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(全ｺーｽ３こめ）

日本エニアグラム学会・各コースの目標

プライマリー‘コースＩ

(1)エニアグラムの概要について初歩的爺知織を持つ”

（２）取り倣えずでも自分のタイプを知り、タイプの違いについて理解する‘；

(3)自分探しの基礎的な演習をし、自分を受け入れる大切さを知る．

プライマリー・コースⅡ

（１）自己観察を深めて、自分の性格タイプをはっきり掴む。

(2)閃われと賜物を知り、両者の関係を理解する。

(3)エネルギーの３つの元について概要を知る。

(4)諜物で得た知識を自分の知見で解説するのではなく、ありのままの自分を見て素直に

語る事を練習して貰う。

セカンダリー・コースＩ

(1)普通の状態で自分のタイプの特徴を胤己観察するきっかけを掴めるように雄る・

(2)胤分のタイプを受容することが少しできるようになる。

(3)激しい囚われから抜け出すきっかけが知撤として分かるようになる。

セカンダリー・コースⅡ

(1)激しい囚われから抜け出す方法を学び、そのプごセスヘの気づきを深めろ。

(2)嫌な人、嫌なタイプに注目し、人間関係への理解を深める霊

(3)タイプによる時間感覚の違いに気づく二

アドパンス・コースＩ

(1)今此処にいる自分に気づき、自己表現のための聴き方と話し方を磨く。
(2)タイプの力学について理論を学び、内面の動きについて気づきを深める:，

ｉ、発達の諸段階（目覚表しの合図と赤僑号）

ｉｉ・防衛機制 遡》管エ

アドバンス・コースⅡ

（i）ウイングの概念を掴む。

(2)人職関係を保つ一助として、人の見方についての自分の癖や、親への定位を知る。
(3)成長への選択について概念を掴み、気づきを柵る・

ファシリテーター養成コース

(1)気づきについての理論を知り、体験を通して確認する。

(2)日本エニアグラム学会の共通認識として、エニアグラムの理論を復習する。
(3)プライマリー・コースのファシリチーーターとして必要な知搬、心榔え、雅本技法を栂

得する。
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エニアグラム

プライマリー・Ｉコース
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エニアグラム学会編日本
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意味を取って別々の作業をすことになりかねない。そのため、「質問票に関して、自
分に当てはまるもの」という意味と考える方向とを指示することになる。

しかし、「自己自慢」のエクササイズでは、自慢する内容とか対象を具体的に限定
して指示すると、タイプの違いを浮き立たせ難くなるなるので、説明文に書かれて

いる程度にとどめ、それ以上のことは指示しない方がやりやすい。それは、各人が

何をどのように捕まえるか、そのこと自体がタイプの特性を表すことがあるからで

ある。

◆コースの組立ての要点

プライマリー・Ｉコース

(1)エニアグラムの概要について初歩的な知識を持つ。

主な該当部分一導入と概論

(2)取り敢えずでも自分のタイプを知り、タイプの違いについて理解する。

主な該当部分一質問票と、質問票を対象としての「自分の特徴｣。タイプの概観を

掴ませる。

－「幼い頃の思い出｣。エニアグラムでのタイプの特徴は、幼時に深

く関係している事を知って賛う。

(3)自分探しの基礎的な演習をし、自分を受け入れる大切さを知る。

主な該当部分一各エクササイズ。本に書かれた言葉で話さずに、自分の言葉で話す

事を繰り返し強調する。

プライマリー。Ⅱコース

（１）自己観察を深めて、自分の性格タイプをはっきり掴む。

主な該当部分一各エクササイズ

(2)こだわり（囚われ）と賜物を知り、両者の関係を理解する。

主な該当部分一「賜物とその行き過ぎ」「賜物」「自分の嫌な部分｣。人に本来備わ

っているのは長所（賜物）だけであり、そのやり過ぎに注意するこ

との大切さを伝える。

(3)エネルギーの３つの元について概要を知る。

主な該当部分一「自分の中の反応」

(4)書物で得た知識を自分の知見で解説するのではなく、ありのままの自分を見て素直に

語る事を練習して貰う。

主な該当部分一一「自由でない状態」「友人との待ち合わせ｣。その他エクササイズ

での話合いと発表の場の全体。

抵

、2000日本エニアグラム学会
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１．エニアグラムの概要について初歩的な知識を持つ。

２．取り敢えずでも自分のタイプを知り、タイプの述いについて理解する。

３．自分探しの基礎的な演習をし、自分を受け入れる大切さを知る。

ラブ=号ラーィーマーリ Ｉ＝一二墓（第１ロ）

開会前腫来壌者鍾雰開 気を掴むまうにし、 緊張を感唇させないで済むやり

方溌湾馳て鐙魚。i－－

導入 （１５分〕 ０９濁り～”2心

「今F1は、Ｈ本エニアグラム学会のワークショップに、ようこそお出で下さいました。プ

ライマリー・コースというのは、いわば、エニアグラムの入門コースに当たるもので、エ

ニアグラムでの性格タイプとはどういうものかを知って賊くと共に、椿さんご自身のタイ
プを掴んで歎く事を目的にしています｡」

「全体としては２つに分かれていて、今日と明｢IとでＩコースを行います。３（２）人で

分担して進めて行きます。先ずは、私達の自己紹介をさせて戴きます｡」

一先ず、＝－久の全自体目標３点をやさし い言葉に 置き換畠え善説明する。その後

で担当ファ童婆デー影煮ば、各迂-燕名を塞告，、差毒支えな｛
＝マ

ﾅれぱ現職

嫌、自分の身分を明 ら魁こする｡iIX,≦必蓬と_感じれば零季ニアグラムとの
じでも良し､｡'－関わりや出会い議諦して

「私達は、エニアグラムでの役割を『ファシリテーター』と呼んでいます。これは、皆さ

んがエニアグラムについて知ろうとされる時、そのお手伝いをする役割であって、先生役
とは異なります。私達は先生ではありません｡」

「つまり、エニアグラムでは、ご自分のタイプはごf1分で探し、見つけるしかないもので

あって、エニアグラムでは、性絡のタイプは誰も教えて上げる事ができません。誰か偉い

先生が相手の話を聞いて、『貴方は何のタイプだ』と言って上げられるものではないので
す。又、血液蝿や星座などで分徹するやり方とも異なります．’

「勿論、性栴の特徴とか見つけ方について必要な説明は行いますが、中心になるのは、皆

さんにご自身でおやり戴くエクササイズです。その詳しい事は後程ご説明しますが、先ず

お互いに知り合って戴くために、自己紹介をして戴きたいと思います｡」

「尚、ファシリテーターは日本エニアグラム学会がエニアグラムの杵及のために役けた資

格であって、エニアグラムを一定の水準まで理解したかどうかを審脊して、その賛格を認

定しています。従って、責任を持って、正しくエニアグラムを伝える事ができます｡」

自己紹介 （１０分） ０９:イゴ～０，:万

Ｉａ２０００日本エニアグヲム学会 －１‐ ７､ライマリーＩ手引.jtd，



崖競らないi鐸う潅腎意誹ろ。

「これから１０分ほど時間を取りますから、１人が５分で向己紹介をしてドさい。帆し、

lW1辿りの話ではなく、鍋l1fIを言った後で、ご|‘1分の住んでいる町をｲ:Ⅱ.平の方に細介して撒

きます。町の特徴や名所・名物など、イ:Ⅱ手の方が行ってみたいと思われるような話をして

上げて下さい｡」

「脚ＬＬ発見とは、自分自身の内面の仕組みを知る事です。その自分自身とは、人前に何時

も見せている部分だけでなく、人には見せたくない自分、自分でも兇たくない自分も含む
もので、もっと言えば、向分では無いものとしている部分にまでIｊを向けて、本〕しiのｎ分
に出会う噸です｡」

