
第５７２回 令和元年１２月２２日（日）

○自由課題

S さん（女性）はパニック障害で悩んだこれまでの体験を話された。

車に乗るのが怖いなどの症状が出てきたのが３０歳代に入ったころ。ある時は車から降りたら

心臓がバクバクし救急車で運ばれたこともあった。そのため催眠術などにも通ったが改善せず、

意を決して浜松医大に行ったところ、たまたまそこが森田療法をやっていて偶然に森田に出会っ

た。そして「森田療法のすすめ」という本を紹介され読んでみたら自分と同じような悩みが書か

れていて目の前が明るくなった。これまでは自分は実家の仕事を手伝っていたので、社会に出て

いないという劣等感が強かった。自分ではそれが神経症の原因ではないかと思っている。

その後、集談会にも出るようになりここ数年は症状も改善している。今では社会人が学ぶグル

ープに入って活動しているがいろいろなことに自信が持てるようになった。しかし、自分の本質

は内向的で対人恐怖的なことは変わらないが、それを受け入れられるようになってきた。これも

森田を３０年も学んできたからかもと思っている、とのお話でした。

○体験発表

A さんはうつを経験したが、森田療法を学ぶことによって自分を苦しめていた原因が分かった。

それは自分の中にあった「かくあるべし」という固定的な考えであった。

A さんは岩田真理著「流れと動きの森田療法」（白揚社）を参考に、私たちが陥りがちな誤り

について話をした。森田療法には「感情はそのまま受け止め、なすべきをなす」という言葉があ

るが、それを前半の「感情はそのまま受け止め」を重視する「感情受容的森田」と、後半の「な

すべきをなす」を重視する「行動実践的森田」と二通りあると解釈し、その二つの解釈の間で迷

いがあったと説明。「行動実践的」と解釈すると目標達成できないと自分を責める結果になる。

しかし、「感情受容的」と解釈すれば自分が頑張ったという気持ちを大事にし、そこからまた出

発できる。しかし、本当は森田の「あるがまま」という考え方からすれば、「感情はそのまま」

というのは決して「感情を無視する」ことではないし、「なすべきことをなす」というのは、決

して「行動しないとだめ」と言っているのではないということが分かってきた。

こうした誤りは自分の中にある「かくあるべし」という固定的な考えによって生まれるもので

ある。それを森田で学ぶことによって、心が軽く楽になり、これまで取り組もうとしてなかなか

できなかった生活上必要なことがいつのまにか出来るようになった、とご自分の体験について話

しがあった。また、森田療法と認知行動療法には共通点もあるので、認知行動療法で使用する

「思考記録表（シート）」を使う方法なども森田療法を学ぶ際に参考になるのではとの話もあっ

た。



第５７１回 令和元年１１月２４日（日）

○理論学習

「とらわれ」と「学んだ事」のテーマで学習委員 A さんの話がありました。

●「心配症、小心、対人緊張」「ときどきある抑うつ状態」などが、精神的不安定さから来ると

思い込み、なんとか無くそうとした。

●「催眠療法」「話し方教室」「精神を強くする本」などで解消しようと努力を続けてきたが

解決にはならなかった。 学生の頃から、社会人になっても、常に問題として持ち続けた。

＜森田で学んだ事＞

●「正受不受」

”緊張や不安は、正しく受け取れば無いのと同じ。 正しく受け取れば、とらわれない。”

