
 
 
 
 
 

 
 
 

＜今月の納豆の味＞ダイジェスト_Ⅴ(Ｒ元 05～) 
 
 

R５年４月号(No.386) 
 

◆「対人恐怖の治し方」森田正馬  (白揚社)   10. 対人恐怖入院患者の日記から p.196～      
純な心と悪智 第三十九日(昭和八年十一月四日) 午前、先生は藤棚の手入れをされながら、お話があっ

た。「心機一転とは、平生内向性の心が、次第に変化して、ある機会に一転して、外向的となることである。
その手段としては、第一に、自分の症状をいわないこと、書かないことで、第二には、仕事に乗りきること
の二つである。(略) 仕事に乗りきるには、ただ、自然の純な心から出発して、間違った理屈がなければよい。
たとえば、今先生が、藤の手入れをしているところを見るとすれば、あの老体で高いところで危なッかしく
ハラハラするという感じが起こる。あるいは先生のような人が、植木の手入れをするのは、どんなことをす
るものであろうかというような好奇心が起こる。アレ、あの若い長い枝を切った。惜しいことである。どう
して、あんな切り方をするであろうとかいう考えの起こるのは、すなわち純なる心である。 
 これに反して、『人は何でも知っておかなければならない。先生の見習いをしなければならない。頭を正
密に働かさなければならない。働いていさえすれば、病気が治る。気を利かさなければ、また先生に叱られ
る』とかいうふうに考えるのを、悪智といって、先生のいわゆる『思想の矛盾』であって、少しも進歩のな
い、融通の利かぬものになって、けっして仕事そのものになりきることはできない。(略)」 

第四十日 今日は、先生とともに、金魚池の水替えをしながら、先生の前であるから、硬くなってしまっ
た。そして自分は、硬くなるまいとして、不可能な努力をし、すなわちあるがままの感情を忍受せずして、
これに反抗したのである。自分は一所懸命に、このことの解決を考えた。あの場合硬くなるということは、
人に不快を与えるのではあるまいか。もしそうとすれば、罪を犯すことになる。･･･(略)･･･とにかく、この
対人恐怖を治すためには業因を認めると同時に、本意なく犯す罪でも、その罪をごまかすことをやめ、いつ
でも、その罰を受ける決心で、罪人として人の前に出るようでなければ、けっして安心立命はできないよう
だ。自分は、この苦しい強迫観念から、真言宗の教えと、同じ道に来たように思う。 
【こんなふうに考えれば、ますます思想の矛盾に陥って、なかなか強迫観念を治すことはできない。あまり
に理屈にかない過ぎるのである。「事に執するは、元是迷い。理に契うも、亦悟りに非ず」ということがあ
る。理と事実とが、別々になるからいけない。前に話したように、もっと無邪気に、小供のように、人と一
緒に笑ってしまえば、その理由は、直ちに後からわかるのである。】    ※なお、文中の表記は原文のまま。 
****************************************************************************************** 
 自分をふり返ると、純な心を感じても、そこで終わらずに必ずといっていいほどその後に「～と思われる

のでは」「～しなければ」「こんな自分ではダメだ」などと自分を責めたりクヨクヨしたりと、悪智になる

ことが多かったことに改めて気づきます。頭の中だけであれこれ『考え』が過ぎるのも良くないことなのだ

なと感じました。そしてさまざまな場面において「なりきれない」ときの理由もわかったような気がします。

(A)  
 
 

R５年３月号(No.385) 
 

◇from members「人生漫然として生きていてもよい」 ＭＳさん 発見誌３月号Ｐ46～48 より 
私は神戸三宮で開かれている「三宮原著の会」に出席し、みなさまの話を聞き、山中和己顧問のいろ

いろな言葉にふれるのが楽しみである。あるとき山中先生は「人生漫然として生きていてもいいんです
よ」ということを言われた。 

私はこの言葉にハッとした。実は退職後はあれもして、これもして、などと充実した老後？をもくろ
んでいたが、そのもくろみの達成感をあまり味わうことができず、なんとなくモヤモヤした気分が続い
ていた。そんな時、この山中先生の言葉を聞いた。 

みと納豆 生活の発見会 
水戸集談会 



そう、いつのまにか私は退職後の「かくあるべし病」に陥っていることに気がついた。退職後は趣味
を生かさなければならない、退職後はボランティアをして社会貢献をしなければならない、というふう
に知らない間にかくあるべしの生活になっていたのである。 

「人生漫然として生きていてもよい」という言葉を聞いたとたん、充実した人生を送る必要があるの
か？退職後の模範的な生活があるのか？と自問自答してみた。「漫然として生きていてもよい」と言わ
れるとかなり肩の力を抜くことができるようになった。 

「漫然として生きていてもよい」→「そんなに何でもがむしゃらにする必要はない」→「できない事
はしない」→「できる事はする」というふうに考えがぐるっとまわると、逆に最近、濃縮した時間を味
わえるように少しはなってきた。 
****************************************************************************************** 
 以前同級生が英会話を習っていると聞いて「私も習って英会話を使わなくては」などと思っていま
した。その同級生は義妹が外国人で英会話が必要で習っていました。私は仮に習ったとしても使う機
会もないのに、英会話を習うことで充実した人生が過ごせるような気がしていました。結局習いはし
ませんでしたが。「○○すべきだ」「○○してはいけない」「○○であるべきだ」これらに支配されて、
自分が本当にやりたいことがわからなくなった期間がけっこう長くありました。まだまだかくあるべ
しは強いですが、最近は自分ができることを地道にやっていくことが一番だと思うようになってきま
した。（Ｍ） 

 
 

R５年２月号(No.384) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』岩田 真理,白揚社 ,2012 年 
「II 森田療法の言葉」<その 2／8> (P.121～127) 
 ②物の性を尽くす――持てるすべてを最大限生かす 
  その人が少しでも自分の時間を無駄にしないようにしよう、前に進もうと考えただけでも、症状か

らの距離は遠くなるのです。そして目の前のものをどう生かすか、それを考えていると、自分にば
かりとらわれていた注意は外に向かっていくのです。どうやったら、目の前のものを生かすことが
できるのか、どうしたら時間を有効に使えるか、それを自分の頭で考えていくこと、そこが重要な
ポイントなのです。 

  ただ森田正馬のした行動を真似するだけでは、なんの意味もありません。この物余りの時代に、ひ
たすら物を捨てず、貯め込んでいるのが「物の性を尽くす」ことではないのです。 

森田正馬が「物の性を尽くす」と言ったからと、それを言葉でとらえ、自分のなかで標語にして、
いろいろなものを捨てないで使うことが目標になり、その人に達成感を与えてしまうのです。 

そういうことをしている人が、少なからずいるような気がします。言葉の意味を考えずに「標語」
としてとらえ、それを実践すれば、それが森田療法だと思う傾向です。これを教条主義と言います。 

 

  形外会のなかで、森田の言っている面白い言葉があります。 
  「小児は、あれを見よと指をさすと、その指したものを見ずに、指の先を見る。」 
  言葉にとらわれがちな神経質者は、森田が言ったことを忠実に守ろうとするあまり、その奥にある

真意を見逃すのです。 
  「物の性を尽くす」で肝心なのは、そのために「全力で工夫する」というところです。人真似でな

く、自分の頭で考え、工夫し、判断していくこと。そこには「ものそのものになる」瞬間があり、
症状のとらわれからの出口が確かにあるのです。 

****************************************************************************************** 
 昨年 11 月号に続き、森田療法で使われている有名な八つの言葉をわかりやすく解説している第 II 章
の紹介の 2 回目です。 
 自分自身のことを振り返ってみると、ただ単純に「正しい知識」探しにだけ必死で、肝心の「自分の
頭で考え、工夫し、判断する」は皆無に近い状況でした。「自分の頭ではなにも考えず、現実も無視して、
まさに『標語』としてとらえ、それを実践するのが森田療法だ」とずっと思いこんでいました。 
根本的なところでの誤解で時間はかかったものの、気づけたこと自体に感謝しつつ、今後は、自分で考

え、工夫していくこと、与えられた人生の時間を生かすこと・・に専念したいと思いました。(K) 
 
 

R５年１月号(No.383) 
 

◆「女性はなぜ生きづらいのか」森田療法で悩みや不安を解決する  比嘉千賀 久保田幹子 岩木久満子 
 



曽野綾子さんの著書『老いの才覚』にこんな言葉があります。 
「人生には、いいことも悪いこともあります。生きていれば、人に誤解されることもありますし、
どうして自分だけが病気になったのだろうとか、自分の家だけが倒産したんだろうとか思うこと
もあるでしょう。その悲しみや恨みをしっかり味わってこそ、人生は濃厚になるのだと思います。
私は、自分の財産というのは、深く関わった体験の量だと思っています。若い時から困難にぶつ
かっても逃げ出したりせず、真っ当に苦しんだり、泣いたり、悲しんだりした人は、いい年寄り
になっているんです。」 

また、精神科医の近藤章久氏も「私たちは真実を見るのはこわい。こわいけれども強いてそれ
を見ましょう。そこにこわさを通して感じる喜びがあります。そしてその喜びは自分がさらに深
い次元、高い次元に成長していく喜びでもあります。」と述べています。(略) 

己の限界をある程度自覚し、さまざまな感情を味わえる女性は、きっとひとの苦しみや悲しみ
を深く理解できる、魅力的な女性です。私もいくつになっても自分の生き方を見直し、人生を深
めていける女性でありたい、と思います。 
    

平安の祈り 
  神様私にお与えください  

変えられないものを受け入れるおちつきを 
  変えられるものは変えていく勇気を  

そしてふたつのものを見分ける賢さを 
 

これはニーバーの祈りとも言われ、古くから口伝えで伝えられていたものを、アメリカの神学
者ラインホルド・ニーバーが著したものだと伝えられています。(略) 
とても苦しくて行き詰まりを感じているときには、「変えられないこと」を変えようとあがき、
「変えられること」なのに変えるのをためらっていることが多いのではないでしょうか。「変え
られること」は多くの場合、自分の考えや行動です。「変えられないこと」は、死別や過去の出
来事などもありますが、相手(人)、夫や姑や子どもなどであることが多いと思われます。この考え
方は森田療法に通じるものです。 

 
 

R４年 12 月号(No.382) 
 

◇名文発掘プロジェクト「生の欲望の表と裏（下）」 高良武久先生 発見誌 12 月号Ｐ2～8 より 
われわれは社会に通用したい、社会から認められたい、また社交を楽しみたい、そういう欲望があり

ますが、これも生の欲望の表側の現れであります。しかしその反面では、人が自分をどう思うだろうか、
自分が人にどう見えるだろうかということを気にします。これが対人恐怖的な心理です。ある程度の対
人恐怖は、生の欲望がある限りなくならないのだけれども、それをいやなものとして排斥すると、今度
はかえっていちいち対人恐怖を意識するようになってとらわれになります。 

生の欲望の積極的な方面がある限り、その裏側にそれを牽制するようなものが必ず存在する。これは
もう必然的なことでありまして、表側だけでやっていこうとしてもこれは無理があります。また表側だ
けでやっていったら、これはいろいろな破綻が生まれてくる。裏側のそれを牽制するものがあってはじ
めて調和を得る。その調和ということが大切です。デパートに行って、ものを買いたいという欲望のま
まに買って、あれも買うこれも買うということにしたら、たちまち破産してしまいます。だから一方に
は必ず、こういうものを買ってはぜいたくではなかろうかとか、それを牽制する気持ちが働きます。し
かし牽制する気持ちばかりが強すぎると、何も買えなくなります。買いたいという欲望と、節約すると
いう牽制する気持ちが調和してはじめて、外界に順応するような生活ができるわけであります。 

表だけあったらさぞよかろうと思いますが、そういうのはただの希望的な観測でありまして、現実と
してはそれを牽制する裏の働きというものが必ず存在します。だから表の方だけではなく、裏の方もこ
れは気持ちのいいものではないけれども、それをむやみに排斥してはいけない。不安も苦痛も人生の重
要な内容であるということを、しっかり認めることができれば、いたずらにいやな感情、いやな意識と
いうものを排斥して、かえってそれにつきまとわれるようなとらわれから解放されるということになる
と思うのであります。 
****************************************************************************************** 



