
第５８１回 令和 2 年１２月２７日（日）

○理論学習

近隣の集談会で代表幹事をしているＮさんに講師をお願いし、理論学習をしました。題名は

「神経質の人が少しでも生きやすくなるために」でした。Ｎさんは、プロジェクターとプリント

を使い、自分の体験と、その体験のときやその後の学習でつかんだことを次のように発表されま

した。

大学在学中、対人恐怖と視線恐怖が強くなり、精神安定剤を飲むようになりました。就職して

会社員になると、精神安定剤の量は増えていき依存症のようになりました。仕事がきちんとでき

なくなり、ミスも増えてしまいました。そこで精神安定剤をやめることを決意しました。医師に

相談して服用をやめると禁断症状が出ましたが、耐えていくうちになくなっていきました。その

とき、気づいたことは、自然の中にある美しさでした。精神安定剤は不安感を一時的に抑えまし

たが、美を感じる心も抑えてしまっていたことがわかりました。悩みを本当に治すには、森田療

法のように考え方や生き方を変えることにあるとわかりました。以来、服用することなく発見会

などで森田を学びながら、実践を続けました。すると、対人恐怖や視線恐怖などの神経症を乗り

越えたという実感がわいてきました。欲求に乗って行動できるようになり、とらわれる時間もな

くなりました。やりたいことがどんどん実現できるようになりました。人間的に成長できたと感

じました。いやな人がいても、その人から自分を見直すことができるようになりました。いやな

ことがあっても、耐えながら今やることに力を向けるようになってきました。

このような体験や学習でつかんだことは、以下です。

●「とらわれ」から解放されるためには、まず「とらわれ」の原因を探ってみることです。周り

の影響から自分で作り出した「かくあるべし」の観念は何かをつかんでいくようにします。そし

て「かくあるべし」でない「ありのまま」の自分を正直に認識するようにします。不安などの症

状があることは仕方がない、症状とともに生きていこうとします。

●マイナス思考になっていないかと考えます。苦しい感情ばかりに目を向けていないか振り返り

ます。症状が出ながらもやりたいことができた自分に目を向けるようにします。症状を取ること

を目的にしないことも大事です。

●「自分軸」で生きるようにします。自立した人になろうとします。症状のときは、自分を失い、

人の評価で動いているからです。自分が今どうしたいかをいつも明確にして行動することです。

他人に批判されたときは、相手がなぜそれを言ったかを考え、自分がどう行動したいかを考える

ことです。他人は思い通りに変えられないので、自分がどうするかを考えます。

●神経質が生きやすくなるためには、80 点主義でよしとすることです。ハードルが高すぎると、

苦しくて何もできなくなります。神経質者は、完璧主義なところがありますから、80 点を合格ラ

インとして目指すと、ハードルが下がります。80 点を 100 点にする努力はたいへんで、時間と

労力がむだになることがあることも考えるといいです。

●「マインドフルネス」にも取り組むといいです。これを自分は「自覚」「気づく」と言い換え

ています。それは、どうしても苦しいとき、呼吸をただ観察するようにします。今、自分が何を

考え、何を感じているか、映画を見るように客観的に観察するようにします。ただ、症状を取る

ことを目的にしたり、マインドフルネスそのものを目的にしたりすることはしない方がいいです。



今にもどるために、このようなマインドフルネスは行います。

Ｎさんの発表を聞き、参加者たちは、感銘を受け触発されたようでした。参加者自身の体験を

ふまえた質疑応答がありました。

精神安定剤などをやめるときは、医師と相談することが大事と話し合われました。また、自分

の中にある「かくあるべし」の観念は、初回者ではすぐわからないことがあるので配慮した方が

いい。表面的な「かくあるべし」は症状の裏返しでわかるが、心の深くにある「かくあるべし」

を知るには集談会で人の話を聞いたり、本で学習したりする必要があるという意見もありました。

Ｎさんの実際の発表は、文章で書けないくらいの感動や学びがありました。コロナ禍もあり、

参加者はいつもより少なく時間も短くしましたが、1 年の最後にふさわしい深い内容の集談会で

した。

体験発表とグループ別体験発表は、参加者の都合と、新型コロナ感染拡大防止を考慮し中止しま

した。

第５８０回 令和 2 年１１月２２日（日）

○理論学習

対人恐怖で悩まれた、支部委員 I さんによる理論学習です。

中学生時代に、皆の前での本読みがうまく出来なかった事をきっかけに、人前で何かやる事に恐

怖を感じるようになった。もともと引っ込み思案傾向があり、社交的な姉と比べ、「社交的でな

いとダメ」の価値感が強くなった。

心の弱さをどうにかしたいと、ヨガ、話し方、海外旅行、ヒッチハイク、などで自分を変えよ

うとしたが、全て根本が間違っていたので、とらわれから逃れられなかった。社会人になって会