一一雰囲気を解す事が
思い出、会場に米

目的なので、 例えば、小学校１年龍の時の欄任の先生の

雛にでも

。全員が

会場に来る途中に気づいた楽しい事、おかしな事など、

話せ、難しくなく、しかも、 プライバシーに触れない話題を選ぶ。

場”雰囲気

話し終誇ったことを見極めたら、直ぐに誰壷議班種入る。特にコメントの

必要は象い。

尼＄２０００日太エニァグラム学会

目標を確認する （１５分） 〃リゴゴーノ〃Ｊ０ご
里

■O●申■

一一金員にワークジi-=｣､溌配ｨiiする｡'1－－

「コースの本論に入る前に、皆さんは、どういう動機から、或いは、どのような目的を持

たれて参加されたのか、また、どのような成果を得たいと思われているのか、などを、ワ
ークシートの該当楠に率直に襟き出してみて下さい｡」

「これは、貴方にとってのエニアグラムの意味を探るためであり、人前で発表して歎くた

めではありません。飾る事なく、感じるままに正直に書いて下さい。時間は１０分間とし
ます｡１

「時間になりました。もしお話戴ける方がいらっしゃいましたら、発炎して下さい。’'1じ

様な'1Fを考えている方が兄つかるかも知れません｡」

特に指謡tj号巷溌蓑だ、強iｌ

「エニアグラムとは、自己発兇の旅です。これから皆さんと一緒にその旅に川発する訳で

すが、そのために、皆さんにお願いする１『があります｡」

「お座りになっている所で結櫛ですから、お近くの方と２人１組になってください。お友

達などとご一緒にお出でになった方は、別の方と組んで下さい｡」

仇

洲

の工夫参加える。但し

▼応師早聾¥悪存ＦＴア▼〒

を和ちげるたiめなので、長い時間をとる必要滅議い。一一

－７－

I説明する（概論） (３０分） /αﾉ０～/0割０

るなど

エニアグラム図や話の要点など、適宜板蒋しながら説明ずぁと良い。

ﾌ゚ ﾗｲﾏﾘー Ｉ手引.jtd、

また、参加者の状況に応じて、内容は取捨選択したり、喰え蕊を入れ
エーーニＪ凸一＝二■

、注意事項をi云える事を忘れな』､、
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「その手段として、こちらから提示する課題について、ご自身の体験や感じたり、考えた
事などをグループで率直に話し合って、その内容を発表し合って戴きます。ですから、個

人的な問題に関わる事もあれば、個人的な体験が赤裸々にさらけ出される場合も出て来ま

す｡」

「従って、この部屋の中で話された内容は、この部屋限りの事として、絶対に外に漏らさ

ない事をお約束戴きます。『あの人こうだってさ』とか、『あんな事言って変な人』など

と、外の場で話題にすることの無いように、お願いします。この場が安心の場である事が、
自分自身に出会うためには絶対に必要な前提です｡」

「ですから、電子機器を使っての記録もしないで下さい。テープレコーダーなどでの録音、

あるいは、パソコンや携帯端末での記録などの他、ビデオや写真の撮影もご遠慮下さい。
但し、ご自身でメモを取る事は、此処で同席の人以外には絶対に見せない事を前提として、

自由です。これらの事について、皆さんのご協力を是非お願いします｡」

「さて、エニアグラムですが、エニアとはギリシア語で９の事であり、グラムは図を意味

します。つまり、エニアグラムとは、おおよそ、『９の図』という事になります｡」

「エニアグラムが何処で生まれ、或いは、雛が発見したのかは、正碗には分かっていませ

ん。アメリカでエニアグラムの研究と普及で主導的な立場にいるドン・リチヤード・リソ

氏とラス・ハドソン氏の共同研究によれば、エニアグラムの図（シンボル）は、本来は宇

宙万物の本質を表す象徴であり、その歴史は古代ギリシアにまで遡れる、とされます｡」

「他方で、１０世紀から１１世紀にかけて起こったイスラム教の神秘主義的宗派であるスー

フィーの聖職者の中に初めて現れた、とする説もあります。しかし、リソ氏とハドソン氏

によれば、エニアグラムの理論はヨーロッパのキリスト教修道院に残されていた、古代ギ

リシアとローマの古典的思想や文献の中に見られます｡」

「更に、スーフイー教派の幾つかが、それと同じように、エニアグラムのシンボルと考え

方を伝えて来た事は確かな事実のようですが、彼らが生み出して、それを口伝で伝えて来

たとするのは誤りである、としています｡」

「エニアグラムの知識体系が何処で生まれ、何処でどのように使われていたかは、不確か

ですが、ごく近年になるまで隠れた存在であり続けたため、一般には全く知られていませ

んでした。それを西欧社会に伝えたのは、ジョージ・イワノヴイッチ、グルジエフです｡ｊ

「グルジエフ（1877頃～1949）はギリシア人でアルメニアに生まれ、人間性に関する実
際的な秘密の知識を求めて、中近東を中心に探索の旅を続けました。彼はその過程でアフ

ガニスタンを訪れ、そこでエニアグラムを発見したとしていますが、記録として残された

ものがないので、彼の言葉をそのままに受け取るしかありません｡」

「彼は、１９１０年代から２０年代にかけて、心理的・霊的な変容に関するシステムとしてエ

ニアグラムを教え始めました。初めはロシア革命の前にペテルスブルグとモスクワで教え

ましたが、ロシア革命でパリに移り、研究所を創って教えました｡」

「その後は、弟子達の手によって、イギリス、アメリカなど、世界各地に伝えられて行き

ました。但し、此処で重要な事は、グルジエフは、その教えの中心にエニアグラムの図を

用いましたが、それを９つの性格タイプと関連づけてはいなかった事です｡」

｢私達がこれから学ぶエニアグラムの性格論は、オスカー・イチャーゾが初めて組み立て

ｃ２０００日本エニアグラム学会 －３－ プライマリーＩ手引.jtd、



ました。イチャーゾはボリビアで生まれた精神科医ですが、彼も秘教的な知識に興味を抱
いて探求を続けました。その１つにエニアグラムがあり、彼はそれを人の意識の構造と意
識が持つ性質に結びつける事によって、新しい性格タイプ論を創造しました｡」

