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　先日の『精神対話論』出版記念シンポジウムのさいに、色紙に寄せ書きをと求められましたが、
精神対話士を志す人を直接啓発するような適当な言葉は思い浮かばず、私の好きな言葉の一つ、
「急がない、休まない」を書かせていただきました。この言葉の主は、新渡戸稲造です。新渡戸
稲造とはどのような人物かご存知でしょうか。今の五千円札の肖像は樋口一葉ですが、一葉の前
の人だと知れば、丸いメガネの、髭をたくわえた端整な紳士の顔をあるいは思い出されるかもし
れません。
　新渡戸は、幕末に岩手県盛岡で生まれて昭和の初年まで生き、農政学者、教育者さらに国際連
盟事務次長など多彩な活動で知られます。1900 年（明治 33 年）、アメリカ滞在中に英文で出版
した主著『武士道－日本の魂－』は、小著ながら日本人の精神的バックボーンを平易に論じて、
外国人に日本を理解してもらおうとの強い思いで書かれたもので、世界 17 カ国語に翻訳されて、
当時未知だった日本の理解に資したのでした。100 年以上を経た現在も読み継がれている名著で
す。本書の執筆動機についてはつぎのようなエピソードがあります。ベルギーで高名な学者から
日本の宗教教育について問われ新渡戸は「宗教教育はありません」と答えたところ、たいへん驚
かれ、「いったい、あなたがたはどのようにして子孫に道徳教育を授けているのですか」と問わ
れて答えに窮した苦い体験にあった、と序文でのべています。もう一つの著書『自分をもっと深
く掘れ』は、原著は『世渡りの道』（1912 年、大正元年）で、世間と折り合いをつけながら、い
かに自己実現をつらぬいていくかを自分の経験や見聞を数多くとりあげながら、人の生き方、人
生論を平易に説いています。ただし、どちらの著書にも、この「急がない、休まない」は見出せ
ません。
　新渡戸は、北海道大学の前身である札幌農学校を卒業し渡米するのですが、後年帰国して母校
の札幌農学校の教授のときに、学生にくりかえし呼びかけて叱咤激励したのがこの「haste not, 
rest not ！」だったと、私は最近になって知りました。
　私自身は後期高齢期入りが間もなくで、ついつい、急がないが「急げない」になり、休まない
が「休みたい」になってしまいます。ところがその自分も、趣味の囲碁のことになると、「急が
ない　休まない」がつづいているのですからふしぎです。みなさんはどのようなことに「急がない、
休まない」を実践されておられるのでしょうか。

講  師　大　橋　英　寿
　　　（東北大学名誉教授）

急がない　休まない
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　平成 25 年 3 月 9 日　国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟（東京都渋谷区）
において精神対話研究所設立記念行事̶「精神対話論」出版記念シンポジウムが多くの参加者を
得て開催されました。
　神居文彰先生（宇治平等院住職）による基調講演「精神 対話 を考える」に続いて、「精神対
話士による心のケア〈精神対話士の暖かな対話、応対と伴走者としての役割、活動〉」がなぜ人
の心を癒すのかを解き明かす」のテーマで、シンポジウムが行われました。
　各専門分野における講師の方々と指導精神対話士が一堂に会し、熱心に論議が尽くされました。
また会場の参加者の皆さまからの質疑もあり、実り多い一日となりました。

　　　精神対話研究所設立記念行事『「精神対話論」出版記念シンポジウム』より
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　平成 25年 3月 9日　「精神対話論」出版記念シンポジウムより
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【新刊のご案内】
　　「精神対話論」が平成 25 年 3月、慶應義塾大学出版会より出版されました。
　「人間を科学する」研究の第一人者たちが精神対話士の暖かな対話、応対による心のケアの本質
　を解く待望の書です。 
　　是非ご覧ください。　

