
カウンセリング心理学 

渡辺三枝子著書より 

要 略 

H19.7作成 田坂 博 

自分の学習の一環として 

辛口的な渡辺三枝子氏の 

著書を一読し自分なりの 

解釈も一部加味しました。 

ご参考として提示します。 



カウンセリングの定義 

個人が一時的に遭遇する困難を克服して、その人なりの特徴をフルに生かして 

生きていけるようになるのを助ける過程である。言いかえれば、単に問題の解消や 

除去だけでなく、その人が自分の力で社会の中で生きてゆくのを援助することを 

目的とする心理学的な専門活動である。 

カウンセリング心理学 

カウンセリング心理学が国内には確立されていない。 

カウンセラーあるいはカウンセリング心理学者が専門の職業であるための不可欠な 

体系的な教育体系と共通基準が確立されていない。(課題認識) 



システマティック・カウンセリング 

カウンセラー教育は特定の理論やアプローチと特定の技術を習得させることではなく 

クライアントの状況を客観的に把握し、必要な介入が何であるかを判断できるような 

知識と能力を習得し、その上で自分自身のアプローチの構築を目指すべきである。 



カウンセリングと相談 

相談とは異なり、カウンセリングは原則的に親子、友人、 

職場内の人間など他の人間関係が成立している者同士では行わない。 

そして、カウンセリングという名の相談事は 

開始から終了の一定の期間で相互の関係は終了し、 

友人のごとく継続することはない。 

Vocation と Occupation 

Vocationは神からの呼びかけ、神から与えられた道、思し召し。 

一般的には、個人が持っている資質を生かすこと、生かす道。 

自分を生かす道をOccupationの仕事を中心に捉えるものの 

生き方の全てを示すものではない。 



情報社会と個人の自立 

 私たちは、現在単なる情報化時代ではなく、インターネットに代表されるＩＴ時代、マルチメディア時代に 

生きている。私たちは、情報は多いほど良いという前提に立ってその質と量に関心が向きがちであるが、 

こうした情報の伝達手段の変化が私たちの行動に大きな衝撃を与えている。  

 このことに余り注目していないのではないだろうか。 

 

 現代のマスメディアの支配が現代人の人間関係のあり方を変容させ、個人の孤立化をもたらした。  

かつて、情報は、人間相互の直接的な言語作用によって伝えられた。 

 

 しかし、今日では、情報は多くの場合何らかのメディアを媒介にして伝えることが多くなった。 

このことにより、コミュニケーションは格段に発展している。 

 

 それでも、それは、情報の一方的な伝達に過ぎず、人間相互の精神的なつながりの強化をもたらすものではない。 

  

 そして、若者が?自由に操作でき生活の一部としているパソコンも自動車も、自分だけの時間と空間を 

楽しむことを助長させる。 

 

 1940年代以降の技術革新は、現代人が共同体や家族の束縛を逃れて自由になれることにも貢献してきた。 

しかしながら、現代人は、その自由と引き換えに、力を失ってしまった。 

 家族の束縛を脱して、自立したと思い込んでいる現代人は、実はそれによって自分の力を失ってしまった。 

 

 このことは、言葉を交わす相手を失ったことと深く関連している。マスメディアが発達すればするほど、 

各個人が他人と言葉を交わせる力を回復しなければならない。 

 

 このことは、言葉を媒介として個人の自立を支援することを目的とするカウンセラーの 

現代的存在意義を改めて問い直すことになるだろう。 



人間観 

多様化するカウンセリング理論(家)の人間観を３つのカテゴリーに 

オールポート(G. W. Allport)が纏めた。これは、現在でも人間観分類の雛形。 

深層で反応する存在 

 ◆代表としては精神分析理論 

 

反応する存在 

 ◆代表としては行動主義の諸理論 

 

生成過程のある存在 

 ◆実存主義、人間主義アプローチ 



カウンセリング心理学の独自性(1/2) 

背景にある理念 

 
□個人尊重の精神 

◆人は皆ユニークという人間観 

  二人と同じ人間はいない。障害の程度、能力などの心理特性のみならず 

  欲求、目標、物事への取り組みなど。リハビリ計画は個々人用なり。 

◆全ての人に機会均等が保証されていなければならない。 

  だからこそ、障害を持つ人には特別な援助を提供する義務がある。 

◆人は統合された一つの総体的存在なり。 

  個人は、心理的、身体的、職業的、社会的、文化的などの側面を持つものの 

  それらの集まりではなく、人は完全なる統合体である。全ての側面が相互に 

  関連・影響しあって、どれ一つ切り離すことはできない。 

 

