
学術通信
IWASAKI ACADEMIC PUBLISHER NEWS

NO. 103
2013＝夏

■目　　次■

　 　       　

●書評エッセンス●　トラウマを理解する　　4

　　　　　　  エビデンスにもとづくカウンセリング効果の研究　　10

　　　　　　  産後メンタルヘルス援助の考え方と実践　　13

●情　　報　　版●　書誌 2013.04～ 06　　14

●巻　末　付　録●　新刊案内

●論文・エッセイ● 女子大生からまなぶ  柴山　雅俊 2

メラニー・クラインと子育て  平井　正三 5

心理臨床家のこころの健康のことなど  東　　斉彰 8

記録の余白  佐藤　　曉 11



2

女子大生からまなぶ

柴山　雅俊　

　日ごろ女子大生と接しているとさまざ
まなことをまなぶ。何気なく質問したと
ころがそのこたえにびっくりしてしまう。
ふだんぼんやりしている脳がピクッと覚
醒する。「ええっ，そんなんなの？」と
思わず口に出てしまう。

　授業で「現代を色にたとえると何色だ
と思う？」と聞いたことがある。まだう
ら若き女子大生である。ピンクはどのく
らいかなと思いながら聞いた。結果は予
想に反していた，半分以上の学生たちが
グレーと答えた。たしか当時は東日本大
震災があって半年くらい経った時期であ
り，そのことも大きく影響を及ぼしてい
たであろう。しかし，それでもグレー
が多すぎるような気がする。ピンクは

約 200人の女子大生の中でひとりもい
なかった。大震災から 2年経った現在，
若干，グレーの割合は減ったが，それで
も圧倒的に第 1位の色であることには
変わりない。
　しかし，そうはいっても，グレーはな
かなか奥が深い色である。グレーをとお
して現代の諸相についていろいろ思いを
めぐらすことができる。

　若い女性の多くが夢の中で目の前に自
分の姿を見たりすることは意外に多いこ
とは知っていた（1～ 2割）。夢の続き
を見ることができたり，夢の中で追いか
けられることも多い。しかし，夢にはっ
きりと色がついていたり，夢の中での感
覚がありありとしていたり，視野がはる
か彼方にまで広がっていることは，それ
ほどあることではないと思っていた。ゼ
ミで夢の話になったとき，学生の大半は
自分たちの経験から，夢には色があり，
感覚はありありとして，視野が広いと主
張した。「先生，それが普通ですよ」と
おっしゃる。私のゼミの学生である，マ

しばやま・まさとし＝精神医学，精神病理学
東京女子大学現代教養学部人間科学科心理学
専攻教授。著書に『解離性障害─「うしろに
誰かいる」の精神病理』（筑摩書房），『解離の
構造─私の変容と〈むすび〉の治療論』（岩崎
学術出版社），『解離性障害のことがよくわか
る本』（講談社）など多数。このほど『解離の
病理─自己・世界・時代』を刊行。
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イノリティが集まっているのだろうとた
かをくくっていたが，実際に多数の女子
大生に調査してみてびっくりした。大半
の学生の夢は，鮮やかな色つきの夢を見
て，夢の中での感覚はかなりはっきりと
しており，遠くまでパースペクティヴが
開けていた。振り返ってみれば，私自身
の夢には色はなく，感覚も曖昧であり，
視野も狭く，近くの空間しか認識してい
ない。近くにいた同僚（ほぼ同年代の女
性）にも聞いたところ自分もそうだとい
う。自信を持ってゼミの学生に「きみた
ちのような夢は珍しいよ，アハハ」と応
じていたが，結果的に彼女たちにケーキ
をおごることになった。
　ゼミで，家族の中で互いをどのように
呼んでいるかという話になった。妹や弟
から直接名前で呼ばれる学生が何人かい
た。私もびっくりしたが，同じように
学生の少なからずも驚いていた。話を
聞いていると，姉や兄を名前で呼ぶこと
は必ずしも不自然とは言えないな，と思
うようになった。上下の関係が家庭の中
でも希薄になっているのだろうか。しか
し，父親や母親に対して「お父さん」や
「お母さん」ではなく，下の名前で呼ん
でいる学生が幾人かいた。これには（ま
たまた）驚いた。周りの学生に聞いても，
けっこうそういう人はいるとのことであ
る。目上の人には名前で呼ばないという
感覚はすでに自然ではなくなったのだろ
うか。そのとき以来，自分の中の家族関
係のイメージが流動化してきた。家族は
時代とともに確実に変わってきている。
もう昭和の時代ではない。われわれが

育った家族を世間一般の家族と思っては
いけない。「隣の人の夢が自分の夢と同
じだとは思ってはいけない」と授業でい
つも話している私であるが，家族もまっ
たく同様である。家族の多様化のイメー
ジをふくらませないといけない。

　女の子には女の子特有の苦労がある。
小学校の半ばからみられる女子のグルー
プのことである。4月のクラス替えが憂
鬱という女子は多いであろう。女子に
とって自分がどのグループに所属できる
かということは大きな問題である。高校
生くらいになるとそうしたことはあまり
気にしなくなるが，消えるわけではない。
男子はそういったことに比較的無頓着で
ある。女性は対人関係を重視し，共感し，
優しく接しようとする傾向が，（たとえ
それが表面だけのものであれ）男性より
際立っている。他者からの拒絶には敏感
であり，その傷は大きい。いじめの対象
となる危険性も関連しているのか，女子
は孤立しているように見られることをひ
どく嫌う。食堂でも一人で食べている学
生はほとんどいない。ひとりで暗い性格
とレッテルを貼られるのが怖いのである。
ママ友の世界でも同じである。そのため
にグループの中にはいってどのようにふ
るまうか，どのような位置を占めるのか
ということが大きな課題となる。