定価　2,600 円
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　東京都の事業で福島県からの避難者が多く暮らす江東区の国家公務員宿舎 ｢東雲住宅｣ で、昨
年 11 月より被災者への心のケアの活動“ほっ！と相談”を行っています。
　相談室での対話に加え、自宅での対話を希望する方も多く、被災者の方々はそれぞれの立場で
抱える強い不安や孤独感、入居されてからの気持ちの変化や募る不満など、誰にも話せずにいた
ことを打ち明けてくださいます。
　対話は、「以前ならストレスに感じなかったことが環境の変化で大きなストレスになってしまっ
た」とか、「こんな時だからこそと無理を続けてしまっている」など、苦しみながらその思いを
話してくださいます。そして、対話の中で次第に気付きを得ながらご自身で気持ちの整理をして
前を向かわれていかれます。そのような時、安心して話ができる第三者が心のケアをお手伝いし、
サポートし続ける必要性を感じます。
　精神対話士の方から声を掛けることも大切で、出会えたことで溜まっている辛い気持ちを吐き
出され、ほっと一息安堵される方も多くいらっしゃいます。
　また、１Kの狭い部屋で一人暮らしをされている方も多く、その方たちは皆孤独感を募らせて
おられます。そして高齢者に限らず健康面での不安を抱えていらっしゃる方も多数おられ、その
方たちからは、定期的に訪問して声を掛けてくださいとよく依頼があります。
　精神対話士のクライアントの気持ちを受け止め、共感し、常に寄り添い続ける関わり方が、見
守り、支え合うことにとても大切であると実感します。被災者の方に限らず、これからの高齢化
社会でも同じように見守り、支え合う体制が益々必要になってくると痛感しています。それには
信頼関係が重要で、信頼されてこそ本音で関わることができ、より深い対話ができ、支え合うこ
とができるのだと思います。
　東雲住宅でお会いし、お話をしてくださった皆さまから、これまでにも多くの感謝の言葉をい
ただきました。このことを励みに、これからも精神対話士として研鑽を積み、更に多くの方と心
の通った対話を通して絆を深め、少しずつでも心を強く持っていただけたらと願いながら、そし
て精神対話士に出会えて良かったと思っていただけるよう活動を続けていきたいと思います。
　

　　　　　＜東京都地域支え合い体制づくり事業＞　東京都 見守り話し隊の活動から　　

被災者との関わり合いで思うこと

精神対話士　 小原　由起子
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　平成 25 年 2月、東日本大震災により避難を余儀なくされた被災者の方々の避難所「東雲住宅」
（東京都江東区）で暮らしている被災児に対し、自分たち将来の夢を語ってもらい、その夢を膨
らませることにより、震災という辛い体験を乗り越えて前向きな気持ちが蘇ってくることを目的
として『夢対話』が開催された。
　『夢対話』では、まず子供たちに将来の夢を語ってもらい、その夢について模造紙に絵を描い
てもらう。そして、子供たちが自分の描いた絵についてみんなの前で発表し、お互いの夢を共有
し合う。発表後、他の子どもたちの夢を参考にして、その夢も自分の夢に取り入れ、更に夢を膨
らませていく。そして、その膨らんだ夢をみんなの前で発表してもらうという流れで行われた。
　当日、どんな子供たちが参加してくれるのだろう、どんな夢をもっているのだろうと楽しみな
気持ちもあったが、震災に遭い故郷を離れて暮らしている子どもたちは、元気がなくなってしまっ
ているのではないかと不安半分で待っていた。そんな不安と楽しみ半分の気持ちを抱きながら
待っていたら、子供たちが元気な声と笑い声でやってきた。さっき抱いた不安は、子供たちの元
気な声と無邪気な笑い声で吹っ飛び、私も嬉しくなった。私の担当は、明るく元気な小学 5年生
の浪江町出身のA子さん。まず、初めにお互いに自己紹介をし、互いにネームプレートに名前
を書きあった。A子さんは、私の名前を丁寧に書き、模様や絵も描いてくれた。彼女はとても絵
が上手で、夢もすでにイラストレーターになりたいと決まっていた。そして、模造紙を前に描き
たい夢がたくさんあるようで、迷う様子もなく絵を描き始めた。彼女が好きなアイドルやキャラ
クターの絵をいきいきと描きながら、対話が進んでいった。このように夢を語り、絵を描く時間
が過ぎ、発表をする時間がきた。彼女はとても丁寧に 1つの絵を描いていたこともあって、模造
紙いっぱいに絵を描き切れず、準備も不十分のまま発表の番をむかえた。そして発表の時は、緊
張してしまい、自分の夢への想いを言葉にするのが難しい状態だった。それでも、模造紙に描い
た絵の説明を一生懸命に話し、発表を終えた。みんなの発表も終わり、再度模造紙に向かい始めた。
　1回目の時が好きなアイドルやキャラクターの絵が主だったので、次は彼女自身に焦点をあて
て絵を描くようにした。例えば、彼女の得意なこと（ゲームなど）や好きなこと・趣味（友達、
音楽、書写、イラストレーター、デザイナー）などの絵を描いていった。絵を描きながら、親友
の話などで話が弾んでいった。A子さんは、とても頑張り屋さんで何にでも挑戦し、しっかりと
自分の考えをもっていると感じた。
　そして 2回目の発表では、1回目と違って自ら進んで話そうとする意志を感じた。しっかりと
自分の夢を自分の言葉で語り、頼もしく感じた。
　印象に残ったことは、絵を描きながらその絵にまつわる様々な話をしていた中で、好きな遊び
の話になった時である。ゲームの話をしていた際に、私が「ゲームが好きなのね」というと、A

