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　学校現場では、知的活動の際には多様性を尊重する「個の倫理」が称揚されます。しかし、
いざ実践活動の局面に入ると同調を強要する「場の倫理」が優先されることが多々あります。
そう指摘したのは臨床心理学者の河合隼雄さんでした。河合さんが亡くなってすでに 10 年を超
えましたが、その状況は現在もさほど変わっていないようです。いまだに学校現場ではいじめ
の元凶とされる仲間集団の同調圧力が否定される一方で、学校文化から逸脱する子どもには同
調が強制され、時には学校から排除されることもあります。
　妊娠を理由とした退学の強制もその１つでしょう。高校生の妊娠について文科省は「学業継
続の意思がある場合は教育上必要な配慮を行う」との立場です。しかし学校現場では、自主退
学を迫るケースが圧倒的に多いようです。学業継続に学校が強い抵抗を示すのは、他の生徒に
悪影響が及ぶのを恐れるからだといわれます。しかし、それこそ「個の倫理」ではなく「場の
倫理」を優先した態度といえないでしょうか。
　若年妊娠に問題がないわけではありません。そのような高校生には人生に夢を抱くことがで
きなかったり、虐待など家庭内の問題を抱えて愛情に飢えている者も多いといいます。であれ
ばなおさらのこと、彼女らに用意されるべきなのは将来に希望を託せるような教育環境であり、
安定した人間関係を育めるような居場所のはずです。しかし、学校から排除された子どもたちは、
その相談相手をいったいどこに求めればよいのでしょうか。
　心のケアを必要とする人たちは、自らが足を運んできてくれるとはかぎりません。むしろそ
れができないところにこそ、あるいはまったく逆の行動をとってしまうところにこそ、より深
い問題の根があるといえます。昨今、大きな社会問題となっている引きこもりの長期化と高齢
化も、まさにそれを象徴した事例といえるでしょう。「場の倫理」に適したふるまいをできない
人たちを排除しがちなのは、なにも学校だけではありません。私たちの社会が共通に抱えてい
る根深い病理の１つなのです。
　だとしたら、心のケアを担う者にとって必要なことは、外へ外へと活動のアウトリーチを伸
ばしていくことではないでしょうか。相談に訪れてくれる人を一方的に待っているだけでは、
それを最も必要としている人たちに対して支援が届きません。心のケアを担う者にいま最も求
められるのは、相談室にこもってカウンセリングの技術を磨くことではなく、社会へ飛び出し
て人びとに積極的に働きかけ、「相談してもいいんだよ」をこちらから声をかけてまわる姿勢な
のではないかと思います。

　　　　　　　　　　　  講 師　土　井　隆　義
  （筑波大学人文社会系教授）

アウトリーチを伸ばす
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“未来をはぐくむ『夢対話』”開催

　「夢対話」は、子どもたちが心に描く夢を精神対話士が受けとめ、対話をとおしてその夢を大
きくふくらませ、将来に確かな希望をもって歩むためのサポートを行うメンタルケア協会が主
催する催し。 この経験が子供たちの成長、人格形成につながることを精神対話士たちは実感し
て、心をこめて活動します。