『イチャーゾは、そのエニアグラムをボリビアで教え始め、1960年代になってからはチ

リで教えました。1971年にはアメリカに渡り、アリカ研究所を創設して教え続けました。

その時の弟子達がアメリカを中心にこの知識を伝え始め、今日に至った訳です｡」

「その間、多くの人が現代心理学と結びつけた研究を積み重ねて来ましたし、新しい発見

を付け加えるなどして、理論を発展させ続けています。アメリカでは、多くの大学が人間

学、心理学として教えているだけでなく、大手企業が採用して人間関係改善のために応用

しています。又、教育、宗教、弁護士、医師、心理療法など、多くの分野で広く用いられ

ています。日本でも教育研修に導入する所は多くなりました｡』

「このように、エニアグラムは、古い根に育った新しい木であるという事ができます。概

念としては古いものであっても、物事に対する新しい見方であり、新しい心理学が導入さ

れています。又、人の心に深く語りかけてくるので受け入れやすく、エニアグラムを理解

すれば、他の人をもっと良く知る事ができます｡」

「私達は、これから性格のタイプを見つける旅を始めますが、歴史的な起源とか、グルジ

エフとの関係などは、当分の間、考える必要はありません。このプライマリー・Ｉコース

では、自分のタイプと９つあるタイプの違いを知る事を目的としますが、そういった知識

はこの目的のためには、特に必要とはしません｡」

「これから中級、上級のコースに進んで行った時、徐々にご紹介して行きます。ですから、

このコースでエニアグラムと言う時は、イチャーゾから始まった性格タイプ論としてのエ

ニアグラムを指します｡」

「エニアグラムでは、人間の性格は９つに分けられるとします。それが、エニアグラム図

での９つの点に対応します。私達の１人ひとりは、誰もがその中の１つのタイプに属しま

すから、自分がどのタイプに属するのかを見つける事が自分探しである、と言う事ができ

ます｡」

「それぞれのタイプには、そのタイプ特有の性格の特徴があり、その特徴を知れば自分の

タイプが分かる、とします。しかし、私達はその他にも、表面からは見えない内面、つま

り、無意識の世界にも独特の特徴を持っています。私達の行動や態度は、無意識の世界か

ら起きてくる事が多いのです｡」

「私達はそれを、それぞれのタイプの『動機』と呼びますが、エニアグラムでは、その『動

機』が９つに分かれているとします。従って、その動機を知れば、よりはっきりとエニア

グラムのタイプが分かります｡」

「そういった特徴や動機は、各人の行動や態度から捉えて行くしかありません。しかし、

大事な事は、行動や態度の因になっている動機を見る事です。外見からは同じ行動を取っ

ていても、行動の因になっている動機は１人ひとりで異なっています｡」

「所が、大体に於いて私達は、心の中の何処かで無意識的に、人は皆同じだと考えていま

す。従って、状況や出来事に対して自分が感じている事と違う反応を示している人を見る

と、変な人とか、可笑しいとか言って、つい批判してしまいます｡」

「或いは、自分の思い通りに人を動かそうとして、人との間に葛藤を生んでしまいます。

'○２０００日本エニアグラム学会 －４－ ﾌ゚ ﾗｲﾏﾘー Ｉ手引.jtd、



人間は、他人との間に葛藤を感じると、その原因を他人のせいにしたくなります。自分が
これ程尽くして上げているの(ことか、折角親切に言って上げているのになどと、自分を正
当化しながら、それに応えない相手を責めます。’

「けれども、エニアグラムで性格のタイプの述いを知れば、ロ分とは違うタイプの人がい
る事を理解でき、何故違うのかも理解できますから、人との間で葛藤を感じる事も、葛藤
を生む事も、次第に減って行きます。それは、違いを知る事で、その違いを受け入れる事
ができるようになるからです。’

「エニアグラムを学ばれた人の多くが、エニアグラムを知って人IAl関係が楽になった、と
感想を述べています。それは、違いを受け入れる力が付いたことを意味しますし、それだ
け人間として成長したという事でもあります。エニアグラムは、何よりも人間としての成
長とは何かを教えてくれますし、そのための道も教えてくれます｡」

－－体憩一（１０分） ＩＯＦＪＯ～ノリゴロ

ざ 質問表 (３０分） /０ゴリーノＩｆ２０

「皆さんの中には、既にエニアグラムの本を読んで、ご自分のタイプが分かっていると言
われる方も居られるでしょうが、自分を知る第１歩として、質問表に答えて戴く事にしま
す。これから侭間表をお配りしますが、全員に行き波るまでは、開けないで待っていて下
さい。’

「質問は、９つのタイプそれぞれに２０問ずつあります。つまり、全部で１８０間あります。
その質問全部について、自分に当てはまると流感的に感じられるものに丸印を付けてドさ
い。考えなければ縛えられない面間や、当てはまらない衝間は飛ばして行きます｡」

〃

「また、隣の人と相談したりしないで下さい。考えたり、文章を分析したり、などはせず
に、サッと読んで、直感的に答えます。２０分もあれば全部答えられると思います。では、
始めて下さい｡」

進み基金を覚証ちつだ､蕊計湿諮計点を濡込燕:#Jこ:う瞳指示歌る唾同漁
擬溌蕊瀧磯蕊麓迩蔵潅慰塾護憲鎧懲樋ＴＩ謹蕊溌菟つ篭け､選
溌審蕊

グループ・ワーク（自分の特徴） (４０分） 〃:２０～／2:0０

タイプ毎に人数を確認し、 ダイズ術iの烏に分かれるように指示する。

「此処でのグループ分けは、これで杵さんのタイプが決まったという.湘ではありません。

これから自分探しをして行くのに､当てずっぽうで始めるのでは効率的ではないでしょう。
そこで、先ず入り口を決めた、と考えて下さい。作業をして行く内に、別のグループに移
る人が出て来ますが、それはそれで良いのです｡Ｉ

N媛初のエクササイズでは、自分が丸印を付けた質問に関して、どのような状況で自分に

(Ｃｊ２０００１１本エニアグラム学会 ‐５‐ ﾌ゙ ﾗｲー 711-1手引.it。，



（「それでは、各グループから報

「その時、ｉ活を一般論にしないように気を付けて下さい。1.1常の小さな体験でいいですか

ら、こんな１１:でこう感じたので九が付いた、とI活して下さい。丸印の数が多いか少ないか、
どの礎間にlnI人が答えたか、などは全く関係がありません。.また、質問の文意の意味を識
論するのでもありません｡」