社組織でも「自分は、心の弱さがあるから正当に評価されない」という思いで苦しんだ。独立し

て仕事を始めても、仕事の自信は出来ても、心の弱さにとらわれることの解決は出来なかった。

森田に出会って最初はいろいろ感心することが多かったが、奥が深くなかなか簡単にはいかなか

った。

●自分が弱みと思っている事も、他人にとってはたいしたことではない → これが事実。

●治るとは → 症状がとれる事ではない。

●感情を変えることは出来ない → この事実に納得すればとらわれない。

●自分の行きたい道に目を向ける → 心のほぐれにつながる。

●なりきる → 心と行動が一緒になる事が大事。

●実際に行動してみて、自分の考えと事実はどうであったかを見る → 恐怖突入

など、自分の主観の中だけで考えが回っていては気がつかない事が見えてきて、なんとかやって



いけることが分かった。

また、西洋の認知行動療法でも「マインドフルネス」といって、「原因結果論」ではとらえられ

ない物事の真実を感じとる事が論じられてきている。日本では同じ事が 100 年以上前から森田療

法で行われている。

具体的な体験をまじえながら、症状発生の経緯、森田療法のポイント、また認知行動療法との比

較、など分かりやすく、理解が深まるお話でした。ありがとうございました。

○体験発表

確認恐怖で悩まれた幹事 T さんの体験発表です。

掃除の拭き残しが気になる事がきっかけで、行動を繰り返すようになり、生活が滞るようにな

った。やめなければと思い保健所への相談から、精神科、クリニック受診などに行ったが、「克

服できなかったらどうしよう」との心配がつのっていた。

図書館の本で森田を知り、長谷川洋三先生の「森田式生活法」を読んで発見会を知った。

初心者懇談会へ参加し「自分だけではない」ことが共感できた。それから集談会へ継続参加する

ようになった。確認については、3 回までにするように助言を受け実行してきたが、発見誌の記

事に「確認は 1 回まで」とあったので、回数を減らすようにすることで、最初の峠を越える事が

出来た。

「自分だけではない」と共感が得られる事は重要な経験と思いました。また、確認を「止め

る」のでなく回数を「減らす」がポイントかと思いました。とはいえ簡単ではなかったと思われ

ます。 参考になりました。ありがとうございました。

第５７９回 令和 2 年１０月２５日（日）

○体験発表

幹事のＳさんは、不安神経症（心臓神経症）にかかわる経験を発表しました。

あるとき、自動車の運転中に心臓がバクバクして心臓が止まるのでないかという不安が強くな

った。救急車で運んでもらった病院では異常なしと言われた。しかし、その後、また起こるので

ないかという予期不安が強くなり、運転や旅行ができなくなってしまった。

浜松医大で外来森田療法を行う医師の診察を受け、心臓神経症と診断され、高良武久先生の著

書「森田療法のすすめ」（白揚社）を読むように言われた。この本を読んだときの感動は、今も

忘れない。「このような症状を持っているのは、自分だけではなかった」という発見や共感や希

望のような気持ちを持つことができた。

その後、通院を続けていると、その病院の待合室にいた患者の人が、発見会を教えてくれた。



このことが、きっかけで発見会に入会し、集談会などに出席するようになった。

通院と「森田療法のすすめ」の読書と発見会での学びなどで、心臓神経症で死ぬことはないし、

心臓神経症を治していくには「恐怖突入」しかないと、わかってきた。１週間くらいは実行でき

なかったが、思い切って運転することにした。不安は大きくなったが、しばらくすると不安は弱

くなっていくことを経験した。運転を続けていると、心臓のバクバクすることも、しばらくする

と収まっていくことも経験した。このように運転を続ける中で、以前のように普通に運転できる

ようになった。<br>

このとき、これまでの自分のことを振り返ることができた。自分は、子どもときから内気だっ

た。成人しても家業をやることにしたので、家から出たことがなく劣等感を持っていた。このよ

うな劣等感が積み重なって心臓神経症になったと、自分では考えている。

ただ心臓神経症を乗り越えたことは、自信のような気持ちを与えられ、新しいチャレンジにつ

ながった。両親の逝去後、郊外にあった実家の地を離れ、都市部のマンションで一人で住むこと

にし、そのための様々な手続きや都会での自立した生活をやりとげていった。このことがまた新

しい行動につながり、地元の社会人講座に参加することにした。講座も２年目になると何人かの

友人もでき、講座の文化祭のまとめ役にもなった。まとめ役として文化祭をやりとげたとき、講

座の代表者から感謝の言葉をいただいたのが心に残った。他にも講座の何人かでお茶などに出か

けるとき、店の予約をするなど自分がまとめ役をしたりした。

このような生活は、これまで内気だった自分では、考えられないことだ。様々な生活上の不安

