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の臨床活動では︑アドラー心理学がとて

も役立っていると実感しています︒

二〇一三年末に出版された﹃嫌われる

アドラー心理学の創始者であるアドラ
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勇気 │自己啓発の源流﹁アドラー﹂の教え﹄
︵岸

見一郎・古賀史健著︑ダイヤモンド社︶がベス

トセラーになり︑アドラー心理学もかな

り知られるようになりましたが︑この連

載を通じて︑読者の皆さんが子どもたち

や保護者との信頼関係をつくるとき︑学

校教育の現場でアドラー心理学がどのよ

うに活かせるか︑実践のヒントをお届け

できたらと考えています︒また︑コラム

今回は初回ということで︑アドラー心

皆さま︑初めまして︒今回から連載を

セラー︵以下︑ＳＣ︶や発達支援業務な

理学の概要についてふれたあと︑アドラ

としてアドラー心理学の基礎知識をコン

どに携わっています︒ＳＣ活動は︑令和

ー心理学におけるカウンセリングマイン

担当することになりました山口麻美です︒

四年度で九年目となります︒子ども︑保

ドとはどのようなものなのか︑お伝えで

パクトに紹介していきます︒

護者︑教員の方々︑実際の事例などから

きたらと思います︒
ら臨床活動しています︒
心理援助職に携わる者は︑何らかの理
基盤としています︒私にとっては︑それ

ーは︑すべての人にとって幼少期の経験

論や流派などを自分の臨床活動を支える
がアドラー心理学です︒特に学校現場で

アドラーと﹁子どもの教育﹂

多くを学びつつ︑日々︑試行錯誤しなが

私は心理援助職として︑スクールカウン

臨床活動の基盤としての
アドラー心理学

アドラー心理学における
カウンセリングマインド

第１回

営や生徒指導︑教育相談などさまざまな

アドラー心理学を学ぶ以前の私は︑子

れは︑子どもにも大人にも共通した人間

どもの対応に一貫性がなく︑その場しの

カウンセリングマインドの定義はいく

が 非 常 に 重 要 で あ る と 考 え て い ま し た︒

子どもへの心理療法や︑保護者︑教師へ

ぎの苦しい対応になり︑子どもに振り回

つもありますが︑一般的には︑カウンセ

場面で︑子どもたちや保護者の方々と信

の相談・助言などを行いました︒さらに︑

され︑ただただ疲れ果てるだけで終わっ

リングの専門家ではない人でも︑他者と

像で︑アドラー心理学における心理療法︑

自らの心理学を心理専門職だけではなく

ていたように思います︒しかし︑アドラ

の信頼関係を築き︑他者の成長を促すか

第一次世界大戦後のウィーンに児童相談

教師や子どもにかかわる一般の人々にも

ー心理学の理論や実践を学び始めてから

かわりをする際に活かすことができるカ

頼関係を築くことが前提とされているこ

広めることを目指し︑精力的に講演や公

は︑目指す人間像も明確になり︑そのよ

ウンセリングの要素︵考え方︑態度︑ス

カウンセリング︑子どもの教育は︑この

開カウンセリングを行いました︒

うなことが徐々に減っていきました︒悩

キルなど︶のことです︒

所を立ち上げ︑戦争孤児の問題や︑学校

アドラーの﹁子どもの教育﹂を重視す

み︑迷うことがあっても︑子どもと一緒

そして︑アドラー心理学におけるカウ

とと思います︒その一助として︑
﹁カウン

るこのような姿勢は現在にも受け継がれ︑

に︑どうしたらよいのかを考えられるよ

ン セ リ ン グ マ イ ン ド と い え ば︑﹁勇 気 づ

人間像を目指して行われています︒

明確な理論や考えのもと︑日本でもペア

うになったり︑子どもたちにとって必要

け ﹂ で す︒ ア ド ラ ー 派 の 心 理 援 助 者 は︑

や家庭での子どもの問題などに取り組み︑

レントトレーニングや﹁クラス会議﹂な

なことやかかわりは何かについて︑教員

常に﹁勇気づけ﹂の態度を心がけること

と︑勇敢な人︑普通の人にはできないこ

一 般 的 に は︑﹁勇 気 が あ る 人﹂ と 聞 く

﹁勇気づけ﹂は﹁勇気﹂という
活力を増やすかかわり

うになりました︒

セリングマインド﹂が取り上げられるよ

どが実践されています︒

の方々と一緒に考えることができるよう

を教わります︒今回は︑
﹁勇気づけ﹂につ

アドラ ー 心理学が目指す﹁ 人間像 ﹂

になっていきました︒アドラー心理学の

いて簡単に説明します︒

教員の方々は︑授業だけでなく学級経

カウンセリングマインドは﹁勇気づけ﹂

アドラー心理学における

の指針になっているのです︒

目指す人間像が︑私にとってのかかわり

アドラー心理学では︑精神的に健康な
人 間 像 を︑
﹁勇 気 が あ り︑
﹃共 同 体 感 覚﹄
を発揮している人﹂としています︒自分
自身の課題に主体的に取り組み︑社会に
自分の居場所を感じ︑自分のみならず他
者をも思いやることができる人です︒こ

