
師１噸介入の'Ｘ際Iこめたって１８１

（６）心理教育から始める

、'1初のプログラムとして心j'M数f1fを‘災施することが求め1.ｺれる°統合欠洲症をはじめ

とする多くの精神疾悠は脳の神経機能に'''1題があり，それがために薬物も論縦上必要に

なることが多いので，このような疾心についてのＩ･分割ﾀﾐ‘抑I<J知搬の提供は大切であ

る。例えば，原lﾉ《１，リii状，兄皿し，難物の良い作川とM'1作川，制作川がH1,呪したときの

対処法などについての11W級提供をする。このような'ｸ《旅怖報をf'iの良い形で提供するこ

とは、当事希にとっても家族にとっても起こっている状況を適切に”解し良好に対処す

ることに役ｆＩ:つ°

、''i』1桁がひきこもりがちで家族ともあま')側わ1,,ないjﾙ合，これは|ｸ鋤〈的にみればい

わゆる陰性症状としての患欲低ドなどがその原lﾉSlとなっていることが多いが，・部の家

族においてはその様子をただ単に当』lf汁がさぼっているだけ．怠けているだけと認識し

てしまい，その結果として当'|端に対して叱戊のﾒ『を出してしまうような場１ｍもある。

よって適切な心理教ffの笈施によって家族が起こっている現象を科料Iりに剛解すること

は、家族自身への助けとなるし，当.'ＩＦ荷にとっても良いﾉl;活環境を維持・輔進すること

に役立つのである。

（７）セッションの内容

セッションの内容は多岐にわたる。持続する派状への対処法や，家庭内でのコミュニ

ケーションを向上させるﾉﾉ法，深刻なIIj苑に先世ってみられる111･期鮮iifサインのlIil定と

出現時の対処法を股定する〃法，金銭柵:叩や食''２柄その他'減,Ｗ州雌般を良伽に維持・

増進する〃法，活動性を間める方法などである。すでに‘肥したように，セッションの､'１

初は心理教育を実施することがIiij提となるが，その後にどのような内奔のセッションを

実施するかは，、!‘i』l#静や家族のニーズによって決定される。例えば，幻聴に絶えず悩ま

されてつらいという､'1‘|端には排統する幻聴への対処を雌W:するセッションをｿﾐ施する

し，家庭内でのコミュニケーションがうまくいかず７１．い'!(が絶えない場合にはコミュニ

ケーションを向上させる方法について検祢Ｉするセッションを笈施する。このようにケー

スごとにどのよう左プログラムを股iﾙIするかは､11然なが‘.，迷い，必腿とされるプログラ

ムをアラカルトで進択していくことがⅢ:心である。

いずれのブ'ログラムにおいても爪要なことば，ｉ'j･定的‘;､lilllliのフィードバックである。

プログラムを実施し''1Iかに取り組んだからといって，必ずしもすぐに良い紬１Ｍ:が川ると

は限らない。納果はたとえ悪かったにせよﾔｌｆがそﾉしぞれ労ﾉﾉをしたということをi1i定的

に識え合ったり褒め合うことがとても爪甥である。スタッフはセッションにおいては絶
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えず尚定的な!;WlIliを》11'1端と家族に表すように心がけ為。これによ'ノプログラムを椎逃

しようという愈欲が､'1Ｊ|端や家族に′ｌ２まれる。

さらにブレインストーミングも販要である。ブレインストーミングとは，セッション

に参加しているすべての人が''１分''１身の葱兄や{|Ii仙観を強IIIilに韮張するのではなく，ま

ずいったんそれらを''1分の1|'から取り去って，どのような解決策があるか、もしくはど

のような鞍え〃がありうるだろうかなどについて．等しく皆がゼロから自由に意見を出

し合って検討し世すことである。このようなブレインストーミングを徹底するようにス

タッフが配脳することによって‘;門し合いぱたり多いものになり，当'1噸と家族の間での

縄撒の典ｲiや解決難の一致が可能になる。

（８）どのような評価が大切か

本ilドでとりあげた取り組みは灰学的な根拠に韮づいた〃法であるので，医療的な評価

において胡ましい改祥を期勝できる。しかしここで制葱点がある｡従米型の評価方法で

は，臨床家の側からの一〃向的な緋価が多かった。例えば．精神病の症状をどのように

医師が評価するか，もしくは、１１』l崎の生活技能をどのようにスタッフが評価するかなど

である。もちろんそのような’１，i,,,,iも1,t要であることを杏定するものではない。しかしな

がら，社会参加を推進する取り''みは､'１』'＃.荷や家族のニーズに基づいた''標指向性のプ

ログラムを礎とするので．、I洲端Ｉ'１身もしくは家族自身による評価を定期的に行わなく

てはならない。すなわち，セッションを災施してきてiiiIらかのトレーニングに取り組ん

できた結果，、11'1端''1身がどのように'''分が焚わったと1惚'職するのか，それを､１１』１１:荷か

ら謡ってもらうように心がけ，もしその結果「l‘1分はまだまだ１．分ではない」との認識

がみられた場合においては，それをプログラムに'１:ち返り，プログラムの内零ｎ体をよ

り望ましいものに変えていく１次をする。つまり雌終的に;ｗ↑1,,が''術しているのは’

:i''1端･の．iﾐ帆における良好なﾉ';iII1の雌僻である。

稲糾的に良好なＺＩﾐ柄の'ﾉﾐ呪は，スタッフにとってもひとつの鍛終到達地点にな')う

る。すなわち，たとえ他門●ﾙド{I11iによって幻聴が残イルていたとしても，当那併I''身がｒＩ

らⅡ標としていた作災所への参川Iであるとか友人の雌１１ﾄなどが果たせ，その状況に「''１

分はとてもうまくﾉlそ柵できている」とl脳識するならばプログラムは成功したと判断す

る。従来の他特i洲IIliにIilliったプログラムのI没定においては幻聴が残っている以上プログ

ラムは成功していないと判断されうるのかもしれないが，それよりも当'僻儲の希望が叶

うことのほうが大切であるとのIiij雌にＪ１ﾉ:ちたい○

このようにして、ルリわりにおいては当』1噸や家族の意志・要望をまず把握し，’1標指
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ｌｉ１ｌ的にプログラムを進め，、'i‘l端l‘1身のI‘i己ﾙ価を般終的な判定材料･とする。この流れ