　最近の対人関係で目立つのは，相手を
傷つけないように，また自分が傷つかな
いように，その場の状況や相手に合わせ
てふるまうことである。そこに本音や一
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貫性をもち込むことはせず，その場その
場に自分を合わせていくことである。そ
こに葛藤はあまりない。自然に同調して
ふるまってしまっている。そうした関係
をながく維持しようとするわけでもない。
一過性の関係だから，その場の状況に合
わせて自分を作る，というか，自分が作
られる。バイト先の自分，部活での自分，
家庭での自分，学校での自分，それぞれ
が異なったキャラを持つことになっても
困惑しない。グループの中に入るという
ことは，グループに合わせた役割やキャ
ラを身につけるということである。そこ
には「偽の自己」や「本当の自己」があ
るわけではない。その状況に合わせた自
己は多数並列化している。キャラなのか
自分なのか，演技なのか自然なのか本人

もわからない。オモテとウラ，ニセモノ
とホンモノといった区分は意識されない。
自己の中で割れるのではなく，いくつか
の自己が並列化しているかのようである。
時代とともに自己のありかたも変わって
くる。自己のあり方が異なれば，体験さ
れる世界も異なってくる……。

　女子大の中でぼんやりこんなことをぐ
るぐる考えながら『解離の病理―自
己・世界・時代』を編集しました。日頃
から臨床を大切にしている先生方に，解
離を通して自己・世界・時代について
語っていただきました。多くのことを教
えていただきました。興味のある方はぜ
ひ手にとってみてください。

◇書評エッセンス◇

トラウマを理解する
ガーランド編　松木邦裕監訳

　精神分析においては，ト

ラウマの問題は十分に扱わ

れずにいたという印象があ

る。フロイトはその業績の

初期において「性的外傷

説」を放棄し，精神分析理

論を作り上げたとされるが，

その意味では初めから精神

分析とトラウマの間には

溝ができていたとも言える。

しかし現代の精神分析にお

けるフロイト派やクライン

派がトラウマの問題を本格

的に取り入れていることを

本書から知ることができる。

　本書は 1990年代にタピ
ストック・クリニックに創

設されたトラウマに関する

ユニットのメンバーのひと

りであるガーランドが編者

となり，8人の臨床家が執
筆したものである。本書の

最大の特徴は，それが一貫

して英国のクライン派の立

場から綴られていること

であり，そのような路線で

もトラウマの治療論が十分

に成立することを教えてく

れている。またそこではト

ラウマを治療することとは，

それをトラウマとして成立

させている生育歴や過去の

対象関係を扱うことであ

り，そこから生じる転移と

その解釈が主たる技法であ

るという主張が全体を通し

てなされる。（評者・岡野

憲一郎＝国際医療福祉大学

■精神分析研究 56巻 2号

（2012）より抜粋）
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　メラニー・クラインと聞くと，精神分
析を少しでもかじったことのある方には，
「乳房を粉砕する」とか「母親の体を糞
便で攻撃する」とか「ペニスを持った母
親」とか，およそ普通の家庭の会話の中
で話すのが憚られることばかり述べてい
る，風変わりな精神分析家というイメー
ジが強いかもしれない。こうした印象の
ために，クラインというと，どちらかと
いうととても病んだ子どもの世界の理解
にはもしかしたら役立つかもしれないが，
普通の健康な子どもをあまり近づけたく
ないと思っておられる方も多いだろう。
このようなわけで，クラインと子育てと

いったテーマは，どちらかというと食い
合わせの悪い食べ物のような感じで悪趣
味的なトーンがあるかもしれない。少な
くとも，文部科学省推薦の子育てではな
かろうと予測されるだろう。
　もう少し精神分析やクラインに詳しい
方は，クラインが子育てにどちらかとい
うと失敗した部類に入りそうなことを御
存じであろう。崇拝していた兄の不遇の
死ののち，大学進学せず，兄の友人と若
くして結婚したメラニーは，3人の子ど
もに恵まれるが，夫との関係はすぐに冷
めてしまい，次第にうつ病を患ってしま
う。家庭には，支配的とされる彼女の母
親が入り込み，子育ての多くは母親が担
い，メラニーの存在価値や生きがいはま
すます希薄なものになっていったのかも
しれない。この時点で，彼女は結婚にも
失敗し，子育てにも失敗し，何の資格も
学歴もない，人生の完全な「負け組」と
自分のことを感じていたとしてもおかし
くないだろう。
　30代も半ばになって，メラニーは，
ブタペストでフェレンツィという分析家

ひらい・しょうぞう＝精神分析，臨床心理学
御池心理療法センター／ NPO法人子どもの心
理療法支援会。著訳書に，『精神分析的心理療
法と象徴化』，ウィッテンバーグ著『臨床現場
に生かすクライン派精神分析』，『学校現場に
生かす精神分析』，ヨーエル著『学校現場に生
かす精神分析 実践篇』（以上 岩崎学術出版社），
『子どもの精神分析的心理療法の経験』（金剛
出版）など多数。このほど，バートラム著『特
別なニーズを持つ子どもを理解する』および，
ボズウェル他著『子どもを理解する〈０～１
歳〉』を監訳・刊行。

