
５６０回  平成３０年１２月２３（日）参加者１４名（男性９名、女５名） 

○体験発表 

 時間の都合でありませんでした。 

 

○自由学習課題 

 学習委員の Aさんから、「治ることはどういうことか」について説明をした後、参加者の何人か

の人に「治るということ」について感想を発表していただきました。 

 

 

 

○症状は、誰でもある感情が元であること、またそうであるから、全くゼロにできない。 

症状を排除しよう、治そうとすれば、これに注目することになり、そのために不安などが大きく増

幅する。症状に陥る人は、自分の心身に目が向きやすい傾向があり、またよりよく生きたい欲望も

強い。症状があると、その欲望達成にとってじゃまになるので、何とか治したいと思う。 

 症状中心（治すことにとらわれ、他に目がいかない）では、生活が後退していく。もともとの自

分の欲望とは相容れないので、そこでも葛藤が起こる。治す方向としては、症状そのものを問題に

して排除することを中心にするのではなく、よりよく生きたい、欲望の達成の方向に目を向けるの

が重要なポイントである。 



 

 よりよく生きる、欲望の達成といっても、大袈裟なものではなく、身近な日常の生活を充実して

いくという事で、仕事、趣味、家事、子育て、その他全般を丁寧により良くしていく。 

 一見、症状から目をそらす様に見えるが、もともと生活する事が現実であり、症状を治すのは手

段になるので、現実の事実に戻っただけと言える。 

 大事なのは、欲望の方向に力を向けるのに、不安を感じながら、恐る恐るで良いという事です。 

 

 ○＜治るとは＞「神経質な素質を持った人間として成長」する事がポイント。 

・症状がなくなるのではなく「とらわれる」事がなくなる。 

・症状は誰でもが感じる、ありふれた感情が元であり、自分だけの特別なものではない。そのため

排除すべきものでもない事が理解できる。 

・症状がゼロになる事ではなく、独り相撲で増大させていた不安など、不快な感情が、本来感じて

いる自然なものになる。 

・生活全般が充実、発展的になる。 

・神経質な性格を受け入れ、活かせるようになる。 

 

○「治るということ」について皆さんの感想 

・最近何回か来会された人が、以前は人に対して視線が気になり、「敵」のような感じではありま

したが、最近電車などに乗った時に、なにか人の中にいる安心感のようなものを感じた。ずっと人

には対立的で、緊張する感じでありましたが、自分の中にある、寂しがりである部分を見たようで

あったと言われました。 

・今までの周囲の見方から、少し視野が広がってきたのではないかと思いました。 

このような経験を少しずつ気付く事で、「とらわれ」から解放されると思います。貴重な経験の発

表ありがとうございます。 

 

＜感想＞ 

A さんは、三聖病院ホームページなどを閲覧するなど、森田の理論を意欲的に学習されています。

今回の自由学習課題においても、神経質症の槻要図を黒板に書いて行われました。初回参加の方達

にもわかりやすく好評でした。 

 

 

 

 

第５５９回  平成３０年１１月２５（日）参加者１２名（男性９名、女３名） 

○理論学習 

 中部支部内の代表幹事 A さんの視線恐怖を乗り越えたお話です。 

 

＜概要＞ 



 高校生の頃、授業中にふと周りに居る人の視線が気になる事があり、集中できない経験をした。

すれ違う人や、図書館で前に座った人など、どんどんとらわれるようになっていった。 

 大学時代に悩みがピークになり、日常生活に影響を及ぼすようになった。 講義を受けても、先

生の視線が気になり、身の置き場に困って固まってしまう。 まともに授業も聞けず留年する羽目

になってしまった。 

  

 図書館の本で同じような症状がある事を知り、浜松の月照庵クリニックの大原先生のところを受

診した。日記指導を受けたがうまく行かず、薬を処方された。精神安定剤がよく効き、頼るように

なった。それを飲むと、視線恐怖も気にならなくなり、気分も良くなるので、だんだんと依存する

ようになっていった。    

 社会人になって、症状ばかりに逃げていられない状態だったが、薬を飲む事で何とかやり繰りで

きるため、大量の薬を手に入れ、持ち歩くようになってしまった。 しかし顔色も悪くなり、いつ

もだるく、色んな事が、ルーズになってきて、身の回りのこともきちんと出来ない様になってしま

った。病院では、少しずつ減らせと言われ、何度もトライしたものの出来なかったが、あるきっか

けで会社を半年休むことがあったので、それを機会に一気に薬をやめることにした。幻聴、幻覚、

気分の悪さが、大変であったがなんとか止めることが出来た。 

 薬をやめると、全神経が過敏になったような状態で、薬で抑えていた視線恐怖が復活してきた。

少しでも、心に良いものはと求め発見会を知った。話を聞いてもらったり、アドバイスを頂いたり

という機会を始めて得た。悩みを第三者を通して客観的に見てもらい色々な意見を得られたことで、

いかに自分が歪んだ考え方や認識をしていたかという事が分かった。 

 

･自分で自分の感情を否定していた。 

（人目が気になる恥ずかしい感情を、感じないようにして、その感情がある事すら気づかなかった。） 

 

･自分が人目を気にする事を許せなかった為、自分に視線を向ける他人に、敵対心を抱いていた。 

（こちらも表情が悪くなり、視線に対しても嫌なものばかりになっていた） 

 

･「感情はコントロール出来ない、気になるものは仕方ない」というように考え方が変わっていっ

た。 

 （人目に対しても許容範囲が広がっていき、過度に気になる事が少なくなった。） 

 

･以前は自分の方ばかり向いていた注意も、外へ向くようになり、人の役に立てる喜びを感じられ

るようになった。 

 

･視線にとらわれる裏返しは、人とうまくやって行きたい、人に認められたい、という事だと思い

ます。 

 

 神経症を克服できた事から、人間的にも少し成長できたように思う。 森田の知恵を日々の生活



の中で応用することで、仕事においても充実感が増しました。 森田理論のおかげで、自分が本当

にいい方向に変わることができたと思います。 

 今後は、小さな事からでも、人の役に立つ喜びを日々感じながら生きていけたら良いと思ってい

ます。それによって、自分も気持ちよく、やるべき事にもベストが尽くせ、結果の良いものになっ

ていくのではと思っています。 

 

＜感想＞ 

 症状に陥ったきっかけから、とらわれが広がって行き、排除しようとする程、今度は薬に頼って

量が増えてしまった。 森田を学ぶことで、症状の本態や、自分の本心、感情、注意の方向などの

洞察が深まり、症状の克服に至った経緯が、分かりやすくよく伝わってきました。 

 自分の症状にあてはめて、本心はどうしたいのか、認めたくない感情は何か、注意の方向は？、

など考えて見る事が重要だと思いました。  貴重な発表ありがとうございました。 

 