正しい受け取り方は、「誰でもある、あっても自然なこと」、であり、そうとらえれば、その場

限りで「とらわれない」。ただし 不快ではある。

正しくない受け取り方は、「自分だけある」「あってはならないもの」と考えること。

無くそうとしたいのに無くならない「葛藤」が加わる。

自分の「無くすべき課題」となって、注意が向き「とらわれる」ことで「悩み」となっていく。

●感情は抵抗すると強くなる、味わいつくすと減少する。

「不安を感じてはいけない」などの考えが、そもそもの間違い。

→ 楽しい、嬉しい、など他の感情も感じないように抑える傾向になりがち。自分の好き、

嫌い、何がやりたい、など 感受性を抑えてしまい

→ 自分の意見がもてない、主体性がない などになりやすい。

自分の感情をよく味わう→ 自分を大事にする事ではないか。 ひたすら感じる、体のどこから

くるかなども体感して味わい尽くす。

→ 感情は役割を終えて消えてゆく。（それでも、感情を消すのが目的ではないことがポイン

ト、イヤな時はイヤと思う普通のこと）

●欲求に目を向ける。

人に「よく思われたい為には、堂々としていなければならない」と考えていたが「人に緊張を感

じない」ことが「人に認められること」との考えが、大きな間違いであった。

演説の練習をして、話すことの緊張を無くすより、例えば仕事であれば、緊張しながらでも必要

な報告をする方が、信頼感は増すのでないか、という事です。

その他、約束を守る、仕事の完成度を上げるよう努力する、など、緊張とは関係ないことが沢山

ある事に目が向いてなかった。

欲求が強いから、不安も強いと言う事ですが、「力を発揮したい」「向上したい」「認められた



い」などを満たす為には、不安に目を向けるのでなく（不安は自然）、それ以外の行動に目を向

ける考えが、今までは考えつかなかった。

●自然発動

自然のままであれば、関心や興味なども自然に沸いてくる。（自然発動）

緊張を感じていても、その違和感のまま、人の中に居れば 興味のある話題に耳を傾ける自分に

気がついた事。

「緊張を隠したい気持ち」「緊張している違和感」もそのまま自然のものとして、感じたままに

して置けばよい。 天気が雨でも、晴れでもそのままにしておくように、「自分の中の天気」の

つもりで感じる事。

違和感があっても以前のように、「コレは何とかしなければ」と大騒ぎしなくなった。 でも

「違和感が無くなったのではない」ことがポイントと思います。

○体験発表

幹事Ｂさんの体験発表がありました。

わたしは強迫神経症に陥ってしまい入会しましたが、生活の発見会での活動は、神経症の悩み

の解決以外にも得るものがありました。森田療法や森田理論に関心をお持ちの方、よろしければ

集談会にご出席ください。

（わたしは「自分を愛せない人は他人も愛せない。」ということに納得ができていませんでした

が、菊池真理さんが発見誌へ寄稿された「自欺と自覚」を拝読し納得することができました。）

第５７０回 令和元年１０月２７日（日）

○自由課題

幹事Ａさんから次のような内容が提案され、それをもとに参加者みんなで意見交流しました。

森田療法では、「日日是好日」は治療の場でよく使用されています。患者の日記指導でも講話で

も、毎日のように出てくる言葉になっています。「日日是好日」とは、本来は、毎日が平和で好

（良）い日にしようという意味だが、森田療法では毎日毎日が好（良）い日だということではな

い。「毎日を好（良）い日にしよう」という強い意志が、包含された言葉になります。人間、生

きていくのに苦労はつきものである。人生に希望がなければ苦しみもない代わりに、喜びもない。

人生に強い希望を持てば、苦難も多いし、またそれを克服した時の喜びも大きくなります。気分

だけを取り出してみると、毎日毎日が、（良）い日であり得ようはずがないのであります。しか

し、行動面を取り出せば、気分とはかかわりなく、その日、その日を充実させることは可能とな

ります。仕事・勉強で充実した日が送られれば好（良）い日とし、そうでない日は悪い日と規定

すれば、自分の努力によって、毎日を好（良）い日にすることはできます。



私は精神科の外来にて、日記指導を受けていた時に、書いてもらったことがあります。

行動が多くて、愚痴が少ない日でした。私は昔から、自信がない事柄にはよく行動を回避してき

ました。そのまま自信がつくこともなく時が過ぎていきました。だから自信がないままに行動を

増やしていく事が大事だと思います。そう思ってもミスが重なると、なかなか立ち上がることが

できないし、気分も悪くなります。行動をすればミスはつきものなので、チャレンジする姿勢を

保っていけたらいいと思います。また集談会では、気分と行動は別であると習っています。たと

え気分が悪くても、気分が悪いままで、行動することはできると教わっています。

Ａさんが選んだ森田療法関係の言葉や、Ａさんの経験や考えに、深い内容があると思いました。

また、Ａさん一人がこの言葉を解説するという講義型の学習会でなく、参加者みんながこの言葉

から考えたことを発表し合うという交流型の学習会にされたところも、現代的で学ぶところだと

思いました。

○体験発表

不安神経症で悩んだ幹事Ｂさんから、以下のような体験発表がありました。