は当然今もあるが、症状のような不安は克服できた。また、運命を切り開いたという感じがある。

悩んでも、悩みを持ったまま、目の前のことに取り組んでいれば、いいことが起こってくる。神

経質は、気にし過ぎというマイナス面がある。しかし、神経質は、反省でき向上心があり、傲慢

にならないというプラス面があるということも発見できた。これらは発見会でほぼ３０年を学び

ながら歩んできた成果と考えている。

このように心臓神経症を乗り越え、そのことをきっかけに新しい生活に踏み出したという感動

的な体験発表でした。「参考になった」など様々な感想が出されました。

○自由課題学習

代表幹事の O さんは、大原健士郎先生著書「こころを楽にする生き方」（講談社）内の「色紙

に見る森田哲学」、その中にある「君子は道のためにす、名のためにせず。神経質は仕事のため

にす、治るためにせず」のところの内容をまとめた資料を用意しました。

その資料を参加者で分担して音読しました。Ｏさんが資料を読んで考えたことをまず発表し、

続いて参加者全員がこの資料から考えたことを発表しました。また、人の発表を聞いて、さらに

考えたことを話し合いもしました。

さて教育界は、教育者の話を聞くことを中心とする教育から、学習者が考え活動することを中

心とする教育へと変化しつつあると考えています。



今回の自由課題の持ち方は、そのような教育界の流れに似て、参加者の考えや活動を中心とし

た内容でした。今後の発見会の活動に参考にできる取り組みと思います。

また、取り上げられた内容も大事なことでした。入院森田療法において、治すために作業する

というような人は、神経症がよくならない。作業は作業のために行う。娯楽のときは娯楽を楽し

む。生活内容を充実させて、そのことを日記に書く。このような入院生活の中で、ふと気がつい

たら治っていたというのが、神経症の治り方であるという内容でした。私たちが、実生活の中で

も参考にできる内容だったと思いました。

第５７８回 令和 2 年 9 月２7 日（日）

○理論学習

中部支部 支部長 K さんが、｢欲望と不安｣のテーマで、字を書くときの手の振るえにとらわれ悩ま

れてきたご自身の経験から、体験を積んで学んで行けば治っていくことについて話されました。

＜概要＞

①不安は嫌なものだが、必要があって起こるもの。

② 不安の反面は「生きることへの欲望」である。

③ 欲望が分からないときは、小さなことに手を出してみる。

K さんは、家の掃除、風呂掃除、子供と遊ぶ などから始めた。

④不安と欲望の調和を体験から会得する。

⑤体験を積み重ねるとき、注意すること。

1:なりきる事 2:熱意をもって取り組むこと 3:森田を信じて行動すること

などを、ご自身の経験を交えながら話されました。

手の震える自分では、他の人に対して「自分の優越感」を満足させられない、それで震えるこ

とに「とらわれ」ますます手の震えの症状として表れてしまう。また不安と欲望の調節について

は、最初は「欲望、欲望」と言い聞かせて行ってもうまく行かなかった。それは、不安があるの

にそれを隠している自分がいるためと分かった。

風呂掃除などは、不安を取るためでなく綺麗にするためなので、それに注意を向けて行うよう

にして、もう少しきれにするには、、、ここもあそこも綺麗にしたい、どうするか、、、など、

綺麗にする事に「なりきって行く」ことを続けた。そうするとだんだんと仕事の方にも生きてき

て、ある時、仕事上で客先のイベントに参加する状況の中で、震えない自分を発見した。

しかし、二回目の時は症状がでてしまった、おそらく「なりきることにとらわれた」からだと思

われる。そういった経験を繰り返しながら、だんだんと調節され、「現在になりきる」ことが次

第に出来るようになっていき、とらわれから脱する事が出来た。と話されました。

今日のお話で、症状の裏には、「優越感を得たい」があり、それは「欲望」へ繋がっている事は

なかなか気がつきにくいことですが、納得させられました。



「なりきる事」の重要さと、注意点、など具体的な経験を交えた分かりやすいお話を頂きました。

ありがとうございました。

○体験発表

都合のためありませんでした。

第５７７回 令和 2 年 8 月２3 日（日）

コロナ感染防止をできる限り行いながら、自己紹介、理論学習、体験発表の順に進みました。

〇理論学習「私が思う森田のポイント」

学習委員のＴさんからお話がありました。

【森田の概要】

神経質症になる人は内省的、批判的であり、自分の身体、精神の病覚に鋭敏で強くこだわる。

これは向上欲が強いからであり、症状があると、自分の向上発展（能力を発揮したい、よりよ

く生きたい）に邪魔である。 そこで、少しの違和感も見逃さず排除しようとする。また、その

向上発展欲（完全欲）の為、徹底的に治そうとする事にもなる。 本来は向上発展が目的のはず

が、症状とその排除にとらわれてしまう。

また、「かくあるべし」（いつも晴れ晴れ気分、完全な健康、不安のない事）の「考え」にこ