 

５５８回  平成３０年１０月２８（日）参加者１４名（男性１１名、女４名、見学者１名 ） 

○自由課題「努力即幸福」 

自由課題学習では、自分の身体、健康にとらわれが強かった幹事 O さんが話されました。森田

先生の書かれた色紙の言葉の中から「努力即幸福」を選んで、森田療法の医師である大原先生と南

條先生の解説も交えて話をされ、また、参加者で話し合いもしました。 

 

「努力即幸福」とは、「努力すれば幸福になる」あるいは「幸せは努力のたまものである」という

ことになりますが、人生にはいくら努力しても幸せになれない場合がある。Ｏさん自身もそうした

体験は数多くあるといいます。 

 しかし、「幸せとは幸福を求めて努力している姿の中にある」という解釈もできます。努力は必

ずしもムダではなく別の面で役立つことも少なからずあるからです。また、一生懸命だった時のこ

とを後から振り返ると「つらかったけど充実していたなあ」という思いもします。 

 Ｏさんは「努力即幸福」とは、森田先生のいわれる「生の欲望」に添って努力していく中に幸福

がある、ことを意味しているといいます。神経症的な人はどうかすると「どうせだめだ」と努力を

放棄してしまうことがあります。しかし、逆にひとたび動き出すと粘り強いので、予想外の力を発

揮することもある。「努力即幸福」という言葉は、私たちが苦しい中で一生懸命努力することの意

味を教えてくれている素晴らしい言葉だと改めて感じました。 

 

○体験発表 

 学習委員のＴさんが「とらわれと学んだこと」について話されました。 

 

対人恐怖症で悩んだＴさんは、人との会話で話題が出てこない。周囲にとけこめない違和感、不

安感。抑うつ状態が続くことなどに悩みました。そのため、心配性、小心、不安、自信のなさを解

消したいと、精神を強くする本を読んだり、催眠教室や話し方教室に通いましたが全く効果はなか



ったといいます。しかし、森田に出会って、それは病気ではなく、精神的なからくりから起こる「と

らわれ」であることに気がきました。つまり、現実、事実を無視した考え、価値感がそうした状態

を作り出していたことに気がついたそうです。 

 その結果、感情は抵抗すると強くなる。 そのまま味わいつくすと減少する、行動はいやいや仕

方なしでよい、自信は後からついてくる、自分の欲求に目を向ける、などに気づくことによって、

次第に症状は気にならなくなったという体験を分かりやすく話された。 

また、「生活の発見会」の集談会活動で、悩みを聞いてもらったり、役割を果たしたりすることも

とても役に立ったと話されました。 

 

 

５５７回  平成３０年９月２３（日）参加者１４名（男性１１名、女４名、見学者１名 ） 

○理論学習 

支部長Ｗさんが「感情の法則とＭｙ行動の原則、Ｍｙ２ｎｄライフ」について話をされました。

Ｗさんは高校時代に強迫観念が強くなったことがきっかけで、発見会在籍４８年です。森田に限ら

ず数多くの書籍も引用され、毎回わかりやすい講義をされます。 

 

「物の両面感」 行動の原則に入る前に、「物の両面感」について森田の大切な考え方を紹介しま

す。これは、物体は見る方向でいろいろな見方、見え方がある、神経質者は一つの側面にとらわれ

がちということです。 

 

「行動の原則」 発見会の「森田理論学習の要点」の１２項目については、悩み苦しみのある時期

には何度も助けられました、また補足に追加されている項目は大切です。 

補足 「困難に直面して不安を感じ困った時のチェックポイント」 

（１）問題は何か（２）原因はどこにあるか（３）どんな解決方法があるか（４）自分のできる最

も良い解決方法は何か（５）選び出したらただちに実行にうつす 

これは、紙に書きだしたほうが良いと思います。 

 

「Ｍｙ行動の原則」 ①あとさき法（命名Ｗさん）後をやるべきことを先にやる。 

 いくつかやるべきことがあった場合、優先順位をつけて行うわけだが、嫌いなこと、苦手なこと

の優先順位は最後になりがちで、結果後回しになりできないことが多い。もやもやした気分を引き

ずりやすいので、できなかったことは、次回の優先順位を上位にあげて、実行してしまう方法です。 

②月曜日を大切にする、です。 

 

「２nd ライフ」 無心になれるものを見つけてください。私の場合、グランドゴルフ、ペタング、

カラオケです。 

 

グランドゴルフ、ペタングの説明にプロジェクターで動画を見せ分かりやすく説明していただき、

Wさんの熱中ぶりがうかがえました。 



 

○体験発表 

 不安神経症で悩む幹事D さんが発表されました。 

 

症状が出たのは人事異動の合った３０歳、突然の強い不安発作が出張中におきたことが、引き金

となり、その後の乗り物恐怖、卒倒恐怖、広場恐怖で社会生活に支障が出るようになりました。一

時は職場に行けない、留守番ができないなど、体調の変化に極端に敏感になってしまう時期もあり

ました。 

小さいころから、他人にほめられたい、評価されたいといった承認欲求が強く、人前に進んでで

て活動することも多いなど、理想が高い性格特徴がありました。病気により障害を持つことになっ

た後も、自己受容ができず、理想は高いままで、障害を乗り越えてとか、時には健常者に負けたく

ないと考えていました。事実に反して無理をしていました。一方で幼弱性もあり周囲に助けて欲し

い、手伝ってほしいと考えるところもあり、つかみどころのない面倒な人間だったと思います。 

 このような中、人事異動で仕事に順応しきれないことがきっかけとなって、適応障害を起こした

ように思います。 

 クリニックの先生から発見誌を渡されたのがきっかけで、発見会に入会、集談会に参加した２年

後、基準型学習会に参加できました。毎週の学習会への参加、一人で会場にまで向かうのは恐怖突

入でした。思い返すと、これが、症状状が小さくなったきっかけでした。その後は一進一退はあり

ますが行動範囲は広がり、いつ発作が起きるかわからない予期不安で参加できなかった食事会やレ

クリエーションにも参加できるようになりました。数年前から趣味にアコースティックギターを習

いました。現在は３年前から始めたカホンというペルー発祥の楽器のサークルに入って発表会に向

け練習中です。 

 まだまだ苦手なことはあります、できたら昔の予期不安のない自分にも戻りたいと思います。で

も森田を学びそれは無理とわかりました。少しずつこれから生の欲望に沿った行動をしていきたい

と思います。 

 

 

 

第５５６回 平成３０年８月２６（日）参加者１１名（男性８名、女３名 ） 

○自由課題 「日記療法、森田式ダイアリー」 

 