□環境(現実社会)の中で生きる個人に注目 

◆人は真空地帯に生きているのではなく、誰でも様々な環境との相互関係の中で 

  生きている。それらの環境の影響は往々にして個人のコントロールを超える。 

  だからこそ、個人個人が環境変化の波に右往左往されるのでなく出来得る限り 

  主体的に生きられ、環境とのより良い関係を保てるようになることが大切。 

  そのためには現実から逃避するのではなく、自己として対処方法を得て影響を 

  コントロールできるしたたかさを持つということ。その葛藤に注力する。 

 



カウンセリング心理学の独自性(2/2) 

背景にある理念 
□人格の尊厳の意味 

 

◆個人の尊重とは、個性をそのまま認めるものであるものの、相手の言うとおりに 

  にすることであるという解釈は不適切。人格の尊厳性は、それが自己自身を 

  認識することができると共に、そのことに自己責任を持つということ。すなわち 

  自己尊重。自己認識。そして自己探求の概念を含むとともに、全てにおいて 

  自己責任を果たすということが裏打ちされていること。 

 

複雑化する社会を考えるとき個人の人格的成長を支援することが益々必要となるだろう 

個人の全人的成長と発達に寄与することを狙うカウンセリングは、単に精神障害や 

異常行動に焦点を当てるのではなく、個人が各々の人生を建設的且つ創造的に 

生きてゆくために必要とする心理的援助過程であり、それは老若男女を問わず 

全ての年齢層の人々を対象として行われる活動である。そして、カウンセリングは、 

進路選択、結婚、人間関係、環境への適応、神経症、精神病、身体的諸障害などに 

関する諸問題から生きがいの問題に至るまで、人間が発達の過程で直面する 

あらゆる課題・問題に関わるものである。 



隣接領域との関連 

国内事情 

カウンセラーという専門職の確立前に中核機能のカウンセリングへの関心が高まり、個人の福祉や成長を 

支援することを究極の目的とした様々な専門家がカウンセリングを学習して、それぞれの専門活動の中で、 

特に直接人と接する場面で応用してきた。 

その結果益々カウンセラーの独自性やアイデンティティーの確立が遅れてしまった。そして、カウンセラーを 

支えるカウンセリング心理学の独自性の明確化も遅れてしまった。同時に、各分野の目標達成のために 

専門領域間のボーダーレス化を招くと共に、各々のアイデンティティーが問題になっている。 

カウンセリングと心理治療 

国内においてはカウンセリングと心理治療や心理療法との区分はほとんど行われずに、 

不明のまま放置されてきた。 
共通点 

◆両者共に、心理的な専門的援助課程。クライアント(カウンセリー)は解決すべき、心理的・行動的問題をもって
いる。面接という手段を用いる。さまざまな援助行動(技法)を用いる。 

相違点 

◆カウンセリングは健常者を対象とし、心理的にあまり重度ではない問題で短期間で実施。 

◆心理治療は、心理的・情緒的に障害を持つ人を対象として長期的な活動となる。  

実践者のクライアントに対する介入の仕方の相違にある。 

カウンセリング心理学は予防・衛生に関与し、異常傾向や 

問題を持つ人でも、その内にある正常性に着目して自分の 

道を見出す手伝いを行う。個人の資質を最大限に活かし 

自分の環境を利用してより良く適応・成長するのを援助する 

ことに関心を持つ。(Super,1951) 

対象者の問題の 

重さなどではなく 

介入の仕方の 

相違と見る 

 

個
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見
る
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隣接領域との関連 

◆学校心理学は臨床心理学との結びつき強し。児童のメンタルヘルス面の活動が主体。 

 

◆ソーシャルワーカーはカウンセリングスキルの基礎的なものを活用するもののワーカーと 

  クライアントの関係の具体的目標と、カウンセラーのそれとは異なる。 

 