メラニー・クラインと子育て

平井　正三　
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にうつ病の治療分析を受け始める。フェ
レンツィは，フロイトが最も評価し愛情
を向けていた分析家の一人であり，メラ
ニーは，フェレンツィとの分析，そして
精神分析そのものにのめり込んでいく。
彼女は，精神分析こそが自分の人生のす
べての問題の最終的な解決だと思ったの
に違いない。そうしてメラニーは，自分
自身が分析家になる決意をしていき，最
初に着手したのが自分の末息子の子育て
の精神分析化であった！
　「子どもの心的発達」と題する，最初
の論文で，メラニーは，この企てを詳細
に報告している。この論文は，メラニー
が精神分析のどのような側面に魅了され
たのかが文章の端々から読み取れるよう
で興味深い。明らかに彼女は，いかなる
抑圧や抑制からも解放され，考えを自由
に巡らせること（思想の自由とも言えよ
う）ができることこそが至上の価値であ
り，精神分析が達成できる目標であると
みなしていることがわかる。性的事柄を
権威的に隠ぺいするのではなく，子ども
の問いには最大限率直に答え，子どもの
知りたいという欲求（好奇心）をあらゆ
る抑圧から解放することが子どもの心の
発達に最も役立つとしている。
　というわけで，「赤ちゃんはどこから
生まれるの？」と問う，末息子のエリッ
クに，赤ちゃんはコウノトリが運んでく
るのではなく，母親の体から生まれると
教えるだけでなく，神はいないと話す。
信仰を持つ周りの他の大人との齟齬に明
らかに戸惑い，反論するエリックに対し
て，メラニーは執拗に，神はいない，な

ぜなら神を見た者はいないからと説き伏
せる。かなり大人げないように思える母
親に対して，エリックは，隣の家はこ
こからは見えないけど，あるのは確か
だ，と反論する。私からするとほとんど
エリックの逆転一本勝ちのように見える
この議論も，最後はエリックの方が，神
はいないとしぶしぶ同意させられる。こ
う書くと，結局はクラインも子どもに自
分の考えを押しつける支配的母親のよう
に見えるのだが，このあと，彼女は，エ
リックが母親も含めた周りの大人が何で
も知っているわけではないことに気づき
始めたことを指摘し，このような気づき
が心の発達にとって大変重要であると示
唆している（クラインは時として独断的
であるが，ほとんどの場合，実際の観察
を通じて自分の考えを修正する潔さを見
せる。このように観察に基づいて理解を
組み立てるやり方こそ，彼女が残した最
大の遺産の一つだろう）。
　フロイトは「錯覚の未来」という論文
の中で，神概念は，人間が自分自身の卑
小さと無力さに耐えられず，子ども時代
の依存関係の中で培った大人イメージに
しがみつくことに起因すると論じた。人
間は無知で無力であることに耐えられず，
「何でも知っており，何でもできる」存
在があるという考えに人間は頼りたがる。
それは実は，知ろうとする努力，できる
ようになる努力を怠る短絡的な思考傾向
に支配されているとみることができるの
である。
　クラインは，こうしたフロイトの認識
に基づき，親が何でも知っているわけで
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ないこと，完ぺきではないことを子ども
が認めるのは一定の痛みを伴うわけであ
るが，それが達成されれば，子どもの知
的好奇心はより自由になると考えた。一
般化すれば，これは，権威主義から解放
されることで子どもの知りたいという気
持ちは力強く成長し，発達が促進される
という主張だと言えるだろう。
　このクラインの過激な子育ての精神分
析化のクライマックスは，こうした試み
が一定の成果を収めたものの次第にその
成功が色褪せ始め，第 2の試みをする
ところで訪れる。すでに第一の試みを分
析協会で発表した時，この試みは大変素
晴らしいが子どもの無意識的な問いに
は答えていないと指摘されていた。実
際，エリックは抑制から解放されて自由
になったわけではなく，しばらくは知的
好奇心も旺盛になったように見えたが再
び遊びに生彩がなくなり，あまりクライ
ンにいろんなことを尋ねることもしなく
なった。こうした事態に，クラインは，
咄嗟にそのとき浮かんだ「お話」をエ
リックに話す。それを面白がったエリッ
クは次々と話を作り，彼の遊びは生き生
きとし始めたのである。母子の間で，そ
れまでと全く異なる，生き生きとした交
流が生じたのである。そしてこの経験を
通じて，クラインは幼い子どもとのやり
とりは以前には想像もつかなかったよう
な豊かな分析的交流の可能性の宝庫であ
ることを悟っていき，遊戯技法という革
新的な技法とともに精神分析を根源的に
変えていったのである。
　さて，わが子を巡る，ここまでのクラ