だわる為、自然な人情がもとであり、容易に変えられない感情をコントロールしようと懸命にな

るが、もともと自然な事は変えられない「感情の事実」に裏切られる事になる。変えようとする

「考え」と 変わらない「事実」の葛藤に悩み苦悩となっていく。

森田は、「症状」ではなく、「向上発展欲」と「事実」に重きを置く。神経質症に悩む人も、

とらわれのからくりから解放されれば、優れた人間活動の発揚をみせる。というふうに神経質症

の肯定的面に光を当てた。といわれます。（「現代に生きる森田の言葉」より要約）

どうしても「症状」のみに注意が向きがちな私たちですが、時々自分にとって、発展とは、能

力の発揮とは・・・を思い出す事がポイントであると思います。

【事実、現実から出発する】 感情は「事実」「自然」である。ことをもとにする。

●考え、理屈をもとにする。

堂々とするべき（考え）→ 自信のない事や、少しでも不安なことには、手が出せない。 不

安があってはダメ。「かくあるべし」になりがち。

●現実、事実をもとにする。

自分は緊張する（現実）→ おそるおそる行動していく。準備をよくして失敗が少ない。

初めての事、大勢の前ではだれでも緊張する（事実、自然）→ 緊張する自分を許せる。

●行動できた事を評価。 そのときの気分は別。

堂々とした態度、気持ちは、作りにくい（特に現実場面では）。びくびくしながらであれば、

いつもの事でそのまま出来るので、やりくりはいらない。

人の思惑が気になるときもありますが、そのときは、自分で自分を低評価しそれを他人もそう

思っていると決め付けていないか？ つまり自分で妄想を勝手に膨らましていないか考ます。自



分の思っている程、気にしていないのが現実ではと思います。

●もともとの自分自身であれば、何の気持ちのやりくりはいらない。

内心を暴かれるような不安もない。ただ、おそるおそるの気持ちは不快ではある、でも苦悩に

はならない。 苦悩をその場限りの不快にしてゆく・・・快、不快は日常のつきもの。

●びくびくはらはらしながらの行動訓練が実践課題ではないかと思います。

行動を向上欲発揮や生活発展の方向へ向けるもので、単に気分転換とは違うもの。

気分は気分（自然なものはそのまま）、出来た事の事実に目を向ける経験を促すものと思います。

【考えと感情の矛盾 （思想の矛盾）】

●現実の自分の"感情"と"考え"が違っている事。考え（かくあるべし）を徹底すると葛藤になる。

●自分の構え、工夫（精神的）を一切止める。そのまま、心の準備をしない（準備できたと思っ

ても、その時々で変わるの）で事に当たる。準備は、現実的、実際的なもので行う。（計画、書

類、その他）

【完全欲】

●完全欲が強いとなかなか満足しない。が、完成度の高いものを、作るには欠かせない能力。

●完全欲が強くて困る、というのは「向上心が強くて困る」と言ってるのと同じ。

●完全欲は良く発揮することがポイント。 ただし、自分や周囲状況もよく見ることが大切。

【その他】

仕方なしの行動でも、感情は行動に引っ張られる。 ちょっと散歩しても、気分は変わります。

もともと活動するように出来ているものが、その能力を発揮した。 というように、本来の使

い方の結果ではないかと思います。

※注意※

行動は、感情を変えるためではなく、必要のため。 生活の発展のため。動くように出来てい

るから動いている。 というようなものかと思います。感情にこだわると、感情をふりかえる →

行動したのにまだ変わって無いからダメだ。となってしまいます、これでは、症状のみにとらわ

れているのと同じ。あくまで、目的が達成されたかどうかが、第一であり、結果的に感情もかわ

っていく。 ･

以上 森田の書籍のなかでも、言われていることですが、繰り返し認識する事で、自分や症状

への見方が変化してきました。参考になればと思います。

Ｔさんは、上のような内容を発表されながら、ホワイトボードの図でも「森田療法」「向上

欲」「考え」「事実」などの関係を示してくださいました。また、内容にかかわる自分の体験も

発表してくださいました。聞いている参加者にわかりやすくプラスになる理論学習だったと思い

ます。



〇体験発表 Ｏさんの発表がありました。

幹事Ｏさんは、森田療法で行われるような日記を自分自身で書いておられます。

その２０１７年と２０１８年の内容と、最近のコロナ禍における自分の様子などを３０分くら

いにまとめて、以下のような発表をされました。

私は 2016 年の 2 月に、右膝の内側の半月板損傷の怪我をしました。筋膜リリースや超音波の

ある接骨院で治療を受けました。仕事にも支障をきたしていたので、ピラティスのトレーナーに

リハビリも教えてもらいました。自分にとっては怪我をしてからの、2 年目と 3 年目、2017 年

と 2018 年を振り返っての発表となりました。2 年間とも接骨院の治療は受けました。ピラティ

スのリハビリでは、股関節の可動域を広げるのと、足首の柔軟性を高め、膝の負担を減らすのを