被災児との『夢対話』を通して

精神対話士　 井上　千歳
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子さんが「うん、いつも家の中で過ごしている、家の中で遊ぶのが好き」と話し、さらに「外は
地震あって怖いから」と地震があった当時の話をしてくれた。地震発生時、A子さんのクラスメー
トは次が体育の授業なので、着替えをしている最中であり、みんな校庭に避難したということで
あった。A子さんは、その当時の話を明るいトーンで話してくれたが、震災から 2年経った今で
も鮮明に脳裏に焼き付いているのだなと思うと、胸が締め付けられる思いだった。A子さんは、
一見とても明るく元気に見えるが、心の中は震災の恐怖や寂しさ、辛さが残っており、話のとこ
ろどころで、その感情が見え隠れしていた。
　今回『夢対話』を通して感じたことは、子供たちの心はとても純粋で傷つきやすく、しかも自
分の心の傷をなかなか外に表す（出す）ことが出来ないことがあるということだった。したがって、
彼らを暖かく見守り、話をじっくり聴き、心の傷となっているものが外に出ていくことを手助け
する精神対話士のような存在が必要であると感じた。また、話の中に、心の傷となる事柄のキー
ワードが隠れていることがある。そのサインにまず気づくことが心の傷を癒す第一歩となるので
はないかと思う。そのキーワードから芋づる式にそれに関わる事柄や感情が出てきて、そして心
の奥にしまわれた感情や事柄が表面に出てくる。したがって、子供たちの言葉に一心に耳を傾け
ることこそが、心を癒すことにつながるのだと思う。
　東日本大震災から早 2年が過ぎ、津波でがれきの山となっていた道路や街は徐々に復興に向
かっている。がれきや分断された道路など目に見えるものは復興するのは早いが、放射線や心の
傷などの目に見えないものの課題はなかなか回復が難しく時間もかかると思われる。震災によっ
て失われたものは多く、被災者は喪失感や孤独感を抱えていると思う。精神対話士として、被災
者の心の痛みに寄り添い喪失感や孤独感を癒し、前向きに生きる希望をもってもらえるように、
活動を続けていきたいと思う。　
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　平成 25年 2月 17 日　東雲住宅『夢対話』より
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　平成 25年 4月 1日　毎日新聞
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第8回日本精神対話学会のご案内

日程：平成 25年 11 月 3日（日・祝）・11 月 4日（月・休）
会場：東京大学駒場キャンパス　12号館

（東京都目黒区駒場 3-8-1）

〔財団法人メンタルケア協会  創立 20 周年記念学会〕

“Warm Heart Forever”

☆日本精神対話学会とは・・・

☆参加対象者

☆参加費

☆内容

　精神対話士とその活動に関心を持つ者が集い、心のケアの専門職「精神対話士」の効能について
究明し、理論構築を行い、より高度で幅広い社会への貢献を目指すことを目的とします。

・精神対話士（正会員）
・精神対話士以外（特別会員）
　   精神対話士以外の方は、学会事務局宛に申請書類をご請求ください。

精神対話士      10,000 円　他に登録料　 1,500 円
特別会員　      10,000 円　他に登録料　 3,000 円
懇親会参加費　  3,000 円

精神対話学に関心、理解を示し、ともに研究、探求していく姿勢を持つ者

第 1日目： 11 月 3日（日・祝） 　9：30 開会
基調講演　協会講師 戸田肇先生（北里大学教授）
   演題「癒しの人間学」
推奨論文審査結果（推奨論文）発表
 《昼休み》
推奨論文賞受賞論文発表
研究会（シンポジウム・全体討論）

17：30　懇親会
第 2日目：11 月 4日（月・休）　10：00 研究分科会

 《昼休み》
研究分科会発表
精神対話士代表挨拶
20周年記念講演　 財団法人メンタルケア協会
    演題「精神対話士誕生の意義と今後の展望」
推奨論文賞授賞式
講評　学会会長 中川俊直（指導精神対話士）
財団法人メンタルケア協会挨拶

15：30　閉会

◎論文の投稿もお待ちしております。（締切：平成25年 9月 10日（火）必着）
※詳細は、ホームページをご覧ください。
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精神対話士日記