アドラー心理学で子どもたちとの信頼関係づくり

53

けている︑全体的に無気力だ︑というよ

ます︒ 実は︑ 私自身も学び始めた当初︑

そのように感じていました︒具体的に何

とを果敢にする人︑などを思い浮かべる
うな状態だと考えられます︒

それでも︑自分なりに︑
﹁こういうこと

かもしれません︒しかし︑アドラー心理

です︒
﹁勇気﹂を増やすことで︑自分が取

が﹃勇気づけ﹄になるかも﹂などと思い

をしたらよいのか︑はたして自分にでき

私は︑
﹁勇気﹂を﹁自分の課題に主体的

り組むべき課題に取り組めるように支援

ながらあれこれやっていくうちに︑どう

﹁勇気づけ﹂とは︑人の中に﹁勇気﹂と

に取り組むための活力︵エネルギー︶
﹂と

するのです︒他の心理学のカウンセリン

いう働きかけが﹁勇気づけ﹂なのか︑子

学が表現する﹁勇気﹂や﹁勇気がある人﹂

とらえています︒
﹁勇気がある人﹂とは︑

グマインドとの共通点もありますが︑
﹁勇

どもたちの反応︑態度︑行動に教えられ

るのかなど︑疑問や不安だらけでした︒

英雄的な行為者を指すのではなく︑日々

気づけ﹂では︑主に︑次のようなことを

てきたように感じています︒

いう活力を増やすようなかかわりのこと

の仕事︑勉強︑宿題︑家庭︑対人関係の

心がけています︒

は︑それとは異なります︒

問題などに︑自ら取り組もうとする人の

出せなくなってしまいます︒アドラー心

となどが続くと︑この﹁勇気﹂が消耗し︑

とって大変なこと︑嫌なこと︑つらいこ

ると考えられますが︑時に人は︑自分に

﹁勇気﹂は誰でも持ったり出したりでき

⒒࣠┰╴╚܊ਮ╗গ╅╷

⒒̷ਮ܇я╓ඓ╬

⒒Ե̀╴╶͕ਈ╾݃╷╅ڭ

⒒ҒϦਘ╖पੇ╓ࡴ╅╷

⒒࣠╚̗╔܊ЈԂ╾┻

⒒࣠╾܊ವߎԹ╗ߨൈ╃⒎┽ܕ╸╷

どもの反応から学ぶ

取り組んでいく﹂︒そして︑そのときの子

守ったりするような日々の行為に﹁自ら

に﹁ありがとう﹂と言ったり︑笑顔で見

的な行為ではなく︑例えば子どもの行動

気﹂が大切なのだと考えています︒英雄

る姿勢や︑試しにやってみようという﹁勇

まずは︑
﹁勇気づけ﹂を心がけようとす

理学では︑これを﹁勇気がくじかれてい

⒒╋╶ࢦ╚╴╁╗ট╅╷

心理学を活かしたかかわりの第一歩とな

ことです︒

る状態﹂と表現しています︒電化製品に

⒒╓┹╒┰╷┿╔╾ਯ┴╷

ると思うのです︒

これがアドラー

たとえると︑バッテリーの充電量がなく

⒒७╮ݨ╷╅╔┲╴┴╵╔╒╃╔ݨ

│

なってしまった状態で︑動くことができ
子どもたちに当てはめてみると︑例え

気づけ﹂はわかりにくいし︑何だか難し

これだけでは︑アドラー心理学や﹁勇

いです︒

いります︒お付き合いいただけますと幸

践について具体的なことをお伝えしてま

今後の連載では︑アドラー心理学の実

ば︑勉強や宿題に取り組めない︑学校に

そうと思われた方もいらっしゃると思い

ません︒

登校しにくい︑友達や家族との関係を避
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1

アドラー心理学の基礎「人間知の心理学」
アドラー心理学（別名、 個人心理学）

ℭਘේ人は目標に向かって主体的に行

は、オーストリア出身の精神科医アルフ

動している。 人の行動（感情も含む）

レッド・アドラー（1870‑1937）により、20

には必ず目的がある。

世紀初めに創設されました。アドラーは

तℭࠇЈԂේ人は社会の中で生きている。

フロイトとも交流がありましたが、意見

人間の問題は、対人関係、社会的立場

や思想の違いから決別し、自らの心理学

で生じる問題である。

を創設しました。
アドラー心理学は、
「人間知」＝「人間
の本性を知ること」を探求した心理学で
す。
アドラーは自らの臨床経験をもとに、

ҒℭढϦ精神的健康の指標。共同体
への所属感、他者への貢献感、自尊感
情などが含まれる。
ධℭ੧Ϧ他者や自分の理想と比べて、自
分が劣っていると感じる感覚。自己成

すべての人に共通した「人間知」を見い

長の源となるが、これが過剰に高まる

だそうとしました。そして、こころの不

と共同体感覚は発揮されず、心の不調、

調や問題行動を呈する人や子どもには、

問題行動を生じさせる。

すべての人に共通した特性が強く現れて
いるだけだ、と考えていました。
まず、コラムの第１回では、アドラー
心理学が「人間知」であるとしている理
論や考え方のうち、基礎的な用語を簡単
に紹介します。

ഄℭвöâ自分の課題に主体的に取り組
もうとする活力である勇気を、自分や
他者に与えるようなかかわり（今回の
本文も参照）
。
ŭℭĨřĽŃĨů人の思考、感情、行動
のパターンの総称。自分、他者、世間
に関する理想、考え、価値観、信念な

ࢪℭ
ढේ人は分解できない一つの全体で

どの体系。人が人生を生きるための法

ある。意識と無意識的なもの、感情・

則。共同体感覚、劣等感、勇気のあり

思考・行動は、相補的であり、矛盾し

方なども示される。目標に向かって一

ない。

貫した流れがある。

ℭ
ঀේ人は、主観的な見解に基づいて
世の中を理解している。
܇ℭ
ढේ人は、自分で決断し、自分の意
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＊
今後、このコラム欄では、今回紹介し
た用語も含め、 アドラー心理学の理論、

見を発展できる。人を決定づけるのは、

考え方、手法などについてお伝えしてま

その人が持つ「意見」である。

いります。

アドラー心理学で子どもたちとの信頼関係づくり