以前とらわれが強い時「精神の拮抗作用」を知りました。表と裏はセットだから表があれば必ず裏(反
対観念)もあり、極端にならないように調節されている。裏は必要なものなのに恐怖し取り除こうとし

たために、とらわれてしまったとわかり暗闇にひとすじの光が見えました。表が強ければ裏もその分

強い、裏のいやな感情を抱えるのは辛く条件反射的に取り除きたくなりますが、バランスを取ってく

れている大事なものだということを忘れないようにしたいと思います。（Ｍ） 
 
 

R４年 11 月号(No.381) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』岩田 真理,白揚社 ,2012 年 
「II 森田療法の言葉」<その 1／8> (P.109～120) 
 ①対立・葛藤・調和――心はいつも動いている 
  事にあたってドキドキハラハラすると、不動心というものがあればそれを獲得したいと思う。・・・

そんな話を聞くと、そうでなくてはならないのだと、「かくあるべし」を作りあげてしまうことも
あるでしょう。・・・しかし生物のわたしたちの心は、絶えず動いているものです。そうでなけれ
ば、「生きている」ことにはなりません。感情は沸き起こり、そして流れていきます。不安は心の
中に住みつき、でも問題が解決すれば消えていきます。恐怖も突然わたしたちを襲い、そしてホッ
としたときに消えていきます。・・・森田療法はその心の動きに注目した精神療法です。そういう
心の変化や動きを、生きることの前提に置いています。 

  『この恐怖と欲望との間の葛藤が大きくて、その苦痛を押し切って行くのが、立派な人であり・偉
い人である。その恐怖を否定し、あるいは欲望を捨てようとか、工夫するのが、似而非(えせ)なる
修道者であり、強迫観念であるのである。』 

 

心の中は、自然に調和をとり、動いていきます。不安・恐怖だけをつかまえがちな神経質な人はそ
んなとき、自分の「欲望」に目を向けていくということだけを心がければいいのでしょう。  

  恐怖も欲望も感じも知性も、湧き出して、ぶつかったり、葛藤したり、調和したりしながら、その
人を変化させていくのです。下手にいじることはいらないのです。恐怖やいやな感じを消そうとす
る必要はなく、安定させる必要もなく、ただそのままでいいのです。そして森田の言うように「心
を自由に働かせて、あまりいろいろの制限を加えないこと」です。 

  いつも不安定で、動き続けていて、それでいいのです。それこそが人間の心のあるがままなのです
から。 

****************************************************************************************** 
第 II 章「森田療法の言葉」は、森田療法で使われている有名な言葉八つを著者が「できるだけ忠実

に現代の言葉で表したい」と、わかりやすく解説している章で、その紹介の 1 回目です。 
 人間の心は絶えず動き変化しているものであり、そこに欲望と不安・恐怖の対立があり、葛藤が生ずる

ことは自然であり、森田療法は、この葛藤がある方が良い、不安と欲求の葛藤・調節や感じと理知との調

節が大事という内容です。不安だけをつかまえがちな人は、自分の「欲望」にだけ目を向けていく、の部

分は 8 月の稲垣さんの講話の第 3 段階「自分自身を知る」につながる内容と思いました。(K) 
 
 

R４年 10 月号(No.380) 
 

◆ 新版「自覚と悟りへの道」  森田正馬（白揚社）  （「弱さになりきると強くなる」p.59～） 
なお、対人恐怖の人に一言注意しておきたいのは、自分は気が小さい、劣等である、それは生まれつきでど
うにもしかたがないと行き詰ったとき、つまり工夫も方法も尽き果てたときにはじめて道が開ける、という
ことであります。それが「弱くなりきる」ということです。このとき、自分の境遇上あるいは職業上ぜひや
らなければならないことは、しかたなしにそれを実行するのです。それが「突破する」ということであり、
「窮して通ずる」ということであります。つまり「弱くなりきる」ということは、人前でどんな態度をとれ
ばよいかという工夫の尽き果てたときでありまして、そこにはじめて突破、あるいは窮達が行われるのであ
ります。(略) 

私どもがあることを実行する場合、二通りのやり方があります。その一つは能動的に自分から勇気をつけ
て実行するというやり方です。それはカラ元気の付焼刃でありますから、することが不自然になります。そ
れでも簡単なことであればできますけれども、こみいった取引や折衝とかになると、このやり方ではカラ元
気のためにしくじりが多く、おれはダメだと悲観してますます引込思案になるのであります。 
第二は、受動的にやむを得ず実行する、というやり方です。このときは付焼刃のカラ元気ではなく、自分は
弱い者と覚悟した自然の態度でありますから、談判するのにも底力があり、勝たないまでも少なくとも負け



はしない、ということになります。このような態度であれば、勝てば喜び、かりに負けても当然のことと思
い、悲観するようなことはありません。 
 この「弱くなりきる」ということは、きわめてたやすくできることであります。とくに神経質者は劣等感
のつよい性質でありますから、自分の劣等感をそのまま肯定し、虚勢を張ったり、自分で自分の心に反抗し
たりしさえしなければ、何でもなくできることであります。弱くなりきるならば、ますます意気地なしにな
りはしないかと心配する人もありましょうけれど、けっしてそういうものではありません。私どもにはやむ
にやまれぬ向上心というものがあります。自分は気が弱いと認めるから、必要な場合には背水の陣を布いて
必死になります。また、「自分は頭が悪い」と認めるから、人の倍も勉強し、「自分は不人情である」と認
めるから、人の不人情を責めず、自分の行為をつつしむことになるのであります。  
****************************************************************************************** 
『弱くなりきる』･･今まで幾度となく助けられ支えられてきたこの言葉をとても大事に思っています。と

らわれて苦しいとき、劣等感に落ち込むとき、緊張やプレッシャーに押しつぶされそうなとき、弱くなりき

ることで「こういう自分なんだ」「そう感じてしまう自分なんだ」と静かに自分を見つめ、この自分のまま

で今出来ることを精一杯しようと、自然に心が前を向いていき、次の動きへと向かうことができました。「弱

くなりきる」ことで、等身大の自分、自然な自分にやっと出会えるようになってきました。(A) 
 
 

R４年９月号(No.379) 
 

◇体験記「やっと自分を認めることができた」 そらさん 発見誌９月号Ｐ14～25 より 
人に良く見られたい気持ちが強いあまり、受け入れられていないと感じることが不安でした。不安を

感じると「人に好かれなければならない、人に合わさなければならない」というかくあるべしで自分を
縛るようになり、そうできていない自分を無意識に心の内で責めていました。 

三宮原著の会への参加を勧められました。 
先生が「あなたはかくあるべしが強いですね」とおっしゃられました。今さらですが、自覚したこと

がなかったので正直驚きました。「身のよじれるような不安恐怖があっても、抵抗しない。抵抗しない
ことで、そこにゆとりが生まれる。そして、自覚を深く々深めていく。そこにあるのは、かくあるべし
なんですよね。かくあるべしをはずしていって、そこに何があるか。それを自覚という」目から鱗でし
た。「そうだ、私はいつも何とかしなければと焦り、治そう治そうと観念の中でやりくりをし、抵抗し
ていた。そして、強迫観念をおこしていた。今まで、性格も感情もとらわれも、頭ではわかっていたつ
もりだが、無意識のうちに抵抗をしていた。わかってなどいなかった。治そうとやりくりすることで、
葛藤を強めていた」私にとって、大きな出来事でした。 

亡くなった母と同じ病気を発症したのではないかと思い込むことがありました。絶体絶命の心境にな
った時「今を生きる」「自然にまかす」もうこれしか無いと思いました。自分の力ではどうしようもで
きないことは、自然にまかせるしかないのだ。そのままにしておいたらいいんだ、感じることを感じて
いればいいんだ。同時に、ずっと前から「このままの自分で良かったんだ」と、初めて温かい自己受容
の感情が湧いてきました。 
****************************************************************************************** 
苦しいのは、いつも気持ちが自分に向いていることと、かくあるべしが強いことだとわかりました。

これからのことの心配ばかりで「今を生きる」ということができていません。「自分の力ではどうしよ

うもできないことは、自然にまかせる」このことを心がけ、自分を見つめ、少しずつ本当の自分を知

ることで一歩前へ進めたらと思います。（Ｍ） 
 
 

R４年８月号(No.378) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』岩田 真理,白揚社 ,2012 年 
「森田療法で症状を乗り越える」(P.69～105) <その 3> 
 

 症状別のポイント(P.101～) 
  同じ神経質でも、そのタイプによってずいぶん違いがあります。とらわれのタイプ別(普通神経症、

不安神経症、対人恐怖症、強迫神経症)に森田療法を実践する時のポイントを書いてみましょう。(略) 
 

  (P.105～)  



  神経質症は、とにかく自分の主観に閉じ込められ、自分の力でそこから脱け出そうとしたところか
ら起こってきます。つまり、コントロール過剰なのです。 

  だとしたら、このコントロールを外していくのが回復への道のりなのです。しかし自分自身でコン
トロールを外すことはできません。そのときには、自分の仕事をなんとかこなしながら、自分の自
然性にゆだねるのです。本当は自分の肉体も精神も自然という大きな力に守られているのです。流
れにまかせれば、主観の世界はこわれ、そのままの自分が現れてきます。そしてそのままの自分に
不安や不満を抱きながらも、歩き続けるしかないのです。 

  どんなに過大な欲望を抱こうと、理想を描こうと、そんなこととは関係なく、わたしたちは有限な
「自分自身」でしかないのです。その自分自身の「あるがまま」を、どれだけ刻々と移り変わる現
実のなかで生かせるのか、どれだけ個性を発揮できるのか、それが森田療法の問いかけなのだと思
います。 

****************************************************************************************** 
5 月号に続き、「森田療法で症状を乗り越える」の 3 回目で、神経質症のとらわれのタイプ別に森田

療法を実践する場合のポイントをそれぞれ述べた後、まとめにあたる部分です。 
 とらわれのタイプはいくつかあっても、共通して言えることは、「自分の主観だけで解決しようと焦

り、自身へのコントロール過剰状態にあるが、それを直接外そうとしても難しい。仕事を何とかこな

しながら自然に委ねれば、主観の世界はこわれ、そのままの自分が現れてくる」と。「主観で、過大な

欲望や理想を持とうが持つまいが、誰もが有限な「自分自身」でしかない」と。その自分自身にとっ

ての「あるがまま」を、どれだけ、現実のなかで生かせるか、個性を発揮できるか、が森田療法の問

いかけだ」と。 
自分自身の「あるがまま」を知るためのヒント、そしてそれをよく知った後、それを現実のなかでど

う生かしていくかを考えていくことが森田療法の問いかけである、は納得できました。(K) 
 
 

R４年７月号(No.377) 
 

■ 「わかりやすい学習会シリーズ」Ⅸ「まとめ」のしかた    Ｋさん   (発見誌 4 月号 p.54～66) 
はじめに  

 森田正馬先生が、「人生観が変わったから病気（神経症）が治ったのである」（『森田正馬全集』第五巻 139
ページ）と言っているように、私たちが森田理論を学ぶ、最大の目的の一つは、症状を治そうとするこ
とではなく、人生観を変えることだと思います。症状を治すという目の前にあるものではなく、奥深い
ところにある人生観を変えることに意味があるというような流れは、森田理論の特徴だと思います。 
 さらに、「私の神経質に対する精神療法の着眼点は、むしろ感情の上にあって、論理、意識等に重き
を置かないものである」（『神経質の本態と療法』122 ページ）と森田先生は、論理、意識より感情に重きを
置いていました。また、「自然に服従し境遇に柔順なれ」とは、森田先生が森田理論の真髄を示してく
れている言葉だと思います。ここでも、行動するという目の前にあるものだけではなく、感じること、
自然に服従することを大切にすることで、結果として行動しやすくなっていくのだと思います。 

森田先生が示している人生観は、自然に服従すること、特に感情の自然に服従することだと思います。
そこで、「まとめ」も、この視点から考えてみようと思います。森田先生は、私たちが神経症になるの
は、私たちが人間の自然について無知であり、その自然に逆らっているからだと考えていたと思います。
ですから、森田理論を解説する『森田理論学習の要点』は、人間の自然とは何か、どのように私たちが
人間の自然に逆らっているかを教えてくれているのだと思います。(略) 