においては，各プログラムでの収〃IfiI性のやりとりが重要となる。このようなプログラ

ムにおいては各InIに双〃向性のやりとりを確保して主観的に良好な生活を実現できるよ

うに蛎併らは心がけている。

（９）エンパワメントとストレスマネジメント

本蒋で紹介する取り組みにおいては，単に病状を改葬するということのみが目標なの

ではなく，》'1‘I端や家族がどのようにﾉjをつけていくか．すなわちエンパワメントされ

ていくかにも．'･分な洗慰を払う。ある時Ｉ､(において当J1端や家族のみでは問題を|･分に

解決できなかった場合に，スタッフがこれを補い社会資源を導入することは福祉的な観

点からもちろんiR腿であるが，これのみでは当事荷や家族が「力をつける」ことにはな

らない。むしろ'|'・｣&川的には，それ以前には「できなかったこと」が，プログラムの

結采「できるようになった」という緋鵬を僻らｵしるようにする。当l¥肴や家族がエンハ

ワメントされることによって，雌終的にはスタッフがあまり関わらなくとも問題点が１２

Ｆに処J1Mさ１L１１機の巡成が､｢能になるように伽きかけるのである。当初は一兄するとス

タッフ側の畑11.の庇合いがとても多いように兄えたとしても，髄の災いプログラムが股

IMIされれば，必ずやスタッフがあまり関わらなくとも当‘1階と家族で良好な生活を雌

得・維持できるようになるので，この時期にはスタッフ自身が労を要することは少なく

なる。

エンパワメントされることによってｌｌＩｌ胆Ａ１､(を兇服できることは，すなわちストレスマ

ネジメントが述成されることにつながる。例えば家庭Iﾉ1での争い事や職場や学校での対

人側係の川越，もしくは仕，lfの能力や勉強に取り組む能ﾉjの問題などが残っていると，

これがストレスとなり結果として椛状がぶI)返すことも少なくはないが，ストレスにな

るような川越点を児服するﾉﾉを雌緋できればストレスレベル幽体を低めることが可能に

なり再発の危険性も減っていくと琴えられる。これは同時に深刻な再発による服薬量の

jWﾉIIilを防ぐことにもつながると言えよう。

（三浦勇太）
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第'２章認知行動恢法の諸技法

1．祇極的傾聴（アクティブリスニング）

（１）はじめに

この節では，当聯儲のi菖観を把握するために必要な技能である「横紙的傾聴（アクテ

ィブリスニング)」を取り上げる。これは11,1Fし合いの''１での「|ふな聞き役」となるた

めに必要なﾉﾉ法であり，よって､１１'１噸の甥削や''１１:lniしている'''1辿点などの炎lﾘjが推進さ

ｵしると高われている。

（２）従来の医療設定の問題点と今日における望ましい臨床．支援設定

この節では、家族やスタソフが「nli恢的傾聴」を川いて、ﾙilI端のi：脱を蹴爪すること

の重要性について与えていくが，その前に従来型のⅨ旅機関（病院など）におけるスタ

ッフ側の､1口端への「関わりの形」について多少批側的に振り返らなくてはならない。

従来の|災旅的股定においては「疾病を(iする心勝のﾘI1i状を薬物旅法を111心として梢す」

ことが多かったと‘#えよう○もちろん、符しい肌勝の状態にあったり，激しい幻聴や妄

想によって社会的生柄もままならないばかりか雌眠や栄獲もイ《~{●分となり身体が衰弱の

傾向にあったりした場合には，時には非l‘il葱の人院（|災旅係I瀧入院や僻慌入院など）を

災行するなどしながら|ﾀﾐl11Iiの判断を端紺とした|ｲllWiliiIlI蝿の使川などで維過の改鮮が11'､能

となったことも多くあった｡そしてこの上うな|ｹ称i枇定において、1111端を保雄しながら

も，時には激しい症状と「1脚|い｣，１１１１錐やiIIi潔の保緋などについて強い促しを粘り強く

行ってきたスタッフのﾂﾁﾉJは'此性さ１ＬなくてはなI､'ないし，今後も急‘|'|:｣りl状況の入院や

|liIM床場lrliでの危機i'<ｊ状況などでは'１州Iのアプローチが惟奨されるI1l・能w'iは!＃iい。

ー.〃で近年は''1:界的にも脱施l没化のよりいっそうの椛進や地域での社会参加を促進す

る資源の拡充などが強く求められている○時に１１本は欧米に比べて入院が艮期になるこ

とが多い傾向もあり’１１１川退院やj山城での維州’さ'．'には社会参Ijllにlfllけた収'）細みを

より効果的なものにするＩ:ﾉﾐが必腿となる。従来jlNの|ﾀ鋤《Ｉ没定では､11リ端のiﾐ脱よりも

スタッフl11llの容棚的な､lIlllWi:にＪ１階づくプログラムの'没定が~一般的であったが，その結采，
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多くの､'1'1端は「受け叫的態庇」をとることが多か-)た。しかしながら祉会参加への取

り組みは，あくまでも､１部満''１身の要削の災呪やlLl党する問題点の解決を皿して惟進さ

れるのであり，その意味でも当事者自身から意志（ｗｉⅡ）を炎明してもらうことがIMj提

となる。さらにスタッフの関わりは，あくまでも､'1'|端から呪'ﾉ副|りに炎Iﾘlされた典削や

|H1胆点の災呪・児服にIliIlI足を慨くべきである。、11‘|端の1畠脱の.肱11tに堆づいたアプロー

チは，結局は雌も災際的で‘ﾉﾐ行可能性がIiWいはずである。問題への惚撒を深め行仙を強

化するためには当事者の動機づけが必要であり，動機なしのmmjは疾忠をｲＩしていない

人|H1であってもありえないし，｜･分な仙機づけのないままの什仙は，まさしく施,没唯や

陰惟症状による桁神機能の問題の〃niを意味する。よって，たとえ時1冊がかかったとし

ても､'1事者の主体的なニーズの表Ｉﾘlを待つことが，結崎は最も１１１雲い社会参加や|Ij苑・I1j

入院予防の災現を可能にする。

(3)「積極的傾聴」の５つの手がかり

｢積極的傾聴」は以ドの「５つの手がかり」から成る。

①相手（話しＦ）をよく兄ること，棚手のそばで聞くこと

②棚手の柵すことに池患を向けること

聞き手は新聞を読んだりテレビを兇たりしなが‘心,活を'1W<態度はとらず，他の作業

は中断して話し合いに集中する。

③祁乎の話に興味を,パし、うなずく。イ;Ⅱづちをうつときには声も出す

「うん，そうですね」「そのとおりですね｣。

①わからないことがあれば質問をする

相手の話している事柄の羊旨が'fIﾘi確である場合には，州き手から‘料１１１を明らかに

するような侭lIMをする例えば，「今１１食べたいもの」をテーマにした‘活し合いを

しているときに講しＦの懲兄がまとまらないようであｊしば「では，今Ⅱ食べたい物

は和食ですか？中華料理ですか？」などとより具体的に質問する。

⑤自分が聞いた内需は，よく覚えておく

11,1『し合いの雌後には綴し手から炎IﾘIされた，ｌｆ柄をIllIき役はまとめて，！;ﾙしＦに砿淵

する。そして，それを忘れないようにしておく。「今Ⅱおっしゃっていたことは，

『できれば自動卓の免許を取って，好きなときにドライブに行きたい』ということ

ですね？」。

｜此'き役はこれら「５つのＪ１がかり」を鮒にこころがけて,;門し合いに臨むようにする。

筆者らは実際のセッションにおいて､'１半希や個々の家族典と‘活し合う際には，絶えず

Ｐ
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｢５つの手がかり」を爽施するように愈識づけしている。これら「5つの手がかり」につ

