでした。またコンプリメン

トするということですけど、私はコンプリメ
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ントするということを意識して教えていない

です。「良い」と感じたら表現すれば良い。

褒める、褒めるなという話もせず、自然に出

てきたらいいと考えています。 

(相模)コンプリメントというのは一番教え

るのが難しいかと思います。私は講義の中で

は褒める・労う(コンプリメント)と記してい

る。特に「労う」を重視して伝えています。

ただ講義の中ではそこが限界であり、先ほど

述べたようにライブ・スーパービジョンの中

でクライエントの実際の反応を見て、コンプ

リメントして「あれ？入ってないでしょ(クラ

イアントがセラピストのコンプリメントを言

葉通り受け入れていない、あるいは違和感が

ある)」と話したり、「今入ったよね」と指導

しています。 

こういう言い方だと、このクライエントは

入るけど、他のクライエントの場合は全く別

のコンプリメントの方、あるいは言う所も違

ったり、それは一人ひとり見つけていかなく

てはいけない。なおかつクライエントに一歩

後ろからついて行きつつ、同じ風景をみて「そ

うか」と思えて、自分もすごいと思う形にな

ったら、コンプリメントがそのセラピストに

馴染むということになるのではないでしょう

か。講義というところでは知識しか伝授は難

しいと思います。実践的になると、やはり相

談実習などの中で、反応を見ながら伝えてい

くという場がないと習得は難しいと思う。 

 (高橋)私は教育現場でコンプリメントを

多用していると言ったことについてまず触れ

ます。先ほどフロアーの方がおっしゃってい

た通り、受容がコンプリメントではないかと

いう指摘は、正にそうだと思います。先ほど

吉田先生がおっしゃっていた、母が子を受容

しているようで、自分の友人関係に精一杯に

なってしまって、受容をされていると子ども

が感じていないという実態があると言うお話

しがありました。それはやはりコンプリメン

トされていないと思います。私たちが言える

ことは、子どもが母親に認めてもらったとか、

家族にこの部分を知ってもらえたと思えれ

ば、それで十分コンプリメントになると思い

ます。もう一つ、過剰に良い評価をした場合

どう思うかというのがありましたが、社交辞

令で言ってもらっているのか、認めてもらっ

て言われたことなのか人はすぐに気づきま

す。それは人と人が出会って関係性を築いて

いく上で大事なことと思います。やはり教育

現場で初めて教員になった時、褒めることで

子どもや保護者との関係を築いていこうと考

えたことがありましたが、結果はうまくいき

ませんでした。私の魂胆が見え見えであった

からと思います。そういう背後にある部分、

自分は褒めることで関係を築きたいという気

持ちがあるからうまく行かないのだと気付き

ました。その人との関係を持つ中、会う中で、

今このタイミングでこういう投げかけをしよ

うとすると、自然と微笑みが出てくる、あり

がとうという一言が子どもに強く響くという

ことになる。それだけでも私は一つのコンプ

リメントなのだと実感しています。 

(鈴木)確かに質を上げていくことは大事な

課題です。また、ブリーフの何が新しいのか

というご質問に対しては、認識論が新しいと

お答えしておきます。技法より認識論にその

新しさを感じます。その新しいブリーフをや

ってみたいが、どうすればいいのかと戸惑い

ながら「こなそう」としておられる方は多い

と思います。他のセラピーを学んでこられた

方が、さらにブリーフを学んでみたいという

需要があります。それに応じて「こなれる」

場を提供していくことが、このシンポジウム

に関わる私たちの務めであると思っていま

す。  

(長谷川)高橋先生の現場でのこなれ感の話
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しの中で感じたことは、相模先生が師として

指導して伝えたことが、このようにこなれて

いったのを拝見しました。師弟関係の中でこ

うやって伝達されて、それが上手く伝わらな

かった場合にも修正していくとか、そういっ

たことを含めて指導しなくてはいけないのだ

と感じました。  

(北村)フロアーからは、貴重な質問をいた

だいたと思います。コンプリメントはブリー

フセラピーのアルファでありオメガであると

私は思っています。コンプリメントを理解す

るうえで大切なことは、コンプリメントであ

ったのか否かを判断する人は誰かということ

でしょう。コンプリメントの成立はコンプリ

メントを得たというクライエントの事後的な

了解を待つしかないのだと思います。コンプ

リメントとはセラピストが一方的にするもの

ではない。関係性の中で生まれてくるもので

す。なぜアルファでありオメガであるかと言

うと、端的に言ってコンプリメントによって

社会が構成されるからです。私たちの明日は

人々相互のコンプリメントに基づいていま

す。だからこそブリーフセラピーにおいても

その根幹であると私は思っています。  

 (吉田)先ほど質問してくださった方、あり

がとうございました。どんなに勉強し学んで、

知識を蓄えても、相手がいないとただの趣味

である。人に使ってもらうのが臨床心理士だ

と思っているので、これから私も自分に需要

があるように勉強していきたい。 

 