「蹄し合う時、グループ全員が平等に話ができるように陥慰して下さい。黙って聞いてい

たのでは、タイプ探しは絶対にできません。また、人が紙をしている時は、しっかりと聴

いて上げて下さい。これから、幾つものエクササイズをする蝋になりますが、どのエクサ
サイズでも、率直に話し、しっかりと聴く聯が大切です｡」

「丸の数ではそのグループであっても、話し合っている時に違和感を強く感じたり、グル

ープ全体の雰朋気にどうしても馴染めないと感じたら、ファシリテーターに申し出て下さ

い。」

「初めに、ごく簡単に自己紹介をすると良いでしょう。話合いの後で簡単な報告をして戴

きますから、グループ内で、メモを取り、報告する人を決めておいて下さい。時間は４０
分取ります。では始めて下さい｡」

宮としたら、それはどのような事であったか、な
始めます。時間は１グループ４分間とします｡」

告して下さい。話し合った時の状況、共通点が見つかった

であったか、などを簡潔に紹介して下さい向タイプ１から

う事塗鍵謹毒俸憩庭誤る。－指定のＮ茎刻溌来だ嘩暑謂駿駐午後からじて貰

プライマリーＩ手引.ｊＬｄ，

－樫食、休憩一（７５分）Ｉ２ｊ００～/3J１コ

ｌａ２０００日本エニアグラム学会

の
③
ｃ

タイー冒Zp〔X装裁蕊漣墨垂皇塞1カ着は蕪作椛示或立嘩K雪喧と雲毒喧な迩蚕、他
の印刷犠講琴透裁用震ば充分臆注i意赤る。､此処でばヅソー茎§識ソンの錨称

発表と･説ﾘｉ
／

(７×９分）ワ ﾉ３f／ゴヘ〃ノギヨリ

噺てはまるのか、何故それが自分に当てはまるのかを話し合って戴きます。言莱を飾る必
要はありませんから、率直に感じたままを話します｡」

－６－

採用しており、ロ本室二

◆タイプの特徴（◇印は、リソ薪『自分を変える木』から引剛）

タイプ１：改革する入

このタイプの人は、何時も自分の理想に向かって努力します。何事によらず、きちんと

している'11:が大切で、何かもっと良いやり方があるのではないかと考えて、改悲しようと

します。周りを良くして行こう、自分を向上させようと、努力を惜しみません。常に公'1ヨ

と｣'三義を心がけています。しかし、物事は必ずしもあるべき姿ではないので、よく憤慨し

ます。何をするにしても、もっと良くできる筈なのにできていないと思い、自分を責め、

ああすべきだ、こうしなければ、と自分を駆り立てます。時間は幾らあっても足りないと

感じています。でも、外見からは冷締に見えて、心の中に秘めた怒りを人前に出す71Fは滅
多にありません。正直で、率迩で、人と公平に接しようと努め、日常に根差しながら、よ

発表を4分、続けて髪ｲ署プ，の特徴の説明に３分護当顧る菊誌:掴処にする。

ア災ラ仏群会の賀任禰iで;存わ漏る譲一タショッ
が問題に噸あ．.！凧ないuI--プでハlいる限り、 その使爪力

な



ﾛ●

り良い人生を目指して歩き続けます。そのため私達は『改革する人』と呼びます。
◇タイプｌは、完全であろうと努力することによって、非難されるのではないかという

怖れから逃れようとします。はたからは、柔軟性がなくひとりよがりで、あまりに

も批判的であるようにみえるかもしれませんが、彼ら自身は自分のことを公正で、
総理的、客観的であると思っています。

タイプ２：人を助ける人

このタイプの人は、何か困った人が居ると、直ぐにその人の側に行って手を貸そうとし

ます。親切で、温かく、心細やかなので、困ったり悩んだりしている人には救いの手を差
し伸べないではいられません。何時も、人を助けて上げたい､’必要を満たして上げたいと

いう気持ちで行動しています。しかし、相手がそれを必要としないと分かると落ち込み、

自分の行為に対して感謝されないと怒ります。自分に良い感情を持って貰うために、自分

の欲求や欲望は犠牲にして、他人の面倒を見ようとします。他の人に愛を注ぎ、その代償

として自分を愛して貰おうとするのです。心が通じ合う事、コミュニケーションが上手く

行く事が、人間関係でとても大切だと考えています。世の中のためになろうとする点では、

他のタイプの人よりも個人的で、それを人と人との間でやろうとします。そのため私達は

『人を助ける人』と呼びます。

◇タイプ２は、いつも他人のために物事を行うことによって、愛されていないのではな

いかという怖れから逃れようとします。はたからは、押しつけがましく、自己欺磯

的であるようにみえることがあるかもしれませんが、彼ら自身は自分のことを思慮

深く、悪気がなく、寛大であると思っています。

タイプ３：達成する入

このタイプの人は、成功する事が最も好きで、成功のために手段を選びません。何時も

はっきりした目的、目標を持っていて、その達成のためにはどうしたら良いかを考えてい

ます。成功、達成を願っています。その反而として、失敗を極度に怖れるので、成功がお

ぼつかないものは極力避けようとします。自分の周りにいる人達の持つ才能をパッと見抜

き、皆を励まし、目標の達成へと導く、優れたリーダー、ボスになって、組織力を発揮し

ます。成功する事が大事ですから、時間を有効に使い、あらゆる事を効率的にしようとし

ます。成功のためには全力投球し、自分の生活も犠牲にする程ですが、それを他人にも要

求します。一見するとタイプｌに近い感じがしますが、自分の可能性を開花させ、開発さ

せたい傾向が強く現れます。積極的に世の中に出て行きます。そのため私達は『達成する

人』と呼びます。

◇タイプ３は､個人としての優秀性を他人から認めてもらおうと努力することによって、

拒絶されるのではないかという怖れから逃れようとします。はたからみると、タイ

プ３は人目を得ようとしていて倣慢であるようにみえるかもしれませんが、彼ら自

身は自分のことを有能で価値ある存在だと思っています。‘

タイプ４：個性的な入

このタイプの人は、何かにつけて個人的に受け止め、個人的に発表しようとします。ユ

ニークで、創造的で、独創的で、何よりも感動を大切にします。芸術的で、行動的でもあ

り、平凡である事、人と同じである事を嫌う傾向があります。感受性が鋭く、人の気持ち

に対してとても敏感です。１人ひとりの持つ個性や雰囲気の素晴らしさに、素早く気づき

ます。個人主義的で、自己探求的で、自分に対して極めて正直です。大きなグループには

入りたがらず、限られた範囲の、自分を理解している人達とは特別に深い繋がりを持ちた

いと思っています。自分の感動を大切にし、その感動を、広い意味での芸術的な方法で表

そうとします。一方で、自分は他人から理解されていないという不満を持っており、他人

を嫉妬し、羨望する傾向もあります。そのため私達は『個性的な人』と呼びます。

◇タイプ４は、感情に身を委ねることによって、自分には欠点があり不完全なのではな

いかという怖れから逃れようとします。はたからは、あまりにも神経質で、自分の

感情に溺れすぎているようにみえるかもしれませんが、彼ら自身は自分のことを感

じやすく、直感的であると思っています。

タイプ５：調べる人

、ZOOＯ日本エニアグラム学会 －７． ﾌ゚ ﾗｲﾏﾘーＩ手引.jtd，



このタイプの人は、物事をじっくりと考え、データを集め、慎重に行動します。色々の
事を調べる研究者タイプと言っても良く、何か事を進めるに当たっては、先ず思考を使い、
情報を重視しますが、あまり実際的でない傾向が見られます。該博な知識に通じています
が、自分から積極的に知識を分け与えたり、自分の考えを表現しようとはしません。自分
が直接に関わるよりも、傍観者、観察者の役割を果たす事を好みます。沈黙している事が
多いので、周囲は屡々当惑します。何かの分野で専門家になり、時には価値ある独創的な
着想を生み出します。自分の興味の対象を追求するあまり、身の回りの事には気が回らず、
他のものを犠牲にしても考え、学び、知織を蓄積しようとします。そのため私達は『調
べる人』と呼びます。