インの軌跡を振り返ってみよう。当初彼
女は，息子の問いには「正しい」答え，
すなわち「科学的」な答えがあると想定
し，その「正しい答え」を彼に与えるこ
と（つまり「啓蒙」すること）が息子の
知的好奇心を解放することであると考え
た。しかし，その過程で，自分が必ずし
も「正しい答え」の保持者ではなく分か
らないこともあることを認めざるを得ず，
まさしくそうした「何でも知っている権
威」という考えを放棄することの重要性
を認識した。そしてさらに，「正しい答
え」ではなく，子どもからの問いかけに
対して，いわば「ハート」から湧き上
がってくる「自分の考え」を答えること
で，エリックからの新たな問いを生み出
し，やりとりはさらに豊かになり，二人
の問答は知ることを巡る，生き生きとし
た自律した動きになっていく。
　こうしてみると，これはまさしく，母
親であるメラニー自身の成長の軌跡であ
ることがわかる。彼女は恐らくこの過程
で，自分を「負け組」と断じる「権威」
からも既成の生き方に関する考えから
も自由になったに違いない。そうして，
眠っていた創造力をその後いかんなく発
揮することになるのである。精神分析で
は創造性は＜赤ちゃんを生み出す＞とい
う意義を持つと理解されることを踏まえ
れば，クラインは，「赤ちゃんはどこか
ら生まれるの？」という息子からの問い
かけに生涯をかけて答えていったと考え
ることもできよう。彼女の仕事そのもの
がある意味彼女なりの答えなのかもしれ
ない。
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心理臨床家のこころの健康のことなど

東　　斉彰　

　101号の本誌への執筆に続いて，再度
原稿を依頼された。光栄なことである。
前回の拙稿では，心理療法の成立，現状，
今後の発展について今考えていることを
書いた。ずいぶん大きな話をしてしまっ
たので，今回はもっと瑣末なことを書こ
うと思う。
　もう 15年以上も前になるだろうか。
ある大学の出版会が出している雑誌に，
教師のこころの健康管理というテーマで
寄稿したことがある。そのころから，心
理臨床家のこころの健康についてぼんや
りとではあるがいつも考えていた。それ
は，心理臨床家たちはどのようなこころ

の問題をもっているのだろうかというこ
とと，どのようにして日頃のストレスを
解消し乗り越えているのだろうかという
ことである。そもそも心理臨床家たるも
の，ある程度の精神的問題をもっている
ことが前提で，不安や苦しみを自覚でき
るからこそクライエントの思いを理解で
きるのである。サリバンが「精神療法家
は，自らに不安があってそれを乗り越え
て，患者の不安をなぞれることが望まし
い」というようなことを書いていたのを
思い出す。そして周囲の臨床家たちを見
ては「この人はシゾイドだな」とか「彼
女はヒステリー傾向があるな」とひそか
にラベル付けして楽しんでいる（不謹慎
かな？）。シゾイド傾向の臨床家は統合
失調症やシゾイドパーソナリティーの
クライエントの臨床がうまいし，ヒス
テリー傾向の臨床家は演技性や受動攻
撃性のクライエントとの面接がうまく
いく。かくいう自分も強迫性，ないし
AD/HDの傾向が多分にあり，同類の
クライエントとの面接が得意である。そ
して，異質の傾向をもつクライエントと

あずま・なりあき＝臨床心理学，認知行動療法
広島国際大学大学院教授。著書に『統合的観
点から見た認知療法の実践』，『パーソナリティ
障害の認知療法』（共著，岩崎学術出版社），
『心理臨床を見直す“介在”療法』（分担執
筆，明石書店），訳書に『行動療法の展開』（共
訳，二瓶社），『うつを克服する 10のステップ 
うつ病の認知行動療法 セラピスト・マニュア
ル』（監訳，金剛出版），『うつを克服する 10
のステップ うつ病の認知行動療法 ユーザー・
マニュアル』（監訳，金剛出版）。このほど，
編著『統合的方法としての認知療法』を刊行。
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の面接では大いに苦労することになるの
だ！　心理臨床家は自らの人格傾向や心
的態度を自覚し，目の前のクライエント
の特徴と自分の傾向を照合して面接にあ
たる必要があるだろう。これは以前から
精神分析療法での教育分析が担ってきた
役割であるのだが。
　さてそれでは，そのような自らの人格
特性や日々のストレスからくる心理的問
題をどのようにして乗り越えているのだ
ろうか。ふつうストレスの発散法という
と，スポーツ，音楽，買い物，旅行，食
べること，などである。サラリーマンは
仲間と飲みに行くこと（最近の若い人々
はそうでもなさそうだが），主婦は仲間
とのおしゃべり，青少年はゲームやカラ
オケ，ということになるだろうか。……
と書いてみて気づいたが，心理臨床家は
今述べたような一般人が行うような趣味
や発散法をもたず，違った方法を使うの
ではないか。飲み歩いて愚痴を言いま
くっている心理臨床家にはあまり出会わ
ないし，スポーツに励んだりゲームに興
じている人もほとんど見ない。むしろ，
昼間は黙々と面接や心理検査に勤しみ，
家に検査所見を持ち帰って深夜までか
かってまとめたり，専門書を寝る間際ま
で読んでいたりする人が多いし，休日も
自宅で過ごす人が多いようである。それ
ではどうやってストレスの発散をしてい
るのか？　その答はこうである。日々懸
命に仕事をし，帰宅後も休日も心理臨床
の仕事や勉強に没頭する，そのこと自体
がストレスの発散になっているというこ
とである。古い文献で見たことがあるが，