不安発作が原因で卒倒恐怖、息苦しくなる恐怖、高速道路や電車など乗物恐怖のほか、広場恐怖

などがあり、行動範囲を狭めてしまっています。車の運転中に死んでしまうのではないかという

恐怖感を味わったことがきっかけで不安神経症になりました。実はこんなパニックになったのは、

この後もう１回あったかどうかで、たくさん起きたわけではありません。ただ問題は、またあの

恐ろしい感覚が起きるのではないかという予期不安で、実生活に支障が出てきてしまったところ

です。

当初は何か有効な薬はないか、すぐに症状を抑えるような方法はないか、自信が持てる手段を探

していました。発見誌をクリニックで紹介されたのが転機になり、森田関連の本や発見誌を読み、

集談会に参加し森田を学んだ結果、不安を無理に取り除こうとしたり、逃げたりすると、さらに

感覚を敏感にさせていく悪循環（精神交互作用）が 1 番の問題だとわかってきました。恐怖感に

襲われるのではと身構えることが、逆に恐怖感を増大させパニックになるということです。

理解したことと実際にできることは違います。身の回りの片付け、掃除や洗車をしたりと、最初

は故意に症状に背を向け他のことに集中するように努めました。少しきれいになったとか、家族

の役に立ったとかの達成感や、恐怖感の中にあっても少しずつですができる自信が持ててきまし

た。途中、調子が悪くなったりもしましたが、繰り返していくと不安に振り回されることが減っ

てきました。

自分は、かくあるべしと言う考えが強いこと、完璧主義、失敗を恐れる、何事も自信を持ってい

きたい気持ちが強いということに気づきました。神経質の性格特徴そのままだと思います。この

ため自信のない曖昧なことは避けたい、苦手な事はなくすべき、つまり事実を事実として認めた

くない態度の中、たまたまちょっとした息苦しさやめまい感が引き金になって不安神経症になっ

たと思います。性格以外では学生時代まで特段の挫折が無かったからかもしれません。自分で合

格点を低く決めて、挫折や困難から逃げていたような気がします。甘えが通じない社会人になっ



て現実を受け止められず神経症に陥ったと思います。

さて、現在まだ完全には治ったとは言えないものの、何かしようとするとき、恐怖や不安感が起

きるか起きないかを判断材料にすることは少なくなりました。自信のない事はしたくなくて、一

歩前に踏み出すことができなかったのが、少しずつ変わってきた気がします。これも集談会に長

く参加し、先輩の助言や森田を学習したおかげです。月に１回ですが、集談会に参加して、以前

のかくあるべしの考え方にもどりつつある自分に気づきます。自分の誤った考えをリセットする

集談会の大切さを感じています。

Ｂさんの発表の様子には、穏やかさ、温かさ、落ち着きなどがあり、感心しました。また、Ｂさ

んが森田を深く理解された上で自分をしっかり見つめていらっしゃるところや、「かくあるべ

し」という考えに日常生活でもどってしまう自分の心を集談会の中でリセットされているところ

などに、素晴らしさを感じました。

第５６９回 令和元年９月２２日（日）

○理論学習 「回復」をめぐる困難にどう向き合うか

「これまでを振り返ってそしてこれから」のテーマで中部支部長の A さんのお話でした。

＜概要＞

高校時代に、強迫神経症（勉強恐怖）に悩み、心理的にひきこもりであった、今のような「メ

ンタルケア」などもなく、人生観や生き方の問題として、本を読んで解決を図っていた。

現在では、「相談室」などがあるが、相談に来る人を待っているだけでなく、心のベルトのつな

がりの為言葉の掛け合いや、「おせっかい」が必要と思う。

○「でんでん虫の悲しみ」の童話から ＊１

森田のヒポコンドリー性基調は、心気症（自分が病気ではないか）のように、自身の事をいろい

ろ気にする傾向ですが、「自分だけではない」「受け止めていくしかない」と悟る事がポイント

である事を思わせる。また、自分で自分自身は見えないが、他人の悩みや症状を見る事で、自分

の事が見えてくる（鏡像反応）ことの重要さも含まれているようです。

一度は、集談会へ出席して、森田の体験をすることが大事である。

○ 女性生物学者の、柳澤桂子さんの短歌から （森田療法に関わられたこともある。） ＊２

短歌にこめられた「これさえなければ」を断ち切る思いがうかがえます。

○ 森田で愛読書を作る事が大切である。 ＊３

「なかなか症状がとれない」という人は、本を読まなくなっているのでは？ 悩みの最中はよ

く読んだが、マンネリの状態で読まなくなった人も多いのではないか。2度、3度と読み返すと、



新しい発見がある。

○「恩送り」について、 受けた恩をその人に返せなかったら、後から来る人に返しなさい。助力

者原理ということ、援助した人が一番恩恵を受ける。

また、「高齢期を健康に」するため、体を使った趣味や食生活を楽しむ。

「明るく死を考える」に関して、葬儀で流す曲を決めておく、など話されました。

------------------------------------------------------

＊１ 童話「でんでん虫の悲しみ」

ある日、でんでん虫（カタツムリ）は「自分の殻の中には『悲しみ』しか詰まっていない」ことにうっか

り気付き、「もう生きていけない」と嘆く。そこで別のでんでん虫にその話をするが「私の殻も悲しみしか