◇タイプ５は、自分が支配できると感じる人生の特定の分野に焦点を合わせることによ

って、打ちひしがれ、無能になるという怖れから逃れようとします。はたからは、

あまりにも極端で、かつ奇妙なほどに超然としているようにみえるかもしれません

が、彼ら自身は自分のことを聡明で学殖が深いと思っています。

タイプ６：忠実な入

このタイプの人は、真面目、誠実である事を大切にし、周りと仲良くしたいという気持

ちを人一倍強く持っています。何事に対しても忠実で誠実であり、責任感が強く、互いに

支え合うシステムややり方で、協力的に、一所懸命に働きます６何事によらず、誤った事

をしてしまうのではないかという不安の感情を持ち、不安の感情に対処するために自分の

外側にあるものに頼ろうとします。規則や規範を尊び、何かのグループに属しようとし、

権威ある人物に従順で、組織から命じられた事は忠実に実行しようとします。そのため、

自分から積極的に物事を決める事はしようとせず、ずるずると結論を引き延ばす傾向が見

られます。豊かな感情の持ち主なので、タイプ２と見誤られる事があります。そのため私
達は『忠実な人』と呼びます｡

◇タイプ６は、自分を人々と結びつけることによって、見捨てられるのではないかとい

う怖れから逃れようとします。はたからは、防衛的で聴病にみえるかもしれません

が、彼ら自身は自分のことを、信頼でき、頼りになる人間であると思っています。
タイプ７：熱中する人

このタイプの人は、人生を楽しく、明るく過ごしたい.という人です。熱中した陶酔感を

大切にします。色々の事をやり、人生には多様性があって欲しいと望んでいます。聡明で、

明るく、ざっくばらんで、くつろいだ感じを好み、未来について計画したり、夢を追うの

が大好きです。反面で、苦しみや辛さをできる限り回避しようとします。深刻な場面、嫌
な事を、ともすれば避けようとします。苦しい時でも将来を楽天的に考え、余り愉快でな
い事も何となく楽しいものにしてしまいます。何時も明るく陽気に振る舞います。自分を
縛り付ける事が嫌いで、人生を楽しみたく、楽しい人生を他人と共有したいと望んでいま
す。その反面、やや落ち着きに欠ける所があります。そのため私達は『熱中する人』と呼
びます。

◇タイプ７は、絶え間ない活動に没頭することによって、拒まれ奪われるのではないか
という怖れから逃れようとします。はたからは、上すべりで子どもじみているよう
にみえるかもしれませんが、彼ら自身は自分のことを実際的で愉快なことが好きな
人間だと思っています。

タイプ８：挑戦する入

このタイプの人は、自己主張が強く、何事にも第一人者である事を志向します。自分に
は活火山のような力があるという感じを持っていて、他人には頼らず、正しいと思った事
をどんどん押し進めて行きます。物事を決定する力があり、自信が自然に周囲で感じられ
ます。弱い者、自分を頼ってくる人を助けようとする反面、対立する人、自分に挑んでく
る人を排除しようとします。強烈な体験を好み、挑戦し、困難を克服する事で、自分は生
きていると感じます。力によって周りに影響を与え、人を動かす事を好みます。自分の弱
さを見せたがらず、自然に備わった力で人を引きつけ、場を盛り上げます。本能的な直感
が鋭く、簡潔、明快、率直です。不正は断固として許さず、好き嫌いがはっきりしていま
す。そのため私達は『挑戦する人』と呼びます。

、２０００日本エニアグラム学会 －８． ﾌ゚ ﾗｲﾏﾘー Ｉ手引.jtd，
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◇タイプ８は、自分は強くてたくましいという姿勢を保つことによって、人の力とコン

トロールの下に置かれることへの怖れから逃れようとします。はたからは、好戦的

で独裁的であるようにみえるかもしれませんが、彼ら自身は自分のことを力強く自

立的であると思っています。

タイプ９：調停する入

このタイプの人は、落ち着いてゆったりとした安定感があります。内面での静けさを保

っていたいので、葛藤や不快な状況は好きでなく、その状況に遭うと、それを解消しよう

としたり、避けようとしたりします。色々な事で忙しくする事がありますが、内側では落

ち着きを保っています。平和に、円満に暮らす事を好み、自分から事を起こすよりも、起

こってくる事に沿って行こうとします。しかし、一旦動き出せば大きな力を発揮する事が

でき、創造的になれる人で、想像力やビジョンがあり、かなりの時間、その中で生きて行

く事ができます。平和を愛し、人と争うのが嫌いなため、周囲を穏やかにします。他の人

に対する価値判断をしないので、その人達の問で一緒に居る事ができます。物事を切り替

えたり、新規にやり始めたりするよりは、順当に起伏なく過ごす方が性に合います。その
ため私達は『調停する人』と呼びます。

◇タイプ９は、自分を育んでくれる「環境」をつくり出すことによって、自分が周囲か

ら切り離されてしまうのではないかという怖れから逃れようとします。はたからは、

ひとりよがりで投げやりであるようにみえるかもしれませんが、彼ら自身は自分の

ことを、むずかしい要求をせず、複雑なところのない人間であると思っています。

「エニアグラムで大切な事は、どのタイプが、優れているとか劣っている、又は、良い悪

いなどの区別はない、という事です。総てのタイプの一人ひとりが、掛け替えのない、大

切な存在です．そのため、タイプを呼ぶときは、ただ数字で読んでいます｡」

「此処で名称を話したのは、記憶しやすいようにとの配慮からで、この名称からタイプを

判断しないで下さい。特定の呼び名を付けると、その言葉から各自が勝手なイメージを作

り上げ、そのイメージでタイプを比べ始める危険があります。これは、特に意識してしな
くても、半ば無意識にしてしまいがちな事ですから、注意の上にも注意して下さい｡」

「このように、９つのタイプは、それぞれかなり異なった特徴を持っています。.そこで、

休憩の後で、少し異なった視点から、その違いを見てみましょう。」

－体憩一一（１５ 分 ） ﾉｲ:３０～岬:お

’ グループ・ワーク（幼い頃の思い出） (４０分） ﾉｲ:ギゴーノゴ:”

「これから、自分が幼かった頃の体験についてのエクササイズをします。幼い時の体験は

子供に信頼の感覚と不信の感覚の両方を植え付け、子供はその中から人生の希望を掴み取
るると言われます｡」

「私達は、そのようにして得た希望を持ってここまで生きてきた訳です。その意味で、こ
れまで意識したことは無かったかも知れませんが、幼時の体験を通じて人生の原点の一つ

を探ります｡」

「静かに呼吸を整えて、目を膜って下さい。自分の幼い頃の思い出を振り返って見ましょ

う。それも、楽しかった場面を具体的に思い出してみましょう。其処に誰が居ますか？

貴方は何を感じていますか？何を話しているでしょうか？何を嬉しいと感じているで

、２０００日本エニアグラム学会 ・９． ﾌ゚ﾗｲﾏﾘーｌ手引.jtd、

〆-
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しようか？」

『じっと'－１を膜って、具体的な場面を同に浮かべてみます。気持ちが落ち蒜かなかったら、

何回か深呼吸をすると良いでしょう。５～６分お待ちします｡｣

「それでは、目を開けて下さい。今思い出した事を簡単にメモして下さい。そして、その

事についてグループで話し合ってドさい。話し合ってみて、感じている本や焔しいと感じ

ている事に共通点があれば、それはどのようなことか、簡潔に練めておいて|くさい。前と
同じように、何方か代表の方に報杵して戴きます。話合いは３時２０分までです｡」

参加背の人数や、 ここまでの流れの雰囲気によっては、話し合った後で佃

人作業とＬて、自分の感じたた事#こつ､､て絵を描かせて患良い霊

／"
発炎す為 (４×９分） ノゴコゴーノ征〃_ラ

ノノ

lでは発表して下さい。タイプｌから始めましょう。番グループ４分間とします。

此処では特にコメ ン 卜しない。発表の内容が一般論に傾ぐ よ‘うなら、具体

的な状況がどのような．聯だったのか質問して、体験に引き戻す。

説明する (４０分）
ノ

ﾉ欣０ゴー／紙‘.ラ

「今の発表を聞いて、1人ひとり、楽しみ方にはそれぞれのやり方がある'１１?、個性によっ
て質が異なる事を感じたでしょう。」

「此処で理解しておいて戴きたい'１１Wは、純粋なタイプの人は居ない事です。木を読むと、
タイプについてかなり細かく特徴がI説明されています。前のグループ・ワークでも、タイ
プの特徴を説明しました｡」