『森田理論学習の要点』の『神経症の成り立ち』の前の『はじめに』には、次のような言葉がありま
す。 
「自然な自分であれば、それで輝いて生きられる」ということを発見することができるのが、森田療法
の考え方なのです。 
「自然な自分であれば、それで輝いて生きられる」、希望に充ちた言葉だと思います。 

◆あなたは、自然な自分で生きていますか、そして、輝いていますか？ 
 この問いに対する、あなたの答えが、「まとめ」になるのかもしれません。 
 私の「まとめ」は、行動よりも森田理論を、どのように捉えるかに重点を置きました。(略) 
 ただ、人間が自然の中で生きていること、「自然に服従し境遇に柔順」であることの大切さがわかっ
てくると、自ずから行動できるようになると、私は考えています。 
****************************************************************************************** 
このような「まとめ」のしかたに非常に感銘をうけました。読み進めると、一つ一つ全ての単元に対して、人間の自

然とは何か、「自然に服従し境遇に柔順」とは何かという視点で「まとめ」がされています。とらえ方によって、こんな



にも感じ方が変わることに驚きます。日々の中で自分に問いかけ、その答えを見つけていくことの大切さも感じました。

(A) 
 
 

R４年６月号(No.376) 
 

◇わたしの体験談「パニック症と対人恐怖症、抑うつ、不安」Ｔさん 発見誌６月号Ｐ58～66 より 
Ｑどのように乗り物恐怖を克服しましたか 
乗り物恐怖の症状があったんですが、集談会に行くには自分の最寄り駅から 20 分間電車に乗って会

場に行かなくてはいけないんですね。とにかく電車のドアが閉まって 20 分間というのは本当に不安症
状、パニック症状みたいになってしまうのですが、それに乗らないことには会場に行けないのでとにか
くそれに乗って会場に向かうということを実践しました。それもやっぱり何回やってもまた「今月こそ
駄目になるんじゃないか」「今月こそ発作が起きるんじゃないか」ということが繰り返されたんです。
それでも「今月も無事に行って帰ってこられた」という体験を一回一回積み重ねていくことで、とにか
く電車に乗ることに慣れて、しかも帰ってくるときには元気だという、そういう体験を何回も繰り返す
ことで乗り物恐怖からだんだんと回復していきました。 

Ｑ神経症で悩む方々へメッセージを 
現在思うのは、自分に対しても、集談会の仲間の人たちを見ていてもそうなんですが、本当はいろい

ろやれる力、潜在力といいますかね…そういったものがあるにもかかわらず、不安から自分を守るため
にいろいろな症状に悩みを置き換えてしまって、そして神経症の状態というものになってしまうので、
そこで本当の自分のできることとか、やりたいこととか、そういったことを諦めてしまっている方がと
ても多いと思うんです。本当にそのまま生活を過ごしてしまうと、心の底からいきいきとした充実感と
いうものを味わわないままに、どんどん年を取って、とても惜しいことになってしまうんですね、もと
もとの力が生かされないということで。なので、神経症というものは、私の体験を振り返って思います
に、やはり自分の神経症になる前の考え方というのは不自然な考え方をしていて、神経症を体験して、
その体験を通じて「自分らしい自然な考え方というものはこうだ」「これが自分なんだ」と気づいて変
化をしていきましたので、ぜひそういった神経症の体験を生かして、これからの人生というものをいき
いきと生きていただきたいなと思います。 
****************************************************************************************** 
自分を振り返ってみると、積み重ねる前に不安や恐怖に負けてしまって止めてしまうことが多いと

気づきました。できないことは仕方ないとしても、やれることもやらないことが多いです。最近はす
っかり自信を無くして症状も強くなっています。この体験談のＴさんはゼロから自信を取り戻してい
くという体験をされたとのこと。今一度少しずつ体験を積み重ねていきたいと思います。（Ｍ） 

 
 

R４年５月号(No.375) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』岩田 真理,白揚社 ,2012 年 
「森田療法で症状を乗り越える」(P.69～105) <その 2> 
 

 森田療法の方法(P.80～)(略) 
 思想の矛盾の解消(P.92～) 
 言葉や観念を実在するものと思い、それを追求する傾向、理想を自分のものにしたくて現実で不調和
をきたす性向、それが「思想の矛盾・かくあるべし」です。 
 

 純な心／自然服従(P.99～) 
 森田は「思想の矛盾」について、こう書いています。「思想の矛盾は、どうしてこれを打破すること
ができるか。一言でいえば、いたずらに人工的な拙策を放棄して、自然に服従すべしということである。」 
この「自然服従」が、「かくあるべし」を打破していくというのは、ちょっと飛躍があってむずかしい
かもしれません。(略)「思想の矛盾」という傾向、この心の動き、プロセス自体はかなり無意識的なも
のです。具体的に言えば、人前ではどんなときでも緊張してはいけないと思い、それが可能だと錯覚す
るのが「思想の矛盾」です。緊張すべき場面では緊張してしまうのが、人間の自然です。そして「緊張
するのも自然」と認めるのが「自然服従」です。 
 ところが森田療法では、行動・実践を主体としたアプローチで、「ヒポコンドリー性の陶冶」「精神
交互作用の打破」は一定程度、達成できてしまいます。(中略) 実はとらわれから楽になった場合でも、



自然服従というポイントがクリアできていない場合が多いのです。つまり過度なコントロール欲求を持
ち、理想や現実離れしたことが可能だと思う気持ち、「かくあるべし」の傾向がまだそのままというこ
とです。そのために「自然服従」、つまり自分の自然な感情に気づき、そしてそれを拒否せず、価値判
断せず、認めるプロセスが大事になってくるのです。 
****************************************************************************************** 

2 月号に続き、「森田療法で症状を乗り越える」の 2 回目です。森田療法が神経質症の原因としてい
る三つに対し、順番に「ヒポコンドリー性基調の陶冶」、「精神交互作用の打破」に続く「思想の矛盾
の解消」の解説で、「価値感情の没却」、「平等観の獲得」の後の記述内容です。 
私はこれまでを振り返ってみると、「行動・実践」を最重要と考えて、必死に努力してきた気がしま

す。その結果、どうしてもやらねば大変な結果になると思ったことは何とかやり遂げることができ、特

に仕事面では職種も自分の適性と一致していたこともあって、充実感がありました。一方で、「かくあ

るべし」が非常に強いことを自覚していませんでした。「あるがまま」は各自にとってさまざまですが、

私の場合は「事実唯真」、そして「自然服従」と再確認しました。(K) 
 
 

R４年４月号(No.374) 
 

◆ 「病気不安症に対する森田療法」          伊藤克人先生 
 4. 心が動くきっかけは「純な心」 (メンタルヘルス岡本記念財団「メンタルニュース」№39 より) 
森田博士は、はっと思ったら、さっと手を出す、というように、その時の感性でとらえた「純な心」で素直
に動くことが大切である、といいます。自分の自然な感性を大事にすることは「今のままの自分でよい」と
いう自己肯定感を高め、自分を肯定することに繋がります。晴れていて散歩に出ようと思ったら散歩に出て
みる、キュウリが美味しそうなので食べてみたいと思ったらレジへ持っていく、庭に雑草が生えていて綺麗
にしたいと思ったら雑草取りをしてみる、といった日常の小さなことに対して働いた、自分自身の感性を大
切にします。そうすることによって、「今の自分のまま、やっていればよいのだ」という気持ちが定着して
いきます。そしてひとつひとつの小さな行動につられて、心の流動性が回復していきます。 
◆ 特別寄稿 「初一念」および「純な心」について   岩田真理さん  2016 年発見誌 12 月号 

私たちが掃除をしているとき、誰かが大切にしているお皿を落として割ってしまった。そのときのハッと
した感覚、大切なお皿が砕けているのを見た時のゾッとする感じや残念さ、そして「何とかできないだろう
か」と皿をとりあげてみたりする。これが「純な心」です。自分の心はお皿のほうにある。 
 森田正馬はこの最初の「純な心」「初一念」に気づこうと言っているのです。そしてそこにとどまるとい
うことを言っています。(略)「感情からのアプローチ」は、「かくあるべし」を崩していくために大切なも
のです。 
「初一念ノートの活用」･･･各人が小さなノートを常時携帯して「あっ」と思ったときにそこに書きつける。
（スマホを使ってもいいかもしれません）(略)「空がきれい」「これは何の匂いだろう」「あの人の服装は
変だ」「あの人だかりは何だろう」「ここにこんな店があるんだ」等々。自分のその感じたその「初一念」
をノートに書きつけてみる。そうやって「素直な心」に気づきそのままでいると、どんどん気持ちは流れ、
自分の気分をやりくりするだけの世界にはとどまっていません。世界が広がっていくのです。 
****************************************************************************************** 
ある方が「初一念ノートを始めたら、自然に人と話せるようになった」と話してくれたとき、雑談の苦手

な私は「人と話せるようになれるのなら(初一念ノートを)やってみよう」とつい言ってしまい、ハッとした

ことがありました。『症状を克服するために、◯◯をする』という姿勢は、とらわれやかくあるべしになり

やすいので、私自身気をつけていたことでもあったからです。過去において、心の悩みを何とかしたいがた

めに「治そう」「変えよう」と一生懸命(無理に)してしまったことで、さらに苦しみを強めてしまい神経症

に陥ってしまったことを思い出したからです。 

初一念ノートを始めてから、いつからか心のなかで初一念をとらえることができるようになってきまし

た。すると、そのあとに起こる二念、三念にも気づくことができるようになってきたように思います。 

自分のなかの「純な心」に気づき、それを信じていくことは、「こういう自分でもいいんだ」という感覚

も少しずつ確実に自分のなかに育ってくることでもあり、今はそのことを日々大切にしています。(A) 
 
 

R４年３月号(No.373) 
 

●体験記「行動と感情のバランス ～不安神経症～」Ｏさん 発見誌３月号Ｐ14～20 より 



「常に人に優秀だと思われたい」「いつも人によい評価をされていなくてはならない」これが私が大
切にしてきた理想でした。その理想が現実の事実と矛盾してくると、人は悩み始めることになります。
これを森田では「思想の矛盾」と呼びますね。 

自分が傷つきたくない。だからそんな理想と違う現実の状況から逃げようとする。でも、森田理論を
習ったおかげで、そんな時は、自分が本当はどうしたいのか？と症状の裏面にある欲望を考え、その欲
望に少しずつ近づいていく生き方を、なるべくしたいと思っています。「かくあるべし」も大き過ぎる
と良くないのですが「人に優秀だと思われるに越したことはない」とか「時々は人に良い評価をされた
い」と、現実に即したものに書き換えると楽になり、また着実な努力の源になっていきました。 

森田先生は「そんな自分を自覚しているだけでいい」と言っているように思います。良いことも悪い
ことも、ただ自分にはこんなところがあると自覚していると、自然に腕を引っ張って行き過ぎた心の勢
いを引き戻してくれる。そんな風にバランスがとれるようになっていくのです。……(略)…… 

森田理論を知るまでは、何か嫌なことがあればすぐに解決をしようと必死になって努力し、自分がど
んな欲望を持っているかや、どんな人間であるかなどは考えることもありませんでした。それが、今は
嫌なことが起きると「まずはしばらく待つ」ことができるようになりました。そしてどうして自分はこ
んな気持ちになるのだろうかとその「裏面にある欲望が強すぎていないかを想う」ようになりました。
「その時々で自分を自覚」し、体を動かす。その後の展開は、自然や自分を信じていれば大丈夫だと、
もう一人の私が肩に優しく手を置いてくれているような気がしています。 
****************************************************************************************** 
かくあるべしが強く少しでも減らしたいと思っていますが、なるほど「『人に優秀だと思われるに越

したことはない』『時々は人に良い評価をされたい』など、現実に即したものに書き換える」と確かに

楽になります。こういう考え方もあるのだと感心しました。 
嫌なことが起きるとすぐ何とかしたい気持ちが強く「待つ」ということは苦手です。私の場合、嫌

なことの原因は欲望が強過ぎている場合が多いように思います。慌てず落ち着いて「まずは少し待つ」
ことをやってみようと思いました。（Ｍ） 

 
 