目標にして取り組んでいきました。私は接骨院に頼る癖が過去にありましたが、リハビリの継続

のおかげで、2019 年からは接骨院に行かなくなりました。2020 年はコロナ禍の時代になって

しまいましたが、コロナには悩んでいますが、症状に悩んでと接骨院通いをしなくて、本当に良

かったと思っています。怪我のリハビリの方で、少しずつ、一歩一歩ですが、成長の跡があった

からと痛感しています。

このように、そのときどきで、自分の取り組んだこと、自分の心身の状況、読書や学習の内容、

自分の周りの様子、発見会の様子、これらのことへの自分の考えや感想などを発表されました。

聞いている参加者には日記の書き方や日常の取り組みなどについて参考になる発表と思いました。

第５７６回 令和 2 年７月２６日（日）

この日は、初めての方（男性）が１名、名古屋集談会に参加するのが初めての女性が１名いら

っしゃいました。そのうちの一人は、ご両親も参加され熱心に話を聞いていらっしゃいました。

このように家族の理解と協力を得られることは回復にとても意味のあることだと思います。

○理論学習

幹事のＴさんから森田療法で神経症発症の原因の一つとされる「とらわれ」についてお話があ

りました。

「とらわれ」とは、ある観念に執着して「こうでなければ」と固執することを指します。森田で

はこの「とらわれ」が悪循環を生み、症状を増大させてしまうとされています。

そこで、参加者にそれぞれどんなことに「とらわれ」たのかを尋ねました。

それぞれ、「とらわれ」たことがらは異なるものの、「こうでなければ」という完全欲、潔癖さ

がその「とらわれ」を生み出していることが分かりました。



あるべき姿（理想）を頭で考え出し、「今の自分（現実）を受け入れられない」と葛藤している

点が共通していることが分かりました。

こうしたこころの特性をよく理解すれば、「とらわれ」から抜け出すことが出来るなどの話が

出ました。また、完全欲にも良い面がありそれをうまく生かしていくことも必要であるという意

見も出されました。

○体験発表

幹事のＡさんから「森田や発見会からいただいたもの」と題した発表がありました。以下にその

原稿の全文を掲載いたします。

「発見会入会前」

私は、子どものころから対人緊張が強い、確かめが多い、ときに不安感が強くなる、落ち込みや

すいなど神経質の悩みが強い面がありました。高校のときは特に不安が強く、勉強に集中できま

せんでした。そのとき、私は、ある本の影響で、間違った自己暗示的方法で不安を直接なくそう

としました。虚勢を張ることもしました。すると、不安はいっそう強くなり、いっそう勉強に集

中できず、成績は下がりました。その結果、大学受験は失敗で、私は、危機と言えるくらいひど

く落ち込みました。そのとき、何人かの人に相談し、何冊かの本を読み、森田療法に似ていると

思うところのある考えに出会いました。「悩む時間を決め、そのときは徹底的に悩む。後は悩み

があっても、この１時間はとにかく勉強する。そんな１時間勉強を繰り返す」。カーネギー著

「道は開ける」の「今日一日を大事にする」「変えられないことは受け入れ、変えられることを

変えるように努力する」などの考えです。私は、そのように一歩ずつ努力を続けました。すると、

成績は一歩ずつ向上していき、１年後には希望の大学に合格することができました。

悩みやすい私は、心理学周辺の学習に興味を持ち、そのような学習を生かす職業に就こうと思

いました。そのために私の能力と状況でできることは、教育学部で学び、教員になることでした。

悩みのある子どもたちの力になればとも思い、私は教員になりました。なお、私の大学での卒論

は、経験、自然、実践、問題解決、人間的な成長などを重視するデューイのプラグマティズムの

教育論で、森田と似ている思うところがありました。

「発見会入会」

大学のときも、教員になってからも、私は、人間関係など様々なことに悩みました。そこで、心

理学周辺の本などから学ぼうとしました。その中で、森田療法や発見会の本に出会いました。教

職６年目までは、森田療法の独学で、悩みを何とか乗り越えていました。しかし、教職７年目、

職場の人間関係の悩みは私の限界を越え、耐えられなくなりました。そこで、発見会に入会し、

名古屋集談会などの集談会に参加して学ぶようにしました。

なお、入会を後押ししたものには、森田先生、高良先生、長谷川元会長、青木先生などの森田療

法関係の著書がありました。これらの本の考え方は、自分に合っているとこれまでの自分の経験

や学習から思いましたし、読んでいて科学的で納得ができました。

発見会では、集談会だけでなく、名古屋基準型学習会、名古屋ステップアップ学習会、本部４泊



５日合宿学習会などにも参加して学びました。発見会では、社会人としての先輩たちがいて、社

会の人間関係の中で神経質者はどうするとよいのかということをお一人おひとりの体験で示して

くださいました。「不安や悩みはそのまま受けとめながら、なすべきことをなす」ことの実例を