『しかし、どのタイプの人も、他の８つのタイプの特徴を、程度の差はありますが、総て

持っています。それでも、１人ひとりは１つの特定のタイプに属していて、そのタイプに
与えられている特性をはっきりと示しています。Ｉ

「エニアグラムは、人をタイプという箱の中に閉じ込めるものではありません。エニアグ
ラムでタイプを知るという事は、雌終的にはタイプの番号を見つける事ですが、初めから
番号を決めようとすると、タイプを兄つける事が難しくなります。何故なら、ある特性が
自分にあるか無いかという'-1で兄れば、あちらこちらに核》しiするタイプがあって、迷って
しまうからです｡」

「色々の角度から自分の内面を見て、その特徴を掴んで行けば、其処に特定のパターンが
見えてきます。そのパターンを本の説明と照らし合わせた時、正しくタイプを見極める事
ができます。そういう意味で、もう－庇、タイプの特徴を説明しますから聞いて下さい」

「今度は文厳として読み上げます。それぞれの体験が何処にどのように判てはまるか、聞
いていてドさい。タイプｌから始めます｡」

一一iｌ↑iの説明文をゆつく りと挑み上げ、最後 に要点を幾つか繰り返して話す。

⑥２０００日木エニアグラム学会 －１０口
ﾌ゚ ﾗｲﾏﾘー ｌ手引.jじd，



「タイプ１は、改雌する人です。勤勉で、努力を惜しみません。理想に向かって自分も向

上を目指し、世の中を良くして行こうとします｡」

「タイプ２は、人を助ける人です。Ｍ《lっている人が解ると、手を策し仲べ、慰め、助ける

１１:に稗びを感じます｡」

「タイプ３は、達成する人です。目標を定め、達成し、成功しようとします。チームのリ
ーダーとして、優れた手腕を発揮します｡」

｢タイプ４は、側性的な人です。感性が挫かで、物躯に感動する人です｡Ｉ

「タイプ５は、調べる人です。物或を良く観察し、知識を蓄えます。冷静に、客観的に分
析するのが得意です｡」

｢タイプ６は、忠災な人です。規則や脱１１kを砿んじ、係勝を忠実に果たします｡」

「タイプ７は、熱中する人です。楽しい事が大好きで、未来に向かって楽しい計両を立て、
希望や夢をあれこれと膨らませます。周りを明るくします‘､Ｉ

「タイプ８は、挑戦する人です。弱い人を助けようとし、強きを挫き、』l燕にlfIlかって勇
敢に挑戦して行きます。Ｉ

「タイプ９は、調停する人です。穏やかで、おっとりとした印象を与え、平和に円満に生
きようとします｡」

「このグループ・ワークで振り返った総ての体験が、直接これらの僻徴と合致しなかった

かも知れません。しかし、それに拘る必要はありません。口には出なかったけれども、心

の何処かで感じ取れるものがあれば、それを大切に憶えておいて下さい。それを積み誼ね
て行けば、タイプの特徴が次第にはっきりと見えてきます｡」

ノアー 感想を述べ合う (１５分） Iαギゴーノ７Ｆ０ｐ

「初めてワークショップに参加されて、どのような感想をお持ちになったでしょうか。今
Ｉ.Ｉやったような作業は、自分独りではできません。此処に居られるようなお仲間があって

こそ、できるのです。私達はこれを、相手を鏡にして自分を見る、と説明しています。そ
の意味でも、お仲間への感謝も龍めて、何方でもごn曲に感想を述べて下さい｡」

時間の許す眼げ､涜耐に感想溌述べそ磯う１，感慰演出なければ、令般に付
いて箪間を受けX塾良い。最後に翌百万場所些時間を確認し、遅刻の無い
ように要請する．高－

＝深ラーｒ－＝リ Ｉ＝室一二く（第２Ｒ）

開会前にタイプ毎の島に分かれて座混るように準雲備する，タイプi嬢場所陸
前同通りでよい。－

に．２０００日本エニアグラム学会 ‐１１－
プライマリーＩ手引.jzd，



I

/Lｊ
導入 (１５分） ”ヨリ～０１割３

－雰囲気を解す、的も兼ねて、 Ｉ乍日から今Ｈにかけ て、何か気の付いた事、

新しい感想などを適宜話して麓う．ファシリ
ーーー画一一◆管

紹介しても良い｡‘』一一

テーターと して気づいた事を

ﾉチ グループ・ワーク（|:lLL自慢） (４５分） 0リゴゴーノリゴ０

ﾉﾀ゙

「今日は、自分の良い所を見る事から始めます。まず、個人で･作業して、自分の性格の中

で良いと思ｊう鯛、長所、気に入っている点をメモに．;I滝出して下さい。他人がどう受け止
めるかは、気にしないで下さい。遠慮せずに、長所を堂々と吹聴します。５～６分取りま
すから、できるだけ沢山響き出して下さい｡」

『それでは、これからグループで話し合って戴きます。各自が書き出した事をグループの

皆さんに話します。そして、グループとして共通の良い所、長所はどういう所かを話し合
い、それを絵に表して戴きます｡」

「絵に表すと言っても、絵のコンクールや批評会をする訳ではありませんから、安心して

ドさい。話し合った長所、良い点などをイメージとして色で表すとしたら、どのような事

になるのかを話合い、それを模造紙に描いて誠きます。具体的なもので表しても、抽象的
な色棋様で表しても良く、様式は向山です。文字でないものを色で表現して下さい｡」

｢１０時半から発表して戴きますから、上手に段取りを取って進めて下さい｡』

一一総刻のがiじｉｉ
て、遅くと１

ii腫溌室だぢ瀧意を喚起し、余裕のために］０分の休憩を加え

遅くとも

発表する

Ｌｏ勝４０分には発淡に入れるようにする｡』§－－
－宇守■－．－単■ﾕｪｰＺ互宰

(５×９分） 102Ｊ〃～ノノゴ０

「では発表して下さい。グループ全員が前に出て、代表肴が説明して下さい。グループと

してはどういう点が共通したかを話し、それが絵としてはどのように表現されているのか

を説明して下さい。各タイプ５分間とします｡」

「口慢する聯が目的ですから、長所は誇らかに、大声で話して下さい。自分達は世の中を

こんなに支えているのだと、大いに自慢して楽しんで下さい。遠慮する必要は全くありま
せん。」

繕表の途中で=メンド延溌貧でも良い。代表瀞力§話した後、補足があった

ら説明させる”i－－

杉 ,猟明する (３０分） /／２３０～ノュ００

「人は誰でも、素晴らしい賜物に恵まれて、このＩＭ:に生を単けます。私達はそれを長所と

して受け止め、その長所が自由に発揮できた時、幸せだと感じます。視点を変えれば、そ

れは素晴らしい美点であり、美点が生かされた時、素111Vらしい個性が輝いていると感じま

、２０００日本エニァグラム学会 －１２－ ﾌ゚ ﾗｲﾏﾘー Ｉ手引.jLd、

(Ｂ
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す｡」

「私達は、生まれながらに基本的な性格特性を備えています。誰もが、９つの性格の内で、
特定の１つを持った独自の１人として生まれ、心理的な能力を伸ばして行きます｡」

「この特性が、生まれてからの環境、境遇、文化、教育などから様々な影響を受けて、４
歳から５歳になるまでに、これが自分だという『自己感覚』を持つまでに発達し、その感