幹事Ｃさんが、林内科クリニック院長 林吉夫先生著の「1日数行で心をたてなおす森田式ダイア

リーのすすめ」から、森田式ダイアリーの方法の紹介と、自身が体験した感想を発表されました。 

 

日記指導は、医師によるもの、生活の発見会（基準型学習会）で先輩会員によるものがある。この

本は“自分自身で客観的にコメントする方法”を紹介している。  

（具体的な方法（ノートの準備、日記の進め方など）は、林先生の本を読んでください。） 

 



体験した幹事Ｃさんの感想 

・はじめは携帯に数行書き込んだが、ノートより簡単なメモ帳でもよいかもしれな  

 い。 

・日記には、行動を箇条書きにする。行動したときの感情を書きがちなので注意が必要。近々の目

標や課題を含めて日記を買うようにすると、実践課題がはっきりしてよい。 

・コメントする際、読み返すと当時のつらかった感情や感覚がよみがえるが、目的ができたかどう

か、その結果どんな喜びがあったかをコメントする。 

・基準型学習会で日記指導をうけ、10 数年が経過した。当時の日記を読み返すと症状を中心に書

かれていて、症状がありながらも無理やり日記のために行動していた様子だった。今回の日記に

も症状を書きたくなる衝動はあったが、極力行動した内容だけに努めた。 

自らの行動にコメントを書く訳だが、今まで学んだ森田的考えが正しく日常生活に活かされてい

るかを確認しながらの自己採点は大変役立った。また、何かと理由をつけ先送りした課題も、日

記に書くことで自らの背中を押す形になり先に進められる効果があった。 

先輩会員や医師から日記指導を受ける機会がない方にとって、森田式ダイアリーは、森田的な生

活を崩さないためにも有用だと思った。 

 

 

○体験発表 

 学習委員 Bさんの症状はうつと神経質で、不安やパニック感、対人緊張、確認のための繰り返し行

動などので悩まれてきました。今回、三十数年の教員生活を終え、この間、森田を学びながら、どのよ

うに森田と接し、生活してきたかを発表してくださいました。 

  

＜入会のころ＞ 

 私は、学生のころから様々なことを悩みやすい神経質な面があり、森田療法を中心とした心理学周辺

の学習に興味を持ちました。私は、このような興味を生かそうと教員になりました。悩みのある神経質

な子どもの力になろうとも思いました。教員になり、様々な悩みを持ちましたが、森田の独学などで何

とか乗り越えていました。 

 ところが、私が教職数年目のとき、職場に厳しい上司が赴任しました。その上司から特に自分がしか

られていると思い、落ち込み、悩みました。このとき、森田の独学だけでは自分の心を支えるのは無理

と感じ、発見会に入会し、集談会に参加しました。そして、名古屋の基準型学習会に参加したり、本部

の４泊５日の合宿学習会にも参加したりして学習しました。代表幹事や学習委員もやらせていただきな

がら、学習を深めました。 

 このような発見会や森田が支えになり、何とか耐えて、仕事と日常生活を続けることができました。

森田の中で私を一番支えたのは、森田の言う「あるがまま」という考えでした。また、このときの体験

記を１９９０年ごろの発見誌に載せていただき、力づけていただきました。 

                                                           

＜職員団体の役員のころ＞ 

  十数年前にある職員団体の役員になりました。この経験は、学ぶことが多かったです。でも、仕事は



長時間あり、平日は教員の仕事をした後、役員の仕事を深夜までしました。土日曜日もしばしば仕事が

ありました。私は、集談会に参加できなくなるなど、この忙しさは、私にストレスでした。 

 その上、人前での仕事や、責任ある仕事が増え、対人緊張やプレッシャーも強く感じました。職員団

体の上司の厳しい指導も、ストレスを感じました。 

 このような多くのストレスの中で、パニック感を伴ううつ感が強くなりました。腹痛もありました。

仕事には何とか行っていましたが、落ち着いて仕事をすることがなかなかできませんでした。 

 それで、とある著書で知っていた近くの医師のところに行きました。はじめのうち、その医師の治療

の中心は、薬物療法でした。薬を飲んで１ヶ月くらいたつと気分がかなりよくなり、自分でも薬の効果

を感じました。 

 しかし、あるレベルからよくなりません。私は、その医師にカウンセリングを要望しました。通常の

カウンセリングと認知療法のどちらがいいかと聞かれ、私は認知療法をお願いしました。認知療法はそ

れまでにも少し独学しており、森田療法と似ているところがあると感じていたのです。その後、医師か

ら紹介されたカウンセラーから、認知療法の学習と、認知療法的なカウンセリングを受けました。 

 認知療法と森田療法は、似ているところがあり、また違うところもあり、うつ的な面と神経質の面が

ある私には、両方大事に思います。発見会で森田を学んでいたので、認知療法のことがよくわかるとい

うこともありました。また、最近、認知療法において言われていることには、森田先生や発見会がかな

り以前から言っていることと似ていることもあり、森田や発見会の素晴らしさを再発見することもあり

ました。認知療法の中で、森田と似ていると思うことは、「悪循環と良循環」「両面観」「事実唯真」

「今やることを一つひとつやっていく」「学習し、考えを変え、実践し、振り返る」「治ったから人生

観が変わったのでない。人生観が変わったから治ったのだ」などです。これらの考えは、私のうつ症状

や不安を軽くしました。 

 ２年間の役員は、このような医師、カウンセラー、認知療法、これまでの森田および発見会の学習の

おかげで、何とかやりとげることができました。 

    

＜退職前数年＞ 

 その後、職場が遠くなったこと、教員の仕事がますます増えたこと、結婚など私生活でいろいろあっ

たことなどで、集談会には参加することができませんでした。忙しいことは、ストレスでした。 

  その後も、私は、しばしば落ち込みました。たとえば、子どもとの関係、子ども同士の関係づくり、

職場の人間関係、保護者との関係などです。 

 また、私には、父母の介護、父母の死別と葬儀、その後の手続きの問題もありました。 

このようなことに悩みながらも、私は、森田、認知療法、医師、カウンセラーなどに支えられて、仕

事と日常生活を続けました。毎月来る発見誌も支えでした。発見誌がときに私の言葉を取り上げてくだ

さったことは、私にパワーを与えてくださいました。 

 そして、何とか定年退職できました。うつと神経質を持っていましたが、三十数年の教員生活を何と

かやりとげることができました。やはり森田や発見会の支えが大きかったと思います。 

  