Ⅳ．おわりに－まとめにかえて－ 

長谷川明弘 

ブリーフセラピーを習得していく過程で、

講義などを通じて学び手が知識を得ていく根

底に、ブリーフセラピーに特有と考えられる

「認識論」に注目することの重要性が挙げら

れました。 

最初に、ブリーフセラピーを知識で学び、

特有の認識論を理解して、実習形式で体験的

に学びます。その次に、学び手である実践家

が現場で使うための橋渡しをするために、教

え手は学び手が持っている疑問や戸惑いを研

修場面で取り上げて、質疑応答を丁寧に行う

過程が、教え手による支援によって学び手か

ら実践家へと移行する過程と実践家から支援

を受けて相談者が解決を構築していく過程と

の同型性を持っていると教え手が自覚して場

や機会を提供することが大切なようです。 

さらには、様々な事象の中に潜んでいる同

型性に注目しようとしてみると、あちらこち

らに見出されて、新たな認識が生まれ、その

認識の仕方が定着して、新たな活動が出来る

ようになっていくということが馴染むことに

なるともいえそうです。 

またブリーフセラピーの養成・訓練の中で

は、師弟関係の中で知識や技能・技術に加え

て「態度」の 3 点を伝えているようです。態

度は、これまで述べてきた認識論だけでなく、

臨床的な面から見た「哲学」とも言い換える

ことが出来るでしょう。例えば、支援困難に

感じる対象に遭遇したときでさえも「例外」

が存在すると考えたり、絶望的な中でもどの

ように乗り越えてきたのかとリソースを探し

たりする姿勢です。現行のように、大学院で

の専門職の養成が行われていることから、科

学的な素養と、職人的な感性・技能の習得が

求められていることを反映していると思われ

ます。このことは、ブリーフセラピーに限定

しないで、幅広く多くの対人支援専門職の養

成に求められる事柄でしょう。 

養成・訓練の中の工夫としてビデオによっ

て記録して、振り返りながら指導に活かせる

という点が挙げられました。学び手が、映像

記録や音声記録を通じて、改善点を自覚し、

また自らの強みを把握することが可能である
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ようです。複数の学び手がいれば、相互に意

見を交換することで、学び手が個々の課題や

資源を自覚できるようです。 

最後に、養成・訓練を経て専門職の質を上

げることが大事な課題であることを再確認し

ました。これはブリーフセラピーの養成・訓

練に限らない課題です。ブリーフセラピーを

教える立場から質の向上に役立てられるの

は、ブリーフセラピーの認識論が、他のアプ

ローチを実践している方にも有用であること

が学び手から話題になり、教え手がいっそう

自覚して教える機会を提供する重要性が指摘

されました。その上で、ブリーフセラピーの

認識論に馴染み、こなれていく場を提供して

いくことになっていくようです。 

 