R４年２月号(No.372) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』、岩田 真理、白揚社、2012 年 
 「森田療法で症状を乗り越える」(P.69～105) 
 森田神経質症の原因(P.73～) 
 神経質の人は、とても欲望の強い人です。(中略)その強い欲望が「理想主義」「完全主義」と結びつ
くと、「思想の矛盾」(=頭の中の、観念での理想の状態に現実に合わせていこうという姿勢)が生まれ
てきます。 (中略)これは、森田療法ではよく「かくあるべし」が強いとも表現されます。 
 

 症状はターゲットではない(P.77～) 
 森田療法では症状を取り去ることが目標ではないということです。(中略) 
 むしろ意欲はあるのに、それを現実に生かしきることができない神経質の人の現状をターゲットに
し、その意欲を引き出し、その人の生きている現実の時間を充実させていくこと、その人の個性を発展
させていくことを、森田療法は目指します。 (中略)そのための細かい技法として、ひとつには、神経
質者が自分の欲望を伸ばし、現実のなかで充実していくための技法。もうひとつは、自身の過大な欲求
と理想とに気づき、自分の事実を見ることができるようになるための技法です。 
 

 森田療法の方法(P.80～) 
 森田療法が神経質症の原因としているのは、ヒポコンドリー性基調、精神交互作用、精神交互作用の
発端である思想の矛盾の三つということになります。 
 (略)森田正馬の言葉が、今までの森田療法家を悩ませてきたのは、その多義性・曖昧さの故です。た
とえば、「ものそのものになる」ことが同時に「恐怖突入」であったり、「あるがまま」であったり、
「自然服従」であり得るのです。言ってみれば、森田の技法というのはすべてが「あるがまま」という
地点に到達するための鍵になるものなのかもしれません。個々人の体験により、どういうときに、どの
ように響くかは違ってくるのです。 
****************************************************************************************** 

11 月号までの「森田療法の自然観・流動観」に続き、森田療法で症状を乗り越える方法です。 
 私はこれまでを振り返ってみると、神経質で「理想主義・完全主義」が強かったため、「かくあるべ
し」が非常に強かったのは必然だったと再確認できました。そして、そのことを自覚できずに、「症状
を取ろうとしたら治らない」の意味も理解できないまま、「実践課題」の完全遂行だけがを神経質のと



らわれから解放される唯一の道と思い込み、長年必死に(不可能な)努力をしてきました。でもこれは、
山中和己先生が言われている「実践症候群」であり、「かくあるべし」そのものでした。 
 私の場合には、「実践・行動」よりも「かくあるべしを緩めよう」が大事だったと思いました。(K) 

 
 

R４年１月号(No.371) 
 
● 「そのまんまでいいよ」         K さん  発見誌１月号 p.96『ひろば』 
つらい時って 失敗したらどうしようって思ってる 
つらい時って 完璧を求めている 
つらい時って 今のままの自分じゃダメだと思ってる 
つらい時って 呼吸が速くなってる 
目を閉じて深く吸って、長く吐いて ゆっくりゆっくり呼吸する 
そして 今のまんまでいいんだよ  失敗してもいいんだよ 

      完璧なんてないんだよ   人と比べなくていいんだよ 
      ･･･って自分に声を掛けてあげよう 

ポンコツでも愛しい今の自分のまんまでいいんだよと声を掛けてあげよう 
そのまんまの自分でいい。自分も他人も。 

      そのまんま、そのまんま 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

● 「ぜんぶ」  さくらももこ 『まるむし帳』（集英社文庫） 
大切なことは 
ぜんぶここにある。 
泣くこと 笑うこと 
怒ること 喜ぶこと 
あたりまえの気持ちは 
あたりまえのものとして 
そのまま 今ここにある。 
もうどこへも行かなくても 
なんにもしなくても 
どこへ行っても 
何をしても 
ぜんぶそのままだ。 

****************************************************************************************** 
どちらも『あるがまま』をまっすぐに感じることのできる、素敵な詩だと思いました。自分の「その

まんま」も、他人の「そのまんま」も受け入れられたなら、そこには確かな『人とのつながり』が広が

っていくような気がします。 

「ちびまる子ちゃん」の原作者である漫画家・さくらももこさんの詩「ぜんぶ」は、作曲家である相澤

直人さんが曲をつけ、合唱曲として広く親しまれています。YouTube でも聴くことができますので、ご

興味ある方はぜひ聴いてみて下さい♪（A） 

 
 

R３年 12 月号(No.370) 
 

●わかりやすい学習会シリーズ「Ⅴ行動の原則」本多副理事長 発見誌 12月号Ｐ56～67 より 

「行動の原則」というと「何でも良いから動けばいい」と思いがちですが、そうではなくて「目的に
則った行動」つまり「目的本位の行動」をとることがとても大事なことなのです。症状を取り除く、あ
るいは症状を忘れるために動くと、かえって意識が「症状」に向いていてしまい、なかなか「とらわれ」
から自由になれません。 

それに対して「目的」があると行動しやすくなるのは確かです。意識が「症状」から離れて「目的」
に集中するので、比較的スムーズに行動できるようになります。ただし、仕事(会社員)や家事(主婦)、
勉強(学生)など、義務や責務だけを「目的」にしていると、何となく「ねばならない」的な思考になっ



てきて、しんどくなってくることもあるのではないでしょうか。 
そこで私はこの「目的本位の行動」に「好きなこと、楽しいこと、ワクワクすること」も含めるよう

にしています。そうすると、俄然、行動しやすくなってくるし、行動の範囲も広がってきます。 
私は、50 年近く山登りを続けていますが、山登りが神経症(パニック障害)の克服にとても役立った

と思っています。どんなに症状がキツい時でも、山に登っている時は不思議と強い不安感にとらわれる
ことはありませんでした。…(略)… 

「人間、楽しいことをしている時は症状が出にくい」ということが、体験的にわかってきました。こ
うした「快の行動」とそれに伴う「快の感情」を継続していくうちに症状が次第に小さくなっていった
のです。したがって、集談会でいつも言っていることですが「何でもいいですから、楽しいこと、ワク
ワクすること、夢中になれるものをぜひ見つけてください。とても生きやすくなるはずです」と。 
****************************************************************************************** 
私は物事を義務感と責任感でやっていることが多く、楽しむということがほとんどありません。完

全主義がそうさせるのだと思います。長いことそういう生活をしてきて、趣味と呼べるものも特にあ

りません。生きづらいのは当然だと思います。完全主義を少しゆるめて、子供の頃好きだったことを

思い出し、そこから始めたいと思います。（Ｍ） 
 
 

R３年 11 月号(No.369) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』、岩田 真理、白揚社、2012 年 

「森田療法の自然観―すべては流れ、変化していく」(P.51～68) 
 動いて変化して「調和」と「均衡」を目指す(P.55～) 
 「自然」は、わたしたちを外界に適応させ、調和させ、自分の命を守る方向へと導いていく。そして、
自分の個性を無理なく表現して現実に生かしていくのが、わたしたちの自然性であり、わたしたちはそ
れを信頼していいのです。その自分の自然性への信頼をなくしてしまい、なんとか自分の意志の力で無
理やり自分を変えよう、自分の考えに従ってコントロールしようとしているのが、神経症の症状なので
しょう。 
 

 流れに乗る、人生の波に乗る(P.63～) 
 現在、過去、未来という時間軸のなかで、神経質の人は、とりわけ過去を反省し、未来に不安
を感じる人です。行動的でなく、思考優先の人が多いので、過去の失敗を悔んだり、未来を悲観
したりすることで忙しい。(略)頭だけは忙しく動いて、身体はまったく動かない。状況についてい
っていないことが多いのです。そしてまた、それを自分で気づけないでいるのです。 
 「今、ここ」を重視するというより、事実としては、わたしたちが生きる場は「今、ここ」し
かないのです。たとえて言えば、人生はサーフィンのようなものです。スノーボードでもスキー
でもなく、サーフィンです。(略)サーファーは「波」という、動いているものに乗っているのです。
常に波の様子を読まなくてはなりません。波はその日の天候によって変化し、動き、下手をする
とサーファーを飲み込みます。サーファーにとっては一瞬一瞬が緊張です。(略)わたしたちの生活
でも、時間は波のように変化し、動いています。わたしたちはそれに乗らないと生きていけない
のです。しかしひとたび波に乗ると、それまで見えていなかった景色が見えてきます。 
****************************************************************************************** 

8 月号の「森田療法の自然観」に続き、森田療法の流動観についての解説の章です。 
 森田療法では、精神は時間とともに変化していくものであり、「精神活動の進行は、自然に、本能的

に自己保存に適する方向に流転している」と言っていて、「自分の自然性」を信頼し、それにまかせて

いればいいのに、無理やり自分の思いどおりに自分を変えようとしているのですね、我々は。 
 普段の生活はサーフィンの波に乗っているようなもの、との例えもわかりやすいですね。森田療法で

は動きや変化が強調されていますが、神経症に陥る人は自分の努力で無理やり自分を変えようと机上で

理論を学んで理解しようとするばかりで、動くこと、先に進むことがとても苦手との指摘も、まさにそ

のとおり、と思えます。ひとたび波に乗って新しい景色を少しでも多く見たいものです。 (K) 
 
 

R３年 10 月号(No.368) 
 

●『流れと動きの森田療法  -森田療法の新しい世界-』    岩田真理 （白揚社 2012） 
「不快な感情を打ち消せない」   Ⅲ 森田療法を活かすには こんなときどう考える？(p.199～) 



 不安や怒り、何かいやな感情を感じると、それを人一倍不愉快に感じるのが神経質傾向の人です（ヒ
ポコンドリー気質、精神の拮抗作用）。だからそれを排除しようとします（精神交互作用）。そうやっ
てひとつのことにとらわれてしまったわけですが、このとらわれが緩んできても、いろいろな不快感情
を、快感情よりも敏感にキャッチする癖があります。 
 たとえばなにかの会合に出たあとに、帰宅してから、「あんなことを言うんじゃなかった」「もしか
したら、変に思われたのではないか」などと、ぐるぐる考えて悩みます。そのためにもう次の会合に出
席するのはやめようなどと思います。また不安発作が気になる人は、何日か後の、電車に乗っての外出
のことが心配で、そのことが頭の大半を占め、どんどん不安が高まります。このように不快な感情にど
っぷりつかっているときは、不安で苦しくて、きつい時間です。 
★こう考えてみましょう 

 確かに、いろいろなことが心配で、悪い方向にばかり予想し、それがまるで起こってしまったかのよ
うに夢想して、ひたすら憂うつになっていくのは、神経質の持ち味です。心配だったり不安だったりす
ることは感情の事実ですから、しかたありません（自然服従）。しかし、どうもその感情を自分で反復
し、いじりまわし、考え抜く傾向があるようです。そうすれば、感情は刺激され不快感は増していきま
す（感情の法則）。そのときにたぶん、身体は動いていません。座り込んで頭の中でぐるぐる考えてい
ることでしょう。心配を抱えながらも、動くことです。やるべきことは目の前に山積みになっているは
ずです。のろのろと手を出し、いやいやながら、ひとつひとつ片づけていくのです（気分本位からもの
ごと本位へ）。 
 神経症的な心配事というのは、めったに実現しないのです。いま夢想していることは、夢想であって、
けっして現実ではありません。次回会合に行ったら、意外と皆が温かかったり、職場に行ったら、状況
が変わっていて、もうそれどころではなくなったりするのです。状況が動けば、不快な感情も動き、流
れていくのです（感情の法則）。 
****************************************************************************************** 
私は他人の言動にとらわれて、クヨクヨ引きずってしまうことが今もよくあります。そのたびに行動が停

滞し、自分のなかの不安・苦しみばかりを見つめ増幅させてしまいます。実際にはたいてい自分の考えすぎ

や思い込み、気のせいなどであることが多く、そのことがわかるとホッとしつつも、『状況は絶えず変わっ

ている』ことをハッと思い知らされ、自分だけが「乗り遅れている」ことにまた焦ってしまったり･･。 

自分の自然な感情に気づくこと、素直に感じること。それが自分への信頼（自信）につながっていき、自

分を動かす力となっていくこと、そのことを今とても感じています。(A) 
 
 

R３年９月号(No.367) 
 

●名文発掘プロジェクト 「心身の適応の姿を学ぶ」 高良武久先生 発見誌９月号Ｐ2～12より 
自分自身のことばかりに関心があると、非常に過敏になってきますね。ところが、外界の物事に対し