いて「取りfI:てて|}新しい技能ではなく，ごくl‘l然で､ｌiたり前のもの」と受け止めてい

る読者が相当数いると推測する。日本の文化においては，言語の直接的なやりとりによ

るコミュニケーションよりも，言葉を介さない意思の疎辿が多いように思われる。実際

に，’1本には「行lHlを枕む」「あうんの呼吸」「I;わずもがな」「罪ljII菰で察する」など

という風潮がある。このような非言語的やりと|)は，ノ7:いの葱兇のｲ;'1連が弧在化し決定

的な決裂に篭るという事態を未然に防ぐことには一定の役割を果たしてきた。しかしな

がら，認知機能障宵をｲjする多くの､'1卒稀は，まさしくこのような非言濡的やりとりに

M《|雌を脚覚しており，よって関わりに際して，「ﾉﾉ:いの弧持ちをできる限りわかi)やす

く表明し合う」ことが大切である。

（４）誰が「積極的傾聴」をするべきか

『州ＷＩｉｌ科リハビリテーション・ワークブックj$'においては，当』I端・家族llMの机ﾉﾉ:作

用を改善するために「積極的傾聴」を取り上げている。しかしながら，まずすべてに優

先するべきはスタッフ自身が､11事者・家族に対して「積概的傾聴」を徹頭徹尾実施する

ことである。統合的なプログラムは､I11l端・家族の側にある1厘|党的要望や|州廻ﾙを取り

上げることから始まるのが原則であり，よってセッションの､'1初はスタッフが「質の良

い聞き役」としてどのくらい機能できるかが，関わりの成否を決める大きな要素にな

る。

そして次に，家族に「械械的傾聴」のスキルを獅雌す。節Ｉの支援荷である家族が》'１

事者の主観を肯定的な雰囲気の''1で受け取ることは，当4堵の情緒を安定させ，治療的

環境の設定にも役立つ。

さらに，プログラムの進展に伴って当ｱ1噸にも「砿椛的傾聴」の大切さを伝え，家族

の側にある苦悩や「思い」を受け取ることの亜災性をセッションにて扱う。

（５）「積極的傾聴」の対象

ｌｉｊ述したように，「祇概的傾聴」の対象蒜は，原則的にすべての､11'1端、そして家族

である。しかしながら，いわゆる「超急性期」にあり杵しい混乱をみせている､11』胤若，

例えば幻覚や妄想，蝶状態，興奮が激しい場合や抑うつ感の顕著な場合には，「積極的

傾聴」の実施がかえって当事昔の混乱を聡す可能性があり，よって慎亜な応対が望まれ

る。このほかにおいては，対象疾雌に制限はない。仙術･荷の'1附的コミュニケーション

においても職極的に取り入れられ、活川されるべきであろう。いわゆる性格傾向に何ら
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かの(ＩｌＩｉり・ＩＨＩ脳をｲiする､ｌｉ'1端・に対しても，「械恢的傾聴」は効果的な技法となる

（６）「積極的傾聴」の焦点

他荷との側わりにおける「械極的傾聴」は，わが国においてもすでに多くの病院，診

旅所，作業所，ノ|§柄施肌趣どでスタッフ『1身が苑仰する技能として脚ﾙlされている。し

かしこの!|!で，「俄恢的仙聴」の実施をめぐる混乱も散兇される。例えば，当'1噸に受

容的な態度で伽聴を行っているうちに当事街から妄想内容が語られるようになり，呪実

的な,;iIiし合いの継統が不可能となることがある。また，性格傾向に偏り・lMi題をｲiする

､'1,1噸への「械恢的傾聴」において，、li9l端からの一方的なスタッフへの批判ばかりが

炎Iﾘ1されることもある。この間越点を解決するために筆撒らが強調したいのは，、11'１崎

のいわゆるｿ,)j班l1iではなく，現実的生活を送るうえでの苦悩や要望に焦点を当てるべき

であるということである。この淵(について以一ドに杵{＄の脱iﾘ)を加える。

ａ・幻聴や妄想を有する当聯者への「澗極的傾聴」

初期的なIrIi披においては幻聴，妄想に強くとらわれており，一兇して呪爽的な認倣を

緋一〉ことにM:|雌があるケースであっても，、11‘Iド者|告I身の筈悩，誇りIij（dislress）がｲ縦

することは多い。このような､''i,Ⅱ汁に対しては，１ｹ諦的,洲ilIiとしての'''11珍であｉしば幻聴

や炭想の|ﾉ､1群，ノM雌などを｣卿Ⅸすることが災物療法の設定をはじめとする|災派il<」介入の

根拠となるが，．〃で，スタッフからの「１１１に５mも６１川も自分をバカにするﾉ{『が聞

こえる弧持ちはどうか｣，「街を歩くと准かに狙われていると実感するあなたには，どの

ような＊さがあるのか」などの||Mいかけは，、11'1端の牒悩・'１姉に熊点を､Ｉ１てるもので

あり，これによって､１１'1端の病理とは違う_と観が表明される。

このｉ２観こそがI認知行動療法的介入をﾌﾐ践する端緒になる。つまI)，幻聴や妄想など

への対処（c()I)ing）を股定するためには，、11‘If肴の器悩・傍痛を扱うことこそが，セ

･ソション|蝋１体への､ｌｉ１端の械恢的｣ｋり組みを促すのであるそして．雌終的には症状に

対する当'1噸のI図1i_』効ﾉJ感（self-efficacy）を睡得・向上させるのである。

ｂ・性格傾向に偏り・問題を有する当事者への「積極的傾聴」

・般的に「枇恢的傾聴」をしない州1'1家と当'1噸との関係性は，より附雌をjWす傾ＩｆＩｌ

にある。例えば､'11端が他竹に対して批判的言辞を続けていたりリストカットなどの''１

傷行為を頻'''1にけっていたりするなどの言動があると，スタッフの困難感，疲弊感は糊

し，結災として:lil峨への喬定的評lI11i（ネガティブフィードバソク）をしてしまい，か

えって状況が混沌とする‘，ある場ｌｉｌｉでの混乱の端緒はたしかに､'1'冊淵･のいわゆるｿI"11で

あったかもしれないが，維過の!|Iではスタッフ自身の』'1事背への捉え方，関わりﾉﾉも状
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ﾙｌＬへの悠影弾性を持ってしまう可能性を符定できない。