示してくださいました。また、発見会の先輩や仲間は、私に心の温かさやパワーを与えてくださ

いました。発見会のおかげで、私は、当時の人間関係の悩みを乗り越えて、教職を続けることが

できました。

「激務の役割とうつ」

教職２０年目ごろ、ある教職員団体の役員になりました。役員になると、毎日、教員の仕事の終

了後から深夜まで役員の仕事がありました。土日も役員の仕事があり、集談会に参加できなくな

りました。役員にかかわる厳しい人間関係もありました。このような状況の中、私は、仕事は何

とかできるが不安感が強いうつになりました。そこで、これまでの森田の学習に加え、近くのク

リニックに行くことにし、薬物療法を受けました。そこでは森田療法はできないが、認知療法は

できるということで認知療法も受けることにしました。

神経質とうつの両方のある私には、森田療法も認知療法も大事と考えています。私としては、

森田療法と認知療法では、違うところもあるが、似ているところもあると思います。たとえば、

事実や両面を見ようとしていること、感情を直接変えようとせずに考えや行動を変えようとして

いること、振り返りを大事にしていること、思い込みやとらわれの克服を重視していることなど

です。また、認知療法が最近言っていることには、森田療法や発見会がかなり以前から言ってい

ることと似ていると思うこともあり、森田療法や発見会を再評価するということもありました。

このような取り組みの中で、私の不安感を伴ううつも軽くなり、２年間の役員をやり遂げること

ができました。

「人生の様々な局面」

父親は定年退職後アルコール依存のような状態になり、母親も私も共依存のようになりました。

このときは、森田療法をアルコール問題に応用した森岡先生の本が私の力になりました。私は父

母が断酒会や家族会に参加することを助け、家族がそこで学ぶ中で、父親はアルコール依存から

回復し、母親と私は共依存から回復するということがありました。

その後、父親は肺がんになり、私と母親は心配しました。このときは、森田療法をがん治療に

応用した伊丹先生の「生きがい療法」が、私や母親の心の支えになりました。父親は抗がん剤治

療や放射線治療を積極的に受け、がんを治すことができました。

私は対人緊張が強いこともあり、婚活は苦手でなかなか前進しませんでした。発見会の協力医の

一人の先生に相談すると、「縁談は人に頼んでみる」と言われました。そのように少しずつ努力

を続けると、かなりの晩婚になりましたが、結婚することになりました。

５２才から６０才のときは、父母の介護・逝去・葬儀などに直面しました。かなりの悲しみと

落ち込みを感じましたが、そのときそのときで自分がやるべきことを何とかやることができまし

た。そのときの心の支えは、森田と発見会の教えでした。神経質の悩みやうつがあっても、森田

や発見会のおかげで、定年までの３６年間、勤務日はほぼ休まずに教職の仕事ができ、大きな達

成感が持てました。



定年退職後に孤独感や落ち込みを強めましたが、このときは名古屋集談会などの集談会に参加

することが私の心を癒やしてくれました。２０２０年度中部支部「心の健康セミナー」では、

「私の教職体験と森田療法」という内容の体験発表もさせていただきました。

森田療法や発見会は、私のこれまでの人生の様々な局面でパワーを与えてくださいました。６

３才の私は、今後とも森田療法や発見会から学んで、歩んでいこうと思います。また、微力な私

ですが、学習委員として発見会や森田療法を応援していきたいと思います。

第５７５回 令和 2 年６月２８日（日）

本日は、2 月から 3 ヶ月ぶりの開催でした。

コロナ禍もまだ油断出来ない中、マスク着用、着席位置調整、手消毒、窓の開閉換気、など気

を配りながらの開催となりました。 初回の方も 2 名参加されました。

○理論学習

中部支部内 代表幹事 A さんの ｢体験発表｣

＜概要＞

手の震えやうつに悩まれた体験発表でした。

幼少の頃は、目立ちたがりで、負けず嫌いであったが、だんだんと内向的になっていった。友

人の誕生会に遅れていった時に、緊張感を感じ違和感を持ったり、高校時代に、ギターの練習で

皆の前で演奏したときに、緊張して指がうまく動かなかったりしたが、そのときは、特にとらわ

れることはなかった。

その後、進学の面接時に、書類の字を見た先生から「君は手がふるえるのか」と言われ、意識

したことがある。また、専門学校時代には、飲み会で、お酌してもらうときに手が震えて「いや

だな」と思うことがあり、その後予期不安で、暖簾をくぐると、吐き気がしたことなどがあった。

社会人になってかからは、訪問先の会社でコーヒーを勧められ、カップの持ち方で悩んだり、

銀行の窓口、マージャンパイ、ゴルフのティーアップなど、「手の振るえ」にとらわれていった。

発見会は本で知って、同じ症状の方がみえたこともあり、4年程出席していたが、行かなくなり、

会員もその後 4 年程で退会した。

それから 7、8 年して職場の評価に対する不安等などで、眠れない、頭が回らない、等の「う