＜退職後＞ 

 私には、父母の供養、相続の手続き、実家のかたづけ、自分の家のかたづけなど、やることがいろい



ろあり、再任用はお断りしました。在職中は、退職後の空いた時間は趣味などを楽しもうとも考えてい

ました。 

  しかし、そうでない自分がいました。退職後の空いた時間に、ときどきマイナス思考に陥り、孤独感、

過去への後悔、未来への不安、敗北感などを深め、うつやパニック的になることがありました。 

 こんなとき、支えになったのが、発見会の存在でした。十数年ぶりに名古屋集談会に参加し、なつか

しい何人かに会え、私の孤独感はかなり癒されました。森田について、独学ではわからないことも、集

談会で学べました。 

  

＜今後＞ 

 私には、やるべきだが気が重いことがいろいろあります。今も、うつや不安が強くなることがあり、

油断できないと思います。自分を支えるため、できる範囲で、発見会活動や森田の学習を続けたいと考

えています。よろしくお願いします。 

今回、このような発表の機会を与えていただき、これまでの自分を振り返ることができ、感謝してい

ます。 

 

 

第５５５回  平成３０年７月２２（日）参加者１３名（男性９名、女４名 ） 

○理論学習 

学習委員 T さんが「森田で学んだ事/感情の法則」について話をされました。  

 

対人恐怖と抑うつに悩みましたが、発見会で森田理論に出会って、最初に目から鱗だったのが、「感

情の法則」でした。この法則を学んでから、落ち込みが少なくなりました。感情を味わうことを知

って、落ち着くことを経験しました。  

感情の法則を中心に森田で「学んだこと」のポイントを解説します。   

 

● 感情の法則(感情の事実) 

 ＜感情が消失する場合の条件＞ 

  ① 感情はそのままに放任し、もしくはその自然発動のままに従えば、その経過は山形の曲線を

なし、ついには消失るものである。               

  ② 感情はその衝動を満足すれば、消失するものである。 

  ③ 感情は同一の感覚に慣れるにしたがって、鈍くなり不感となるものである。 

  ＜感情が持続、強盛となる条件＞ 

  ④ 感情はその刺激が継続して起こるときと、注意をこれに集注するときにますます強くなる。 

   （排除しようとする ⇒ ますます注意が向く） 

  ⑤ 感情は新しい経験によって体得し、その反復によってその情を養成するものである。 

   （感情は、行動に引きずられやすい） 

● 森田療法と感情 

 ・感情に働きかける療法といわれます。 が、感情をコントロールするという意味ではなく、「自



然な流れ」を取り戻すものと思います。自然に発生し、変化していくという事で同じところに

停滞することなく、次第に消えて行ったり、また別の感情が発生したりしていく。  

● 感情は自然現象 

・不安や緊張する事は、自然に沸き起こってくるもので、責任はない、どう感じてもよい。ただ

し行動には、責任が伴う。 

  ・不愉快な感情もそのまま感じることによって、本来の法則をとりもどす。------法則① 

 ・不快な感情をなんとかしたい 

  → 自然なものはほったらかしにする他ない。 

      → 意図的にほったらかしは難しい（ほったらかそうと思えば、かえって気になる） 

       → 目の前のことをやる。（仕事、家事、その他生活の雑事） 

       （人は一度に二つの事に同時に注意は払えない、やっている事の方に注意が向く） 

       （結果として、不快な感情はそのままにして、手をださないことになる） 

        ⇒ 感情が流れる。   

● 感情を味わう。 

・いま不安だな、緊張しているな、胸のあたりが重苦しい感じがする。など素直に感じ呟いてみ

る。（心の中でもよい）。  

   対面するのを避けていた感情に、向き合うというか、チョッと味わってみる事が必要。  

       味わい尽くすと ⇒ やがて消えていく ------ 法則① 

 

・生産的な事をする（感情はそのまま） 

・部屋のかたづけなどで結果的に気持ちもスッキリ というような事 ------ 法則⑤ 

 

・「イヤだけど出来た」｢感情にかかわらずやるべき事はできた」経験をつむ 

・集談会の自己紹介も、最初は緊張したが、だんだん内容に目が行くようになった。-----法則③ 

・集談会で、いままであまりやった事がない人の世話（お茶出し、会場準備、その他の役割）な

どを経験することで、新しい自分を見た -----法則⑤ 

  

 ＊ ひっかかって固着した感情(法則④）が、流れるようになり（法則①）、また行動した達成感、

成功の快感（法則⑤） から自への信頼感が養成されてくるようです。 

   

 ＊ ポイントは、感情のやりくりの為の生活ではなく、必要や欲望 (やるべき事､やりたい事）を

元に行動すること。（あくまで結果として） 症状（感情へのとらわれ）から離れていけると

いうこと。 

 

○体験発表 

 幹事 Cさんが発表されました。 

 

 ＜幼少から学生時代＞ 



  昭和 28 年に三重県に生まれ。 8 歳下の妹がいます。小学 5 年生くらいから、引っ込み思案

で、小心な自分の性格の事を気にし始め、この性格では、将来、社会に出てやっていけないのでは

ないかと思い、大胆で強気な性格に変えてしまえばよいと思うようになりました。（本心では無理

だろうなと思いながらも） 

  それで、中学校では、人前で発言したり、積極的に行動したりして、少しは目立つようになり、

少々、ワルのグループにも入って、結構、楽しんでいました。 

  ところが、その中の一人に軽く言い掛かりをつけられて、オロオロするばかりで、何も言うこ

とが出来ませんでした。これは、いつもの演技ではカバーできるものではなかったからです。 

  結局、自分をうまくごまかせたのは、半年くらいのことだったと思います。非常な失望を感じ

て、大人しくなって ウツウツとした状態で、すごしました。 

  高校 3 年の時、心臓がドキドキして、動悸が止まらなくなって眠れない、将来を悲観して生活

がしにくくなるなど、神経質としての症状が病的になってしまいました。母に打ち明け、隣の町の

精神科で看てもらい、自律神経失調症だと言われ、服薬して少し楽になりました。 

 

 ＜社会人になって＞  

  高校はなんとか卒業し、愛知県の自動車部品を造っている会社に就職することが出来ましたが、

当時はまだ精神的に病み上がりみたいな状態で、人と接するのはうまくいきませんでした。寮は 3

人部屋でしたが、ほとんど話をしませんでした。後の 2 人も無口で大人しく、他の部屋の人に、あ

の部屋はどうなっとるのかとウワサされるほどでした。 

  その後、5 年程して、もう一度やり直したい気持ちから、設計事務所に転職しました。再起を

かけての思いとはうらはらに、ついつい格好をつけて演技をしてしまい、毎晩飲み歩いたりして調

子づくのですが、その後半年くらいでウツウツとなってくるという、中学のときと同じような事を

繰り返しました。母と妹は、心配して神経科で私の症状を聞いたら、そううつ病だから早くつれて

きて下さいと言われたそうです。私は、どうしても違うような気がしましたが、眠れなくなってく

ると、自分で制御できなくなってしまうので、仕方なく、その後十年程は、半年に一度くらいのペ

ースでその病院に通いました。 

 