て関心が深くなって行きわたっていけば、自己中心的なとらわれから開放されるんだな。外界の物事を
よく処理するというようなことに、重点をおくような生活態度ですね。気分のいかんにかかわらずです
ね、気分というものはいつでも天気のようにいろいろ変化するもんだと思って、良けりゃよい、悪けり
ゃわるいままに、その状態において、やるべきことをやるだけのことです。 

完全欲が強いと、充分やれないからというふうになりやすい、これは一番良くないことですね。そう
いう完全なコンディションというものは例外的なもんなんです。われわれは十のうちで、五でも六でも
できたらやるんだな、それがわれわれのやり方ですよ。完全でないからやらないということは一番よく
ないですね。完全主義という言葉がある。やる以上はできるだけ完全にやりたいという、そういう気持
ちは誰でも一応はあるけれども、自分の要求水準が実力に比較して高すぎたら失望しますよね。だいた
い自分の平均的な能力のちょっと上を望んでいればよいわけですね。…(略)… 

実際の現実に即して、自分が外界の事情に応じて、変化してやっていくということだね。自分の主義
に外界をあてはめようとしたら非常に矛盾が多くなる。こうであるべきだということと、こうであると
いうことは違うんだからね。こうであるべきだという理想というものはあってもいいけれども、実際に
はそれはずっと先のことと考えなくてはいかんですね。現実の事実としては、自分はそういう高い要求
水準から比べれば、ずっと低いところにある。 
****************************************************************************************** 
私は「自分の主義に外界をあてはめようとしている」ことを常にやっているのだとわかりました。

たとえば「来客にはいつも感じ良く接しなければならない」というかくあるべしが強く、それが少し
でもできないと、自分を責めたり、不全感が残り悶々とします。「現実に即して、外界の事情に応じて、



変化していく」ということが苦手だし、怖いのだと思います。これでは森田を長い間学んでも、行き
つ戻りつばかりで、なかなか進歩しないのも仕方ないと、何だか妙に納得しました。それでも、森田
には充分救われましたし、何より集談会という居場所ができたことは、とてもありがたいと思ってい
ます。（Ｍ） 

 
 

R３年８月号(No.366) 
 

●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』、岩田 真理、白揚社、2012 年 
「森田療法の自然観―人間は自然の一部」(その 2。P.33～50) 

 森田療法の考え方は、コントロールできないものはそのままに、コントロールできることはコントロ
ールしていこうということです。内なる自然に圧倒されるだけでなく、それをあるがままに受け取りつ
つ、内なる自然を信頼し、内側から湧き上がってくる自発的な欲求に従って、自分のコントロールでき
る範囲内のことを行っていくのです。 
 すると、いつとはなしに、自分自身のなかに好奇心が沸き上がり、行動が前を向き、知らぬ間に周囲
と調和できるようになってきます。けっして強制された作業や、人工的な努力でなく、自分の内側から
自然に「生きる欲求」が沸き上がってくるのです。(略)これが森田療法の根本原理であり、森田が自分
の療法を「自然療法」と呼んだ所以です。 
 しかし、人間は自分を自然にゆだねることが苦手です。自分の内側にある「生への欲求」はそのなか
に「強い不安」を内包しています。その不安に追い立てられて、人はさまざまな手段で自分を守ろうと
躍起になっています。(略)森田療法を実践するなかで、神経質症の人はきっと、自分自身を自然にゆだ
ね、まかせるという瞬間を経験することがあると思います。症状のために逃げていたことに直面する「恐
怖突入」と呼ばれる瞬間かもしれません。それをしてはじめて、人は、自分の心が守られていること、
自然の流れにまかせていれば、今ほどの苦しみはもう経験しないだろうということを身体で悟るので
す。 
****************************************************************************************** 

5 月号に続き、森田療法の自然観についての後半部分です。 
 感情は「内なる自然」の一部であって、何かの出来事が起こったときに、あるいは予感したときに、
主体の意識とは何の関係もなく湧き上がってくるもの。原始の時代であれば、感情の反応に素直に従
っていれば、それなりに自分も周囲も守れたが、現代社会においては、社会的な常識は、人間の自然
性などは考慮してくれないため、感情－特に恐怖や不安等 を厄介者扱いする人たちが、何とかしよう
として、かえってそれに注意を向け、増強させてしまう、とも言っています。 
 時には、勇気を持って「恐怖突入」を行ってみて、はじめて自然に自分をゆだねることによる安寧
が得られることを、身体で悟ることができる・・・・・のですね。(K) 

 
R３年７月号(No.365) 

 
●名文発掘プロジェクト 向上発展の欲望にのって  高良武久先生 発見誌 7 月号 P.2～10 
・対人恐怖を持ちながらいうべきことをいい、ビクビクしながらも、やるべきことはやってゆく

のです。 
・人と比較してゆくことで、劣等感を起こしやすいですね、比較すれば物事はなんでもつまらな

くなるものです。何をしてもそれ以上のものを想像することが出来ますからね。 
・比較してゆけばつまらなくなりますが、やること自体に値打ちがあるのです。 
・外界の物事にどんどん細かく気を使ってゆけば、神経質の長所がそこに発揮されますが、自分

を守ることに一生懸命に気を遣うから、非常に過敏に臆病になるのです。 
・人間の感覚は注意をそこに向けると、敏感になるものなのです。 
・だれでもある程度、普通持っている人間の心理というものは、気持ちのよいものは少なく、嫌

な心理の方が多いですね。それはわれわれが生存してゆくためには、愉快な心理より用心をす
る気持ちが必要なためです。ですからわれわれの記憶をたどってみると、楽しい思い出より嫌
な思い出が多いはずです。 

・なんでもやる時は一方に不安や苦痛を感じる、それらはつきものなのです。だからそういうも
のとしてやってゆく。 

・今日はこういうことが気になるけれど、明日はまた違ったことが気になるのです。 
・症状といっても元来あるべきものだから、全然なくなるものではないけれど、そのとらわれが

なくなれば、それを強くいつもいつも意識することからは解放されることになるのです。 



****************************************************************************************** 
浮かんでくる思い出には、確かに嫌な思い出のほうが多いような気がします。でもそれは、人間の感覚は

注意をそこに向けると敏感になるからであり、生存してゆくためには用心する気持ちが必要なためというこ

と。自分だけが、苦しかったり辛かったわけではなく「そういうもの」だったのですね。 
私は他人から言われた言葉やその思惑が気になってしまい、不安でいっぱいになることも多いのですが、

「それらはつきもの」であるから「そういうものとしてやってゆく」のですね。何か物事をする時には、不

安や苦痛はもうセットでついてくるものなのだと知ると、少し気持ちが落ち着きます。人間関係で生じるザ

ワザワやモヤモヤを感じたまま、とらわれながらも前に進んでいける自分になれたらいいなと思います。(A) 
 

R３年６月号(No.364) 
 

●わたしの体験談 ④パニック症(心臓神経症)と不安神経症 Ｓさん 発見誌６月号Ｐ48～55 より 

Ｑ 神経症で悩む人が森田療法を生かすポイントとは 
森田を勉強されている方はみんなやっぱり「行動が大切」「行動、行動」ということをよく言われる

と思うんですよ。ですが、僕の体験から言うと、行動そのものが大切なのではなくて、行動の先にある
もののほうが重要なのかなと思っています。…(中略)… 

例えば「布団を上げなさい」という話がよくエピソードで出てくると思います。布団を実際に上げる
とどうなるかというと、部屋が広くなって、綺麗になって、清々しい気持ちになれると思うんですよね。
それは一つの成功体験だと僕は思っていまして、だから布団を上げるという労働に意味があるのではな
くて、行動した後の成功体験

．．．．
、そこから得られる快の感情

．．．．
というものに非常に意味があると僕は思いま

す。その小さな成功というものを日々積み重ねることによって、神経質で悩んでいた不快の感情という
ものが、だんだん快の感情によって塗り替えられていくと思うんですよね。それを積み重ねていくこと
が神経症を克服していく上での大きなポイントになると思います。 
****************************************************************************************** 
コロナ禍の様々なことで調子を崩しがちですね。友人はそれに加えて低気圧の日は体が異常にだる

く、横になっていることが多く「あぁ今日も何もできなかった」と自分を責めてしまうと言います。

以前テレビで観たのですが、コウテイペンギンの「コウペンちゃん」というキャラクターがとても癒

されると人気でした。コウペンちゃんは例えば「朝起きて、偉い！」「顔を洗って、満点！」と、とに

かく何でも褒めてくれるのです。「行動」というと何か少したいそうなことをしなければ意味がないと

思っていましたが、小さな＝ささやかなことで良いのですね。それを積み重ねることが大事なのだと

わかりました。そしてその先の小さな成功体験＝快の感情を意識してみようと思いました。（Ｍ） 
R３年５月号(No.363) 

 
●『流れと動きの森田療法 -森田療法の新しい世界- 』、岩田 真理、白揚社、2012 年 
「森田療法の自然観―人間は自然の一部」(P.25～33) 
 森田正馬は、自身の編み出した治療法を「自然療法」と呼んでいました。「私の神経質療法は(中略)
常に患者の実証・体得によって、自然に服従することを会得させようとするものであって、根本的な自
然療法である。」 
 「自然に服従」というと、現代の語感では、なにかとても受動的で卑屈なニュアンスをともないます。
これも時代的な「ずれ」を持つ言葉かもしれません。しかし、「自然に服従する」という言葉は、森田
療法の中核となる概念です。 
 まず、わたしたちは「人間は自然の一部である」ことを認識しなくてはなりません。とてもあたりま
えのことなのですが、ともすれば忘れてしまいがちです。(略) 
 知性の働きに頼って自分の精神のすべてを支配しようとすると、わたしたちはどうにもならないとこ
ろに行き当たり、自分を責め、悩みに落ちていくのかもしれません。(略) 
 そんなとき、自分の心のなかの自然な動きを知り分け、自分の自由にならないことにまで責任を負わ
ず認めていくこと。それが、自然に服従するということなのでしょう。 
****************************************************************************************** 
「自然に服従する」と初めて聞いたとき、確かに『受動的で卑屈なニュアンス』を強く感じました。

自分の知性や理性を総動員し、自身の意識や感情を思うがままの良い方向にコントロールする努力を

重ねることこそが一番大事と考えていました。やるべき努力を放棄することのように思えたのです。

しかし、『実はそこが間違えやすいところ、人間は心身の自然な営みに従わざるを得ないし、その営み



に調和する形をとりながら、自由意志の働く部分で活動していくしかないのです。これは「服従する」

というまでもなく、否応なく認めざるを得ない「事実」』とも言っています。 
知性にだけ頼って、自分の精神のすべてを支配しようとして、どうにもならないところに行き当たっ

て自分を責めて、苦しんできたことを事実として認めることが、第一歩ですね。次に、どこまでが意志

の力でコントロールできて、どこまでが自然で、どこまでがコントロール不能なのか、をよく考えてみ

ること。そして、知性だけに頼るのではなく、すべてを調和にもっていこうとする自然の力=自然治癒

力を発揮させるように、心掛けていきたいと思いました。(K) 
 
 

R３年４月号(No.362) 
 

●わたしの体験談 ② 対人恐怖（劣等感と場面緘黙症） Y さん 発見誌 4 月号 P.44～51 
Q 卒業後に対人恐怖症を発症し、どのように克服されましたか 

 神経症を発症する背景にはその人にとって何かうまくいかない現実があるということがわかっ
たんですが、私の場合は「劣等感」ですね。そういうものが背景にあったと思います。物心つい
た時から抱えていた人づきあいが苦手だという思い。（略） 

これは自己受容ができればいいとはわかっていたのですが、そういう自分を受け入れるという
ことは難しかったです。（略）衆前恐怖みたいな症状は単純に行動すれば良くなった、克服でき
たんですけど、この劣等感に関してはもうどうしようもない、いくら行動しても良くならないと
いうふうに考えていました。 

Q 森田療法で学んだ最も重要と思われることはなんですか 
 私にとっての森田の重要なキーワードというのが「諦念」なんです。これは北西先生の本によ
く出てくるのですが、森田の言葉でいうとたぶん「往生する」とか「弱くなりきる」とか、そん
なようなところだと思います。私の場合は抑制的な気質とか、神経過敏な性格とか、あとやっぱ
り話すのが苦手！今もそうなんですが、なかなか言葉が出てこないとか、こういう能力的なもの
は本当に持って生まれたもので、変えようがない事実ですね。だからこのままの自分でやってい
くしかないんだというふうに諦めがつきました。そして、この諦念というところを出発点として
歩んでいくことこそが森田でいう「あるがまま」なのだとわかりました。 