詰まってない」と言い、また別のでんでん虫も同じことを言った。そして最初のでんでん虫は「悲しみは誰

でも持っている。自分の悲しみは自分で堪えていくしかない」と嘆くことをやめた。

この話は、美智子上皇后陛下は幼少の頃に良く聞かされた童話として、1998 年の国

際児童図書評議会の基調講演で紹介された。

美智子上皇后陛下の歌

『かの時に 我がとらざりし 分去れ(わかされ)の 片へ(かたへ)の道は いづこいきけむ』

（あの時選ばなかった道（皇后にならなかった場合）はどうなっていただろう）

＊２ 柳沢桂子さんの短歌

『病ざれば かくありなむと 思わるる 生に劣らぬ 生を生きたし』

（病気でなかったら、こうなったと思われる人生 それに劣らぬように生きたい）

＊３ 愛読書をもつ

若き頃 我を救いし ファウストよ 今また読み返す 七十の我

（ファウストを森田と読み替える）

＜感想＞

童話や短歌をとりあげて、興味深いお話でした。 また「愛読書を持つ」のお話で、読み返し

て新しい発見がある事は経験したことがあり、あらためて大事なことと思いました。貴重なお話、

ありがとうございました。

○自由課題

ありませんでした



第５６８回 令和元年８月２５日（日）

○理論学習 「回復」をめぐる困難にどう向き合うか

名古屋市内の集談会に所属される A さんからお話がありました。

森田療法では不安や葛藤を除去することなく、症状は「あるがまま」に受容し目的本位に生き

る、結果その不安や葛藤とうまく折り合えるようになると言われます。不安や葛藤は除去できな

くても回復することはできます。

しかし、症状を「あるがまま」に受容する困難さは皆が知るところで、集談会の存在はこの困難

さにどう向き合うべきかにあります。

学者 A.フランクは病をめぐる自己物語を３つの言葉で表しています。

１ 回復の語り…医療の力により回復し、 病む前の状態に戻る状態

2 混沌の語り…元の状態に戻れない病にかかり、人生の目的や導く海図を失った状態

３ 探求の語り…病を契機に自分の生き方を見直し、人生の目的や導く海図を再構築する、また病

を契機ととらえ新たな自己を立ち上げる状態

集談会は、この「回復の語り」と別の形で、病(症状)との対処を可能にする役割をもっています。

例えば、元にように戻れなくても、症状の苦しみはあっても生きていける、とか症状のおかげで

新たな自分と出会えた、といったものです。しかし「回復の語り」を望む、やっぱり元に戻りた

いと思う気持ちはなくならないと思います。

集談会は、①「回復の語り」と決別する、つまり「あるがまま」を受け入れる、のを目的としつ

つも、②実際になかなか決別できない、「あるがまま」になれないことについて、参加者同士の

弱さを認め合う存在が望ましい。そのサポートをどうしていくのが課題です。

集談会に参加し森田理論を学んでいくうちに「あるがまま」を受け入れる事の大切さはわかっ

てきます。同時に「とはいっても症状さえなくなればなあ」という気持ちも捨てられていない自

分があります。「この 100 万円の薬をのめば、今後症状は一切なくなります、といわれたら私は

買うかもしれません」と話された講師の発言に、「自分もです！！」と共感していました。弱い

自分を出せる集談会は大切なものと感じました。

第５６７回 令和元年７月２８日（日）

○体験発表

Ｓさんは、神経質症の人はどうしても症状の方に目が向いてしまいがちだ。その結果周囲の事

に関心が無くなってしまう傾向がある。しかし、世の中で話題になっていること、興味深いこと

などに関心を持つことは大事だと感じている、と前置きし、「一病息災」という言葉についてお



話されました。

Ｓさんは小さい頃から胃腸が弱く、生水を飲まないようにしたり、食べ物に気をつけてきた。

長い間、健康に人一倍注意をしてきたが、考え方によってはこの間内臓を休ませられたとも考え

られる。一時期お酒を飲むなど無茶をした時代もあったが、そんな生活をずっと続けていたら、

大きな病気になっていたかもしれない。長い目で見ればかえって良かったのかなと思う。

その上で、身体が動くうちにしっかり身体を鍛える「貯筋」が大事である。Ｓさんは60歳から

水泳を始めて10数年続けている。また、ウォーキング、ストレッチ、スクワットなども続けてい

る。

最近の健康診断ではすべて基準値以内に収まっており問題ない。一つくらい病気があっても、

それを教訓に日々の生活を注意して過ごせば、大きな病気をすることもない。

これからも『一病息災』を忘れずに、体に気を付けて生活していきたい、とお話された。

Ｓさんのお話は、ついつい話題が心の方にばかり向きがちな私たちにいろいろなことに関心を

向けることの必要性を教えてくれたのではないでしょうか。

○自由課題

ありませんでした

第５６５回 令和元年６月２３日（日）

○体験発表

Ｉさんが、御自身のこれまでの歩みを以下のように体験発表されました。

私はおとなしめで引っ込み思案の子どもでしたが、姉は社交的な性格でした。姉と比べて、おと

なしいことはいけないという意識が生まれました。

そこで中学校では、委員などをして、人前で積極的に活動していました。ところが、ある授業