 ＜症状に悩んで＞  

  症状が一番ひどかった時期は、病院にも行かず自力でなんとかしようとしたのが悪かったので

しょう。そのときは、三日ほど眠れずにいて、さすがに精神状態も極限状態に近づいて、仕事が手

につかず、昼から、もうどうにでもなれと思い、やみくもに車を走らせ、岐阜県まで行っていまし

た。ゴルフ場に迷い込み、動けなくなった車を置いて、心臓のドキドキも止まらないまま（夜中の

1 時時頃になっていました）歩きはじめ、 途中で、感極まって、自分の頭を丸太で殴ったりしま

したが、こんな事では死ねないと思い、 広い道に出て運よく通ったタクシーに乗り込みました。

途中、運転手が自分の顔を見て驚きました。さっき殴った顔が紫色に腫れ上がっていたからです。

その後、救急病院で手当てを受け、近くの警察に行きました（暴漢に襲われたと言ったので）。警

察で正直に顛末を話すと、若いのに死にに来ることはなかろうと、ずいぶん怒られました。 

 



 ＜森田との出会い～症状の再現～自己受容＞ 

 自殺未遂を起こした後に、水谷啓二先生の森田療法入門と長谷川洋三先生の心の再発見を読んで、

生活の発見会に入会しました。 

  水谷啓二先生の体験談は自分と良く似ていて、世の中には自分と同じような考えの人がいるも

のだと驚きました。2～3 年ほど集談会に通いましたが、たまたま気分が高揚してキツイ発言をし

てしまい、行きずらくなって、足が遠のいてしまいました。 

  以前の会社は辞め、一人で仕事を始めていましたが、10年程たってから、かなり奮起して正社

員を入れました。人を雇えた事だけに満足して、毎晩のように飲み歩いていました。 台所事情は

火の車で、給料も出せなくなってきましたが、彼は辞めるどころか、窮状を見かねて助けてくれま

した。経営にも精通したしっかりした人で、自分より数倍上手と思いました。 

  その後、2-3 年して、彼と話合って社長を交代しました。 自分の中では相当反発はありまし

たが、彼と出会ってから、その資質の違いに気付き、やっと、もう自分は背伸びをするのは止めよ

うと思いました。 

  ここまでは、悟れたような気になり、発見会も出席して安気になっておりましたが、今から 5

年くらい前に、躁状態になってしまいました。夜はほとんど眠らず、のべつ人と話をしていないと

収まらない状態になってしまい、社長に対しても、反抗的な態度で、気分の高揚がエスカレートし

ていきました。会社を無断で休んで、名古屋の栄町を 3-4 日徘徊しました。精神病院に 2 ヶ月程

入院してもとに戻る事ができましたが、この間、社長や取引先妹夫婦にかけた迷惑は計り知れない

ものと思っています。 

 

 ＜まとめ＞ 

 ＊ 症状になったきっかけは、自分の性格を変えようと無理をしたこと。 

  本来の自分がダメな人間だと思っていた為、どうしても素直になる事が出来なかった。 

 ＊ 現在の自分でも完全に治ったとは、思ってないが、以前のような症状になることは無くなった。

現在、一緒に仕事をし ている人に感謝すべきと思う。その人の前では、見透かされてしまう為、

演技することもなく、背伸びをする事の無情 感が無くなった。ただし、症状に関係なく、努力は

しないと生活に追いつかないので、やるべきは、やらねばならない ので、これは仕方の無い事で

す。  

 ＊ 最近気がついたことで、以前にとった行動、失敗を苦にして悩むことは少なくなったと思う。  

 ＊ 現在でも自分は病気ではないのではと思うときもありますが、反省が足りないと思っています。

二度と有ってはならな いと思います。現在は月に一度の外来と、訪問看護を受けています。 

 ＊ 今後の生き方として考えるべきは、人の為になる事を為す。人に迷惑をかけないよう生きるべ

きと思っています。至ら ない人間ですがどうかよろしくお願いします。 

 

 ＜感想 ＞  

  C さんの体験は、以前発見誌でも紹介されたものです。私自身も昔から気の小さい性格に悩ん

で来ましたので、周りに対して、強がって演技してしまうような事も、何とか「自分を理想に近づ

けたい」止むにやまれぬ思いと共感します。 



 また、そううつの症状に悩みながらも仕事を続けてこられた懸命さも伝わってきました。それに

しても、人との出会いが、大きな影響があること、周囲の人の大切さなど、改めて教えられた気が

します。「背伸びをするのを止めよう」という言葉でこちらまでホッとしました。これからも、ボ

チボチと進んで行って欲しいと思います 

 

 

 

第５５４回 平成３０年６月２４（日）参加者９名（男性７名、女２名 ） 

・自由課題  〔題〕…「生き生き森田ワークショップから」 

 幹事のＴさんが 2015 年３月３日に東京で開催された「生き生き森田ワークショップ」の記録

を読む形で、森田理論の神髄とも言われる「あるがまま」と「純な心」について学習しました。 

〔生き生き森田ワークショップ〕 

〝生きづらさから抜け出したい〟〝森田療法の世界をもっと深く学びたい〟〝「あるがまま」を体

感したい〟そんな方たちのためのワークショップです。 

 森田正馬が使ったいくつかの言葉を入り口に、みんなで体験を振り返りながら「純な心」を感じ

取っていきます。 

 「あるがまま」と「純な心」は森田理論を学ぶ上でのキーワードです。 

 

〔生き生き森田ワークショップが生まれた背景〕 

 森田理論というと、症状を克服するために、「実践・行動」が中心になりがちですが、「感じ」「感

じる」事の大切さも言っています。そして森田療法の魅力は神経症の治療法というだけでなく、人

間観、人生観、自然観を内包した、おおらかで柔軟な思想です。それらを学び、生きていく上での

指針とするのが、森田理論の本来の目的であると思います。 

 

〔生き生き森田ワークショップのめざすところ〕 

 森田の世界観を自分だけで学ぼうとすると、「観念的」な理解になってしまいがちです。「ワーク

ショップ」は、皆の体験を共有し、自由な話し合いを通じて理解を深めていくものです。それがひ

いては自分自身をより深く知る事になるのです。 

 「マニュアル森田」を排し、臨機応変な生き方を学び、「あるがままの自分」の実現のために、

お互いの体験の交流を通じて探っていきます。 

 