つ」になった事があった。

薬を飲みながら、会社には行っていたが、ある時上司から「調子悪いのでは」と言われ、状況

を話した。部下には知られないように、仕事のセーブなどのサポートをしてもらった結果、約一

年位で落ち着いてきた。このとき何が良かったのか振り返ってみると、同僚や上司とよく話しを

したことで、周囲の正確な情報や、自分が必要とされていることが、分かった事だった。神経質

な人は、事実より、不安感を先取りしてしまい、切り替えがうまく行かないことがあると思う。

回復してからは、山登り教室に行って知り合いが出来たり、熱帯魚の飼育を始めたりと、行動



することで気持ちが少し流れる経験をした。

その後、手の振るえのとらわれもまだ会って、岡崎集談会へ行くようになり、基準型学習会を

受講した。

3年くらい前に同窓会のハガキが来て、いやだなという予期不安はあったが、緊張のまま参加して

みると楽しかった経験をした。

会に参加していると、人の話を聞いてあらためて気がつく事が多くある。長く参加している人

が多いのもそのためだと思います。

＊学んだこと

・神経質は治すものではない。以前は｢治したい｣が強かった。

・「治す」ことより「事実と本来の欲望に目を向ける」が腑に落ちた。

・トレモロの会での中山顧問の話、、、「治そうとするから治らない。存分にとらわれる事。

あの世に行ってから（時間があるから）十分に治してください」が印象に残っている。 神経質な

りに、行動していく（本来の欲望に沿って）ことがポイントだと思う。

症状にとらわれた経緯や、うつになり回復していく過程、またその中で、学ばれたことなど

具体的で分かりやすいお話でした。 書頸のひとだけでなく、うつ傾向のある人にも大変参考に

なり、希望が持てるお話だと､と思いました。 ありがとうございました。

○体験発表

都合のためありませんでした。

第５７２回 令和 2 年２月２３日（日）

○理論学習

支部委員のＩさんから、御自身の経験、森田療法やアドラー心理学などの考えなどを比較しな

がら、承認欲求を中心に以下のようなお話がありました。

私は思春期、人前で本を読めないことをきっかけにそれにとらわれ、対人恐怖になった。長い

間、なぜこんなことになったのか全く分からず苦しんだ。

その後、人の心について学ぶうち、自分には「人に評価されたい」という承認欲求が強いこと

や「かくあるべし」という観念的な考えも大きな要因であることにも気づいた。

アドラー心理学では、多くの心の問題は対人関係に起因しており、中でも問題になるのが承認

欲求であるとしている。

承認欲求とは、人から認められたい、評価されたいという欲求である。なぜ承認を求めるのか。

それは、社会の中で優位に生き延びるためである。つまり、承認欲求を支えているのは、自己中



心性である。人の苦悩の原因はこの自己中心的な欲求（とらわれ・執着）である。

それを解くためのカギがアドラーの「課題の分離」という考え方である。つまり、「自分の課

題」（自分が自分で責任を持つ）と、「他者の課題」（他者が自分で責任を持つ）を分けること

である。私たちは他者の期待を満たすために生きているわけでない。自分を変えることができる

のは自分しかない。つまり、他者の思惑に関わらず自分は自分の人生を生きろということである。

これに対して森田療法では「事実唯真」ということを大事にする。つまり事実だけが真実であ

るということである。

生きたいという「生の欲望」も、死にたくないという「死の恐怖」も、自然な感情であり事実

である。この人間にある自然な心を肯定していくのが森田療法の考え方である。

不安を生み出しているのは、とらわれである。とらわれは、正しい価値判断を誤らせる。その

とらわれから抜け出すには「自然に服従し、境遇に従順であること」が大事である。「自然」と

は「事実」のことであり、「境遇」とは「現実」のことである。ものごとを観念的に理解しよう

とせず、まず「あるがまま」に事実を受け入れることである。

さらに森田は「不可能をそのまま不可能と覚悟する時に、はじめて我々はその客観的な事実に

絶対服従することができて、煩悩を離脱することができるのである」と述べ、あるがままに生き

る大切さを説いている。

アドラーの考えと森田正馬の考えを比べたところが興味深かったです。森田療法の考えをベース

にしながら、対人関係ではアドラーの考えを生かすことができると感じました。深さと広がりの

ある理論学習のお話だったと思います。○理論学習

支部委員のＩさんから、御自身の経験、森田療法やアドラー心理学などの考えなどを比較しな

がら、承認欲求を中心に以下のようなお話がありました。

私は思春期、人前で本を読めないことをきっかけにそれにとらわれ、対人恐怖になった。長い

間、なぜこんなことになったのか全く分からず苦しんだ。

その後、人の心について学ぶうち、自分には「人に評価されたい」という承認欲求が強いこと

や「かくあるべし」という観念的な考えも大きな要因であることにも気づいた。