付記 

本論文は、2013 年 8 月 25 日にパシフィコ

横浜にて開催された日本心理臨床学会第 32

回大会秋季大会における標題と同名の自主シ

ンポジウムでの話題提供ならびに指定討論と

参加者によって議論された内容を基に再構成

したものになっている。 
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	長谷川明弘
	2013年4月から東洋英和女学院大学に移り、ゼミ生を初めて受け持ちました。今回の話題提供では、私の師である宮田敬一先生からブリーフセラピーを学び、翻訳し、次の世代に引き継いでいく行為とはどんなことかを考えます。
	パイロットはどういった形の訓練があるのかを取り上げて、心理学の専門職の訓練に照らし合わせて考えてみたことがあります(長谷川,2008)。ある程度の訓練を受ければ、それなりに航空機を操縦することができるようになるのがパイロットの今の在り方だとしたら、パイロットの基本訓練はカウンセリングや心理療法に当てはめてみると、対人支援専門職の基礎訓練プログラム(長谷川,2014)にあたります。そして、さらに各学派によって身につける部分、ブリーフセラピーの独特な部分を身につけていくということになるのでしょう。坂井...
	また対人支援職やサービス提供の姿勢には3つのタイプがあると考えています（長谷川，2011）。「行為者」は、理論に縛られるやり方になってしまいます。今までに無い新たな相談内容には前例がないと言って中々うまく取り組めません。慎重なため、柔軟さに欠けてしまいます。「調整・整理者」は、理論をベースにしながらも、積極的な働きかけを回避してしまいます。受容や共感という基本的なところはしっかりやれますが、柔軟さの芽生えを感じているものの実行には躊躇している人をさしています。ブリーフセラピーを適切に適用しているよ...
	ブリーフセラピーと「トヨタ生産方式」には共通点があることを指摘しました（長谷川ら,2011）。トヨタ生産方式は、平均値で現象を理解するのではなくバラツキに注目します。例えば一定の作業をする時に、10人なら10人の平均値をとるわけではないそうです。「トヨタ生産方式」では、一番早く作業ができた人を分析して、それを手続きに取り込むそうです。1番作業が早い人の作業時間をチャンピオンタイムと呼び、これは、ミルトン・エリクソンの実践を特に参考にし、効率の良い方法を模索するブリーフセラピーの立ち位置ととても類似...
	曹洞宗を立ち上げた道元の正師との出会いについて話題にします。道元は長らく師匠を探し求めていたそうです(秋月,1970)。道元は、「人は生まれながらに仏だと言われているのに、なぜ修行をしなければいけないのか」と疑問を持ち、師匠に聞きまわりますがなかなか納得する答えに出会えませんでした。丁度これは、リソースがあると言われているのに、リソースを否定する事への問いかけでもありました。道元は師を求めて中国まで行き、ようやく「人には目が横に鼻が縦についている。それが学んできたことだ」と納得したそうです。それは...
	続いて、私が研修会や訓練でどういうことをしてきたかを話題にします。①理論的背景なども含めた概論説明（知識） ②面接者チームとクライエント役決め ③事例提供  ④面接のデモンストレーション  ⑤事例検討／コンサルテーション／ライブ・スーパービジョンを同時に行う（技術・技能）  ⑥質疑応答（姿勢）  これらの6点を90分で行ってきました。最近の研修機会で受講生からのコメントをもらったものを提示します。「トレーニングにおける師弟関係において思ったことは、トレーニングでは実践や実演あるのみと思った。スーパ...
	師から学ぶこと、伝達することのまとめとして、現在大学院で養成することを考えると職人養成だけでなく、科学的な視点や訓練も必要になってきます。「職人養成」は感性や芸術性の醸成とも言い換えられそうです。それはブリーフセラピーだけでなく他の心理療法にも必要なものと考えています。
	4.教育現場におけるﾌﾞﾘｰﾌｾﾗﾋﾟｰの活用
	高橋亜耶可
	愛媛大学で4年間の教育教員養成課程で学び、その後2年大学院へ進学しました。その際に相模先生からカウンセリングの理論と実践を教わり、解決志向アプローチ(以下、SFA)に出会いました。大学院を修了して6年間の経験を積み、現在は神奈川県で小学校の教員をしています。
	教育現場では教員による支援の多様さ、様々な人との関わりがあります。その中にはすぐに解決できる課題もあれば、長期的な視点で見ていく必要のある課題、即時介入・解決を必要とする課題などがあります。同時に多くの課題を抱えている教員にとって一つひとつにじっくり関わることは困難です。その時に、SFAが効果を発揮するのではないかと考えています。実際にどのように用いたのかを説明します。