覚を中心にして大人へと成長して行きます。心理学者の問では、性格は、子供が両親、或

いは、他の重要な人物と持った関係に強く影響される、という説が広く受け入れられてい

ます｡」

「生まれたばかりの赤ん坊は、誰かの保護の下で周囲に順応し、適応して成長して行きま

す。それは、基本的には母親と父親ですが、何かの事情でそれが不在の時は、それに変わ
る人物が両親の役を果たす事もあります｡」

「何れにしても、赤ん坊は、周りの大人の反応を無意識のうちに敏感に感じ取り、自分が

安全で幸せであるようにし、自分を大切にして貰うには、どのようにしたらよいか、その

方法を学び取って身につけて行きます｡」

「普通には、手のかからない子､聞き分けの良い子、我が磯な子、おっとりした子、素直

な子、というような言い方で、周りの大人はその姿を捉えます。しかし、この捉え方では、

表面から行動面だけしか見ておらず、何故そのような姿を現すのか、心理面からの原因、

或いは、理由は見ていません｡」

「子供でも大人でも同じですが、外から見ると同じに見える行動でも、その行動の因とな

る動機は、１人ひとり異なっています。エニアグラムを学ぶと、其処にもタイプとしての

共通な特徴がある事が分かります｡」

「今のエクササイズで言えば、これが自分で自慢だと言えるのは、これが自分だという感

覚が無意織の内にでも満たされていたという事でしょうし、自分の長所が最も締いていた

と考えて良いでしょう。それをタイプ毎に整理して行きます｡」

「タイプ１は､l『自分は理性的で客観的である』という自己感覚を持っています。物事が

きちんとしているかどうか、何処を改善しなければいけないか、もっと良くするために周

りの人に自分は何をするべきか、そういう事をしっかりと見極められるのは自分だけだと

思っています。それができるのは、自分が理性的であり、客観的に物事を見る事ができる

からだ、というのが、この自己感覚です｡」

「その事から、あらゆる事に対して、完全を目指して努力します。万事に公平でなければ

ならず、誠意を尽くし、正直で率直です｡」

「タイプ２は、『自分は人の面倒を見る、愛情深い人間である』という自己感覚を持って

います。困っている人がいれば助けて上げ、人には親切にし、温かく細やかに接して上げ

られるのは、この自分だと思っています。そのような人は他には居ないから、人は自分を

頼りにするのが当然だ、というのが、この自己感覚です｡」

『その事から、求められもしないのに他の人の所に行って、世話を焼いたり、知らない人

にでも声をかけて、助けの手を伸ばしたりします。誰に対しても、寄り添う行動も取りま

す｡」

、２０００日本エニアグラム学会 －１３‐ ﾌ゚ﾗｲﾏﾘーＩ手引.jtd，



「タイプ３は、『自分は際立っていて、賞讃に値する』という自己感覚を持っています。

何をやっても他人より良い結果が出せる､､良いチーム・リーダーになれる、自分だから成
功できたのだ、と思っています。それ程に自分は優れていて、人より際立って有能で、人

から誉められるのが当たり前だ、というのが、この自己感覚です｡」

「その事から、人の才能を見つけてチームを作るのが上手ですし、効率的に物事を進めた

り、皆を励まして達成に導く事ができます。話好きで、明るい印象を与えます｡」

「タイプ４は、『自分は独特で、感受性が鋭い』という自己感覚を持っています。自分は

美しさというものが良く分かり、感情が豊かで、芸術的な閃きも鋭く、人が気づかないも

のの中にでも美を感じる事ができる、そんな人物は他には居ない、というのが、この自己

感覚です｡」

『その事から、周りからは非常に魅力的な人物に見えますし、上品さや優雅さを感じさせ、

人の痛みを鋭く感じ取って理解します｡」

「タイプ５は、『自分は理解力があり、知的である』という自己感覚を持っています。自

分は物知りで、人の話が良く分かり、人が気づかない事でも一目見れば分かる事が多く、

物事の本質を見抜く事ができるし、将来を見通す事も得意である、と思っています。自分

は考えるのが得意で、物事を感情で判断する率はなく、相談されれば何でも答えられる、

というのが、この自己感覚です｡」

「その事から、何時も物事に巻き込まれずに事態を良く観察し、人の相談に良く乗り、物

事には論理的に考えて対応します｡」

「タイプ６は、『自分は信頼に値し、責任感がある』という自己感覚を持っています。仲

間には誠心誠意尽くすし、頼まれた事はきちんとやり遂げるし、仲間を裏切ったり利用し

たりする事はできない、と思っています。規則やルールは守るべきものであり、決められ

た事は他人が見ていても見ていなくても守り、何事も真面目に努力する、というのが、こ

の自己感覚です｡」

「その事から、石橋を叩いても渡らないと言われる程の慎重さを示し、仲間が綴まるよう

に裏から支え、仲間のために犠牲を払う事もします｡」

「タイプ７は、『自分は気侭に振る舞い、幸せだ』という自己感覚を持っています。人生

は楽しく、明るく過ごすべきものであり、やりたい事はあれもこれも沢山あり、皆を巻き

込んで楽しもう、それができるのは自分だ、というのが、この自己感覚です｡」

『その事から、陽気な雰囲気を創り出し、周りの人を楽しませ、次々と楽しい計画を持ち
出し、周りの人を明るくさせます｡」

「タイプ８は、『自分は力があり、有能だ』という自己感覚を持っています。自分には活

火山のような力があり、正しい事を自分の力で押し進める事ができ、どのような困難でも

克服する事ができ、自由に人を動かす事が許されている、というのが、この自己感覚です｡」

「その事から、危機を怖れずに挑戦し、不正は断固として許さず、強く自己主張し、強き

を挫き、正義に向かって勇敢に働き、周りに影響を与えようとします｡」

「タイプ９は、『自分は平和で、安定している』という自己感覚を持っています。自分は

落ち着いていて、平和を愛し、誰の言い分も充分に聞いて上げられ、争いや葛藤には無関

、２０００日本エニアグラム学会 －１４－ ﾌ゚ﾗｲﾏﾘーＩ手引.jtd、



ﾉﾌ

係でいられ、誰とでも無理せずに一緒にいられる、というのが、このIfl己感覚です｡」

『その事から、他の人について価値判断を下す‘'１:はせず、人とは争わず、府め役や仲裁役
をし、人の話を良く聞き、周囲を穏やかにします｡１

「どのタイプも、このように素晴らしい賜物に恋まれているのですから、もっともっと目
●

分に自信を持ちましょう。此処で昼食の休憩に入ります｡」

一雌食、休憩一一（７５分）ノユ００～ﾉ3:ﾉｊ

グループ・ワーク（辛い人'1M関･係） (３５分） /士ノゴーノゴゴ０

「午前中は長所を見て、良い気分になられたと思いますが、午後は、一寸辛い面を見て戴
きたいと思います。先ず、個人としての作業です｡」．

「誰でもあることですが、他の人との間で、順嘩とまでは行かなくても、対立したり、嫌
な感じを持ったり、辛い愈場になったような体験をされてきたと思います。そのような躯
が起きた時、それはどのような状況で、その時の自分の反応はどうだったでしょうか？
それを思い出してメモに祥き出して下さい｡」