で本の音読を指名されたとき、声が震えました。私は、こんな自分が許せなく、人前で恥をかい

たと思いました。この経験以来、注意は自分に向き、人前でしゃべることがなかなかできなくな

ってしまいました。

高校・大学のときは、常に対人恐怖が頭にあり、学生生活を楽しめませんでした。このような

自分を精神的に強くしたいと考え、様々な修養のようなことに取り組みました。思想や宗教の本

の読書、内観療法やヨガ、話し方教室、少林寺拳法などです。また、半年くらいヨーロッパやア

ジアをヒッチハイク旅行もしました。このようなことをしても対人恐怖は変わりませんでした。

弱さを隠そうとすると恐怖はいっそう強くなり、ストレスで疲れる毎日でした。

卒業後は放送局に就職しましたが、人前で説明しなければいけない場面が多く、対人恐怖の私

には苦痛でした。自分を表現したいという気持ちは強くありましたが、症状のためそれが思うよ

うにできず、「症状さえなければ」と葛藤する日々でした。

そこに20年ほど勤めて自分で会社を設立しました。自分を試してみたいという気持ちもあった

のですが、組織の中にいるのがしんどくなってきたのもありました。

組織を離れ、自分で仕事をすると、自分で生きていくことに少し自信が出てきました。これま



で、なおざりにしてきた心の問題を今度はきちんと見つめたいという気持ちになりました。

そのようなとき、森田と発見会に出会い、集談会に参加しました。それが今から30年くらい前

です。集談会のよさも感じましたが、「とにかく症状を治したい」という自分の気持ちにぴった

りの言葉を見つけることができませんでした。このときは、森田についてこのような表面的な理

解に終わってしまいました。

その後、認知行動療法をとある大学で学び、試しましたが、そこにも限界を感じました。

そこで、12 年前から再度、発見会で森田を本格的に学ぶようにしました。今度は前回に比べ少し

理解が深まりました。症状の原因は自分の無理な生き方、考え方にあったのだということがしみ

じみ分かってきました。「自分がよく見られたい。馬鹿にされたくない」「人前では落ち着いて

堂々としていなければいけない」などたくさんの「かくあるべし」に強く支配されていたこと、

現実をきちんと見ることができなかったことなどに気づいてきました。

人前が苦手なことは変わらず、失敗することはあります。でも、そのような現実の自分から出発

していくようにしました。すると、これまでは症状があるからできないと考えていましたが、症

状があってもできるというように考えるようになっていきました。

その中で自分に変化が見られました。まず、自分の症状や悩みを人に言えるようになりました。

周りの人は、自分の症状だけを見ているのでない。誠実にやっていれば周りの人は私の全部を見

ていて評価してくれる、とわかってきました。

また、自分を受け入れることも、少しずつできるようになってきました。生きているという実感

も感じられるようになってきました。これまでできなかった人のことを思いやるということもで

きるようになってきたと思います。

森田は学べば学ぶほど深い内容があります。今後とも、森田を学びながら歩んでいきたいと思い

ます。

○自由課題

Ｔさんが担当され、以下のような内容でした。

Ｔさんは、過去の発見誌に寄稿された「自欺（自分を欺くこと）と自覚（自分を知るこ

と）＝自分の自然にまかせよう＝」（執筆者は菊地真理さん）の前篇を音読されました。

そして、森田理論の「あるがまま」の意味を知る手掛かりを学び合おうとされました。

今回は前篇で終わりましたので、次の機会に後篇を音読して、学び合いたいとのことでし

た。

第５６５回 令和１年５月２６日（日）

○理論学習

中部支部内の代表幹事 B さんの ｢私をささえた森田の言葉｣ のお話です。

【 概要 】



神経質症にとらわれ始めた２０代後半から、年代別に、森田の言葉を中心に体験談を話されま

した。

・２０代後半

ある日心臓がバクバクして、大変と思い、救急車で病院へ、心電図など検査でも異常なしであ

った。 その後予期不安や、睡眠不足など重なり、ますます不安がつのった。

当時（昭和５２年頃）は精神科のハードルが高かったが、知り合いに会わない様、小さな精神

科へ行った。 家庭・職場の心配事は無いか？ 体の異常は無いか？を調べられ、「無い」とい

う事で、普通の生活をして良いと言われた。 それで気分は楽になった。

不安神経症状を言っても、取り合ってくれなかったし、薬も出なかった。が、かえって良かっ

たのかも、 今なら、薬漬けになっていたのではないか、、とも思う。

「神経症を治す本」に出会って森田を知ったが集談会は参加しなかった。

本を何冊か読み、自分には「森田」しかないと思った。

・３０代（症状克服過程）

「思想の矛盾」----

苦は苦、楽は楽、柳は緑、、、、事実は変えられない。

「精神交互作用」----

これを学んで、半分くらいパニック症状が治ったと思う。

感覚に注意が集中して鋭敏になり、不安連鎖によって心臓神経症になる事が分かり、

パッと未来が明るくなった感じがした。

「恐怖突入」-----

予期不安を治すため、エイヤッと思い切って、電車に乗ってみた、ある区間を２,３

回往復して何事もないことを経験して、より「森田」を信用することになった。