	まず一つ目、コンプリメントが非常に多いです。児童にコンプリメントするということは、自己肯定感を育む上での大きな要因となります。児童と授業をしていく中で、昨日よりこんなことができたと伝えたり、子ども同士で褒め合ったりするような場を作ります。また児童からの相談も多いので「よく相談できたね」というようなコンプリメントが日常に多くあります。次にコーピング・クエスチョンです。児童が問題に躓いたときでも「例外探し」を行い、困難な状況でもどうやって乗り越えているのか考え、また資源（リソース）を探し活用します。次...
	このような技法を活用することによって小学校という教育の現場においても児童や教職員、保護者に対して次のような効果や変化が見られました。「自分が行動を起こすことで、周りや状況にも変化が起こるという考え方をもつ」「子ども同士や、母と子でコンプリメントを伝え合うことで、信頼感や自信を得ることができる」「コンプリメントをしてもらえることで、他者から認められているという安心感が得られる。すると、自身の行動や変化の良いところが見えてくるようになる」「悪いところばかりを見ず、いいとこ探しをする」「失敗した時でも、...
	次に行動に焦点を当てることを話題にします。具体的でわかりやすく、客観的な言葉でコンプリメントを行うことを心掛けています。低学年であればMQを使い、対話しながらイメージを明確にします。解決に向けての行動を明確にしたり、SQを使い変化を意識させることで、子どもは変化する自分を実感できます。また母親自身の変化にもコンプリメントをしたりします。子どもにこうなってほしいと思うことに対して、保護者の方ができる行動を探します。そうすることで、子どもの小さな変化を、「よいこと」として考えるようになっていきます。う...
	こういった事例からのまとめとして、大学生・大学院生の間、SFAを軸としたカウンセリングを教わってきた中で学び、身につけたことは、 絶望的な状況でも例外は存在するという考え方です。絶望的に感じる状況でも人はなんとかやってこられているという考え方です。教育現場で一番実感することができたのは、コンプリメントのもつ効果です。リソースの重要性や、その見つけ方、ウェル・フォームド・ゴールを作り、共有することの意味と効果、どんな時でも変化はあるということ、そして自分自身をコンプリメントしていく視点です。今後はこ...
	Ⅲ．指定討論
	1.「まじわり」「力」の原点は親子関係にあり
	吉田京子
	現在スクールカウンセラーの行っていない学校へ出向いています。今の現場で解決志向アプローチをどう扱っているかお話しします。先ほど「人は力と資源をもっている」という鈴木先生の言葉がありました。クライエントが一番力をもっていると考えて、生徒や先生や保護者と話をしていくことが大切と思います。さらに関わり続ける、継続していくことが重要であると感じています。
	相模先生の元で学んでいた時に、臨床心理士が勉強する上で、絶対にしてはいけないことを明確にして体験的に学んだことが今にもつながっています。クライエント自身がどういったことを目指しているのか、話していきます。私のクライエントの多くは保護者です。保護者は、自尊感情が低いことが多く、それゆえか子どもの自尊感情も低いと感じます。なぜこうも低いのかと話を聞いていくと、子どもが公園デビューをすると、母親はママ友を作ろうと焦ってしまうようです。「ママ友を作らなくては」と思ってしまって、公園は子どもが遊びに来るとこ...
	2.今、対話するということ
	北村文昭
	話題提供者4人のご発表、ありがとうございました。鈴木先生の「ブリーフは新しいのか」という質問から「オンリーワンではないし、ナンバーワンでもない」と結論づけられたのはとても重要なことだと思います。相模先生はビデオとチームの話しをされました。ビデオから見て取れる微細なものをボトムアップして、そこから何かを得ていく。ボトムアップ的なアプローチの大切さが伝わりました。長谷川先生は職人や専門職を養成する際の教育の在りようにバリエーションがあることを提示されました。それから坂井三郎の話が印象に残りました。クリ...
	まず話題提供者の先生方の言葉から年表を作りました（図１）。年表の特徴として3つまとめてみました。①人と人とのコミュニケーションのためのメディアの種類は増えている。②近代以降の制度も発展（バージョンアップ）し、細分化されている。例えば学校制度ができた後に、学校教育法を始め、たくさんの学校にまつわる事柄が出てきた。③上記の二つは重層的に積み重なっていて、古いものが廃されているわけではない。一方で、ポストモダンの時代において大きな物語が終焉し、個別の小さな物語のニーズが生じている。大きな物語に固執をする...