〔「あるがまま」と「純な心」〕 

①あるがまま 

《「あるがまま」とは》 

 「あるがまま」とは自分自身の姿や状態を、そのまま認める事です。そして、不安、不快な感情

を持ちながら、「～したい」という自然な欲望に従い行動する事でもあります。 

《「あるがまま」に生きる》 

 自分の姿は自分自身では分かりません。症状は「思想の矛盾 (観念〈言葉〉を事実と思い違える



こと)」から起こります。観念に自分を無理に当てはめようとして、心に葛藤を起こします。それ

は不可能な努力で、それが症状を引き起こしてしまうのです。そこで、森田は「自然に服従する」

と言います。自然とはありのままの自分です。不快や苦痛など、起こって来た感情に逆らわず、そ

のままにしていれば、それは流れていきます。とりつくろう事なく「あるがまま」であることが、

自分に逆らわない一番素直な生き方ではないかと思います。「あるがまま」に生きるとは、そうい

う事だと思います。 

 

②純な心 

《「純な心」とは》 

 「純な」とは「美しい」とか「正しい」という意味ではなく、思想や観念、価値判断という余計

なものが入っていないという意味です。そこには快い感情だけでなく、マイナスの感情（恐怖、憎

しみ、嫉妬心、悔しさ、怠け心）も含まれます。 

 「純な心」は、素直な感情であって、これを否定したりごまかしたりしない事が大切です。 

 

《森田療法ではなぜ「純な心」が強調されるのか》 

 神経質な人は、問題の解決が難しいと感じた時、その問題に直面する事を避け、無意識に自分の

感情を操作してしまいます。そうやって自分を欺く事により生きづらくしています。そんな息の詰

まった状態を解き放してくれるのが「純な心」です。 

           「純な心」から出発した時、臨機応変に対処できるようになるのです。そういう素朴

な自分に戻る事で、他人との「共感」も生まれてくると思います。 

           

 ・体験発表 

   生活の発見会 体験談シリーズ（テープ）を聞いて感想を話し合いました。 

     

 不安神経症（乗り物恐怖・高血圧恐怖） 発表者（Ｆさん） 

  《神経症発症》 

 最初に症状が現れたのは、仕事中に何とも言えない「ゆううつ感」に襲われ、動悸、めまいがし

て、死ぬのではないかと言う恐怖感で、その場にうずくまってしまった。電車に乗ると急に恐怖感

に襲われ、めまいがして今にも倒れるのではないかと思って電車を降りてしまった。それから不安

が頭から離れず、何かしようとすると動悸が起こり、また起きるのではないかと言う「予期不安」

が起こった。 

 医者で血圧を測り、「こんなに高いと倒れて死んでしまうよ」と言われ、その言葉にとらわれて、

医者の前へ行くと血圧が高くなった。家で測るとそんなに高くないのだが、それでも言われたとお

り薬は飲み続けた。その後、市の健康相談窓口で紹介された神経内科の先生に、血圧は体の調子や

気持ちで変動するものと言われ、家で測ると正常値なので、血圧の薬はやめる事にした。 

 しかしその後も不安症状はひどく、やせて元気がなくなった自分を心配してくれた夫に苦しかっ

たことを打ち明けた。、夫と一緒に行った神経科の医者は「軽いうつ」と診断で、薬を貰って飲ん

だら、頭がボーっとして眠くなり何も手に着かなくなってしまった。 



 

《森田との出会い》 

 家の本棚に合った「心配性をなおす」という本を読んでみると、自分と同じ症状が書いてあった。

本の裏に書いてあった「生活の発見会」に電話して入会する事にした。 

 夫に車で送って貰い、初めて集談会に参加した。思ったより明るい雰囲気だった。そこで自分の

話を聞いてもらい、森田療法の紹介された医者に、「うつ」ではなく「神経質症」で、薬はやめる

ように、そして森田を勉強すれば必ず良くなると言われた。 

それから集談会に通い始めたのだが、急に夫が転勤する事になり、子供の事を考えて、単身赴任す

る事になり、中学生の息子と２人の生活になった。 

集談会に行けず症状は増々ひどくなった。不安感に襲われ、たまらず夫に電話して、電話口で泣き

叫んでしまった。驚いて家に帰って来た夫は、やせ細った自分を見てまたびっくりした。結局、一

人にはしておけないと、会社を辞める事にした。夫には申し訳ない事をしたと言う気持ちで一杯だ

った。 

それから再び集談会に参加するようになった。先輩に「基準型学習会」に参加するように勧められ

た。しかしその為には一人で電車に乗らなければならない。大変な「恐怖突入」だ。果たして自分

にできるだろうか。不安で一杯である。しかし行きたいという気持ちに背中を押されて、恐怖感に

襲われながらもなんとか「基準型学習会」に出席する事ができた。学習会が終わる頃には、大分落

ち着いて、自信のようなものが湧いてきた。ようやく長いトンネルの先に明かりが見えてきた。 

 

《森田で学んだ事》 

 先輩から「不安から逃げると増々ひどくなる」と言われた。その通りである。それからは毎日が

「恐怖突入」である。森田を勉強して、少しずつ理解できる様になった。 

・電車に乗って不安になっても、ビクビク、ハラハラしながらも、先の事を考え、今なすべき事を

なす 

・以前は、不安を無くしてから行動したいと思っていたか、今は不安が有ってもまず一歩前に出て

みる 

・家や会社で「小さな実践課題」たて、実践で来た事を認める 

 

 このような実践をしているうちに「不安感」が薄らいでいった。まだ油断すると不安症状が出て

来るが、今後も森田を人間としての「生涯学習」としたい。 

 神質経症を通して、自分を再認識できた。不安が有っても目的に向かって、まず行動する事がい

かに大切か身をもって体験した。学習会・集談会をはじめ、夫や家族など見守ってくれた人に感謝

する。 

 

第５５３回 平成３０年５月２７（日）参加者１３名（男性 9名、女 4名 ） 

・理論学習 

 

支部委員のＳさんが「森田療法の良いところ」について講義をされました。 



① 治療、訓練の過程で、必要な事をしていくので、社会に適応しやすく、人生の無駄を作らない

と言えます。 

 最初に精神交互作用を止めるためには、行動主義が良いと思います。森田では、症状があっても

無くてもやるべきことをやれ、仕事をさぼったりするなと言いますよね。これにより、注意が内向

して症状に固着していたものが、外向することで症状から離れ、精神交互作用が止まります。そし

て症状が軽減します。ただし森田での作業は「本当に必要な仕事」だと教えていただいたと思いま

す。症状の軽減を目的にしてはいけません。それを目的とすれば、常に、症状が軽くなったかどう

か確認して、また元の精神交互作用となってしまいます。症状の有無に関係なく頭や気を使いなが

ら作業をすればよいのです。 

② 自助グループによる回復システムになっています。 

森田療法では、我々のような素人でも、自分の性格に置き換えて考える事や、森田理論を学び経験

することで、来談者が神経質の性格特徵を持っているかどうか、ある程度の判断ができ、森田療法

が有効であると判断できれば、来談者が、生活の発見会のテキストなどによる森田理論の学習と、

生活の実践で森田療法の共同体験を進めて、助言などをすることもできます。それによって来談者

が回復し次の助言者になっていくという好循環が生まれます。 

 