このようなIHI趣を防ぎ，支持的ﾙ抑旅法的配慮を雌際するためにも「械極的傾聴」は

爪要である。スタッフは当事者に対する評価をいったん雅線まで戻し．「まだ相下につ

いてiI1も知らないのだ」という前提に微頭徹尾立ち，本人の気持ち，ザえ〃を,H,く。そ

のうえで「リストカットが多かったみたいだけれど，それはなぜ？敬えてください」

などと質問しながら，いわゆる「無条i'卜の肯定的配噛」を雌行するのである。もちろん

セッションは複数'111にわたることがほとんどである。この経過において､1,1f省から「今

まで何だかわからずにリストカ･ソトしていたけれど，どうやら,ｿ:親のことをザえるとイ

ライラして，’‘1分を側つけてしまう1,〉しい」などと,冊!､』れるようになる。過食,hlijlがみ

られるケースなども''１様である。ノ'{活施設に住む､'１，１端の多くにおいては．現在症とし

てのリストカットや過食，周棚への攻喋的言動などをイルていたとしても，スタッフが

｢hli械的傾聴」を実磯するなかで冊I､』ｊしるのは，幼少,,#の糊からの無脱，噛緋，及人か

j､』のいじめ，，w,イドｌＵｌ以降の'{訓i:などである。そして，「''1分がこの先水､,,に独り立ちし

て'(ｆきていけるかわからない｣，「'１１分を認められない｣，「本当は家族と仲良く藤らして

いきたい」との炎明がなされるようになる。つま')，結果としての門1-A肯定感（self-

esteem）の低さそのものが，より水硬的なI1f悩になっているのである。

この僻悩を典｛iすることが，礎の良い関わりの端緒となる。縦撒らのⅢ,わりでは，こ

の後に認知行動療法的介入を行う。例えば，家族関係の問題に原,犬,がある場合には，家

族に心珊教育を行い．、'１蛎荷・家族''Mの棚ﾉf作用を故熊するための行動旅法を行う。ま

た’リストカットや過食への衝仙が尚まった際の対処法を没だし．セッションを繰り返

して，ｎＬｌ‘効ﾉJ感を':､ﾉiめるようにしている．つまり，’M1胆点を当』I#州11,,のり,ii蝿にのみﾘﾄ,）

するのではなく，「『ｌＩＩｌ題点』を机の'2にお互いから郷11雌に緩き、」,迦の,M地として謡

り合う」ことから．良価な恢旅．支援的配慮が始まるのである。

いずれにせよ，ＩＩ的はあくまでも､'i'1階の主観の典ｲjである。日附の場1ｍではスタッ

フがその責任性を炊くｒＩ党するあまり，問題点の「解決」を急ぐ傾Iiilにあるようだが

(､'１'1噸111身もスタッフによる「解決雛の迅速なIﾘ1,」を求める傾向にある)，より良Ｗｒ

な解決策を設定するためにも，まずは|･分に当『l端のi:肌を傾聴することが必要である

ことは言うまでもない。

また時Iごif汁らが総験することとして，「砿極的lWi聴」を行った紺果､'1'1#汁は幻聴体

験への．牒捕はあま'ﾉl‘|施しておらず，むしろ家族との側わりのストレスを強く,柵,識して

いる場合がある。拝観的医学怖報のみによる従来型の恢旅設定では後什についての当'1＃



１９０姉川部統合通地域情神科治療プログラム（OＴＩ〕）における介入と援!U」

稀の主観を把握できず，スタッフが幻聴のみに雌点を当ててしまい，薬物並をjWやした

り幻聴への対処法の投定を急いだりすることになっていたと思われる。しかし「機種的

傾聴」を実施すれば，このケースではむしろ当躯蒋・家族間の相互作用をセッションで

取り上げるべきことが明らかとなるし，よって優先的なプログラムもその改葬策の検討

となる。

（７）スタッフのトレーニング

「械恢的傾聴」への習熟にはやはりスタッフ''1｣Ｗ)トレーニングが必須である。以下

にそのT･llliiを,す。

①「5つのＦがかり」を繰り返し読み，関わりにおいてこれを実践するイメージを繰

り返し想起する。

②スタッフがあえて「積極的傾聴」をせずともある腿度良好にコミュニケーションを

とれる状態にある瑠事苫にMﾙﾉJを求める。

③そしてはじめは当事者も容易に考え、表明できるテーマについて話し合う。例えば

「好きな食べ物」「今度の休みに行きたい所」などである。

①これらをテーマにしながら締し合いを進めている雌''1に，スタッフは「5つの手が

かり」を葱識的に実行する。発揮されていない「手がかり」に気づいたら，これを

励行する。

⑤1111；し合いの終ｒ時には，スタッフはその内祥をまとめる形で口頭にて当撫者に確認

すあ。

(6)その後スタッフ自身がセッションを振り返り，「５つのｆ･がかり」のうち比較的に

災践できたものと，できなかったものを検証する。

⑦､11初はスタッフ問で「話し手」と「|Ⅱlき卿を交代しながらトレーニングしてもよ

い。ただしプライベートな内祥をテーマにすることには1典'､を典する。

⑧ＩＷ１ｉｉなテーマを話し合う際には災する時間は短くても僻わない。さらに当事者を対

象とした場合には，あえて而接の時間・場所を縦走せずとも，病院や施設内でのわ

ずかな側わりのタイミング（検淵時，食邪の際，柵・夕のﾉIfかけなど）でも実施は

111能である。

トレーニングの自己評価の補助となる「秋極的傾聴（アクティブリスニング）ふりか

えりシート」を添付する（図１）向
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「側亜的傾騨（アクティブリスニング)」ふりかえりシート