	そうなると、①コンピューターが普及して以降のメディアがバーチャル（実質的）と称すれば称するほど、身体性への回帰が強まる。私たちはより精緻なリアリティに近づくほど、それを偽物であるとし、また身体に拠り所を求める。②制度の充実が抑圧として作用すると、人々は出口、あるいは抜け道を求めるようになる。③近代を築いてきた強力な還元論と本質主義、それに対抗するシステム論、構築主義が混在している。結論すると、当たり前のことですが、色々な表現方法、価値観、世界観を持った人がいるということでしょう。
	したがってその色々な人が対話をすることが大切です。そうやって物語を紡いでいっているというのが、私たちの生活のなかでの物語の抜き差しならない重要さでしょう。
	人生が変わるという言い方で対話の重大さを思うこともあります。例えば私は宮田先生と対話をしなければ、ここにいなかったでしょう。
	Ⅳ．自由討論
	(長谷川)北村先生がおっしゃった対話の大切さと、他者への配慮の重要さは、臨床心理から離れて根本的なものだと感じました。今回はブリーフセラピーを取り上げて、話題提供や企画をしてきましたが心理臨床とか、臨床心理学の専門職として大事にすべき事へも広がっていくのではないかと思いました。
	(相模)北村先生から年表を見せていただいて、こういう中で今やっているのだと確認できてよかったです。また自分は環境を整えること、そこでその環境をどう使っていくかということに注意を払った話になっていたかと思います。色々とメディアなどを使いながら、どう話をしていくかが重要であると再確認ができました。
	(鈴木)教育や研修は学ぶ上で、チームにせよ師弟にせよ、互いが循環的にやっていくことが大事であるのは共通していると思います。それからブリーフの独特のものというのは、技法もありますが、北村先生のおっしゃったようなポストモダンの認識論という違いがあります。そして、モダンもポストモダンも混在し、ぐるぐると回りながら動いているという印象をもちました。
	(高橋)北村先生からカウンセラーとの関わりについてはどうなのか、という質問をいただいたので、その点について触れます。私が勤めている小学校は、スクールカウンセラーが置かれていません。退職された先生が嘱託という形で隔週に1度から2度学校にいらっしゃいます。スクールカウンセラーがいないためカウンセリングルームもありません。授業中に抜け出してお話をしに行く機会が子どもたちにないので、休み時間などに保健室に行き、保健の先生に話を打ち明けるということが多いです。その中で私は、臨床心理士という働きではなく教師と...
	(鈴木)学ぶことは「こなれる」ということではないでしょうか。仕事を「こなす」ときに、ブリーフが身について「こなれる」わけです。従来のものにブリーフが新しく入っていき、自分の中に馴染んでこなれていく。そしてブリーフセラピストとして現場に入って行って馴染んでこなれていく。大事なのは「馴染む」ことや「こなれる」場をどうやって作っていくかです。やがては自然に馴染むかもしれませんが、少し意図的にこなれる研修の場を作ると、よりこなれて熟成しやすいと思います。
	(北村)鈴木先生から出た話を受けると、私が知りたいのは何が新しいと思っていらっしゃるのか、ということに尽きます。しかし、これは総論的なテーマかも知れません。馴染むということに話題を戻すと、馴染むためには色々な所に、ある種の馴染みのパターンを生み出すことが大切だと思います。人と人が会話する時に、どういう話や話し方がその人との関係をよくするのか、その人との明日が見えてくるような会話になっていくのか、パターンがあるでしょう。あるいは戦闘機乗りが殺しあうといった物騒な所でも、一つの出会いなのかもしれない。...
	(長谷川)馴染むということが話題に出てきました。皆さんもブリーフセラピーを学び始めたり、学ぼうとしていたりしている。例えば、大学院で学んでいる。大学院以外で学んでいる。本を読んで知っている。様々な形でブリーフセラピーを学んでいる方々がいます。その中で馴染めてきた、それを多く使っているという方はどれくらいいますか。(会場の反応を見て)…あまりいないですね。私はブリーフセラピーをやっていると自覚しているかというと、あまり自覚していない。見方を変えれば、私の中に定着して馴染んでいるのかもしれない。私は、...
	(フロアー) 江戸川大学の福井と申します。今やっているのは、学校関係ではスクールアドバイザーをしています。コンプリメントというのを使われていて、これはブリーフセラピーのテクニカルタームと思います。そしてコンプリメントを現場で使われると「褒める」という言葉に変わっていく。私が思うのは、研修会で「絶対に褒めるな」と教えていました。何故かというと社会的に咀嚼されている「褒める」という言葉は、逆に言うと過剰な評価であって負担になってしまう。先生方の今日のシンポジウムはすごくよかったですと言われて、先生方...
	私たちは教えていく時には、やっぱりその質というところをどう保つかを踏まえながら今日の議論がなされていくべきだと思う。何か私たちはこなれていくとか馴染んでいくという問題性ではないところに問題があるように思えるのですが。いかがでしょうか。