ストレスの処理法として発散型（おしゃ
べり，ショッピングなど），娯楽型（ス
ポーツ，音楽，旅行など）と並んで内省
型（読書，お茶やお花），修行型（座禅，
武道，マラソン）があるということであ
る。心理臨床家は内省型や修行型の発散
法をもつことが多いのではないか。心理
学的にはマゾヒスティックな性格傾向と
いうべきだろうか。
　ここで自分の趣味や発散法を省みると，
（自己開示はなかなかに恥ずかしいもの
だが……）スポーツ（ランニング），ギ
ターの弾き語り（それも大声で……）や
カラオケ，ジャズ鑑賞とオーディオ，お
酒（カクテル作成），ファッション（特
にイタリア），石庭鑑賞と多趣味である。
一見ミーハーな趣味が多いようだが，そ
れぞれをとことん追究する癖がある。ラ
ンニングはフルマラソンに対応するため
に月に 100km以上踏むし，ファッショ
ンやカクテルも専門誌を読んで研究する
し，ジャズはスピーカーに対坐して求道
者のように聴く。石庭鑑賞に至ってはほ
とんど禅の境地である。一見軽く見える
趣味も，ほとんど修行しているようなも
のである。実際，この文章も一日の仕事
が終わったあとの，深夜の大学の研究室
で書いているのだ。
　紙数も尽きてきた。自分も心理臨床家
のご多分にもれず内省や修行をしながら
生きてきたことになる。50歳を過ぎて
急に哲学や宗教に興味がわき，全く信じ
ていなかった神様や霊の存在も見えるよ
うな気がしてきた（大学では，学生に
「事例を科学として検討するようにしな
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さい」と厳しく言っているのだが……）。
話が飛躍するが，心理臨床家になろうと
するものは多かれ少なかれ心の深層や霊
的なものと親和性があるのだろうと思う。
ではラディカルな行動主義者やエビデン
ス派の臨床家はどうなるのだろうか。神
経生物学→行動科学→認知科学→人間性
心理学→フロイト派→ユング派の順に，
実証科学から霊性へと親和性が増すと思

われるが，有名な物理学者や宇宙飛行士
が，ある時から神や超越的なものを追究
しだす例も枚挙にいとまがないことから，
やはり人間は深い経験を重ねると深層に
ある霊的なものが開発されるのであろう。
　心理臨床家は，実証科学と霊性の両方
に開かれた存在でありたいと思う今日こ
のごろである。冒頭の「瑣末なこと」に
はやはりならなかったです。

◇書評エッセンス◇

エビデンスにもとづくカ

ウンセリング効果の研究
クーパー著　清水・末武 監訳

　本書はカウンセリングの

効果を主軸に据え，それと

立場（オリエンテーショ

ン）やクライエントセラピ

ストの要因，両者の関係性

の要因等との関連を論じて

いる。その際，本書のタイ

トルにも「エビデンスにも

とづく」とあるように，あ

くまでも公刊された膨大な

研究成果が論拠とされて

いる。ただし，ここでい

う「エビデンス」は幅広

く，統制された大規模な量

的研究のみならず，少数事

例をもとにした質的研究も

含んでいる。このような姿

勢は，著者の依拠する多元

主義に由来している。著者

ミック・クーパー氏は，パ

ーソン・センタード，ヒュ

ーマニスティック，実存的

アプローチを理論的立場

としつつ，近年は多元的

pluralisticサイコセラピー
の旗手として知られる。そ

のせいか，「エビデンスに

もとづく」本書も，多様な

セラピーを少数に刈り込む

のではなく，長短所を持っ

た多様なセラピーをクライ

エントの多様性に合わせて

並び立たせるような趣きが

ある。著者は，研究者自身

が依拠する理論的立場に有

利なエビデンスを見出す傾

向，いわゆる「思い入れ効

果」にも言及している。む

ろん著者も，自身の持つこ

うした傾向を自覚しており，

だからこそ，セラピーの理

論的にも，研究の方法論的

にも多元的な本書が生まれ

たと思われる。本書を読み

進め，うなずける箇所にア

ンダーラインを引いている

うちに，うなずけない箇

所，アンダーラインを引く

ことに躊躇する箇所もあっ

た。本書を読むことの「効

果」は，研究成果に照らし

て，自身の暗黙的な思い込

みに気づかされ，時にはそ

れが打ち砕かれ，なおも前

に進もうと思わせてくれる

ことだろう。表題どおりの

研究書と思って読み進めた

が，読後感は意外にもスー

パーヴィジョン体験に似

ていると思った。（評者・

野村晴夫＝大阪大学大学

院■臨床心理学 12巻 4号

（2012）より抜粋）
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　Ⅰ．「ゆる♪リト」

　昨年来，月に数回，幼保園を訪ね，三
～五歳の子どもを相手に，「ゆる♪リ
ト」を始めた。「ゆる♪リト」とは，「ゆ
るーい，リトミック」の略。身近なクラ
シック曲をピアノで弾き，それにオリジ
ナルな振りをつけた。リトミックの正式
な定義があるかどうか定かでないが，し
ていることを人に説明するときの便宜上，
この言葉を拝借している。「ゆるーい」
というのは，文字どおり緩いのであって，
ゆったりと楽しい時間を過ごしてほしい
という願いを込めた。
　とはいえ，私は，保育園や幼稚園の
「保育」というものをしたことがなかっ

た。無謀といわれたらその通りなのだが，
どうしてもやってみたかった。既成のリ
トミックやリズム指導などは，正直なと
ころ，あまりリサーチしなかったが，素
材として，園ではふだん聞くことのない
クラシック音楽と，クラシックバレエ
の美しい動きを用意した。指導案には，
「クラシック音楽の音とクラシックバレ
エの振りを取り込んで，自分の身体で表
現する」と，ねらいを示した。子どもに
させたかったのは，上質な素材を使った
「表現」である。もちろん，保育指針と
教育要領を意識してのことだ。
　担任や管理職の先生たちにたくさん手
伝ってもらいながら，収穫の多い一年
だった。