○実 践した巳年月日

○練習した人

氏 名（）所属機関 （）

○練習相手（あてはまる人にｏをつけてください）

当耶者，家族（あなたにとっての統柄：），

仕頗や学筏の仲間，友人，その他（）

ｏ話し合ったテーマ（いくつでも栂いません）

１．

２．

３．

４．

○テーマについての本人の主観（上記の設問と番号を－致させてください）

｜、

２．

３．

４．

，５つの手がかりのうち，最もよく実践できたと思うものに１つだけつをつけてくだ

さい。

１．話し手を見る。できるだけそばで話を聞く。

２．馬をよく聞く。

３‘話している内容に興味があることを示す。あいづちをうつ。

４．何が一番の問題点で邑標が何であるのかを明確にする質問をする。

５．相手が鱈したことを自分がきちんと理解しているかどうか確かめる。

○５つの手がかりのうち，上手にできなかったと思うものに１つだけ○をつけてくだ

さい。

１．話し手を見る。できるだけそばで話を聞く。

２，話をよく聞く。

３．話している内容に興味があることを示す。あいづちをうつ。

４．何が一話の問題点で目標が何であるのかを明碓にする慨問をする。

５．相手が話したことを自分がきちんと理鮒しているかどうか確かめる。

。備考（関わりの中で何かあったら，自分の怠見や疑問点など記入してください）

図１輔極的傾聴（アクティブリスニング）ふりかえりシート

のスキルを

（８）家族への「職種的傾聴」の手渡し

家庭内のコミュニケーションをより良磁にするためには，「械恢的傾聴」

家族に提供することが必災である。以下にその流れを妃す。

①まずスタッフが「祇恢的傾聴」を用いて，家族の．鴨観を把握する。

②ﾘ1事者・家族'''1のコミュニケーションにi11Iらかの附雌がある場合，ス

「":いの主観を把握し蝋1Ｋする」ことの火ﾘﾉさを伝える。

③上記に家族がl'解を,パしたら，（その後のセッション時でも櫛わないが）

スタッフよ 、

I俄概的側
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聡」の「５つの眼がかり」のリーフレット（IWiiwlI科リハビリテーション．ワーク