③実践的態度が身についていきます。 

森田的態度を習得すれば、揺り戻しがあってもまた必ず治っていくと思います。症状はいったり戻

ったりであり、時には環境の変化などで再発してしまう人もいます。一度、覚えた「感情はあるが

ままで目の前の事をやっていく」という態度を取得して、実践をしたことがある人は、実践により

感情が流れ、症状も流れてしまうという快い体験をしています。この体験は非常に快いので、実践

態度とともに一生忘れる事はありません。強烈なストレスなどで忘れかけた症状が、ぶり返したよ

うに感じることもありますが、ちょっと勉強しなおすことで、もとの実践態度を思い出すことがで

きます。 

 

○ 体験発表 

ありませんでした 

 

 

第５５２回 平成３０年４月２２（日）参加者１３名（男性 9名、女 4名 うち初参加２名） 

・体験発表  

 Ｔさん（女性）から体験発表がありました。 

 思春期から日常の生活は出来ていたものの、几帳面でいろいろなことが気になりました。２２、

３歳ころから行動をくり返すようになり、その後、精神的な加害恐怖（誰かに何かいけないことを

してしまったのではないかなど）なども加わりました。発見会に参加し、滞ってしまっている生活

を見直したり、回数を減らそうと努力したり、出来ない時でもそれにとらわれず次の行動に移るよ

うにしました。「生活の発見誌」の体験記もくり返し読みました。 

 今は、もしそうした気持ちが生じても「自分にとって困ったことにはならない」と言い聞かせて



います、などこれまでの体験を話されました。 

 

・自由課題 

 自由課題は、集談会のメンバーが自由に問題を提起し、みんなで考える時間です。今回はＩさん

が、森田療法にも参考になるのではと、認知行動療法のワークシート（思考記録）をやってみまし

た。認知行動療法では、自分の苦手な場面に遭遇した時、反射的に頭に浮かんでくる考え（例えば、

〇〇になったらどうしよう・・・など）を「自動思考」と言います。その自動思考はなぜ生まれて

くるのかを、順を追って理解するものです。例えば、その自動思考が浮かんできた時、①自分は何

を恐れているのか②もしそれが起こったとして最悪のことは何か③頭にはどんなイメージが浮か

んでいるか④その根拠は何か⑤過去にそうした自動思考が誤っていた経験はないか⑥仮に家族や

親友があなたのような考えを抱いていたらどう言ってあげるか、など順序を追って自分を掘り下げ

ていくものです。ふだんはなかなかここまで掘り下げることはありません。頭で考えたことをきち

んと文字化することによって、「ああそうだったのか！」と深い気づきを得ることもあります。 

  森田療法では、あくまでも日常生活での気づきを大切にしますが、時にはこうした方法で自分

の心に気づくことも刺激になるのではないでしょうか。 

 

 

第５５１回 平成３０年３月２５（日）参加者９名（男性４名、女５名） 

・体験発表 

 発表者A さんの娘さんが家庭内の事情でうつになったのを機に、彼女の小さい頃を思い出して話をさ

れました。 

娘さんは中学校 2 年生ごろから非行の兆しが見られ、高校では学校まで毎日迎えに行く生活が続き、

ずいぶん悩まれたそうです。どうしてこのようになったのか、宗教に救いを求めて西国三十三箇所の巡

礼もしたそうです。その後娘さんは高校卒業して自活するようになり、結婚され子供さんにも恵まれま

した。 

A さんは、「苦難はあっても必ず乗り越えられることを体験した。自分の娘であっても別の人格であ

る、ましてや他人は自分の思いどおりにはいかない」と話され、症状で悩む私たちへの勇気づけになり

ました。また、最近肉親が突然亡くなり、「明日はどうなるかわからない、1 日 1 日を大切にしたい思

いで毎日生活をしている」とも話されました。 

私がみるA さんは、とても前向きな態度で、いろんなことに挑戦し、毎日を充実した生活を送ってい

るように見えます。こんな経験があったからだなと思いました。 

 

・自由課題 

発表者 Bさんが、森田関連の病院に受診していたころ使っていた「森田外来療法における留意点」と

いう資料をもとに皆さんで感想を話し合いました。 

輪読した後の感想では、 

・症状中は自分のことしか考えられなかったが、今はできるようになった。 

・良い友人を持つことの大切さを知った。 



・症状をそのまま受け入れる、本来の自分を受け入れることが大切。 

・人の喜ぶことを探してやる、その時の損得は問題にしない。損得を考えるのは感情の自然現象なので

それが足かせになってはいけない。 

 

その次は、故大原健士朗先生（2000年の 6月 25日に中日新聞のサンデー版）の記事「『やる気』を

引き出す 10項目」を紹介があり、感想を聞きました。 

・嫌な事は早く片付ける。 

・行動の原則と重なる。 

・できることからトライしてみることが大切、などの感想がありました。 

 

第５５０回 平成３０年２月２８（日）参加者１３名（男性８名、女５名） 

・体験発表 

 

 Ａさんは神経症に陥り、そこから抜け出すために様々な事を試みてきた。その中での考え方の変化に

焦点を当てて話しいただきました。 

 

① 自分の性格に目が向く 

自分の性格の心配性や不安・緊張に目が向いてしまう。それが嫌で、その対極にある「元気で不安

のない状態」にあこがれ、そんな「活発な価値観」を自分の価値観の基準にした。 

② 現実とのずれに悩む 

  理想とした価値観と現実の自分との間に大きなギャップを感じて悩む 

③ 理想の基準に合う様に努力する 

現実の自分を何とか理想の基準に合わせるために、様々な事を行ってきた。催眠、話し方教室、精

神強化法、座禅 など 

④ 学生から社会人へ 

 ・対人的な方に気を取られて、仕事の方に目が向かない 

・社会人になり周囲の環境は変わっても、価値観の基準とする所は変わらないので、相変わらず葛藤

が続く 

⑤ 森田と出会う 

 ・感情は自然なもので自分で変える事は出来ない、また変える必要は無いと知る 

 ・表に現れた性格の裏に隠れていた、負けず嫌いや向上心といった性格に気づく 

⑥ 会を続ける事により 

 ・自分の基準を確認する 

 ・理想の基準に合わせるのではなく、現実の自分を基にする。 

 