☆ 開催地　宮城県石巻市　　平成 31年 2月 17 日



I．I．MECA VOL. 88

I.I.MECA 2019 vol.88 － 3 －

“未来をはぐくむ『夢対話』”（石巻市開催）に参加して

精神対話士　熊　谷　弘　子

　夢対話開催にあたり、何をどうすればいいのかと戸惑いから始まった今回の「夢対話」の実施
でした。石巻市、宮城県内の精神対話士と協力し、地元住民としても石巻で開催する意味を実感
しつつ、開催日は東日本大震災から 8年たった 2月 17 日（日）に決定した。
　当日の天候はどうか、お天気の神様は応援してくれるのかなどの心配をよそに好天に恵まれ感
謝、感謝。
　さて、私はA君（小学 6年）を担当しました。A君は午前中にサッカーの練習があり、少々
遅れての参加でしたが、妹の Bさん（小学 1年）と共に会場の雰囲気にすぐに溶け込んでもら
えました。A君は口数が少ないため、まずは励んでいるサッカーの話題から進めていったところ、
突然「今日は夢の話をしていいんですよね」続けて「僕は調理師になりたい」、「鉛筆で下書きし
ていいですか」と夢対話の目的に向かい、次々に自ら描き始めました。まずは調理台、包丁、ま
な板、食材と丁寧に細かく描き、余りに具体的だったので、「調理はしているの？」の問いに「僕、
チャーハンとか得意だし、レシピ本を作っていて、いつも仕事から疲れて帰るお母さんに食べさ
せているよ」との返事。休憩時間を挟み、自分の夢をさらに膨らます 2枚目の作図には、椅子が
描かれ、座るお客さんは仲良しのお友達 4人。お店の名前は『居酒屋かっぴ～（A君の愛称）』
です。皆に楽しみながら美味しいものを食べさせたいと。私が「それって優しい思いやりだなあ」
と言ったら、「はい！」とA君。絵を描きながら 1年生から始めたサッカーでは 6 年生に至る迄、
いじめられたこと、突然キーパーの代替えをさせられ嫌で辞めたいと思ったこと、先日、元のポ
ジションでハットトリックを決め活躍して嬉しかったことなどを次々に話してくれました。私
はこれらのエピソードから、A君の人として生きる力強さ、優しさ、親を思う心が熱く伝わり、
思わず感動し涙が滲んだ。親は我が子に思いを抱き育てていくものだと思っていたが、今日の「夢
対話」を通じて、ふと子どもたちは親以上に大人に勝る思いをもち、日々子どもの世界を懸命に
生きているのではないかと、何だかとても愛しく思われた瞬間であった。
　現在の石巻市の復興への道筋は途中でありますが、このような子ども達が石巻にしっかりと根
差し、未来を育んでいくであろう志、希望や勇気を感じ取ることができた。
　そして、子どもたちから私自身もたくさんの強い力をもらった。
子どもたちに付かず離れず、寄り添い、支えとなりその成長を見守り続けていきたいと思う。
　語彙力のない子どもたちが心を表現する「未来をはぐくむ夢対話」はやってみなければ分から
ない、今回の企画で、気付きをたくさん見い出すことができ、素晴らしい経験をさせていただき
ました。
　結びに、参加していただいた方々、今日に至る迄ご協力いただいた方々に心より、御礼を申し
上げます。ありがとうございました。
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【参加した子どもの感想】

◇ ゆめをかいてみんなにほめられるのがうれしかったです。みんなの絵もきれいでした。
                                  （小学 4年　女子）
◇ 自分の夢を自分でかなえたいと思った。みなさんの夢や思いはすばらしいし、夢に向かっ
てがんばってほしいとおもう。　　　　　　　　　　　　　　　　　   （小学4年　男子）

【保護者の感想】

◇ 息子、娘が絵を通して自分の夢を上手に書いていてうれしく思いました。生活の中で話
をしながら、会話をしていきたいと思いました。またよろしくお願いします。

◇ 子ども達それぞれの夢を 絵を見ながら話を聴くことができ、夢って素敵だなぁと心から
思いました。これからも子どもの夢を全力で応援していきたいと思います。

　 今日は、ありがとうございました。

金 華 山（黄金山神社）
歴史あふれる「金華山」は風情ある石巻の観光名所で多くの人に愛され続けています。
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☆ 開催地　鹿児島県霧島市　　平成 31年 3月 22 日
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【精神対話士の感想】

◇ 毎回楽しみにしている子どもたち。目が輝いている。対象は小学 1～ 4年生。
　 もうすぐ進級。この 1年の成長を感じる。ケーキ屋さん、スポーツ選手、学校の先生、
科学者・・と子供たちは、しっかりした態度で「夢」を描いていました。一人一人に発
表してもらいました。良い思い出になったと思います。この心意気でもっともっと伸び
ていってほしい。

　 　私たちも有意義な中に、楽しいひと時を過ごしました。本県のために役立ったと思え
ばうれしいです。ありがとうございました。　　　　　　　　　（精神対話士　肥後義弘）

　
◇ 子どもたちはみんな「大きくなったら・・？」について思いを巡らせ画用紙に描き、一
人ずつ発表してくれました。子どもなりに考え、無心に描き、はにかみながら発表する
姿には本当に素直さ、明るさを感じ、こういうピュアな心を忘れずに持っていてほしい
と思いました。全員で楽しい時間を共有できたことは大変良かったと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 （精神対話士　郡山美明）

西 郷 公 園（鹿児島県霧島市）
日本一の大きさの西郷隆盛像が迫力のある西郷公園
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精神対話士日記