◆カウンセリングスキルとカウンセリングを混同してきたことがイギリスや国内の問題の 

  発端かもしれない。 

カウンセリングは介入のプロセスをテーマとする 

カウンセリングスキルは、ツールの話 



カウンセラーの機能 

 カウンセラーは、カウンセリングだけをする人という捉え方は、初期段階の話。 

カウンセラーは、生涯発達的アプローチに立って、成長と適応という積極的な 

側面に強調点を置いて活動する｡ 
 従って、カウンセラーは、発達過程で遭遇する様々な問題(教育、職業、進路、 

性、結婚、家庭、その他の対人・対社会的関係、健康、加齢、社会的障害など)と 

取り組む様々な年齢層の人を対象として働き、その一人ひとりが、個人的社会的 

(パーソナル・ソーシャル)スキルを獲得したり修正したり、対処活動や対処スキルを 

身につけることによって、周りの環境や生活上で起こる諸変化への適応力・対応力 

を高めたり、種々の問題解決能力や意思決定力を発展させるような視点に立って 

援助するのである。  



①測定評価および診断 

 クライアントの理解と援助のための行動観察、面接、学力・興味・能力などの 

 評価と測定および診断等。 

②介入 

 予防、矯正、リハビリテーションを目的として直接介入する。カウンセラーは 

 必要に応じて、治療的アプローチやグループ・プロセス、社会学習的アプローチ 

 などを用いることや、心理療法、行動療法、家族療法などの心理学的手法を 

 組み入れることもある。 

③専門的コンサルテーション 

 カウンセラーが他の専門家に対して、自分の専門知識を用いてコンサルタントと 

 しての機能を果たす。他の専門家個人を援助する、業間研修の開催、組織全体の 

 風土改善援助など。 

④プログラム開発 

 上項の教育的目的を持ったプログラム開発。学校の進路指導。退職準備プログラム。 

 雇用支援プログラム。アメリカの学校カウンセラーは進路指導の他に自殺防止、 

 エイズ防止、異文化との接し方などのプログラム開発と運営担当。 

⑤地域や他の機関との関係作り 

 クライアントに、より効果的な援助を提供したり、予防的･教育機能を果たすために 

 地域の関連機関(行政機関を含む)や他の専門機関(医療機関や教育機関、企業等) 

  との関係を結び、その調整役を行う。 

⑥活動の評価と研究 

 自分及び自分が所属する機関の諸活動の改善を図るために、それぞれの活動状況と 

 その効果を評価、必要な研究を行う。 

活動場面 



カウンセラーの職場の働き方 

カウンセラーは治療ではなく、個人の自立を支援する者 

米国では2000年の時点で５万３千人のカウンセラーが１７の部会にそれぞれ所属。 

①全国キャリア・ディベロップメント学会 

②アメリカ学校カウンセラー学会 

③アメリカ大学カウンセリング学会 

④カウンセラー教育･スーパービジョン学会 

⑤アメリカ･リハビリテーション･カウンセリング学会 

⑥全国雇用カウンセラー学会 

⑦多文化カウンセリング・発達学会 

⑧カウンセリングにおける宗教・価値問題の部会 

⑨アメリカ・メンタルヘルス･カウンセラー学会 

⑩軍隊カウンセラー部会 

⑪犯罪者・薬物依存者のための国際カウンセラー学会 

⑫成人の発達・加齢のための部会 

⑬国際・結婚および家族カウンセラー学会 

⑭グループ・ワークの専門家協会 

⑮測定・評価学会 

⑯ヒューマニスティック教育･発達学会 

⑰政府機関のカウンセラー部会 

 

カウンセラーは、企業より 

個人に対する福祉の立場 

そのために、 

産業カウンセラー部会は 

キャリアディベロップメント、 

雇用カウンセラー 

メンタルヘルス・カウンセラー 

の各部会に参画 

カウンセラーは相談室から出て、自分から 

社会に積極的に働きかける人と言われて 

久しい。また、カウンセラーは、変化を作り 

だす人。改革の発端を作る人。縁の下の 

力持ち的働き方が最近の様子。 



カウンセラーに必要な基本的態度と能力 

クライアントとの個々の問題の対応力というよりも人間相互の出会いの質、相互関係の 

確立が重要である。これは理論的立場を超えて、全てのカウンセリング関係者が認めた 

事実である。人間相互の関係が確立せずして、カウンセリングは成立しない、そして 

目標に向かう基盤も整わない。 

ただし、ここで言う人間関係とは、クライアントが何らかの問題を持ってきたところから 

始まり、問題を解決することによって終了する一過性の関係である。 

その基本的態度とは、特殊な技法の訓練や模倣で身につくものではなく、 

日々の生活の中での対人関係、特に他者に対する純粋な関心と、人間の尊厳性に 

対する畏敬の念を通して、培われる態度である。 

カウンセラーは、常に自己一致(自然体であれ)。共感的理解(感情移入ではない)。 

そして、無条件の積極的関心(クライアントに関心を持て!) 