	(長谷川)今、教えていくということに関して、実際に使える心理師を養成していくという理解でよろしいのでしょうか。
	(フロアー)はっきり言ってしまえば、スクールカウンセラーが職員や保護者に承認されない場合もある。ブリーフセラピーをやってきて、こういうことをやっていくという説明ができて、それを取り入れていくというのは簡単にできるが、私たちはそこで受け入れられていくブリーフセラピストというのを作りたいと思っています。
	(長谷川)はい。私も同じく養成したいです。
	(フロアー)その辺りをやはりきちっとやらなければいけない。私たちがどのレベルで教育という形でライセンスを与えるかというのを明確にしたい。講義を聞いたら与えるのかなど、その辺りがすごく大事なところとなって行くのではないだろうか。
	(長谷川)私の方でまず一つ思うことは、講義の中では身につきにくい部分がたくさんある。講義以外で身につけられないかというと、大学院養成の制度上の限界が出てくる。私としては講義以外の態度・姿勢というところが身につけるべき部分ではないかと思う。それは今回話題提供した中でも一つの答えというか、用意したものでした。またコンプリメントするということですけど、私はコンプリメントするということを意識して教えていないです。「良い」と感じたら表現すれば良い。褒める、褒めるなという話もせず、自然に出てきたらいいと考えて...
	(相模)コンプリメントというのは一番教えるのが難しいかと思います。私は講義の中では褒める・労う(コンプリメント)と記している。特に「労う」を重視して伝えています。ただ講義の中ではそこが限界であり、先ほど述べたようにライブ・スーパービジョンの中でクライエントの実際の反応を見て、コンプリメントして「あれ？入ってないでしょ(クライアントがセラピストのコンプリメントを言葉通り受け入れていない、あるいは違和感がある)」と話したり、「今入ったよね」と指導しています。
	こういう言い方だと、このクライエントは入るけど、他のクライエントの場合は全く別のコンプリメントの方、あるいは言う所も違ったり、それは一人ひとり見つけていかなくてはいけない。なおかつクライエントに一歩後ろからついて行きつつ、同じ風景をみて「そうか」と思えて、自分もすごいと思う形になったら、コンプリメントがそのセラピストに馴染むということになるのではないでしょうか。講義というところでは知識しか伝授は難しいと思います。実践的になると、やはり相談実習などの中で、反応を見ながら伝えていくという場がないと習得...
	(高橋)私は教育現場でコンプリメントを多用していると言ったことについてまず触れます。先ほどフロアーの方がおっしゃっていた通り、受容がコンプリメントではないかという指摘は、正にそうだと思います。先ほど吉田先生がおっしゃっていた、母が子を受容しているようで、自分の友人関係に精一杯になってしまって、受容をされていると子どもが感じていないという実態があると言うお話しがありました。それはやはりコンプリメントされていないと思います。私たちが言えることは、子どもが母親に認めてもらったとか、家族にこの部分を知っ...
	(鈴木)確かに質を上げていくことは大事な課題です。また、ブリーフの何が新しいのかというご質問に対しては、認識論が新しいとお答えしておきます。技法より認識論にその新しさを感じます。その新しいブリーフをやってみたいが、どうすればいいのかと戸惑いながら「こなそう」としておられる方は多いと思います。他のセラピーを学んでこられた方が、さらにブリーフを学んでみたいという需要があります。それに応じて「こなれる」場を提供していくことが、このシンポジウムに関わる私たちの務めであると思っています。
	(長谷川)高橋先生の現場でのこなれ感の話しの中で感じたことは、相模先生が師として指導して伝えたことが、このようにこなれていったのを拝見しました。師弟関係の中でこうやって伝達されて、それが上手く伝わらなかった場合にも修正していくとか、そういったことを含めて指導しなくてはいけないのだと感じました。
	(北村)フロアーからは、貴重な質問をいただいたと思います。コンプリメントはブリーフセラピーのアルファでありオメガであると私は思っています。コンプリメントを理解するうえで大切なことは、コンプリメントであったのか否かを判断する人は誰かということでしょう。コンプリメントの成立はコンプリメントを得たというクライエントの事後的な了解を待つしかないのだと思います。コンプリメントとはセラピストが一方的にするものではない。関係性の中で生まれてくるものです。なぜアルファでありオメガであるかと言うと、端的に言ってコン...
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