「大きな出来『liFである必要はありません。むしろ、昨I･Ｉ、今日といった、「'常の小さな体

験で具体的に兇て下さい。木に僻かれている言染で考えずに、ご内身の高菜で11ドいて下さ
い。５～６分経ったらﾉＩｆをかけますから、その体験についてグループで話し合い、反応に
ついて共通点があるかどうかを見て下さい｡」

｢無理に共通点を作る必要はありません。こういう聯は一緒だな、と思われる点があれば、
それをメモにして、また、どなたかに報告していただきます。２時までに終えて下さい｡」

／２ 発 表する (２×９分） /３が〃～ノーノゾ〃

「では報告して下さい。ｌグループ３分程度でお願いします。今度も、タイプｌから始め

て下さい。全員が前に出て下さい｡」

代表者が報儒を終えたら、著大にも発言して貰う趣.補足でも、追加の覗で
も、その場で魁い出したり感じた事でも良い。これに関してはコメントを

せず{こ、通ぐ説明に入る．'－－

/７ 説明する (４０分） ノイ:/０～ノギゴ０

｢長所を発表して欺いた時と比べて、何か感じられた‘ｌｉはありませんか？」

｢エニアグラムで見ると、ストレス状態になった時にも、タイプによる特徴が分かります。

今の場合でも、グループによっては、報告の内群が、何か前の報告と同じようだったと感

じられた方が居られるのではないでしょうか？」

瞳〉２０００ｎ本エニァグヲム学会 －１５． ﾌ゙ ﾗｲﾏﾘﾖＩ手引.ｉｔ。，



①

「もしそうであるとすれば、どう考えたらよいのでしょうか？又、何故同じようになる
のでしょうか？｣

「私達は、長所を発揮する事によって自分らしさを発揮し、良い気分になりますが、その

ようにしているとついついやり過ぎてしまう事が多いのです。一定の限度内で長所が発揮
されている場合は、何も問題は起こりませんが、調子に乗り過ぎてその限度を超えてしま

うと、周りにマイナスの影響が生まれてしまいます｡」

「相手の人は、そのために、否定的な反応を示すようになります。その反応は、此方から
見れば、期待や予想に反した反応ですから、その人に対する反感や批判の感情が生まれ、
その結果として、その人との関係に傷が入ります。そして、対立が起きたと感じたり、辛
い立場に立ったと感じたりするのです｡」

「相手の人は、その状態を指して、短所であるとか欠点であるとかと言って、侭方を責め
るかも知れませんし、それを鰯正するように貴方に迫ったり命令したりするかも知れませ

ん。更に次のような事もあります｡」

「どのタイプも、素晴らしい賜物に恵まれていますが、エニアグラムを始めた頃は、多く

の方が、『この長所は、見方によっては短所になる』とか『短所か長所か良く分からない

のですが』と言って、非常に遠慮された発表をなさいます｡」

「これは、ある程度、理解できる事です。一般的に言って、普通の社会生活では、少しで

も自慢が過ぎるという感じを相手に与えると、生意気だとか、ぶってるなどと、批判の言

葉を浴びる体験を繰り返してきました。そのため、行き過ぎる位にへり下っている方が安
全だと、殆ど無意職に思っているのではないでしょうか？」

「言い換えれば、自己感覚を低く抑えておく事に慣れ過ぎてしまっています。私達は、日

常から自分の短所や欠点とされているものの方に目が行く事が習慣化されていて、相手か
らの否定的な反応には敏感になっています｡」

「その上に、人は誰でも同じだという無意識の思いがありますから、否定的な反応を受け

ると、悪いのは相手であって、そのために自分は辛い立場に追いやられた、と思います。

辛い人間関係も、視点を変えて見ると、この関係が成り立っているのではないでしょう

か？」

「エニアグラムで自分を知るためには、その壁を乗り越える必要があります。寧ろ、エニ

アグラムを知ると、その壁を乗り越えることができて§長所は何の遠慮もなくはっきりと

言う事ができるようになります｡」

「この部屋を安全な場所にする約束をして戴くのは、そのためです。此処では、何を言っ

ても、批判や非難の反応は返ってきません。良い点についても嫌な点についても、素直な
反応を示し合う事で、自分の内面での動きを掴んで行きます｡」

「こういう話をすると、『ああ、自分は駄目だ』と自分を責めたり、『とてもそんな事は
できそうにない』と悲観したりしたくなります。これも、忘れて戴きたい事の１つです｡」

「エニアグラムを学ぶ上で大切な事は、『自分を責めない』事です。どんな事でも、それ

が今の自分だと、そのままに受け入れる事が必要です。『ああ、今自分はこんな事をして
いる』『相手に対して怒っている』『批判している』というように、自分の状態を意識す
る事ができれば、それ以上にその事をやり過ぎる事はなくなります｡」
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「長所をやりすぎた状態に気づく;ＩＦができるようになれば、やり過ぎの状態は其処で止ま
り、よりよい方向への行動を選択する事ができるようになります。人には生まれながらに
短所とされるものが備わっているのではなく、賜物をやり過ぎると相手にマイナスの影響
を汝ぽすという率なのです｡」

「これは決して難しい聯ではありません。ただ、今までやった聯のないﾘi:なので、‘股れる

までには練習と時間が必要であるに過ぎません。エニアグラムのワークショップは当にそ
の場所です。周りの方がどのような話でも受け止めてくれ、鏡となって下さいますから、
安心して自分の内而を映して見る小ができます｡」

「嫌々な局面での自分の婆を、様々な方向から見続けて行けば、自然にその自分をありの

ままに受け入れる力も付いてきます。その力は、周りの方が付けて下さる、と考えても良
いでしょう‘,Ｉ

「それができるようになれば、内分のタイプがはっきり分かりますし、｜:1分のタイプが分

かった程度に応じて、他の８つのタイプも分かってきます｡」

「エニアグラムは、残念ながら、本を読んだだけでは分かりません。文字での知識をどれ

侭積み上げようとも､、向らの内側を兇つめる事が出来なければ、人間が分かったとは言え
ません。このような場で人間を見続けていれば、エニアグヲムがそれを教えてくれます｡」

｢家に帰られたら、コースの初めの時に書いたご自分の目標を読み返して、参加の結果が

どうであったか、自分なりに評価してみて下さい。Ｉ

「プライマリー・Ｉコースはこれで終わります。プライマリー・Ｉｌコースでは、賜物（長

所）とそれのやり過ぎを、もう少し深く見る.稲と、その鵬Ｉ係も理解する蝋:を通じて、ｌと1分

のタイプを掴みます。皆さんの職種的なご参加をお待ちします。’

時間が余.ったら、ワークショップをやってみての感想れどを自由に話して

貰うと良い。最後にプライマリー．Ⅱコースの、礎拝場所を徹厳させて終

わる｡一その場で受識 の申し込みを受けても良い。－－
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