◆その態度を示すことと。理解していているだけではなく・・・・ 
◆そのことを伝えること・・クライアントが感じ取れなければ意味は無い 

 
ただし、情緒的に受け入れられないような状況下では、まずは吐き出させること。 

◆共感的理解:あたかも自分自身も・・であるように理解する。その人になりきることは 

 できないし感情を共有することではない。感情移入という言葉も不適切。要注意!! 



カウンセリング技法の体系図 



カウンセラーに不可欠な技能1/2 

◆言語コミュニケーションの技能 

 社交的な会話術とか上手な話し方や説得力ある話し方ではない。 

 カウンセラーは相手が話したいことや表現しにくいことを安心して表現で 

 きるようにすること。カウンセラーの個性あるコミュニケーション力も必要。 

 一般的な注意点としては・・・・ 
  ①クライアントを防衛させるような表現や侮辱的表現。 

  ②質問は閉じた質問はなるべく控える 

  ③専門用語を避けて、具体的で分かりやすい言葉使い。 

  ④自分の理解を一般的な類似例をもって返答しない。 

  ⑤安心させたり励ます意味で他のクライアントのことは言わない。 

  ⑥沈黙も必要 

  ⑦要約し理解を確認・深める 

  ⑧今後の課題の要約とクライアントの感想を聞く。 

 

◆傾聴する力 

 英米人にとっては自分で発言することが習慣付いていることから、 

人の話を聴く事は一般的に苦手。 

一方、日本人はむしろ話しかけることによって傾聴する姿勢でよい。 

傾聴はクライアントの理解を目的としていることを忘れてはならない。 



カウンセラーに不可欠な技能2/2 

◆沈黙の取り扱いの基本姿勢 

 正しい技術とは言わずに前にいるクライアントのことを理解するように 

 心がけることが先決。それでも、分からないといって焦ることや不安に 

 駆られる必要は無い。むしろ『黙ってしまわれているのですが、 

 何か気になることでもおありですか?』というふうに自己開示したり 

 自分も黙っていた方がよいと感じたら黙ればよい。 

 カウンセラーは相手が話したいことや表現しにくいことを代弁する力も必要。 

◆観察する力 

 クライアントの表情や身体のこなし方など。言葉以外の情報にセンシティブに。 

 何か気になることでもおありですか?と聴いてもいい。 

 同時に、カウンセラー自身も自分の気持ちの移り変わりを観察することが 

 必要。(幽体離脱的観察力??) 

◆カウンリングを構成する力 

 カウンセリングのシナリオ作りとその主体者であるのはクライアント自身で 

 あることを認識させる。 

 面接時間の告知。今後の計画の具体化。役割の話。覚悟などか・・ 
 



カウンセラーに求められる個人特性(行動特性) 

①頑固では無くオープンマインドである。 

②あいまいさを容認できる。 

③情緒的安定、心理的確実感、強さと自信、勇気を持って行動する。 

④未来志向的な精神で行動できる。 

⑤高度の忍耐力(僅かな変化に気づき変化を待つことができる) 

⑥ユーモアのセンスを持つ。 

⑦創造性の発揮。 

⑧自己受容(自分を飾らずに自然体) 

⑨自己理解ができ、自分の情緒的限界を自覚している。 

⑩知的、論理的に問題の発見、考察、推論、解決ができる。 

⑪適切な寛容さをもてる。自分と異なる意見や価値観などに客観的になれる。 

⑫個々人の独自性を尊重している。 

⑬常に客観的でいられる(他者の問題や感情におぼれない。他者の評価を 

 恐れない。他者と適当な距離を置く。他者の変化を認識できる。 

⑭自己の限界を洞察し他者の援助を求める謙虚さを持つ。 

⑮自己の長所や強さを認識できる。   

 
常に自己理解をしつつ改善努力を怠らない人 

常識のある社会的に成熟した人 



カウンセリングは芸術 

基本的な手法を自らの描き方で活用する。 

そして、クライアント自身にも自ら自分の 

筆で描いてもらえるまでの一支援者である。 

     ・・・・・・・・・・自分の理解 

カウンセリングプロセスはカンバス 

プロセスとしてのカウンセリング 

カウンセリングを達成するべき 

成果(目的)を具体的に、はっきりと 

示すことができる。 

クライアント個人が建設的な 

意思決定で行動が取れるように 

なることを目的としている。 

やったね!! 