****************************************************************************************** 
ふと私のなかにいつもあると気づいた森田のキーワードは「弱くなりきる」でした。 

悩みに閉じ込められていた頃、自信を持たなくては･･、劣等感を抱いてはいけない･･、自己肯定感を上げな

くては･･それには「心を強くしなければならない」と思い込み、ひたすら自分を変えようとしていました。 
でもそうではなかったのですね、本当はこのままの自分でよかったのですね。自信のないまま、劣等感を

もったまま、自己肯定感の低いまま、そういう自分からスタートして、そういう自分のまま日々の物事を丁

寧に取り組んでいけばよかったんだなぁと、ようやくわかってきて楽になってきました。 
「こういう私でもいいのかもしれないよ」と自分にそう言えたとき、嬉しい気持ちが湧き上がってきます。 
そして『今を生きている』ことを強く実感し、何気ない毎日がとても愛おしく思えてきます。(A) 
 

R３年３月号(No.361) 
 

●現代に生きる森田正馬のことばⅠ Ｐ74～75 より 

話を聞く着眼点ということについて……たとえば私が、入院の人に対して、薪割りの実地について説
明するとする。そうすると、治りにくい人は、必ずそのうまくできること・そのコツのところ・自分の
今まで思いがけなかったことなどに対して、それぞれこれに感心しなるほどと思うことはしないで、「ど
うも自分は不器用で、あんなふうに、うまくできない」「自分は何ごとにも、すべて研究心が足りない」
というふうに考えて、薪割りの実際そのことには、少しも身が入らず、いたずらに自分の心の内面ばか
りを見つめて観察している。はなはだしきは、薪の方は見ないで、目を閉じて、話の文句ばかりを考え
ているというふうである。 

そしてそのときの日記には、「薪割りの講話で、非常に得るところがあった。われわれは何ごとにも
研究心を進め、興味を起こすようにしなければならぬ」というふうに書いて、しかも薪割りのことは、
ケロリと忘れて、ふりむきもしない。早く治る人は、必ず早速手を出して、薪割りを始める。そして教
えられたとおりにやってみると、思いがけなくただちに適切に割れるようになる。そこでますます自分



自身の工夫も起こり、ますます興味も出てくるのである。治る人と治らぬ人と、まったく眼のつけどこ
ろが違うのである。 
****************************************************************************************** 
私もこの「治らぬ人」で、物事にすぐ手を出さず「あ～でもない、こ～でもない」と考えてばかり

です。そのうち考えることが苦しくなってきて、結局やらずじまいも多いです。20 代の頃、職場のレ
クリエーションでボウリングに行ったことがありました。私はボウリングの経験はあまりなく、皆上
手なのを見て「私にはとても無理だ」と見る方に徹してしまいました。もしやっていれば親切に教え
てくれる人もいて、その後興味を持ったかもしれないと今は思います。こんな感じで手を出さないの
で、他の人より経験不足でわからないことが多いです。それでもだいぶ歳を重ねてきて、失敗や恥を
かくのが少しだけ恐くなくなった今なら、以前よりは少し気軽に手を出せそうな気がしています。（Ｍ） 

 
R３年２月号(No.360) 

 
●『流れと動きの森田療法 －森田療法の新しい世界― 』、岩田 真理、白揚社、2012 年 
「まえがき」より 
 森田正馬が神経質症の原因としてあげたもののひとつに、「思想の矛盾」ということがあります。こ
れは、神経質の人に見られる思考の構えで、観念や言葉を現実と思い違えて、自分の現実を観念のほう
に合わせようという姿勢です。簡単に言えば、理想がまず先にあり、その理想に自分を合わせていこう
とするのです。 
 事実が見えていない。事実を見るのが苦手なのです。 
 つまり、いつまでたってもすっきりしない人、あるいはどこか頑固で我を押し通す人は、この「思想
の矛盾」が解消されていないのではないか。そのため、「平等観」が自分のものとなっておらず、皆の
中の自分、共感しあう人間としての自分が体感できていないのではないかと思ったのです。(中略) 
 森田療法は、堅苦しい価値観を押し付けるもののように誤解されることもありますが、実は自分を苦
しめる価値観から自由になっていくための精神療法なのです。 
****************************************************************************************** 
 森田の神髄は「あるがまま」に尽きると言っても過言でないです。これと対極にあるのが、『思想の
矛盾』、すなわち、「観念を現実と思い違えて、現実の自分を観念に合わせよう」という姿勢です。そ
の姿勢の状態にある時に、「あるがままが大事」と聞かされても、「神経質で悩んでいる、こんなに情
けない自分なのに、このままでいいなんてあり得ない、何言っているんだろう」と思う人の方がずっ
と多いのではないか、と思います。 
 「神経質の人は、事実が見えていない、見るのが苦手。つまり、いつまでたってもすっきりしない人、

あるいは頑固で我を押し通す人は、この『思想の矛盾』が解消されていないのではないか」は、私もそ

のとおり、『思想の矛盾』が強いままなのだと思いました。森田療法は、『不安感情はそのままにして、

目的本位の行動を実践すべき』とだけ言っている、と誤解していました。実は、それとは正反対の面が

強い「自然療法」であり、身体に本来備わっている自然治癒力が、精神・心にも備わっている、それを

活かしていけば、自分を苦しめる価値観から解放される、と言っているのですね。(K) 
 

R３年１月号(No.359) 
 

●名文発掘プロジェクト「対人恐怖について（その１）」 青木薫久先生 発見誌 1 月号 P.34～41 
四、神経質の幼弱性の打破 
 とらわれにある神経質者によくみられる幼弱性には三つある。それは「依存的」(甘え)、「自己
中心的」、「観念的」の三つである。この三つの幼弱性を打破することが、神経質のとらわれか
ら脱する道に通じているのである。(略) 
「観念的」というのは、考えが現実に合致していないことである。(略) 対人関係において、神経
質者は一面的となり、「自分はすべての人から好かれなければならない」とか、逆に「自分はす
べての人を愛さなければならない」とかいう考え方をして、そのために対人恐怖を強化している
人がみられる。このようなことは、観念上の絵空事でしかないことを知らないのである。(略) 

またこの一面的な見方は、自己内省においてもあらわれる。人とやたら比較して、この点はあ
の人に劣っている、あの点はこの人に劣っているといっては、劣等感をつのらせたり（これはゴ
ウマンな態度・うぬぼれの態度としばしば表裏一体である）、自己に一つでも欠点弱点があると、
もう自分はダメな人間だと悲観し、また逆に、何かにおいてすぐれた点を見いだすと、ウチョウ



テンになったりするのである。対人恐怖の神経質者には、劣等感にとらわれ、極端な自己卑下に
おちいっている人がいるが、その内面をみるとしばしば相当のうぬぼれ心があるのである。 
****************************************************************************************** 
 ある時『劣等感と優越感は表裏一体』ということを知り、それがスッと心に入ってきてとても腑に落

ちました。私は元々とても劣等感が強いです・・ということは、同じくらい優越感も隠れているという

こと。隠れているものは何かと考えてみると、それは思い上りであったり、尊大な態度であったり、過

去への執着であったり、自分を認めてほしい叫びであったかもしれません。そして「確かにそのような

感情が自分のなかにはあるなぁ、あったなぁ」とただ気づき認めると、自然と以前のようにひどく劣等

感に苛まれることも、過度な優越感を抱くこともなくなりました。あれほど常に人と比較しては苦しみ、

ひたすら違う自分になろうとし、もっと強くならなければと自分を責め立ててきたのに・・不思議です。 
もちろん今も他人と自分を比較してしまうことはあるし、劣等感がなくなったわけでもありません。

しかし今は、ただそのままに、感じたままに、そっとしておけるようになってきました。もしかしたら

こうやって一つ一つ自分の心と身体でわかっていくことが、自己受容へと、とらわれから抜け出す道へ

と、つながっているのかも・・。(A) 
 

R２年 12 月号(No.358) 
 

●パワーアップ学習会シリーズⅣ「欲望と不安」ＹＦ委員 発見誌 12 月号Ｐ48～56 より 

不安が生じるのは、その不安に関係する欲望があるからで、欲望がなければ不安もありません。この
ように欲望と不安は、同じ事柄を表裏両面から見たものです。欲望が大きいほど不安も大きく、欲望が
小さくなるに従って不安も小さくなっていきます。私たち神経質者は強い欲望があるので、受け入れが
たい不安を取り除こうとします。そうすると常に不安に注意が向き、それにとらわれ、ますます注意を
固着させ、最初の感覚よりもますます大きく不安を感じることになります(精神交互作用)。 

私の大きな欲望は、上司や人前で完璧な説明や報告をすることです。…中略… ちょっと声が震えた
とか詰まったなどは許せませんし、一番心配になります。そう思えば思うほど、ますます声の震え等に
とらわれ、不安が大きくなり、本来の目的である報告内容が疎かになっていました。声が震えたかどう
かという自分の気分を基準に、自分を評価し、一喜一憂していました。 

また、私は運動神経が鈍い方なので球技は下手です。例えば、職場での野球大会では、守備で良くポ
ロをして肩身の狭い思いをしました。…中略… 悔しいのですが、大きく落ち込むことはありませんで
した。考えてみますとスポーツでは、いくら頑張っても自分が望むところまでは到達できないと自覚し
ています。自分の中では、欲望が高くありません。このように自分にとって高い欲望とは何かを知って
おいた方が、不安とも巧く付き合っていけると思います。 
****************************************************************************************** 
 欲張りなので欲望はいっぱいありますが、たくさんありすぎて自分でもよくわからなくなっていま

す。今まで欲望を具体化することはできていませんでした。「欲望が高い＝不安が強い」ということを

しっかり頭に入れておけば、不安が襲ってきても落ち着いて対処できますね。私のように欲望が明確

でない人は、強い不安が来た時がチャンスです！不安としっかり向き合って、自分の高い(大事な)欲望

をはっきりつかみましょう。嫌いな不安にも少し興味を持って、今度は不安から教えてもらいましょ

う。With 不安ですね。（Ｍ） 
 

R２年 11 月号(No.357) 
 

●わたしの森田人間学 59「『安心の人生』を送るために(26)」、山中 和己顧問、発見誌 11 月号 P.24～27 
 「あるがままとは」どういう心境なのか 
 あるがままという概念。これが森田の神髄である。ただ、「あるがままにあれ」などというのは、い
わゆる世間常識ではない。ゆえに、ただちにわかる思想ではないだろう。 
 「森田」に学んで生活する。同時に考察もする。と、そこに「なるほどそうだなぁ」と自分の事実が
わかる。その結果、明らかな気づきが生じてくるのだ。(中略) 解説してみよう。 
  いま、自分が感じていること・思っていること・考えていること。その内容いかんにかかわらず、い
っさいがっさい「そのままにある」ことである。 
 そこに、受け入れるとか・受け入れないとかいう、判断はいらない。 
 さらに、なにかを「なおす」とか「変えよう」とする試みは、どれも不要である。つまり森田博士は



「自分のこころの事実を事実どおり認めるだけでよい」とされている。およそ、それ以外は「かくある
べし」であって、はなはだ余計な発想であるといえよう。 
****************************************************************************************** 
 森田の神髄は「あるがまま」。でも、これは世間のいわゆる一般常識に反することだから、そう言わ

れても、「はい、そうだったのですね」と直ちに理解できないのが普通だろう、と。この部分は、「あ

るがまま」の意味がすぐにわからなかった多くの凡人には、気が楽になりますね。近年は、森田以外

でも「あるがまま」に、ある程度のなじみはありますが、特に昭和前半より前の年代の人には、それ

までの価値観で判断したら、明らかに常識に反する考えだった、と想像できますから。 
とにかく、「あるがまま」とは、自分が「感じた」「思った」「考えた」、すべてのことに、そのままで

あること、そこには、善悪の判断をして善だけを受け入れて悪は排除することや、今の自分を「治す」「変

えよう」とする試みも不要であり、心の事実を事実どおりに認めるだけでよい、ということ。 
すぐに全部わからなくても、何か少しだけわかった気になりました、皆さんはいかがでしょうか。 
相変わらず、山中和己顧問の森田の解説記事は、わかりやすく、大好きです。(K) 
 