●「できない」と「やりたくない」 

 ・こうなりたいと思う ―― 出来なくて悩み、出来ない自分はダメと思う 

 ・本当はやりたくないのではないか ―― 支障が無ければ、無理にやる必要はないのではないか。 



 ・自分の意思を大事に ―― 自分なりのやり方をすれば良いのではないか 

 ・本来目指す欲望は何か ―― より良く生きたいという欲求に従って行動する 

 

〔感想〕 

 神経質な人は、どうしても自分の性格に対し否定的な気持ちになりがちである。そこで何とか自分を

変えようとその事ばかりに注意が向いて、本来やるべき事を見失ってしまい社会にもうまく適応できな

くなってしまう。その反面、神経質者にはより良く生きたいという強い欲求が有る。森田ではその欲求

に目を向けさせ、考え方の誤りを正して、求めているものが実現するよう導いていく。Ａさんも森田と

出会い、自分の考え方の誤りに気づき症状から脱していったと思われる。 

 

・自由課題 

〔題〕…「とらわれ」と「はからい」 

 

 森田では、「とらわれ」と「はからい」は神経症に陥る重要な要素です。今日出席した人が何にとら

われ、それに対してどう対処したのかを訊ねて、その実態を解明しようとする幹事 B さんによる試みで

す。 

 

① とらわれ 

 ・「とらわれ」とはある事に注意が集中して、それ以外に注意が向かなくなった状態。 

 ・「とらわれ」が『精神交互作用』を生み、考え方の「とらわれ」が『思想の矛盾』を生み出す。 

『精神交互作用』 

  ある事に注意を集中すると感覚が鋭敏になり、ますますその方に注意が集中するようになる。その

結果、最初の感覚が強大になっていく。 

『思想の矛盾』 

  思想（理想・観念）と事実が食い違う事。頭で考えた理想に自分を無理やり当てはめようとする。

不可能を可能にしようと努力する事で心に葛藤を起こしてしまう。 

 

◎どんな事に「とらわれ」ていたか（出席者の意見） 

 ・人には平等に接しなければならない 

 ・社交的な方が人に評価される。出来ない自分に劣等感を持つ 

 ・失敗する事は致命的な事である。人から相手にされなくなる。社会的な死である 

 ・他人に優しいと言われてもあまり嬉しくない。優しいというのは「弱い」という意味で、価値が無

いと思っていた 

 ・人と一緒にいても盛り上がれない。自分が居ると、その場の雰囲気を壊すのではないかと思ってし

まう。 

 

 「とらわれ」が神経症に陥ったきっかけになった事が分かる。時間の都合で、それをどう乗り越えて

いったかまでは触れられなかった。いずれも頭の中で考えた価値観で、現実に照らして見て行けば、乗



り越えられるものだと思う。 

 

② はからい 

 ・あることに「とらわれ」不安や不都合が生じるとそれを取り除こうとする。それが「はからい」で

ある。 

 ・「はからい」は『回避』『逃避』となって現れる 

『回避』／ 不安・恐怖を感じそうな場面を予め避ける事 

『逃避』／ 不安・恐怖を感じてそこから逃げ出す事 

 ・「はからい」の繰り返しは、不安を育て、維持させる結果を生み出してしまう。 

 

◎どんな「はからい」をしていたか 

 時間の都合で、みなの意見を聞くまでに至らなかった。 

 

〔感想〕 

 神経症は何かに「とらわれ」、それをはからって取り除こうと注意を集中させる事により、増々増大

させてしまい、それが固着して症状を発症してしまう。とらわれる事は避けられないと思うが、それを

取り除こうとせずに、自然に任せておけば、自ずと注意は別の方に移っていくと思う。  

 

 

第５４９回 平成３０年１月２８（日）参加者１２名（男性８名、女４名） 

    

・理論学習 

支部委員の I さんに、ご自身の体験談から「思想の矛盾の解消」について講義していただきました。 

  I さんの症状は、対人恐怖、あがり症。ある時、人前に立つのが恐怖に感じそれがトラウマになった。

その後結婚し子供が生まれたとき、幼稚園、ママ友など、上手くやっていけるのだろうかと不安になっ

た。今から 18年前 子供が 1歳の時、対人恐怖と抑うつで上手く人と話せなくなってしまった。子供

の学校の PTA の大役を引き受けてからうつ病を発症してしまった。音楽の音がうっとうしく感じるよ

うになってしまい、うつ病もあって 1 年間寝たり起きたりの生活で、一番苦しんだ時期は、I さんの子

供が小学生から中学生の頃。自分の事ばかりに精いっぱいで、また他の家と比べては、自分で自分を責

め、苦しめていたという。しかし薬の服薬と森田療法で次第にうつ症状は改善していった。 

  最初、集談会には、自分の症状が強くて、人と馴染めなく時々、参加する程度でそういう状態が 5・

6 年続いた。しかしここ 3・4 年の間にやっとよくなってきた。それは育児が少なくなってきて、自分

の時間が持てるようになってきたこと。集談会で、森田による大きな気づきがあり大きく改善した。 

     

I さんのは、この回復は森田療法のおかげであると言われ 思想の矛盾はご自身で次のように考えら

れています。 

それは、 

1．現実の自分を見つめていなかったこと。理想を下げることをしなかったこと。自分の事実を認めな



いで理想の自分を見つめて、足りないところのある自分を自分で見下げていた。 

2、すべての面において「かくあるべし」というのがいつもあって自分の事実が合わなくなった。 

3．頭で考えると事実は、逆になる。 

   思想の矛盾の解消には、8 年前「生き生きワークショップ」で、「初一念ノート」と出会ったことで

ある。 

   「初一念ノート」とは、感情は問題にしないで、感じるままを書き出してみる。これが思想の矛盾

の解消に役に立った。理屈を挟まない、湧き出た感情。見失った自分・本当の自分を見つけ出すことが

出来た。不快な感情を感じモヤモヤしたとき、ドロドロした感情・決して口に出せないような感情も書

くことで嫌なこともなくなり心がスッキリする。 

   Iさんは、人は誰でも罪悪な感情を内在しているものである。ねじ伏せなければならない感情は何も

ないと考えられ 自分の理想で自分を苦しめただけであるという事を発見されました。今は、ご自身の

堅い鎧を一枚一枚剥がす事ができ、他人の嫌な部分も自分の嫌な部分も許せるようになり 等身大の自

分を見つける事が出来たとのことです。 

  「初一念ノート」を書いても不安になったり感情がスッキリしないときが、もしもあったとしても、

そういうときは、「不安は、浮かばせておく」「不安は、ふんわりと柔らかく抱えておく」 そうしてお

けば次第に不安は小さくなっていく。ご自身の体験の中から そういうことを教えていただきました。 

 

・体験発表 

   今月はありませんでした。 