ブックJ')のｐ,55）をセッションへのすべての参加杵に施す。

④スタッフとすべての参加･荷が「稲がかり」を１つずつ読み上げ，スタッフは「ｆが

かり」ごとに前Iiiな脱lIjlを加える。

⑤そして，その』ﾙでiW1liに1冊し合えるテーマを決め，紙し合ってもらう。

⑥この間，スタッフはl'！':接的介入を避け為が，参加勝のいずれかが「彼恢的傾聴」の

趣旨から大きくはずれる発向をした際にはいったん話し合いを止め、行動修正を促

す。

⑦i折し合い''1体がI】1冊･に進行しない吻合は、むしろスタッフが縦艮役となり，率先し

て､I郡借に対して「賊恢的傾聴」をする。これは家族へのモデリングにもなる。

⑧話し合いの雌後にはスタッフがまとめて行う。この際，各参加岩が､'1事省の主観を

傾聴しようとﾂﾁﾉﾉしていたところを共体的に指摘して，肯定的評価（ポジティブフ

ィードバソク）をする

⑨セッション以外のスタッフがいない家庭内の締し合いにおいても「積極的傾聴」の

スキルを炎峡することを惟奨する。

ヘｉＷ'↑らが各地でｉｊっている家族を刈製にしたI柵演会において時に部の参加片から

｢私の家庭では|ＩMわりがかなり汎乱し，切迫している。このような状況であるにもかか

わらず，脈きな食べ物や逃味にMMする!;＃し合いをすることにどのような怠味があるの

か」との雌問が提川されることがある‘，しかしながら，家庭内のコミュニケーションが

汎IIiLをきわめているなI,』ば，なおのこと側|‘しもが典ｲiしやすくiiW1iiにI柵し合えるテーマ

から徐々に取りＩ:げていくことのほうが，結災としてilMLを終息させるのに役血つので

ある,、

（９）プログラムの全経過を通しての「秋極的傾聴」の重要性

４Ｗ↑1,Ｊは「lｲ《1つたときにはlIW1｜１りく的傾聴l」を合いr雛にしている。他のプログラム

を行っていても，、11'１１勝の,職心と家族・スタッフのそれとが「何かずれている」と災感

することば少なくない。例えば「iHl腿解決・’1柳述成ワークシート」を川いたセッショ

ンをけっている際に，１．分な「ブレインストーミング」や!↓体的,；|･lIliの投進にIｲ;1雌があ

る場合には，『;ﾙし合いの出発点であるllIl辿点や11裸について参加街間の認識の相連が存

血することが懸念さﾉしるので，よっていったんセッションそのものを''二め，スタッフも

交えた「価恢的伽聴」をﾉﾉ:いにけい11雌Ｉ惚,職の｣Iｷｲjをi'xlろ。

このように，プログラムのいずれの場lrIiにおいても．スタッフは「全体の認賊は一致



第２蔵認知行動臓法の諸技蝕１９日

しているか？Ｉ‘1分は､'1'|端や家族の11¥悩を愛け取れているか？」と|'lllIlし，イく!↓合が

あると判断される際にはセッションをいったんI|:めてﾉﾉ:いの「械械的傾jlMjJを促すよう

にする。

（三浦勇太）

2．問題解決と目標設定

（１）認知機能障害と社会的機能

統合失I川推では幻覚や妄想など怠'|伽ll11ii状がWi退後も派愈，，氾憶、逆ii機能などの腿

薬的な協知機能障害が残存する。これは社会的な場而での行動障害となり，１１１消な社会

牛活を困難にする。反対に幻覚や妄想といった症状がありながらも，結娠や化蛎をして

祉会に適応できている例もある。社公的な｣ﾙIniにおいて適切な行肋をとる能ﾉﾉの低下

は，「社会的機能」の低ドと‘Ｔい換えることができる。いくつもの‘災1M;的研究により，

社会的機能は陽性症状とは柵淵せず，陰性症状や認知障害と相関することがわかってい

る。また認知機能障審は予後の指標のひとつとも考えられている。

このような礼金的機能や辿応をザえるうえで必喫となる概念に．社会的I鋤Ⅱ機能脈'ｉＩｆ

がある。社会的縦知機能とは社会的文脈における１１１j報の知覚・理解・処理に'1Mする継知

機能と定義され，全体を見通す能ﾉﾉ，問題解決能力、対人関係維持，道徳上の判断，公

訴の技術などを含み，年齢とともに発達する。ところが，統合失I測り,iそでは役削遂行や丸１

人j鮒1mでの附撒的な作法や約火が1''1解できず，そのため周ljllの人々 と呼擦を/|：じゃす

い。また物事の全体を肥梶するのが附雌で，悩れない状況やｒ恕外の腿州に混＃Lをきた

しやすい。この社会的認知機能のひとつに「社会的問題解決技能」がある。これはⅡ常

』|紅活で出会う耐'''１腿に対処する効果的な手段を微別して苑兇する認知一感惜行励プロ

セスであり，統ｲﾔ失洲ｿIi；においても脈‘‘Ii:されるとゲえられている。このため，統合失,洲

症の､11事請の社会的問題解決技能を適切に評{|lliして治療的介入をすることによ'ﾉ、社公

的機能を向上させることができると考えられる。社会的問題解決技能は受信一処理一送

儒の３段階に分けてザえることができる。「受偏」技能とはその場の状況に|AIした社全

的傭搬を正しく受け取る能ﾉﾉ，「処哩」技能とは受け取った．iiIifMを,ilillIiしていろいろな

対処の選択肢の中から適切な方法を選択する能ﾉJ，「送信」技能とは処理した内容を効

果的に祁下に伝えるための能力である，社会的問題解決技能には七に処理技能が必甥と

ザえられている。

処理過程には、①問題への感受性（lHl題が作在しているということを認I瀧する能ﾉJ)，
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②代枠的思拶（代排可能な解決策を産出する能ﾉJ)，③手段－１１的忠吟（'Ｉ機に逆する

のに適切な下段を概念化する能力)，④帰結思考（ﾘ柵結をj亀悠する能ﾉJ)．⑤パースペク

ティブ喚得（他人の視点で状況を知覚する能力，共感能ﾉ]）が含まれる。

社会的問題解決技能のアセスメントにおいては，問題解決能力と問題解決遂行行動と

を|湖|Ｉすることが唯要である。問題解決能ﾉﾉとは、’'11組解決に必要とされる技能と能ﾉＪ

が適切に備わっているのかということが問題とされる。これには知能も含まれる。これ

に対し問題解決遂行行動とは，これらの技能や能ﾉJを特定の間迦に遮１１'し笈行する過程

を術している。したがって、発性の低下をはじめとする陰性唯状でも妨げられることに

なる”

（２）問題解決技法の実際

ここではみなとネット２１やささがわプロジェクトにおいて孫川している（)ＴＰにお

いて他川している「Ⅲ腿解決・’1猟述成ワークシート｣I)を川いた|Ｈ１他解決方法を紹介

する（似'２)。これをⅢいることによ')問題はわかりやすい形に整理され，‘活し合いが

111洲に進められる。

州腿解決は以下のステップに沿って行う。

○ステップｌ：問題点や１１標をIりlらかにする

○ステップ２：あらゆる可能な解決方法をリストアップする(ブレインストーミング）

○ステップ３：リストアップした全ての意見の利点と欠点について検討する

〕ｽﾃｯﾌﾟ.！：雌も実際的な解決方法を進ぶ

○ステップ５：きめ細かい計両を立てる

○ステップ６：計I師の進行状況を振り返る

統合失澗縦を持つ､ｌｉ時者とその家族や仲間のコミュニケーションを凡ていると，誰か

がひとりでまくしたてていたり，川:心の当，lf荷がAIiし合いのi愉のI|'に入っていなかった

'ﾉ，結愉だけが得られてもその実行過程が具体的に検討されていなかったりという場1ｍ

に川,合うことがある。上述したように当事者に問題解決技能の低ﾄﾞが脇められるだけで

なく、家族肌や，家族の総体がこうした技能の侭.ドをきたしていることがある。

スタッフはこうした混乱を|･Ｉの､Ｉ１たりにしたとき，IilLに峨嘩の仲俄をするような脚わ

りをするだけでなく，稜極的に問題解決技能を向ｋさせるように働きかける必災があ

る。

それでは爽際にどのように緒し合いが進められるのか凡てみよう。ごく初歩的な理解

を深めるためにここではＡさん一家の話し合いを例に挙げて説明する。
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問題解決・目棚達成ワークシート

０ステップ１：問題点と目標は何ですか？

ここに自分の言葉で問題点と目標を正確に謡けるまで話し合いましょう。

よりはっきりさせるため、お互いに質問をしてください。大きば目恢は小さな部分に分けて考え

ましょう。

鯛 い犬のポチが逆 鋤不足に 願っている 鯉朝．堆かが溌歩 に逸れて 行く

ステップ２：あらゆる可能な解決方法を挙げましょう（ブレインストーミング）

あらゆるアイデア歴挙げて下さい。あまり良くないと思われるものでも結描です。

周りの人にも助けてｂらいましょう。この股階ではそれぞれの利JAlについては話し合わないでく

ださい、

Ｉ 次 郎力
ニュー

〈墓日．池れて行く4辻

Ｚ：花子が毎日．趣れて行く

３：皆が交代で辿れて行く

¥：朝早く起きに人が辿れて行く

５：おﾉ屋にお母さんが逆れて行く

'~ステップ３：主な利点と欠点を簡潔に挙げましょう

上記の各項目についてその主な利点と欠点を閥潔に話し合いましょう。メモは取らないでくださ

い。

○ステップ４：最も実際的な解決方法を選びましょう

現時点で手にしている資源（時間，お金，その他）で最も容易に実行できる解決方法を選び出し

ましょう。

鯉朝‘ 交代で辿れて行くが お父さんや花子が行け悪い時Iユ八郎が行く

(Jステップ５：上記の解決方法をいかに実行していくか，具体的な計画を立てましょう

必要な資源を用耐し，どのように対処するか５|両を立てましょう。

無しいステップはロールプレイで純習しましょう、

毎朝７時に隙歩に連れて行くお父さんや花子力<忙しい時l3太郎が行く八郎が起きられ砿い時

l＃花子が行く太郎・花子→父→母の順番で行く

進行状況を確認する日：次の日潅午後２時に家族ミーティング

ノステッブ６：計画の実行過程を振り返ります

各自の努力を褒めましょう。各ステップでの過程を振り返ります。そして計画を錬りrlしましょ

う。別の解決方法も試みましょう。問題が解決されるか目標が達成されるまで問題解決技法を継

続しましょう‘，

太郎'零頭張ったが‘ ２包囲起きらればいこと力〈あった

花子も'忙しくてお父さん力<出勅前に行っに日力《あった

図２問題解決・目概達成ワ ー ク シ ー ト 記 入 例
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あるⅡスタッフがＡさん宅を肋ＩＨＩすると，いつになく家庭の雰ＩｊＩｌ城が暗く，’総(には