・４０- ５０代（仕事中心の生活・退会）

仕事が忙しく、森田を考えるヒマもない時期で、一旦退会した。が、頭の中では「森田の言

葉」が支えになった。

「自然に服従し、環境に従順なれ」----

合わない上司、同僚なども入れ替わってゆく、今の環境でやれる事をやっていく。

「初めての行動には不安がつきもの」---

知っていると、初めての事をやる時、少し安心できる。

「100%完全はあり得ない」---

仕事で一番役立った。完全欲の強い神経質者にとって、ある程度で次に移ることは重

要なポイント。

「感情と行動は別物」---

目的本位ということ。

・ 60 代 – 現在（再就職、再入会、がん手術体験）



「自然に服従し、環境に従順なれ」---

仕事のときと定年してから受け取り方が違った。意に反したことが起きても

逆らわない。 （がんなど。）

「心は万境に随って転ず、転ずる処実に能く幽なり、流れに従って性を認識すれば無喜亦無

優なり」----

心は周囲の状況で変わる、流れに逆らわずにおれば、よく適応していく。

森田の目指す最終の所と思う。

「諸行無常」----

どんな出来事も終わりがくる。 がんを経験して意味が重く心が軽くなる言葉であっ

た。

・良かった本の紹介

「神経質の本態と療法」、「自覚と悟りへの道」、「神経質問答（自覚と悟りへの道2）」、

「現代に生きる森田正馬のことばⅠ、Ⅱ」、「森田正馬全集５巻」

＊症状克服から日々の生活などに、森田の考えを生かしてきた様子が、よく分かり大変参考にな

りました。

○自由課題

うつと対人緊張に悩まれた幹事のＡさんの「森田療法と認知療法を比べて」をテーマとした発表

でした。

まず、認知療法の「コラム法」（思考記録表）の説明があり、その後、Ａさんが思う森田療法

と認知療法の共通点と相違点の説明がありました。

共通点としては、両者とも安易なプラス思考でなく、両面や事実をしっかり見るようにしてい

ること。 意志で感情を直接変えようとしていないこと。書くことを大事にしていること、実践と

振り返りを大事にしていること、などです。

相違点としては、認知療法は、考えを現実的でしなやかにし、つらい気分を軽くしようとする。

もともとは、うつのための精神療法だった。

森田療法は、症状はそのまま受けとめ、日常実践や人生観を前進させることで、症状を克服し

人間的に成長させようとする、などです。

このように両者を比較することで、より森田療法の理解ができ、より広く問題解決に役立つと

思いました。



第５６４回 平成３１年４月２８日（日）

○自由課題 ＜森田の立場と観点＞

T さんが森田の立場と観点、森田の実践について発表しました。

●森田の立場と観点

＊事実唯真の立場

事実のみが真実である。という事で、事実や現実を基に判断する、ということです。

そこから、自分が気に入らなくても、「感情の事実を素直に観察」することに繋がると思う。

（受け入れるかどうかとは別の、厳然たる事実）

＊実践の立場

物事を変えていく原動力は、行動、実践であるということ、現実的な日常の必要な事をビクビ

クしながら、やっていく事で、感情コントロールに傾きがちな自分にも、重要な事と思う。

＊運動観

物事は本質的に変わりうる性質をもっている。神経質性格も実践の中で、運動、変化する。

変わるというと、よい性格に変えて、とか、精神を変えて、感情を盛り上げて、などの方向に

変わることを望みやすいですが、それでは「かくあるべし」となってしまう。ここでの変化は、

「能力の発揮」ととらえると分かりやすいと思う。悩みながらも日常の事に手をだしていく、そ

のとき神経質の「向上欲、完全欲」が発揮され手を出した事がよりよく完成されていく。そうい

う風に変わってゆく事と思う。

＊両面観

物事は相対する二つの側面の矛盾、葛藤の中で変化する事を認める。生と死、加熱と冷却、愛

と憎しみ、など。欲望と不安、精神の拮抗作用。

●実践について

不安、恐怖を、気になるままに実践することは、必ずしも気分は良いとは限らないがもともと

が、日常生活でも「力を発揮したい、最低でも他の人と同じくらいは…」というのが「本心」で

はないか、その方向の行動が、「本心」に沿った実践と思う。

①気になる事は気になるまま今やるべき事をやっていく。

気になるのは、自然な感情であり、 例えば完全欲が強いと、細かなことが気になる。

これは完全欲の片面であり、片面のみ取り去る事はできない。したがって、「気になる」を発

揮するのは、「完全にやり遂げたい」欲望も発揮することにつながるので、そのまま自然にして

おく事がポイントになる。

②症状があっても、やるべき事ができるようになる。

「できた」という評価が重要で、「発表など」で、そのとき不安だったからダメだ。と評価し

がちだが、不安でも「発表した」事実を認める。 現実的な評価が重要。

③症状が邪魔ものではなくなる。



不安もまた、自分の一部であることが体得されてくる。

④症状をなくそうと思わなくなる。

症状の方に完全欲を向けなくなる。完全欲は、能力の発揮の方向へ向いていく。

＊①から④を通じて、症状中心から、現実の生活中心へ、また能力発揮の方向へと導いてくれる

のが森田療法で、結果的に症状から離れる事になっていく、症状も邪魔者でなく、自分らしさの