　平成 30 年 9 月６日午前３時７分北海道胆振東部地震が発生しました。
　北海道で初めて震度７を計測し、厚真（あつま）町を中心に、安平（あびら）町、むかわ
町などで大規模な土砂崩れが起き、家屋の下敷きになるなど多くの犠牲者が出ました。さら
に長時間に渡り、道内全域の電力が止まる「ブラックアウト」により生活が困難になりました。
　被災地では、まずは「食べるもの、そして寝るところ」の確保というライフラインの復興
が先になり、メンタルケアの活動はその後になりました。そして、それから半年余り経った
雪解けを待ち、むかわ町の農業の方のお宅に精神対話士 3名で訪問しました。
　そこでは、近所の方も集まっていただき皆でお話をお聴きすることができました。
　当初は、「特に話すことはないし、困ったことがあったら身内でなんとかするから・・」とおっ
しゃっておられましたが、徐々に心を開いてくださり、辛い心の内を話してくださいました。
地震後、体調が悪くなり通院生活をされている方。いつ、また土砂がきたらと思うと怖い、
強い揺れが来ると不安になると訴える方。又、地震の影響で屋根や壁が崩れているが修理が
進まず困っていると訴える方など、このような状況下で冬を乗り越えなければならなかった
ことは大変辛かったことと想像されます。
　現在は、全国初といわれる大規模な仮設住宅で共同生活が始まり、家畜の世話が必要な酪
農家などには自宅敷地内に設置できる移動型ハウスも用意され、緑あふれる季節の訪れとと
もに農作業も復旧しつつあります。
　私は被災地を訪れることで、地域住民の方々とお会いし、皆さまが震災前の笑顔で元気な
生活を少しずつ取り戻せる一助となれるよう、精神対話士として真心をもって心のケアに努
め、何ができるかを自問しながら全力で被災者の皆さまに寄り添い続けていきたいと思いま
す。
　　　　　＊被害の状況（消防庁情報：平成 31 年 1 月 28 日）
　　　　　　　・死者 42 人　重症 31 人　軽症 731 人
　　　　　　　・建物全壊 462 棟　半壊 1570 棟　一部破損 12,600 棟

精神対話士　 早　川　栄　子
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　認知症有病者数は 2025 年には 675 万人と推計され、また、昨年 2018 年の認知症の行方不明者は過去
最多の１万 7000 人で６年連続の増加傾向が続いています。
　そこで、認知症の方々に安心感と笑顔を得ていただくための「心のケア」を修得し、修了証を得るこ
とで、自信をもって認知症にやさしい社会環境を築くことに寄与することを目的に本講座を開催します。

日　　時　　令和元年８月 25 日（日）午前 10 時‒午後 5時
会　　場　　お茶の水女子大学　共通講義棟２号館　201
　　　　　　　東京都文京区大塚 2-1-1　地下鉄「茗荷谷」、「護国寺」駅より徒歩約 7分
講　　師　　慶應義塾大学文学部 北中淳子教授 ほか

内　　容　　１、基礎編：10：00 － 12：20
 　　　　「精神対話」の基礎、認知症を知る

　　　　　　　　   　―昼 休 憩―
　　　　　　　   ２、実践編 13：00 － 17：00
     　　　　 　　　　対応上の留意点、例題研修、レポート作成
◇修了認定者には本協会より「認知症こころのケア研修修了者」として「認知症こころのケア研修修
了証」を交付します。

★本研修会に参加した精神対話士に対しては、「精神対話士研修会」出席と同等の扱いとします。

参加対象　　メンタルケア・スペシャリスト養成講座基礎課程修了者、精神対話士、一般
費　　用　　2万円（税込み）
　〈振込先〉 三菱UFJ 銀行　表参道支店　普通 2105026　一般財団法人メンタルケア協会

◇申込締切：令和元年８月 22 日（木）

 

 “大事なのは、あなたが認知症の人にとっての
「懸け橋」になれるということ。
母はかつて、私は私の人生を忘れてしまうと
言いました。それはとても悲しいことです。
でも、あなたが過去の思い出を共有し、語りかけ、寄り添え
ばその人の人生は失われずに済む。あなたが手助けできるこ
とはたくさんあるのです。“
　　スウェーデン・シルビア王妃

                                             　　　 2018 年 講演「認知症と共に 自分らしく生きる」より

＊申込手続きを済まれた方は、当日直接会場にお越しください。（事前配布物はありません）

◎申込みは、氏名とメンタルケア・スペシャリスト認定証番号、精神対話士登録番号を下記までご
連絡ください。（申込書を提出された方はこの連絡は不要）
TEL：03-3405-7270、7282   FAX：03-3405-8580   E-mail：mca@mental-care.jp