クライアント自らが目的志向になることが必須。 

体系的に 

コントロール 

された 

一連の 

行動から 

なるもの 

何で絵筆が 

使えないのか? 

に集中!! 



プロセスとしてのカウンセリング 

話しやすい雰囲気作りが一番肝心 

問題の客観化とクライアントが 

自主的に動く意識を持つこと 

一緒に取り組むべき 

課題を確認しあい 

優先付けと共に 

自己理解と意思決定力 

を身につけることに集中 

クライアント自身で 

できることカウンセラーが 

指導的に行うことなどを 

分担・計画・実行 

他の機関への紹介と 

クライアントが自分で 

決めたとコミットする 

ことが肝心(やらされた 

とは言わせない?) 



クライアントの心理的経験プロセス 

カウンセラー自身も同様の心理的過程を踏んでゆく。カウンセラー自身もまた 

自分が何をして、どのような方向に進もうとしているのかを自問自答しながら 

自己選択と決断を繰り返しながら、結果がクライアントへの質問、忠告、沈黙 

などの行動となって現れてくるのである。 

カウンセリングはクライアントのV字回復を果たすこと!! 

カウンセラーと自分の問題や 

悩み、話したいことや話す 

べきこと、などを話してゆく 

中で新たに自分の問題に 

気づき、発見し、認識を 

深めてゆく。クライアントに 

とっては自分の内的世界と 

対面し見つめ、カウンセラー 

に自分を語るために自己を 

洞察したり認識する 

心理的経験プロセス 

自分を吟味してゆく中で 

見つめたくないことや 

話したくないこと、そして 

真に解決すべき問題や 

その原因に気づく過程 

自分の現実と真正面から 

取り組み、現実認知への 

心理的葛藤やカウンセラー 

に表現することへの抵抗 

などを経験して、内面での 

自己対決をするプロセス 

取りあえず解決すべき問題(カウンセリングのターゲット)が 

明確になった段階。自己対決を経て、自分の解決すべき問題を 

認識して、それを解決することが自分の責任であることを受入れる 

という心理的経過から情緒的には安定して落ち着いた状態。 

問題の解決は認識だけでは不十分。 

それを解決のための行動に移すことが 

必要。解決のための方策や行動を探し 

検討する段階。方策は一つではない。 

カウンセラーのアプローチが影響する。 

自己対決として 

クライアントは再び 

問題解決の主体者 

として自分と対決する 

心理的状況を経験する。 

葛藤する自己に気づき 

自己と対決しながら 

問題解決のための 

具体的行動に移す 

自己決定をする。 

実行の段階として 

自己実現の段階。 

自分の決めたことに 

自分を賭ける。そのことを 

コミットする。勇気がいる。 

これが無ければ何も 

生まれない。進展もしない。 

現実は、このプロセスは一直線とは行かない。 



専門職と倫理 社会的責任を果たすこと。そのための専門家としての 

自己責任と管理を維持。日々研鑽に努めること。 

専門家とは、仕事における自律性が維持され、自己の情動をしっかり 

コントロールできること。自己責任と自己管理を自ら保証すること。 

一人ひとりのカウンセラーが、より自立的に自己責任を負い、自分の感情を 

コントロールし行動できるように訓練されていること。この前提をして倫理綱領が 

その意味を持つこととなる。専門家の資質としては、自己監視、人から言われて 

守るのではなく、自分の行動を自己判断できることという理念が基本にある。 

倫理綱領は除く 

 わが国のカウンセラーに言いたいこと・・わが国ではとかく、 

暖かいカウンセリング関係を、クライアントが嫌がることは言わない、行わないと勘違いして 

カウンセラー自身が自己決定、自己決断を避ける傾向がある。その結果、クライアントの 

自己決定力、自己責任力を弱体化させクライアントを依存させる結果になる。 

 カウンセラーはクライアントが『今何をなすべきか、何をすべきでないのか』を認識できるように 

援助することであり、クライアントに代わって意思決定することはできない。 

クライアントの成長促進を目的としたものであることをわきまえよ。 

『できても、やるべきでないことはしない。』ということはやるべきことをする。 

と同じくらい勇気が必要である。 

これがプロフェッショナルの姿である。 

 

以 上 