一面であると思う。

○自由課題 ＜ワンポイント森田 三島森田病院の HP より＞

Ｂさんが「ワンポイント森田 三島森田病院の HP」から抜粋した「意欲がわかないと

き」、「劣等感に悩むとき」の二つの項目を参加者で輪読した後、感想を発表し合った。

いくつかの感想で、・劣等感は全て悪いわけではなく、やる気の原動力にもなりうる。・（人

前で話すのが苦手な経験から）弱点はその一点で評価されるわけではない（部分的弱点の絶対

視）。などプラス面から見た意見や、・劣等感が強く他人の目が気になり行動に制限がある。な

ど現状の辛い思いを話す方もいた。

「劣等感について」がほとんどで、「意欲がわかない」については少なく、参加者の劣等感へ

の強い思いを感じた。

第５６３回 平成３１年３月２４日（日）

○自由課題 「対人関係の悩みや煩わしさ、ストレスいついて」

A さんから課題について一つ一つ話し合う予定のところ、時間がなく要点の紹介にとどまりま

した。

「対人関係・対人恐怖について、皆さんと一緒に考え話し合いたかったのですが、今日は残念な

ことに、私の持ち時間が、少ししか残っていませんので要点だけをお話しします。」

対人関係の悩みや煩わしさ、ストレスは、今も昔も同じで、人間社会において永遠の課題である。

ストレスのない社会はない。強いストレスを浴び続けると人間は病気になってしまう。しかし全

くストレスのない生活はやはり病気になってしまうと言われている。

1 仮に「自分が余命いくばくもない」となった時、皆さんは、以前と同じ悩みや苦しみを持って

限られた時間を生きていますか。皆さん一度考えてみてください。

2 皆さん、自分に問いかけてみてください。

(イ) 怒りや悩みで時間を無駄にしていませんか。

「くよくよ悩む自分」「腹を立てる自分」に自分の時間を支配されていませんか。

(ロ) 他人の目ばかりを気にしていませんか。

他人の事ばかり気にしていたら自分と向き合う時間を失ってしまう。



自分の人生は誰でも自分が主役。嫌な人のために生きているのではない。他人の目を気にして

も何もならない。

(ハ) 本当にやらなければならないことに全力を注いでいますか

3 頭に来ても「むやみやたらと自分の足を引っ張るやつ」とは戦わない。

「やり返してやろう」「仇討ちをしてやろう」などと間違っても考えない。

たった一度限りの人生を思い切り謳歌するために限られた時間・エネルギー・資源を浪費しな

いため。

※人間社会、サラリーマンの世界では、耐えて耐え抜いた人が最後は勝っているようである。

※他人の気分に左右されない。

自分が嫌だと思っている上司・相手は、他の人も同じ考えかもしれない。ただ、口に出さな

いだけ

4 人間関係・対人関係には、相手によって距離をおいて付き合う事が必要。その距離は相手によ

って異なる。

例えば、自分と上司、友人、知り合い、親友、親子など、付き合い方は異なる。だから距離は異

なる。

5 森田正馬の「感情の法則」(1)～(5)までの考え方が証明している。

(イ) 感情は放っておけばだんだん収まっていく。

人との不快なことを気にすれば余計に不快な気分になるがその感情は放っておけば(気にしな

ければ)そのうちに静まる。

例えば、「考え過ぎ」「気にし過ぎ」

嫌な感情が沸き起こって来たとき、そのことを気にしないでやるべきことをやっていればそれ

が小さなこと、どうでもいいことに変わっている。

(ロ) 変えられるところから変えていく。そうすれば「感情」も変わる

カッとなった時、全身怒りに包まれる。しかし時間がたてばその怒りは消えてしまう。

姿や形の見えない感情を相手にするのではなく現実の中の変えられるものから変えてみる。

感情を放って(気にしないで)おくということ。

※「清濁併せ呑む」 善人も悪人も差別しないで来るがままに受け入れる。

他人を変えることはできない。変える事が出来るのは自分だけ。しかし自分には変えれない

ものがあることを認めることも大切。些細なことは無視する。人の事には立ち入らない。

黙っていては相手に伝わらない。伝えなければならないことは「手段と方法」を間違わない

ようにして伝える。

悩む前に変えれるものは変え、変えれないものは受け入れる。受け入れられないものは泣いて

飲み込む。

(ハ) 考え過ぎは、心の癖。悪い癖は気が付いたらストップすればよい。心の癖は、努力すれば

変える事が出来る。(忍耐・努力・練習)

自分は、こういう時に、こういう事で、こんなふうに考えてしまい悩み苦しむという自分の

考え方の形が自覚できれば自分の考え過ぎが解り悩み苦しまなくなる。

考えても苦しまなければ悩みにならない。自分にとって大切な問題は落ち着いてよく考える。



※行動の原則

(気分・感情・症状はどうであろうと、とにかくなすべきことをなす。)

困難に直面して、不安を感じ、迷った時のチェックポイント・・・・・書き出してみる

➀問題は何か ➁原因はどこにあるのか ➂どんな解決方法があるのか

➃自分にできる最も良い解決方法は何か ➄選び出したら、直ちに実行に移す

6 「考え過ぎ」「気にし過ぎ」ない。必要以上に考えてしまう自分の癖はどのような状況になっ

た時、不安になったり悩むのか。どんなことを考えてしまうのか。自分の癖を知る。

(事例)

