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【
講座内容 の概要】

1

ジャンケ ンを 5回 する
米
「レ
キの人 とジヤンケ ンを 5回 して くだ さい。」
そ う言 われた とき、何を考 えたか ?
・ 勝 ちたい、負けた くない (勝 敗 について)
。間違 えない ようにきちん と教 え よ う (回 数)
・和 ませ ようとしてい るのだ ろ う
。何 を企 んでい るのか 等
た った一言 の言葉 に姑 して、一人ひ とり違 うことを考える こ とがわかる。

2

トラ ブルの事例 か ら
60代 、一人暮 らしの女性。行動的な性格 で毎 日楽 しく暮 らしてお り、近所 の人に

も好意 でい ろい ろな ことをしてい る (よ く旅行 に誘 う、毎回お土産 を渡す等)。 ある
日、屋外 で大切 に育ててい る花木が切 られていた。その後 も、花木 が切 られてい るこ
とが続 いてお り、警察 に相談 しよ うか と思 つてい ると相談を受けた。
警察 に相談 した後 は ?こ の場合、犯人 が見つかつて も刑務所 に入 る こと
にはならない。 も し、隣人 が犯人だ つた らどうす るか ?

も考えて,1な かっ
犯人 が隣人だつた場合 、これか ら生活 してい く上 で気まず い思い をす るかも しれな
い。警察 に相談す る前に、何 かで きることは … ]?
自分 を振 り返 る。 きつか けとなる物事やその積み重ねが原因 とな つてい る場
合 がある。 自分 は好意や親切心で行 つてい ることでも、周囲 はそ う思 つていな
いか も しれない。
この トラブルでは、自分 の行動等 を変 える
い等)こ とで、問題 が解決 した。

‑26‑

(お 土産は渡 さない、幸せだ と強調 しな

3

家庭 の ことか ら
子 どもが学校 に行 かな くなつた。会話 もなくなっ
ていた。 ど うして学校へ行 かないのかと怒 った り、
ときにはお願 い した りしてみたが、変化はみ られな
い。ある とき、自分は子 どもを変える行動ばか りし
ていたことに気 づ き、まず 自分が変わろ うと思 った。
そ して、今 まで忙 しくて子 どものことは後回 しに し
ていた と反省 し、
子 どもを 見る"こ とか ら始めた。
その後、触れ る・聞 く等 の段 階 を経て少 しず つ子 どもとの会話 が増 え、関係 が 良好に
なつていった。

①見る 相手が拒否 していてもできる。「顔色をうかが う」 とい う言葉 がある
よ うに、見ると機嫌や状態がわかる。
わた しにふれてください"と い う詩に出合 ったことか ら実践 し
②触れる
てみることに。「いって らっ しゃい」と背 中を叩く等 して触れる。
③思 い込みをな くす 先入観や思い込みをなくす。過去に何 かあつて も、常
に白紙に戻す こと。
④聞 く ア ドバイス、説教、問題解決をしよ うとしないこ と。水 が入つてい
るコ ンプにさらに水 を入れると溢れるよ うに、心に溜まってい ることを出し
てからでない と、人 の話 (言 葉)は 伝わらない。聞くことに集中す る。
⑤言葉 以前あった 出来事をさかのばって注意するのはよくない。注意する
ときは、自分 を主語にする等、言 い方を考える。 自分の思 つてい ることをど
うや つて伝えてい くかが大切。

4

うつ病について
うつ病 の人がつ らいこ とは、一人 になること。楽 しいことは、人 と話す こと。状態

が悪 い時は一人 が よい。一見矛盾 してい るよ うにみえるが、うつ病 とはそ うい う病気。
見て、ど うしてほ しいのかよ く見極めること。また、自分 か らは言えないが 、返事は
で きるので、「YES」 「NO」 で答 えられ るよ うに声 をかける。
(例 〉「今は一人 にしていた方がいいかなぁ ?」

物事が起 こるには前兆がある。まず 、それ
に気づ くことが大切。気づいた ら見ること。
顔色 を うかが うとい う言葉 があ るよ うに、見
ると機嫌や状態がわか り、相手は どうしてほ
しいのか、自分 はどの よ うに対応 した らよい
かわか る。
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→ 「うん。」「いいや。」