　Ⅱ．余　白

  すこし前の学術通信にも書かせても
らったのだが（第 101号），実践を描く
難しさを痛感している。現場で記録をと
るときに，「日記のように書いたらいけ
ない」と教えられた人も少なくないだろ
う。日常語でいう主観的，つまり思い込

記録の余白

佐藤　　曉　

さとう・さとる＝保育・教育臨床
岡山大学大学院教育学研究科教授。著書に『発
達障害のある子の保育の手だて』，『実践満載・
発達に課題のある子の保育の手だて』，『どの
子もこぼれ落とさない授業づくり４５』（岩崎
学術出版社），『自閉症児の困り感に寄り添う
支援』，『見て分かる困り感に寄り添う支援の
実際』，『発達障害のある子の困り感に寄り添
う支援』（以上，学習研究社）など。このほど
『こぼれ落ちる子をつくらない「聴く保育」』
を刊行。
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みで書いたらいけないという。それはそ
うだと思う。だが一方で，「こう書いた
らいい」という納得いく答えも，私は聞
いたことがない。「客観的に」とよく言
われるけれど，それがどういうことかき
ちんと説明できる人がどれだけいるのだ
ろう。
　むしろこうも思う。「客観的」な事実
を書かなくてはならない，そうでないこ
とを書いてはいけないという思い込みに，
保育者や教師は縛られてきたのではない
かと。数値やその分野の共通語で「客観
的」に示せることは示したらいい。それ
を否定するつもりはないが，「それ以外
のこと」を書くのを否定する必要もない
と思う。
　日々の記録だけでなく，実践を整理す
るときも同じようなことが言える。柱を
立ててまとめてみたものの，冊子ができ
あがってみると，できあがった達成感と
同量くらいの不全感が残る。意識的にも
無意識的にも「取り上げられなかったこ
と」に，何か心残りがある。
　「それ以外のこと」「取り上げられな
かったこと」を書きとめる「余白」が
あっていい。

　Ⅲ．「ゆる♪リト」の余白から

　「ゆる♪リト」も，一年間のメモを見
返すと，「余白」に書かれた内容が多
かった。いつくか紹介しよう。
　#大人の都合
　「幼保一体」の宿題のもと，保育園ク
ラスと幼稚園クラスをそれぞれ半分に割
り，幼保合同の「ゆる♪リト」クラスを

二つつくった。四月も五月も，子どもが
落ち着かなくて大変だった。六月の反省
会のとき，ある保育士がクラス編成をめ
ぐって重い口を開いてくれた。園のムー
ドからしてなかなか切り出せなかったが，
みんなが思っていたことだ。保育園，幼
稚園，それぞれ元のクラスに戻すことに
した。次回，なんなく子どもは落ち着い
た。いつものクラス集団に帰れて，安心
したのだ。大人の都合で保育をしたらい
けない。
　#「視覚支援」という思い込み
　ラベルの「水の戯れ」を使う。子ども
たちは，海の中の昆布になる。海の底で
退屈に過ごす昆布のもとに，エイとタコ
が遊びに来る。そんなストーリーに，子
どものノリがいまひとつだった。担任か
らは，子どもには海の中のイメージがな
いから難しいと指摘。標準的には，絵本
や紙芝居を見せてイメージを作ってから
活動に入るのだが，それをしていなかっ
た。海の中の絵本を探したけれど使える
ものがなく，水族館でビデオ撮り。それ
を見せようと，音楽を専門にするパート
ナーさんに提案した。しかし，「音から
想像してほしい，絵を見せるのは待って
ほしい」と。たしかに。「視覚支援」と
いう思い込みがあったかも。
　#保育者が母になるとき
　六人の小さな班を作って，「くるみ割
り人形」の振りを練習をする。朝陽君の
班には，主任の先生がついてくれた。練
習メニューをクリアするごとに，カード
にシールを貼る。練習がすむと朝陽君は，
別の班で教えていた担任のもとに駆け
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寄った。踊れるようになったことを担任
に伝えに来たのだった。担任との絆を感
じた。……（数週間後）……「くるみ割
り人形」を班で発表する。お友だちの演
技を見るのも勉強。朝陽君は担任の隣に
座り，仲間の発表をいっしょに見ていた。
無言ではあるが，ときおり顔を見合わせ
るツーショット。その姿は，母と子だっ
た。「先生」が「母」になる時間が，と
きには必要だ。……（後日談）……朝陽
君は，お家でとてもつらい境遇にあると
いうことだった。
  記録の余白に書くことと本体に書くこ
との違いが何か，やはり答えは見つから

ない。ただ，いえそうなのは，余白に書
くのが「予定」されていることがらが
ありそうだということだ。「予定」とは，
あらかじめ決まっていないなにか，であ
る。
　それは，私の場合，自分の保育を変え
てくれるなにかである。それは自分の世
界経験の向こう側から，ひょんなタイミ
ングで現れるかもしれないし現れないか
もしれない。だが，余白に書くことが増
えるほど，明日の実践が高まる予感はあ
る。新刊，『こぼれ落ちる子をつくらな
い「聴く」保育』は，保育記録の余白集
でもある。