小さなことは考えし過ぎない。 過ぎたことは考え過ぎない。 先の事を心配し過ぎない。

変えようのないことは考え過ぎない。 嫌な人の事を考え過ぎない。 先の事を悲観的に考え

過ぎない。 長時間にわたって考え過ぎない。 時間が解決してくれることを考え過ぎない。

慢性的な問題を考え過ぎない。 起きた出来事を悪く考え過ぎない。

嫌なことがあっても その場だけで終わらせる。 自分の嫌な感情・気分に反応して、原因

探しをしてしまい自分の心の中で問題を大きくしてしまわない。 考えなくてもよいこと、ど

うしようもないこと、他人の事、自分の事は考え過ぎない。 悩み苦しみの悪循環に陥らない

ために、悩みに心を支配されないために、考えなくてもよいことは考えない。

７ 最後に

その悩み・苦しみは、 半年後・一年後、同じ大きさの悩み苦しみですか。そうでなければさ

っさと捨てましょう。

他の人とよく似た問題や苦しみはあっても 100％同じという事は、まずないと思います。「自

分流」という方法を早く見つけ出し悩みや苦しみから自分を解き放ち 一度限りの人生を謳歌し

ましょう。

○ 体験発表

時間の都合でありませんでした。

第５６１回 平成３１年１月２７日（日）

○理論学習

支部委員のＩさんから「恐怖突入」について話がありました。「恐怖突入」という言葉は森田

では頻繁に聞きますが、ふつう自分が恐れていることに我慢して立ち向かっていくという風に理

解されており、度胸をつけるとか、苦手な場面を経験し場慣れすることで抵抗が減っていくのだ、

という程度にしか理解されないことが多いように見受けられます。

しかし、恐怖突入にはきちんとした意味があります。森田先生は、「自分が思い込んでいる“恐

れている事態”が実際には想像とは異なるということを、理屈ではなく身体で体験させてくれる

のが“恐怖突入”である」といっています。

また、「恐れもそのままになってしまえば、いかに大きな恐れでもこれを感じることができな

い」とし、いわゆる「捨て身の心境」と述べています。これは恐怖を克服しようとするのではな



く、恐怖に抗わずに、仕方ないとそのまま受け止めることを意味します。

認知行動療法では恐怖突入のことを「暴露療法」と言っています。苦手な場面に「自分をさら

す」という意味です。この療法では、「暴露療法」の意味を、「今この瞬間にマインドフル（自

分の心や感覚をそのまま感じとること）になり、一瞬一瞬を精一杯体験しながら、価値判断をせ

ずにアクセプト（感じとる）するということである」と説明しています。

恐怖突入は、あえて苦手な場面を設定して取り組まなければできないことではありません。私

たちが常日ごろ、安心を得るために行っている「回避」や「安全行動」を少しでもやめることが

小さな恐怖突入になるのです。このように「恐怖突入」の意味をきちんと理解すること、そして

日常の小さな「恐怖突入」を少しずつ実行することが大事である、との話がありました。

○体験発表

幹事のＴさんが対人恐怖・手のふるえなどで悩んだ経験を話されました。Ｔさんはふるえるこ

とを異常と思い、それを人に知られることを恐れていました。今思えば事実から離れて不可能を

可能にしようとして苦しんでいたのです。

生活の発見会に参加した当初はふるえを抑えることに必死で、症状をなくすことばかりを考え

ていました。しかし、集談会の仲間との交流の中で、次第に「ふるえを無くそうとすると苦しい。

共存するしかない」という思いが出てきました。

そうした中、家庭でもいろいろ辛い経験をし、本当の意味で恐怖突入をしなければならなくな

りました。そうした、文字通り体当たりの人生の中で、少しずつ森田の教えが身についてきたと

言います。今では、しみじみと「森田に出会ってよかった」と言うＴさんのお話は本当に心にし

みる話でした。

第５６２回 平成３１年２月２４日（日）

○自由課題 「森田で自分を知る」

私はアルコール依存症であり、不安障害であり、強迫神経症です。

自分の行動を振り返れば、酒に頼った日々も有り、飲み過ぎて記憶を失う時もありました。ダ

メなやつと言われても当然で、家事もろくに出来ないほど酔っていました。そんな私は、依存性

によって、アルコール依存症が発病しているとは思ってもみませんでした。

家族の怒りなどこの病気では腹の立つ事が実に多い。病気の回復を計ろうと思えば、このような

感情をアルコールに頼る事なく乗り越えて行かねばならない。森田療法の創始者、森田正馬の感

情の法則の第一項目で述べている『感情はその自然の発動のままに従えば、その経過は山形の曲

線をなし、ひと昇りひと降りして、ついに消失する』と、この法則は特に怒りに対して通用する

事が出来ます。怒り以外の不快な感情に対してもこの法則は有用です。嫌な感情でも時間が経て

ば必ず消える事を頭においておけば、アルコールや薬の力を借りる事なく一時の辛抱をする事が

出来る様になります。感情は何かの刺激があって生じるのです。私はこの感情の法則を学び、森

田で自分を知る事ができました。

生活の発見会を知り、入会したのは平成16年でした。すぐ基準型学習会へ参加しました。あの時



はまだ薬を飲んでいました。日記指導で薬をやめる勇気を頂き、以後病院通いから森田理論学習

へ、生活の発見会へ通い続けました。今年で 15 年目に入りました。2018 年６月号の発見誌で、

「アルコール依存症で苦しみ森田で自分を真人間にして頂きました」と、宮崎康子さんが言って

います。私も同感です。森田で得た幸せを伝えていく事が私の使命と気付きました。

〔感想〕

Ｋさんは、自営業の手伝いや子育てで、精神的に疲れ果てていたのでしょう。その気持を紛ら

わすためにアルコールに手を出したのだと思います。集談会に出席し、森田を勉強するうちに、

今まで目を背けていた現実に、正面から向き合おうという気持ちが生まれたのです。依存症とな

ったアルコールを断つのは大変な事です。その決心を後押しし勇気を与えてくれたのが、森田の

教えと集談会活動だと言う事です。今はこの体験を多くの人に伝えたいと、他の集談会からの講

演依頼にも積極的に答えています。これからの活躍を期待します。

○体験発表

幹事の O さんが発表されました。

O さんは昔から活字が好きで、本屋とか図書館が大好きでした。平成 3 年の両親の亡くなった

後からの慢性的な肩こりと、平成７年の仕事で起きた腰痛症に悩み、接骨院通いを続けたこと。

そしてその後も良くなった、すっきりしたと認めずに、自分の体調の事ばかりにこだわってきま

した。平成９年には月照庵クリニックを受診して、その時に日記指導を受けました。日記指導で

は行動したことを中心に書いて、症状や愚痴を書かないように気を付けました。今は週に一回の

日記ですが、現在まで継続して書いています。

今回は、平成２７年と平成２８年の二年間を振り返って話をしました。読んだ本や漫画などの

感想、趣味のランニングのマラソン大会の感想、集談会の活動や出来事、自営業での仕事の話、

国際的なスポーツの大会の話などです。

平成２８年度は膝の怪我があったので、治療とリハビリに費やしてしまい、森田とは少し距離が

ありましたが、O さんはエンターテインメントの本、ミステリーの本、スポーツノンフィクショ

ン、ノンフィクションなどを主に読み続けてきました。しかし、友人とか知り合いにも自分の読

書歴を披露した事はありませんでした。集談会で発表できる場があり、大変ありがたいと思って

いると話されました。

〔感想〕

Ｏさんは、若い頃柔道をやっていて、体力には絶対の自信が有ったせいか、ちょっとした体の

不調も許せないという気持ちが強かったのだと思います。性格的にも多少神経質なところが有っ

て、とらわれてしまったのでしょう。

膝の怪我も有って、趣味のランニングも当分出来ない状態ですが、焦らず今できる事を考え、

一歩ずつ前進しようとしています。ここにも森田の教えが生きているのだと思います。何時か目

標とする「フルマラソン」に挑戦する日が来ることを願っています。また読書量は相当なもので、



いつも感心させられます。