「認知症こころのケア」研修会開催

主催 一般財団法人メンタルケア協会
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日      時
会   　場

交通案内

令和元年 11 月 2 日（土）
「エル・おおさか」504（5F）
　 （大阪市中央区北浜東 3－ 14）
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
徒歩5分

大阪会場

日      時
会   　場

交通案内

令和元年 11 月 16 日（土）
国立オリンピック記念青少年総合センター
〈センター棟〉
（東京都渋谷区代々木神園町 3－ 1）
小田急線「参宮橋」駅　徒歩約7分
地下鉄千代田線「代々木公園」駅　徒歩約10分
京王バス＊新宿駅西口（16番）より
　　　　  代々木 5丁目下車
　　　  ＊渋谷駅西口（40番）より
　　　　  代々木 5丁目下車

東京会場

日      時
会   　場

交通案内

令和元年 11 月 10 日（日）
北海道大学 学術交流会館 第3 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

札幌会場

 お 知 ら せ

「認知症こころのケア」研修会開催

◆ 第 14 回日本精神対話学会
日　程　令和元年 9月 22 日（日）・9月 23 日（月・祝）
会　場　東京大学駒場キャンパス「 12 号館」
　　※詳細は、協会ホームページ「学会」欄をご覧ください。

　高齢化社会において認知症有病者が増加傾向にある中、安心感と笑顔を得て頂くために
「認知症」について学び、精神対話による「認知症こころのケア」を修得し、「認知症ここ
ろのケア研修修了証」の取得を目指し社会に貢献します。
★本研修会に参加した精神対話士に対しては、「精神対話士研修会」出席と同等の扱いとします。

日　　時・・・令和元年 8月 25 日（日）　午前 10 時～午後 5時
会　　場・・・お茶の水女子大学　共通講義棟 2号館　201
講　　師・・・慶應義塾大学 北中淳子教授ほか
対　　象・・・メンタルケア・スペシャリスト、精神対話士、一般
費　　用・・・2万円（税込み）　
　〈振込先〉三菱UFJ 銀行　表参道支店　普通 2105026　 一般財団法人メンタルケア協会

　①「認知症こころのケア研修会」②「精神対話士研修会」③「第 14 回日本精神対話学会」
を次の要領で開催いたします。奮ってご参加ください！
参加申込み①、②は協会あて、電話、FAX、E-mail でお願いいたします。
③は協会ホームページ「学会」欄でご確認ください。
TEL：03-3405-7270　  FAX：03-3405-8580     E-mail : mca@mental-care.jp

◆ 精神対話士研修会

日      時
会   　場

交通案内

令和元年 10 月 22 日（火・祝）
フォレスト仙台（宮城県教育会館）
　　　　　　　  第 2 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

仙台会場

○ テーマ　「精神対話士のためのメンタルケア論」
○ 時　間　 PM 1：00～4：20
○ 費　用 　6,290 円（当日会場受付でお支払いください）
    〔各会場共通〕

　東京会場、大阪会場は年 2回、その他会場は
年 1回開催予定。

※詳細は 8ページ参照
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第 回日本精神対話学会のご案内

日程：令和元年 月 日（日）・ 月 日（月・祝）

会場：東京大学駒場キャンパス 号館
東京都目黒区駒場
◇◇◇ “Warm Heart Forever” ◇◇◇

 

☆日本精神対話学会とは
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」の効用に
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。 

 
☆内容
第１日目： 月 日（日）

： 開会
基調講演 川畑秀明先生（慶應義塾大学文学部教授）
演題「感性と心の柔軟性」

研究論文審査結果（推奨論文賞）発表
《昼休み》
推奨論文賞受賞論文発表
ポスターセッション
： 懇親会

 
第２日目： 月 日（月・祝）

： 研究分科会
《昼休み》
研究分科会発表
特別講演 土井隆義先生（筑波大学人文社会系教授）
演題「現代の生きづらさを考える

～幸福と不安のありかをめぐって～」
推奨論文賞表彰式
講評 学会会長 伊藤俊洋先生
挨拶 メンタルケア協会
： 閉会

☆参加対象者 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
・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、学会事務局宛に入会申請書類をご請求ください。

（協会ホームページ「学会」欄からも入手できます）
 
☆参加費

精神対話士 円 他に登録料 円
特別会員 円 他に登録料 円
懇親会参加費 円 

※ 詳細は、ホームページをご覧ください。（ ）
日本精神対話学会事務局