R２年 10 月号(No.356) 
 

●現代に生きる森田正馬のことば (Ⅰ)  「とらわれ」 P.166～         [全集Ⅴ258] 
こんなときに、一番軽便なことはとらわれになりきればよい。それは、悲しみは悲しみ、苦痛

は苦しみ、とらわれはとらわれるよりほかに、致し方がないという意味である。これはわれわれ
の心の事実であるから、悲しみを喜ぶことのできないように、とらわれを否定することも、逃避
することも不可能であるからである。（略） 
これはわれわれの心の自然であって、とらわれようと作為して、とらわれることもできず、とら

われまいとはからっても、またできないことである。 
 
●名文発掘プロジェクト「神経質の性格の陶冶（下）」 高良武久先生 発見誌 10 月号 P.14～22 

とらわれると、そこが非常に過敏になる。（略）とらわれるから、重大な感じがするだけであ
って、だれでも欠陥はもっています。その欠陥があるために、自分がダメだというふうに、末梢
的な欠陥を絶対的なものと考える。これが神経症的な態度ですね。（略） 
 対人恐怖がある、ということは、初めから認めていったほうがいいわけです。実際、事実だか
ら「あるがまま」ですね、それが。だから、びくびく、はらはらしながらやるんですね。（略） 
 自分でちゃんと、自分の性格、自分のいろいろの傾向というものを自覚することが、われわれ
の人格を洗練させてゆくことになると思います。それも、やはり一つの陶冶ですね。 
****************************************************************************************** 
 子供が幼稚園の頃、私はお母さん同士の付き合いに悩んでばかりいました。小学校へ上がってからは

そのような付き合いも徐々に減り、ホッとしていました。しかし先日急に、一番苦手な人のお宅へ出向

かねばならなくなり、私は行く前から非常に緊張して心の中は嫌な気持ちでいっぱいでした。いくら平

静を装っても、いざその人を目の前にすると気持ちが慌ててしまい、心も体もこわばりうまく話せず、

そんな自分のほうに意識が向いてしまい、相手が話している内容が全く頭に入ってきませんでした。 
昔とちっとも「変わらない」自分にガッカリしながら、でもどこか昔とは「変わった」自分も感じまし

た。それは「こういう自分も『私』なんだ」・・と今は少し思えるようになったからかもしれません。
(A) 

 



R２年９月号(No.355) 
 

●名文発掘プロジェクト「神経質の性格の陶冶(中)」 高良武久先生 発見誌９月号Ｐ10～19 より 

私は、完全欲が強く、また非常に気が小さかったので、その当時は、自分ほどつまらない人間はない
ような気がしました。…(中略)…いつも悩んでいましたが、いまではそうは思いません。「気が小さい
ということは、自分にとってはありがたいことだ」と思うようになりました。細心でなければ、いい仕
事はできないのであります。ただ、神経質の人は自分を守ることに細心でありすぎる。自己防衛に偏り
すぎている。…(中略)…自分を守ることに汲々としていると、外界の刺激が非常に圧迫的なものになっ
てしまいます。過敏になります。 

細心、気が小さいということを、外界の物事を処理することのほうに使っていれば、それが長所にな
る。細心でなければ、立派な仕事は決してできないのであります。 
****************************************************************************************** 
 パートをしていた時の職場に、性格が激しくイジメをする人がいました。私もイジメの対象にならな

いように、その人と話す時は細心の注意を払っていました。ある時その人に言われました。「あなたは

何でも『そうだ、そうだ』というから、分かっているかと思ったら何も分かっていないじゃないの！」

決して逆らわないように何でも賛同していたのがいけなかったのと、細心の注意を払っているつもりで

も「嫌いだ」という態度が出ていたのかもしれません。それからはその人にイジメられるようになって

しまいました。 
思えば仕事よりも自己防衛に力を入れていた方が多かったように思います。小さなちょっとしたこ

とにもひどく傷ついていたのも、過敏になっていたからなのですね。細心も自己防衛に使えば「短所」
になりますが、仕事など他のことに使えば「長所」となるのですね。（Ｍ） 

 
R２年８月号(No.354) 

 
●体験記「森田と行動で埒

らち

を開ける」～強迫観念・全般性不安障害～、Ｈさん、発見誌 8 月号 P.36 
 私の誤った認識は、現在ある仕事をおろそかにして、不安や症状を取ることに執着することによ
り、かえって精神相互作用によって不安を大きくしていたことです。症状を相手にすることによ
り、「何々が不安な自分」「症状のある自分」というのは肥大化していくように思えます。それ
によって実際の社会生活から逸脱して、観念の世界に入り込み、ますます症状を悪化させました。 
 また、学生時代から「かくあるべし」で自分を守っていた結果、実際にあるちっぽけで弱い自
分を見ないようにしていたため、自己の成長や他者への配慮よりも、自分本位で、自分を守るた
めに頭の中でやりくりすることに必死で、周囲への批判や自己保身を自分の脳内で一人チャット
のように繰り返していたことで自分を窮屈にしていました。 
****************************************************************************************** 
 上の記述は、私のことを書いてもらったような印象を持ちました。対人恐怖を感じ始めた高校生の
頃から、上の下線部の、「不安や症状を取ることに執着して、かえって精神相互作用で不安を大きくし
ていた」、そして「症状を相手にすることで、実際の社会生活から逸脱し、観念の世界でますます症状
を悪化させた」の部分は、症状をすぐに排除しなければならない、というふうに症状をなくすことだ
けを考えていて、挨拶するなどの普通の社会生活でかかせない事柄についてはまったく気が回らず に
過ごしてきました。 
 また、波線下線部の「『かくあるべし』で自分を守っていたから、弱い自分を見ないようにして」、
その結果、「自己の成長や他者への配慮よりも、自分本位で、自分を守るために頭の中でやりくりする
ことに必死で」の記述は、私もこのとおりだったのだ、と初めて気がつきました。 
筆者は、この気づきの後、観念的な「症状」を大事にするのでなく、現実の日常の生活を丁寧にす

るように、「まずは見つめ感じる」を第一にと、症状を相手にし続ける生活から何とか抜け出そうと決
め、「今・ここ・自分に集中し、できることをできる時にやる」をひたすら繰り返したそうです。  
私も、「観念の世界で、頭の中でだけ」を減らし、現実の、日常の些細なことも丁寧に、を繰り返し

ていこうと思いました。(K) 
 



R２年７月号(No.353) 
 

●from members 「『人と比べない』人は人、自分は自分」 K さん、発見誌 7 月号 P.64～66 
  決して相手のほうが私に何かをしたというわけではありません。ただ勝手に相手と自分を比べて
厭な気持ちになったのです。勝手に優劣を競っていたのです。（略） 
 私はその時、自分の胸の内で思いました。そうだ、「比べる心が、心を貧しくする」のだと思
いました。すると、感じていた厭な気持ちがスッと消えてなくなりました。（略） 
 
 人それぞれの個性があります。 
 人それぞれの人生があり、人それぞれの目標があり、人それぞれの成功があります。 

「人と違っていていい、人と同じでなくてもいいのです」。 
 

 人は人、自分は自分、自分は自分らしくあればいい 
****************************************************************************************** 
 この記事を読んだとき、仙台の友人のことを思い出しました。幼少時代の音楽学校で苦楽を共にした

40 年来の友人です。彼女は適応障害を乗り越え、今は翻訳の仕事をしながら、大好きなフィギュアス

ケートをしています。互いのやりとりは頻繁ではないのですが、コロナ禍のなか届いた彼女からの久し

ぶりのメール。そのやりとりで・・ 

「勝利のカタチはいろいろあるのよ。オリンピックの金メダルだけが勝利なわけじゃない」 

「自分は自分」彼女のその前向きな言葉が思い出され、K さんの記事にある「人それぞれの成功があり

ます」「自分は自分らしくあればいい」の言葉と重なりました。 

・・その通りだな、私は一体何をめざし、一体誰になろうとしているのだろう、私は私でしかないのに。

そのように考えていたら、自然と気持ちが軽くなりました。勝手に相手と比べて落ち込んでしまうこと

が私もよくあるのですが、そんな自分の気持ちをそのまま感じようと思いました。心を貧しくするのも

豊かにするのも、自分なのですね。(A) 
 

R２年６月号(No.352) 
 

●改訂版要点によるﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ学習会ｼﾘｰｽﾞⅨ「まとめ」のしかた YS 氏 発見誌６月号Ｐ60～66 より 

森田の「治る」とは、症状が全て無くなり神経症から開放される訳ではありません。症状を持ちなが
らも、実際に生きていく上で必要な生活、仕事、通学がどうにかできることを言います。「我々の持ち
味であるこの性格は、まず死んでも治りません、あの世でも続きます」と教えて下さった先生もいらっ
しゃいますが、私もこの言葉に救われた一人です。 

森田神経症の私達は、物事を深く掘り下げて考えることが大得意です。ですから、色々な職種で優れ
た才能を発揮される方々も多いのだと思います。お釈迦様、親鸞などもそうではないかといわれていま
すが、優れた料理人・音楽家・博士・芸術家にも神経症の方はたくさんいらっしゃいます。 

しかし反面「こんな場合はどうだ、こうなるとどうなるのかと、あれやこれやと考え、理屈をこね回
す」持ち味があります。そうしている間に、学習していったん身に付いた森田の正しい知識にブレが生
じてくる可能性があります。そのことから「理解できた！」と、学習を中断したら症状がまた大きく後
戻りする危険性もあります。ですから、発見誌を読む・集談会で後輩の指導・役割を持った立場の活動
などを行うことで、森田に触れ続けていくことが私は大切であると思います。 

症状が落ち着いてきたら、少しハードルが高くても、神経症でなかったらこれがやりたいと思ってい
ることにチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。心よりやりたいことにチャレンジする気持ちは、
自分の持ち味の中での良い部分を明るく伸ばしてくれると思います。当然苦しい辛い時もあると思いま
すが、それよりも悔いのない自分の行動力に励まされて楽しい人生を送れるきっかけになるのではと思
いますよ。 
****************************************************************************************** 
 森田を始めた頃は「治るとは、症状が全て無くなり、雲一つ無い青空のような晴れやかな気持ちで楽

しく生きられるようになること」だと思い描いていました。森田を学んでいくにつれ、そんな日は永遠

に来ないとわかったつもりでも、なおどこかでそんな日が来ることを望んでしまう自分がいます。 
長年のやっかいな悩みも真正面から向き合ってしまいます。少し離れたり、別の角度から見たり、あ
るいは諦めてしまった方がずっと楽でうまくいくかもしれないのに、それがなかなかできません。完



全主義という性格から「何とかクリアせねば」と追い立てられます。その時間を自分のやりたいこと
に向けられたらどんなに良いかと思います。それでもだいぶ歳を重ねてきて、少しずつ良い意味での
あきらめを覚えてきました。もっともっと歳を重ねていけば、いつか折り合いがつけられるかな？と
思うこの頃です。（Ｍ） 

 
R２年５月号(No.351) 

 
●わたしの森田人間学 56「『安心の人生』を送るために(23)」、山中 和己顧問、発見誌 5 月号 P.36～39 
 この本(「自覚と悟りへの道」)の巻頭には、水谷先生自身の「神経質のとらわれ体験」が載って
いる。「ある強迫観念者の告白」と題する、わりと長い体験文である。 
 はげしいとらわれの実体験と経過を述べたうえで、結論のところには、こうあったのだ。 
 「自己改造の努力をすっかり捨ててしまったとき、はじめて自己改造が実現した、といえる」 
 まいった！ と表現するよりほかない。いやはや衝撃である。 
****************************************************************************************** 
 いつも平易で、わかりやすく森田理論の神髄を紹介しておられる、山中和己顧問の人気連載の第 23
回目記事中の一節です。 
 上の太字の部分、つい最近までは、私にはまったく理解出来なかった文章です。 
 「自分のような人間では、この厳しい世の中をまともに生きていくことは出来ない。もっと強く、
正しく、誰からも立派だと言われるような人に、今すぐ変わらなければならない。」と思い込んでいて、
「自己改造の努力」こそが、今の自分にとって最重要で、他の何をもさておき、取り組むべきことで
したから。「今までこう考えて、こうやってきた結果、こうなったのだから、今後はこういう内容を重
点にして努力しよう」の論理は、一般論では、「そのとおり」の大正解だと思います。 
 でも、本来の自分のことはさておいて、『他人の考えた「正解」に従えば、本来の自分とは全く別の
自分になれると信じているうちは、「正解」をムリヤリ自分に押し付けようという不自然なものとなり、
自己改造どころか逆に激しいとらわれを体験した、ということ。この努力をすっぱり捨てて、本来の
自分はどういう人間であって、何をどうしたいのか、そういうところに気をつけていたら、結果的に、
自己改造が出来ていた』ということですよね、きっと。 
自分を厳しく責めながら、まったく別の自分になろうとするのでなく、「こういう自分がほんとうに