こわばったものが感じられた。１１１．速「俄恢的傾聴（アクティブリスニング)」を川いて

その理111を|ﾙlき出してみると，太郎さんが終11ごろごろしているだけでｉＩ１Ｉもしないでい

ることにお父さんが腹を戒てたことから一家の言い争いが起きたらしい。スタッフは３

週間前にも災施した「'''1題解決・’1標迷成ワークシート」を取り出して．今1,1は家族』ｉ

だけで間辿解決を似lるように促した。

Ａさん-･家では太郎さん（当事者で作業所へ週３日通所している)、お父さん（会社

ji)，おlﾘ:さん（剛'１})，妹の花r･さん（人学生）が話し合いに参加している。iHl他解決

の‘;ﾙし合いのlMiに．まず砿｣と役と,'|:’氾役を決める。今''１１はお父さんが縦災役，他j'･さん

が洲:!肥役を務めることになった。縦災役は話し合いがステップを踏まえて進行している

ことをⅢ拙しながら蔵兄をまとめる係である。議長役は企典をうまく乗せながら，的外

れな〃|illにｉｉかないようリードし，さまざまなアイデアが州せるようにＭ１きかける。そ

ｵLではＡさん一‘束が(iつのステップにW}ってiIiし合いを進めていく様-ｆをみてみよう。

○ステップｌ：IHI迦点と１１標を決める

まず今ｌｌｌＭＩｉし合う問題点と’１機を決める。１５～２０分冊制墜で,ｉｉ↑し合えるような血

｛11の少ないものを進ぷのがよい。」↓体的でイメージしやすいlﾉ１祥が散まｊしる。

雌初は太郎さんが終11ごろごろ過ごしていることを非雌していた父親も,ごろごろ

してしまうのは陰性症状と呼ばれる症状の一部であることを思い出し，もっと異体

的なﾉﾉ法で太郎さんの活動性をｋげることで問題解決を図ろうとげえていた。

そこで。‘泉は今１１１１，「飼い犬のポチが逆励ｲﾐ足になっている」ということを'''11辿点

として取りｋげ，「鮫棚，縦かが散歩に連れて行く」という具体的なⅢ標を決めた。

これらを決める際に大切なことは，最初のうちからあま')複雑であったり実現不可

能な'1{l題を進ばないようにすることである。まずは１５～2()分冊でI補し合えるｌＷＩＩ度

のiiWIIiな|Ｍ１腿で紳洲し，慨ｵしてきたら徐々 に雌しい'M1題に取り組むようにしよう。

○ステソブ２：あらゆる可能な解決方法を挙げる（ブレインストーミング）

次にステップｌで取り上げたⅡ標を達成するための方法をできるだけたくさん挙げ

ていく。

太郎さんたちはワークシートにi¥いてあるような６つのアイデアをⅡ''すことができ

た。このステソプでは出されたアイデアの利点や欠点については諦し合わない。す

べてのアイデアがＩｌＩＩ尽くした後，次のステップで行う。

ブレインストーミングとは１９３９ｲ14にアメリカのノハ(I『公ｉｌの側祉:l造だったオズボー

ン（Ａ、Ｆ・ＯＳＩ〕()、）が|ﾙl発した技術で，「頭の''１に脚を呼び込む』と水人が,Ｗ-』た
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ように．１１β題があちこちに広がることに妙味がある。この結染，アイデアがアイデ

アを呼び，上礎のアイデアを生むことになる。ｊ,噌本はアイデアのW〔より}ｉｔを耐視す

ること，他人のアイデアを批判しないこと，他人のアイデアを利用してより良いア

イデアにすることである。

○ステップ３：各アイデアの利点と欠点について,活し合う

ステップ２で挙がったそれぞれのアイデアについて，そのi§な利点と欠点を簡恥に

１活し合おう。メモを取る必要はない。太郎さんたちの研し合いでは，次のような葱

兄がＩｌｌｉた。

・太郎が脈'1Ｉ１，述＃していくと，起きられないことがある。

・おlｿ:さんが征帆連れていくと，太郎が関われない．

・各''1が交代で辿れていくと公､ドだが,お父さんや化了･は忙しくてij･けない時があ

る。

令てのアイデアについてその利点と欠点をH1,し終えたところで次のステップに移

る。

○ステップ‘ｌ：雌も喪l際的な解決方法を選ぶ

ステップ３の‘活し合いをもとにしてＦ持ちの演源（|I洲'1．技能．ｆ卯など）で雌も

奔易に実ifできる解決方法を選ぶ。太郎さんたちは「伽lill，交代で辿れていくが，

お父さんや他了さんが行けないときは太郎さんが巡れていく」という解決〃法を選

んだ。

○ステップ５：典体的なり罰jWl･iiiilを,ｿ:てる

ステップ.lで選択した解決方法をどのようにして災行していくかという異体的な実

行１１|･''11を虻てる。必要なものを用意したり時間を決めたりしよう。雌しいことをす

る場合はそれをどのように純科するかについてもI;I･IlIilをｲﾉ:てる‘

太郎さんたちは「伽Wl7時に巡れていく」「お父さんや他１．･が忙しいときはlilillに

太郎にお願いする」「太郎が起きられないときは花ｆが付く」「太郎→化｢･→父→母

のllIi恭で行く」左どを‘汁面した。

jIk後にこの,il･l1Iilがうまくいっているかどうか焔淵する１１を決めて，今ＩｌｌＩの,h1iし合い

を終I'する。太郎さんたちは次のIllIl1'ｒ後２時に家族ミーティングでIil･II1iiの進行状

況を振り返ることにした。

○ステップ６：,il･II1jiの実行過孫を振り返る

進1i状況を雌鮒する11のミーティングでIil･lIIilがうまくいっているかどうか，！;|･lIlil辿

りに雌まないところはどこか、などについて話し合う‘，まず,i1.11ｍを塊ifするための
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各lLIの努ﾉjを褒め合う。計IlIii辿りにいかなかった場合も，叱ったりけなしたりする