◇書評エッセンス◇

産後メンタルヘルス援助

の考え方と実践
西園マーハ文 著

　本書は，地域におけるメ

ンタルヘルス問題の早期発

見と援助を検討し，地域で

子育てを支えるための考え

方や視点を得ることを目的

として書かれた実践書であ

る。冒頭では，「短夜や乳

ぜり泣く児を須可捨焉乎」

という旬が紹介されている。

これは，大正時代に生きる

子育て中の母親の心境を歌

ったものである。昔も今も

子育ての大変さは変わらな

いが，大きく変わるところ

は母子を取り巻く育児環境

である。核家族化が進み人

間関係が希薄化した環境で

子育てしている母親は，子

どもを捨ててしまおうとい

う思いが浮かんでくるかも

しれない。そのような母親

の思いに決して驚嘆したり

非難しないことが援助者と

しての姿であり著者が大切

にしているところであろう。

　長年地域で実践を積み重

ねてきた著者から生まれて

きたものは，読みやすく，

分かりやすく，具体的であ

る。2章から 4章には，事

例が呈示してあり支援の考

え方や方法の理解を深める

ことができる。施設内とい

う限定されたフィールドで

の支接にとどまらず，地域

で生活する親子のメンタル

ヘルスの支援を考える一助

となる。母子に関わる職種

は，専門領域にかかわらず，

産後のメンタルヘルスの問

題について知識や理解を持

っておきたいものである。

多くの方に読んでいただき

たい一冊である。（評者・

日比千恵＝四日市看護医療

大学■子どもの虐待とネグ

レクト 14巻 1号（2012）

より抜粋）
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ICD-10精神科診断ガイド
ブック　中根允文・山内
俊雄監　Ａ５　9,975円
中山書店
愛する人がうつ病になった
ときあなたはどうする？
　ゴラント他　Ｂ６　
2,520円　星和書店
赤ちゃんの心理学　大藪泰
Ａ５　2,310円　日本評
論社
赤ちゃんポストと緊急下の
女性　柏木恭典　Ａ５　
2,520円　北大路書房
アスペルガー症候群のある
子どものための新キャリ
ア教育　本田秀夫他　Ａ
５　1,995円　金子書房
アルコール使用障害　メイ
スト他　福居顯二他監訳
Ｂ５  2,520円  金剛出版
医学論文のための統計手法
の選び方・使い方　阿部
貴行他　Ｂ５　3,360円
東京図書

依存と嗜癖　和田清　Ｂ５
6,090円　医学書院
行って見て聞いた精神科病
院の保護室　三宅薫　Ａ
４　2,940円　医学書院
インターネットは自殺を防
げるか　末木新　Ａ５　
4,200円　東京大学出版
会
うつ病の作業療法　早坂
友成・稲富宏之　Ｂ５　
3,780円　医歯薬出版
エピソードでつかむ生涯発
達心理学　岡本祐子他　
Ａ５　2,730円　ミネル
ヴァ書房
絵本で学ぶストレスマネジ
メント　冨永良喜他　Ｂ
５　1,365円　遠見書房
応用行動分析学　クーパー
他　中野良顯訳　Ｂ５　
18,900円　明石書店
大人の発達障害ってそうい
うことだったのか　宮岡
等・内山登紀夫　Ａ５　
2,940円　医学書院
科学を語るとはどういうこ
とか　須藤靖・伊勢田哲
治　Ｂ６　1,575円　河
出書房新社
過感受性精神病　伊豫雅
臣・中込和幸　Ａ５　
1,890円　星和書店

家族面接・家族療法のエッ
センシャルスキル　パタ
ーソン他　遊佐安一郎監 
Ａ５  3,990円  星和書店
学級力向上プロジェクト　
田中博之　Ａ５　2,940
円　金子書房
学校現場で役立つ子ども虐
待対応の手引き　玉井邦
夫　Ａ５　2,520円　明
石書店
がんとエイズの心理臨床
矢永由里子他　Ａ５　
3,675円　創元社
決められない患者たち　グ
ループマン他　堀内志奈
訳　四六　3,360円　医
学書院
岐路に立つ精神医学　加藤
忠史　Ｂ６　2,730円　
勁草書房
クリエイティビティの心
理学　江川玟成　Ａ５　
2,520円　金子書房
研修医・コメディカルの
ための精神疾患の薬物療
法講義　功刀浩　Ａ５　
3,780円　金剛出版
向精神薬の使い方に差がつ
く本　姫井昭男　Ａ５　
2,730円　中外医学社
抗精神病薬プラクティカル
ガイド　吉村玲児　Ａ５
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3,150円　中外医学社
子育て電話相談の実際　東
京臨床心理士会　Ａ５　
2,100円　創元社
子どもの心の育ちをエピソ
ードで描く　鯨岡峻　Ａ
５　2,310円　ミネルヴ
ァ書房
子どもと家族の認知行動療
法〈3〉PTSD　スミス
他　下山晴彦監訳　Ｂ５
3,570円　誠信書房
コミュニティ支援，べてる
式。　向谷地生良他　Ａ
５　2,730円　金剛出版
自殺を防ぐ診療のポイン
ト　高橋祥友　Ａ５　
2,730円　中外医学社
自殺のない社会へ　澤田康
幸他　Ａ５　2,415円　
有斐閣
自殺危機にある人への初期
介入の実際　福島喜代子
Ａ５  2,520円  明石書店
思春期・青年期版アンガー
コントロールトレーニン
グ　野津春枝他　Ｂ５　
1,260円　星和書店
史上最強図解よくわかる
フロイトの精神分析　久
能徹・太田裕一　Ｂ５変
1,449円　ナツメ社
実践に活かす！精神科看護
事例検討　末安民生　Ｂ
５　2,520円　中山書店
質的心理学の展望　サトウ
タツヤ　Ａ５　3,360円
新曜社
児童青年心理療法ハンド
ブック　ラニャード　