　不登校の長男A君（中学 2年）のことで悩む母親（Bさん）との 1回目の対話です。
A君は不登校になり 1年半が経過しました。最近は外出もしなくなりただ月日が経過していくの
みで、母親として「何とかしてあげたい」という強い気持ちはあっても、どうしてよいかわからず、
精神対話士との対話を希望されました。
　Bさんは、今はA君に学校に行って欲しいというよりも、外出したり普通に生活して欲しいと
話されました。
　不登校になったきっかけは、Bさんも同席したある場所で信頼していた教師C先生に対する不
信感だったとのことです。その時、A君は「先生は何もわかってくれない！」と言い、その場で
机をひっくり返し、それ以来C先生が家に訪問してもA君は会おうとはしなくなりました。
　A君が不登校になってから、Bさんは何とかして学校へ行かそうと、A君を説得したり、なだ
めたり、友達に来てもらったりとさまざまなアプローチをしてきましたが、学校へ行かそうと躍
起になればなるほど、A君はかたくなに拒否しました。
　初めの頃は、物にあたる行為が見られましたが、最近は落ち着きそのような行動は見られなく
なり、また親を殴ったりなどの家庭内暴力もありません。
　そしてA君は、「お母さん、ごめんね」とか「中学を卒業したら、アルバイトするね」などと
母親のことを思い、Bさんを気遣う言葉も掛けてくるとのことです。
　A君は小さい頃から言いたいことが口でうまく伝えられず、手が出て友達との喧嘩も時折あっ
たようで、今でも「言葉で伝える事は上手ではない」とのことです。
　私は、母親Bさんとの対話からまだ会っていないA君の気持ちを想像しました。
“学校へは戻りたいけど今となっては戻れない。だって勉強も今からは皆に追いつかないだ  
ろうし、行くと周りの友達の目も気になるし、先生から特別扱いされるのも嫌だ。
だから学校へはもう行きたくない。外出したくないのも僕のことを知っている人と会わない
為だ。本当は母親にはとても申し訳ないと思っている。母親の愛情は受けたいし、だからこ
そ母親の期待には応えていきたい・・・”と。

　A君は、自分の心の苦しみを共感・受容してくれる存在が必要であり、またその存在とは、無
条件に自分の話に共感・受容してもらえる人でないと、安心して自分の心の内を話さないであろ
う。そして、味方で居続けてくれるという安心感が心を癒し、自らを語ってくれるだろう。自分
のことを話すことが出来れば、本人の表現が未熟であっても、対話を重ねていく中で言葉を広い
集める作業をこちらが手伝い、そしていつか必ず回復すると信じ続けていけば、ある時自分で道
を見出せるようになるのではないかと考えます。
　A君を今の苦しみから救うために、まずはA君の気持ちに共感し、「自分の気持ちをわかって

精神対話士　 森本　聡
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くれる人がいるんだ」ということを肌で感じて欲しいと思っています。
　対話終了後、母親のBさんから「今日、話が出来て良かった」という言葉をいただきました。
そして「息子と話をして欲しいが、本人が会いたいと言ってくれたら良いのですが・・・」と、
話されました。私は早くA君に会える日を楽しみに、A君に声を掛け続けていこうと思います。
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【 精神対話士研修会のお知らせ 】

TEL：03-3405-7270　  FAX：03-3405-8580     E-mail:mca@mental-care.jp

「精神対話士のためのメンタルケア論」テ ー マ

札幌会場

福岡会場

広島会場

仙台会場

日 時
会 場

交通案内

日 時
会 場

交通案内

日 時
会 場

交通案内

日 時
会 場

交通案内

○費用　 6,000 円（当日各会場でお支払いください）

＊各会場の研修会日程は随時 I. I. MECAに掲載されます。
　東京会場、大阪会場は年 2回、
　その他の会場（札幌、仙台、金沢、名古屋、広島、福岡）は
　年 1回開催予定

◎「I. I. MECA」のホームページへの掲載期間
　春号：4～ 5月　夏号：7～ 8月　秋号：10 ～ 11 月
　冬号：1～ 2月

平成 25 年 6 月 9 日（日）PM 1:00 ～４:20
ももちパレス　第 2研修室（3F）
　　（福岡市早良区百道 2－ 3－ 15）
 地下鉄「藤崎」駅すぐ

平成 25 年 9 月 29 日（日）PM 1:00 ～４:20
アステールプラザ　中会議室（4F）
　　（広島市中区加古町 4－ 17）
 JR「広島」駅から
＜市内電車＞宇品行（紙屋町経由）
　　　　　　市役所前下車 徒歩 7分
＜市内バス＞広島バス吉島営業所
　　　　　　加古町下車すぐ

平成 25 年 9 月 21 日（土）PM 1:00 ～４:20
フォレスト仙台（宮城県教育会館）
　　　　　　　　第 7会議室（2F）
　　（仙台市青葉区柏木 1－ 2－ 45）
JR「仙台」駅より地下鉄南北線「北四番丁」駅
徒歩 7分

平成 25 年 10 月 13 日（日）PM 1:00 ～４:20
北海道大学学術交流会館　第 4会議室（1F）
　　（札幌市北区北 8条西 5丁目）
 JR「札幌駅」北口より　徒歩 10 分
地下鉄南北線「北12条」駅　徒歩 5分

精神対話士研修会を次の要領で開催いたします。奮ってご参加ください。
参加申し込みは協会あて、電話、FAX、E-mail でお願いいたします。