のではなく，少しでも災けしようとした盗勢を認め，そのことを鍵め合う。それか

らなぜうまくいかなかったのかについて穏やかに話し合う。そして計画を練り直し

たり他の解決方法を夢えたりする。

Ａさん．家のjﾙ合は,汁lllil辿りに‘ﾉ罰iできたようである｡このi;|､I1Iiiをさらにｌ力)1筋ｆ

けてやってみることになった。

計,師を練り,f[す場合には問題解決技法のステップ２～５を繰I)返す。問題が解決す

るまでこの「問題解決技繊」を続けよう．

この技法の利点は全員で1つの課題に取り組むため縦災性が高まること，問題の解決

策は１つではなくいろいろとあること，そしてそれぞれの解決策には長所と短所がある

ことを学ぶことができることである。火’1なポイントは比較的蝿期間で達成できる典体

的な11機を‘没定することである（鋪III部鰯３ｊＷ)２「il標を持つための援助」を参照)。

（茅野分）

３．１１分の気持ちを上手に伝えるための援助

（１）はじめに

統合失,洲姉をはじめとする州'i神IIiWlIfでは．しばしばコミュニケーション能力が陳'111:さ

れると瀞われている。なかでも1．Ili緒的な内祥をｲ:llWこ低えることは，そのIﾉ僻を‘『,淵化

することに加えてジェスチャーやjIiの抑揚などさまざまなコミュニケーション技法を川

いるなど，細かなスキルを必要とするコミュニケーションＦ段を要し，苦手とする塀i『

汁が多い。本節では，専怒哀楽に代・炎される''1.4卜の気持ちの伝え〃を，わかりやすくiiW

肌に純料する方法を慨脱する。

（２）感謝の気持ちの伝え方

ａ、感謝の表明の意味

感1ﾙ|の城持ちは莱祇に伝えたい。「ありがとう」と,詞うれればＩ椎だって聴しい。しか

し，他人には言えても身近な人には「ま，いいか」とおろそかになりがちである。その

1'紫にはT制ﾌなくても「察する」ことを良しとする文化がある。精神陣涛貯を抱えた家

族け，感111i的に揺ｵＬｊｉＩいていたり．感''11iがl卿恢さｲしていたりして感洲の炎呪は雌しい°

したがって，仏たちはコミュニケーションの促進や、岨ましい交流に対する尚･定的なフ
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イードパック，状況に応じた適切な,;葉と態度でｎ分の気怖ちを柵f･に伝えるなどの援

助をけう。この節では，門分の気持ちを上手に伝えて、人llIl側係|:のストレスを少なく

していける方法を学羽する。

ｂ・家族における「感謝」とは何か

家族はいないと|ｲ1るしさびしい。しかし，１１１１かしてもらって当たり前だと思い，｜11手

の好愈に仙れすぎているためにありがたさを実感しない。まして，処i没的ではなく付意

義でもない締し合いや，編定的もしくは攻撃的なコミュニケーションが家族間で行われ

ていると，おﾉﾉ:いの中にｲく快感を4ﾐみ人間関係は悠化する。ｉｉｉ神障'1iI:を抱えた家族員に

は､!'i'1『汁に対して「否逆的な蝶|,'i」しか炎肌しないなど，感''11i投出（cxp１℃ｓｓｃｄｃｍ()．

ti()nｓ：l蝿）のI向iい家族がいる。このＥＥの,貯さは洲.ﾘ端を刺激しり11i状を悠化させる。

よって家族典がﾉﾉ:いに心を開き，それぞれがｎ分の思いや考えていることを炎呪するな

ど感'ｉＩｌｉや偲撒をありのままに伝え合う明瞭なコミュニケーションをii･うことが'R甥であ

る。イ:11F･の|‘1LL炎呪によって家族の方向性が決まり，典体的な方策を巡択して，その〃

向で家族関係も調整することが可能となる。

大切な家族だからこそ感謝の気持ちを伝えたい。「ありがとう」の・・高を伝えようと

する飢持ちを持つことが良い関係を保つための妓初の第・歩になる。そこで投々は当1ｆ

勝や家族に対して，素IlA:にな')，自分を取り巻くさまざまなものへ感,洲の気排ちを持つ

心がけができるように援助していきたい。そのためのテクニックとして，ワークシート

を川いて，Ｉｌ々の堆活において感謝の気持ちを表現していくことができるように練料を

行う。

ｃ，感謝に気づく

「ありがとう」を育てるために，まず私たちは周囲からさまざまな援助を受けている

ことに錨づくよう働きかける。表１を参照して毎n，何気なく行われているために，、'↑

たりIiliと思ってしまっていること、やってもらったら１１＃しいのにあらためて「ありがと

う」を,『っていないことを示す。またＱに派したような賀'''1をしながら，そして人間関

係をスムーズにする第一歩は，周囲の人が自分にしてくれる小さな心世いに|Iをlh1ける

ことから始まることを，活し，｜‘1分の体験に照らし合わせてザえてもらう。また，「あり

がとう」の言雌が持つ魅ﾉjについて考える機会をi没ける。,N脈から「ありがとう」とI；

ってもらったときに，どういう気持ちになるかを考え，「ありがとう」という言葉が持

つメリットに気づいてもらう。表現に困ったら参考例として表２を祇川し，手順として

は次のワークシートに従って行う。
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表ｌ日常生活を便利で快適に過ごすために周囲の

人と助け合っていること

表２感謝の気持ちの表現帆

･螺しかった

．幸せだった

.楽しかった

．とても感激した

，うきうぎした

など

･料理を作ってくれる

．家の掃除や洗濯を手伝ってくれる

．ｉｆ(い物に行ってくれる

．食騰を洗ってくれる

．ＩＩｌｌルイ11.Ｆになってくれる

．アドバイスをしたり和談にのって〈』したりす為

･自分のしていることに典味を示してくれる

.地術をかけてきてくれる

．難を取ってきてくれる

．一緒に敗歩に出かけて<イしる

．ペソトの、話をしてくれる

＊恥ずかしがらずに州恢的に仙一)‘

Q、もし，自分がしてあげたことに対して，その人が嬉しかったと言ってくれたら‘

どんな気持ちがしますか？

Q、この数日間を思い出してみて，他人が皆さんにしてくれたことで嬉しかったことは

何ですか？

Q、嬉しかった気持ちをどのように伝えればよいでしょう？

ｄ・感謝の気持ちの伝え方

感‘射の気持ちを伝えることはiW11i・で，Iiltにでもできることであるが，側11i､であるがゆ

えに，私たちは省略してしまうことが多いことを話す。「感謝をしているけど、いちい

ち蒜うのは照れ<さい｣．「言わなくてもわかってくれているだろうと考えてしまう」等

を派して”解を促す。そして感謝の弧持ちを炎現するには杵段から,了うことを洲仙にす

る必婆があること，普段局うことを糾仙にしていないと‘す熊というものはスムーズにＮｉ，

てこないものであることを説明する。

【感謝の気持ちを伝えるための:FlIKi】

ド,肥のようなI'〔ｌＩＩｌをしなが'､,嘘‘iWの狐緋ちを伝えるために，雌近の体験の''1からやっ

てもらったら雌しかったことを思い出してもらう。

Q、嬉しくなるようなことをしてくれたのは誰ですか？

それはいつ、どこであった出来郡ですか？

そのとき．どういう気持ちがしましたか？