平井正三他監訳　Ａ５　
8,190円　創元社
児童養護施設の子どもたち
の思いと願い　井上新二 
四六  1,780円  明石書店
自閉症スペクトラムとこだ
わり行動への対処法　白
石雅一　Ａ５　1,995円
東京書籍
自由と尊厳を超えて　スキ
ナー 　山形浩生訳　Ｂ
６　2,500円　春風社
「昭和」を送る　中井久夫
四六　3,150円　みすず
書房
事例による認知科学の研究
法入門　齋藤美穂　Ａ５
2,940円　東京大学出版
会
心理学的自動症　ジャネ
　松本雅彦訳　Ａ５　
7,350円　みすず書房
心理・精神領域の理学療法
はじめの一歩　奈良勲他
Ｂ５　3,570円　医歯薬
出版
心理測定を活かした看護研
究　横山和仁・青木きよ
子　Ｂ５　2,940円　金
子書房
心理面接の方法　永井撤　
Ｂ６　2,100円　新曜社
心理学から考えるヒューマ
ンファクターズ　篠原一
光他　Ａ５　2,730円　
有斐閣
スキーマモード・セラピー
チェ・ヨンフィ　福井至
他監訳　Ａ５　2,940円
金剛出版

精神医学と哲学の出会い　
中山剛史・信原幸弘　Ａ
５　4,200円　玉川大学
出版部
精神科作業療法研究のイ
ロハ　山下瞳他　Ａ５　
2,100円　新興医学出版
社
精神障害者施設におけるコ
ンフリクト・マネジメン
トの手法と実践　野村恭
代　Ａ５　4,200円　明
石書店
精神科医療の隔離・身体拘
束 　長谷川利夫　Ａ５
2,835円　日本評論社

「全体の科学」のために　
笠原嘉　Ｂ６　3,990円
みすず書房
躁うつ病に挑む　加藤忠史
Ｂ６　1,575円　日本評
論社
双極性障害の生物学的治
療ガイドライン　グルン
ツェ　山田和男　Ｂ５　
1,680円　星和書店
素行障害　齊藤万比古　Ａ
５　4,725円　金剛出版
組織で活かすカウンセリ
ング　藤原俊通　Ｂ６　
2,625円　金剛出版
大学生ミライの統計的日
常　小塩真司　Ａ５　
1,890円　東京図書
宅間守精神鑑定書　岡江晃
Ｂ６  2,520円  亜紀書房
定年外科医，海外医療ボラ
ンティアへ行く　菅村洋
治　Ｂ６　1,575円　遠
見書房
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統合失調症の病態心理　中
安信夫　Ｂ６　2,940円
星和書店
特別支援教育から考える 
通常学級の授業づくり・
学級経営・コンサルテー
ションの実践　宇野宏幸 
Ａ５  2,940円  金子書房
なぜ自殺は減らないのか　
大饗広之　Ａ５　2,730
円　勁草書房 
ナラティブとエビデンスの
間　岩田健太郎　Ａ５　
3,570円　ＭＥＤＳＩ
日本の睡眠学　日本睡眠学
会　Ｂ５　2,940円　ラ
イフサイエンス
認知症ケアこれならできる
50のヒント　奥村典子
他　Ｂ５　2,100円　ク
リエイツかもがわ
認知行動療法を活用した子
どもの教室マネジメント
ストラットン　佐藤正二
他　Ｂ５　3,045円　金
剛出版
脳画像でみる精神疾患　山
内俊雄監　Ｂ５　7,140
円　新興医学出版社
発達障害が疑われる子ど
もの神経学的診察法　
問川博之他監訳　Ｂ５　
7,560円　医歯薬出版
発達障害と感覚・知覚の
世界　佐藤幹夫・人間と
発達を考える会　Ｂ６　
2,520円　日本評論社
鼻の先から尻尾まで　岩田
誠　Ａ５　2,940円　中
山書店

ひきこもりもう一度，人を
好きになる　荻野達史　
Ｂ６  2,310円  明石書店
人はなぜ依存症になるのか
カンツィアン他　松本俊
彦監訳　Ａ５　2,520円
星和書店
ふたごと教育　東京大学教
育学部附属中等教育学校
Ｂ６　2,520円　東京大
学出版会
プライマリケアの精神医学
井原裕　Ａ５　2,940円
中外医学社
ポスト・クライン派の精
神分析　サンダース　
中川慎一郎監訳　Ａ５　
3,780円　みすず書房
ポスト・コフートの精神分
析システム理論　富樫公
一　Ａ５　3,150円　誠
信書房
まんが サイコセラピーの
お話　ペリー 　鈴木龍
監訳　Ａ５　2,520円　
金剛出版
妄想の臨床　鹿島晴雄他　
Ａ５　7,350円　新興医
学出版社
臨床心理実習マニュアル　
友久久雄・吉川悟　Ｂ６
2,310円　遠見書房
司法精神医学入門　日本精
神神経学会教育問題委員
会司法精神医学作業部会
Ａ５　3,675円　新興医
学出版社
臨床心理学入門　岩壁茂・
福島哲夫・伊藤絵美　Ｂ
６　1,995円　有斐閣
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