アドラー心理学では、多くの心の問題は対人関係に起因しており、中でも問題になるのが承認

欲求であるとしている。

承認欲求とは、人から認められたい、評価されたいという欲求である。なぜ承認を求めるのか。

それは、社会の中で優位に生き延びるためである。つまり、承認欲求を支えているのは、自己中

心性である。人の苦悩の原因はこの自己中心的な欲求（とらわれ・執着）である。

それを解くためのカギがアドラーの「課題の分離」という考え方である。つまり、「自分の課

題」（自分が自分で責任を持つ）と、「他者の課題」（他者が自分で責任を持つ）を分けること

である。私たちは他者の期待を満たすために生きているわけでない。自分を変えることができる



のは自分しかない。つまり、他者の思惑に関わらず自分は自分の人生を生きろということである。

これに対して森田療法では「事実唯真」ということを大事にする。つまり事実だけが真実であ

るということである。

生きたいという「生の欲望」も、死にたくないという「死の恐怖」も、自然な感情であり事実

である。この人間にある自然な心を肯定していくのが森田療法の考え方である。

不安を生み出しているのは、とらわれである。とらわれは、正しい価値判断を誤らせる。その

とらわれから抜け出すには「自然に服従し、境遇に従順であること」が大事である。「自然」と

は「事実」のことであり、「境遇」とは「現実」のことである。ものごとを観念的に理解しよう

とせず、まず「あるがまま」に事実を受け入れることである。

さらに森田は「不可能をそのまま不可能と覚悟する時に、はじめて我々はその客観的な事実に

絶対服従することができて、煩悩を離脱することができるのである」と述べ、あるがままに生き

る大切さを説いている。

アドラーの考えと森田正馬の考えを比べたところが興味深かったです。森田療法の考えをベース

にしながら、対人関係ではアドラーの考えを生かすことができると感じました。深さと広がりの

ある理論学習のお話だったと思います

第５７１回 令和 2 年 1 月２6 日（日）

○理論学習

副理事長 O さんの ｢ありのままを受け入れる｣のお話でした。

＜概要＞

ある契機から、不安になったり、「他の人に飛び掛るような衝動」があり、｢自分はおかしくな

ったのでは」と悩み、森田の本をきっかけに発見会を知り相談した。 お医者さんも紹介されて、

診てもらった。「神経症」ではないといわれたが、納得いかずに、三島の森田病院で森田先生の

養子となった森田秀俊先生にも診てもらい「感情は、行動しなければ何でもあり」と言われ、大

原先生を紹介された。

大原先生の助言があり、仕事をどんどんする様にし、また「精神病恐怖」で躊躇していた結婚

もした。翌年には、「なんで悩んでいたのか」と思うほどになっていた。

振り返ってみると、小学校の頃は、「ありのままの自分を受け止めてもらう体験」が少なかっ

たのではないかと思う。また、中学校の頃は、周囲と自分を比べて不安を持ち、自信がなくなっ

た経験から、逆に強がって「かくあるべし」が強くなってきた。「いつも堂々としているべき、

不安や緊張を感じるのは男らしくない、体調はいつもベストでなければ。」などが、特に強かっ

た。そういった事が、後の症状発生に繋がってきたのでは、と話されました。



不安があるから、準備をすることで大きな失敗にならない。不安は「不快」だが必要なもの。

緊張するから、高い所に登っても、落ちなくてすむ。

男らしくあらねば、と思うから、一家を支える原動力にもなる。が、「そうでない時があっても

いいよね」と受け止めることで健康的に生きていける。

問題は「ねばならない」と受け止めてしまう事。「あってはならない」が「あってもいい」に

変わったときに楽になる。「かくあるべし」ではなく、「心の事実」「本心」を大事にし、認め

る事。

「あるがまま」は積極的で、肯定的なイメージだが、実際は「イヤイヤ」「仕方なし」が事実で

ある。「不快なものは、明るく受け入れられるわけが無い」

最後に、「いい子に育てると犯罪者になります」岡本茂樹 著 という本の一節を紹介された。

「感情を素直に出さず幼少期から無理を重ね親の期待をする役割を演じることに耐えられなくな

ったとき、積もり積もった否定的な感情が ”犯罪”という形で爆発する。健全な子育ては”いい

子”を強いるのでなく”ありのままの姿”を認めることから始まる」を紹介されました。

「感情」「あるがまま」について、考えさせられる一節でした。

「かくあるべし」を標準にし、自分自身の「あるがまま」「感情」を無視して、「理想の自

分」ばかりを目指す事と共通するように思いました。「イヤイヤ、仕方なし」は自分のありのま

まの心を大事にすることでもあると思いました。

以上神経症から立ち直るには「かくあるべし」を壊す事。「ありのままの自分の姿」を認める事。

をご自身の体験をもとに、分かりやすく、明快に話されました、参加された方も大いに元気付け

られるお話でした。 ありがとうございました。