やりたいと望んでいることをやっていこう」、「こういう自分のままでやっていくしかないんだ」など
と思えるようになったら、しめたものなんですね。                   (K) 

 
R２年３月・４月合併号(No.350) 

 
●特別寄稿「人生の四季と森田療法」岩田真理氏（公認心理士・臨床心理士）発見誌４月号Ｐ6～16 より 
 神経質という性格には成長を妨げる要素もたくさんあるのです。たとえばどんなことか、思い当た
る例をいくつかあげてみましょう。 

① いつも不安にこだわる。──自分の不安の方にまず目が向いてしまうクセ。 
② 消極性──恐怖のためにいろいろなことにストップがかかる。 
③ 拮抗作用があるため、両極の葛藤で行動がにぶる。 
④ 不全感──何をやっても、できなかったほうに目が向く。 
⑤ 不可能な理想を掲げ、無理をして、できない自分を責める。 
⑥ 不快感をなくすことにこだわり、あきらめられない。 
⑦ 功利的で、損得を過度に考えてしまい、人生の幅が狭まる。 
つまり、自分のなかの不安感、不快感、不全感等に目が向きすぎていて、そういう感覚が「なくなる」

ものだと錯覚し、そちらへ注力している状態のままでいるかたが多いようです。そのような感覚は人間
である限りいつでも自分のなかにあるもの。そして自分の頭のなかのことに目が向いている限り、それ
は邪魔ものにしか見えないのです。ただ目を外に、現実の進展のほうに向けていけば、その不快感は邪
魔ものではなくなるのです。……（略）…… 

自分ができること、できないことを知り分けることです。一定の年齢になったら「自分でなければで
きないことは何だろう？」と考える。今まで生きてきた人生のなかで、必ずやどんな人にも、その人の
培ってきたもの、得意なもの、習得してきたものがあるはずです。大きなことでなくていいのです。日
常の仕事、家事、趣味のなかから知りえたこと「これはできる」と思うことが、誰にでもある。その「自



分でなければできないこと」でどのように人の役に立つことができるだろうか、と考えてみる。そして
それに沿って動いていくことも、これからの「境遇を切り開く」ことにつながっていくのではないでし
ょうか。 
****************************************************************************************** 
 ①～⑦大いに当てはまります。特に④⑤⑥は日々やってしまっています。いくら森田を学んでも「不
安感・不快感・不全感」は「なくせる」という思い、あきらめられないのです。この思いはこのまま
で「自分にできることで人のお役に立てること」を考えていきたいと思います。（Ｍ） 

 
R２年２月号(No.349) 

 
●体験記「こういう自分でいい、今の自分から出発しよう」、A・T さん、発見誌 2 月号 P.20～27 
私は幼い頃から、自分の思いを話すことが苦手で、自己主張が下手で引っ込み思案ないわゆる「お

となしい子」でした。 (略) 「口数が少ないこと＝いけないこと」という考えができていき『うま
く話ができない自分＝ダメな人間』という劣等感と自己否定が一気に強まっていきました。そし
て、もっと明るく積極的に話すようにしなくてはいけないなど『性格を変えなければならない』
という思いだけが強くなり、そこからはもう無理やり「あるべき自分」へと自分を追い込んでい
ってしまいました。 
 (発見会を知って)集談会での学習や講話を聴くなかで、不安はなくすべきものではない、湧いて
くるさまざまな感情にいいも悪いもない、症状を治そうとしているうちは治らない、などの言葉
に触れていくうちに、あれ？今まで自分が思っていたものと何か違うぞと思い、自分の症状を生
み出していたものが何であったのか、ゆっくりわかってきました。 
 (オンライン学習会で、『仕方なかった』と言われて)何気ないその一言に、私の心をずっと縛り
付けていた「かくあるべし」がフッと緩まり、ほどけていくのを全身で感じ、苦しかった過去の
後悔から解放された瞬間でした。(略) オンライン学習会を終えた時に一番感じた自分の心の変化
は、違う自分になろうとするのでなく、『こういう自分でいいんだ』と思うことができたことで
す。最終的に「もしかして、こういう自分でいいってことなのかもしれない」「今の自分から出
発するってことなのかもしれない」と自分自身で気づき、心が本当にそう思えるところまで３ヵ
月かけてゆっくりと導いてもらい、ようやくたどり着くことができたという感覚でした。理論を
学ぶだけでなく、自ら気づき体得していく大切さを、オンライン学習会を通して教わり、それは
決して自分一人ではできなかったことだな、と改めて感じています。 
****************************************************************************************** 
 水戸集談会で共に学んでいる仲間のお一人が書かれた、とても具体的でわかりやすく読者にも大い
に参考になるであろう素晴らしい体験記です。三年程の短期間のうちに、集談会やオンライン学習会
の中で森田を最大限に活用し、生来の自分のままで生きることの大切さを体得できた経験談です。 
余分な説明等はまったく不要な具体的な文章です。皆さんも、とにかく読んでみて「かくあるべし」で
ずっと自分を責め続けていた自分を受け止めてもらった時に止まらなかった涙、違う自分になろうとす
るのでなく「こういう自分でいいんだ」と思うことができた過程等を味わってください。(K) 

 
R２年１月号(No.348) 

 
●現代に生きる森田正馬のことばⅡ Ｐ126～128 より 

君は「手紙を書くことが、億劫でいけない」という。手紙を書くことは、億劫なものである。それは、
用事をするのは、面倒であり、目上の人の前では、窮屈であり、冬は寒く夏は暑いというのと同様であ
る。 

なお億劫だということは、手紙を上手に、丁寧に、相手を喜ばせ感心させるようにと、思えば思うほ
ど、ますます億劫になるものである。間に合わせに、いい加減にすれば、少しも億劫なことはない。た
とえば人から、小包の贈物を貰ったとすれば「ただいま何々ありがたく、お受け取り申しました。なお
くわしきお礼は、あらためて後より申し上げます」と書いて、後は都合しだいで、そのままにするとい
うふうであれば、少しも億劫なことはないはずです。自分がまったく思う存分の心づくしをして、しか
も億劫と思わないようにしようというのは、冬を暖かく思おうとするのと同様で、不可能のことであり
ます。…（中略）… 

また「つまらぬことが気になる」というのも、それは自分が、功利的に、強いて欲ばって考えるため
に、ことさらに「つまらぬこと」と自称するだけのことで、気になる以上は、必ずその人の身にとって
は、つまらぬことではないのである。余計なところが痛い、手の届かぬところが痒いのは不都合だとい
うのと同様である。…（中略）…そんなときには、それを別に気にしないようにと、自分の心を抑圧す
るのでなく、ただ気になるままに、仕事をしていさえすれば、間もなく忘れるのである。 

なお、人の顔つき・言動などが、気になるのは、煎じつめれば、対人関係において、われわれが、他



人から悪く劣等に思われたくない、好く偉く思われたいという自己保護の欲望から起こるもので、けっ
してつまらぬことではない。だがこれを、自分の卑近な功利主義の考え方から、自分が勉強し、あるい
は成功するために、こんなことを考えていては、邪魔になると思って、これをつまらぬことと、自分勝
手に評価するまでのことで、実はその評価が、無理な考え方になっているのである。 
****************************************************************************************** 
私は以前友人から「メールの返信がかなり遅い」と言われていました。今はだいぶ早く返せるように
はなりましたが、それでも遅いです。すぐにやらないというのもありますが、スマホの入力が速くでき
ない・文面がすぐに浮かばない・伝わりやすい文章を考え過ぎてしまう・読みやすくするために改行に
こだわる・間違いがないか何度も確認する、などでどうしても返信が遅くなってしまいます。「了解」
「ありがとう」だけで返せるならすぐできますが「何か気の利いたことを書かなくてはならない」との
思いがあり、楽しいはずの友人とのメールのやり取りがとても億劫になることもしばしばです。今のや
り方では億劫になって当然なので、少しずつ変えていきたいと思います。（Ｍ） 

 
R 元年 12 月号(No.347) 

 
●はっ犬くんｵﾘｼ゙ ﾅﾙ森田を読む3 「感じと理知の調節～森田先生の座談会～」、発見誌 12 月号、P.16～18 
 ―白揚社刊「新版 神経質問答」P.175～177 より抜粋― 
 たとえば人を愛さなければならないという主義を立てると、自分の心にある人を毛嫌いしたり
憎んだりする気持ちが起こったとき、それをなくそうとするからますます苦しく、道徳恐怖とい
う強迫観念になることもあります。そうでなく、ただ自然の感じのままに、たとえ人を憎むよう
な心があっても会釈笑いをしたり、とおりいっぺんの社交儀礼をしているうちに、いつの間にか
イヤな心も流れ去って自然に朗らかになります。少しも難しい主義を立てて、頑張り苦しむ必要
はないのであります。 
****************************************************************************************** 
 人は誰にでも好き嫌いや相性の善し悪しがあるのが当然なのに、「人を嫌うのはいけないこと。いつ

でも誰とでも分け隔てなく、愛情深く付き合える人にならねばならない」と思ってしまうことは、真

面目過ぎる神経質の人たちには多くありそうです。でも「キライ」と感じるのは自然な感情なので、

これをムリになくそうとすればするほどますます苦しくなるというのが森田の教えの基本ですよね。 
 振り返ってみると、自分で意識して、『人を愛さなければならない』と主義を立てたという記憶はな

く、小さい頃から親などから言われ続けているうちに、いつの間にか自分ではまったく気づかないう

ちに、この理想主義が自分には絶対的なものになっていったようです。 
 改めて、自分の心に問いかけてみると、この理想主義に従って「人を嫌ってはならない」などと完

璧な善人のフリを自分に強要していました。「キライ」という感情が芽生えると、それを直ちに(無意識

のうちに)、なかったことにしようとしていました。そして、合わない人であってもムリして仲良く付

き合うべきという不自然な努力を続けた結果、うまくいかずに対人緊張と自己否定が少しずつ増強し、

自分を責めながら、自分にムチ打つがんばりをしてきたようです。 
 偏った理想主義を基準にして自分で不都合と思った感情を必死で抑圧するような不自然なことはや

め、「キライなものはキライ」と自分の本音と向き合い、それと素直に対応していくようにすれば、少

しも難しいことなく、自分らしく生きていけそうですよ。(K) 
 



R 元年 11 月号(No.346) 
 
●体験記「不安は治らないことを体得させた入院森田療法の体験」Ｔさん 発見誌 11 月号Ｐ14～22 

診療所には半年入院し、この入院体験から学んだものは、①不安があっても作業をしている間に不安
は流れること、②やる気がなくても、とりあえずいい加減に手をつけると物事を処理できること、①②
の体験により「治すものは何もない（不安症状は治すものではない）」、③森田療法は、体験療法。 

この３つを体で学んで、これらは森田教育（症状は治さず、行動を治す。森田先生は人を治すと言っ
ています）とも言えるのではあるまいかと思うようになりました。入院森田療法でなぜ治るのかという
と、症状があっても作業（仕事）ができるということを何度も繰り返すことにより、症状は治す必要が
ない（治さない）ことを体得するからです。不安があるのが当たり前と思うようになり、その不安は、
治らないし、治す必要がない、しかし、その不安は役に立っている、ということが私の体験から言える
ことです。……（略）…… 

また、森田先生は、精神神経学会で「森田療法は、どういうものですか」と問われ、「ただ、仕事を
するだけです」と答えられました。これは「一生懸命仕事をするだけで、自分の心を振り返ってはいけ
ない」ことだと理解しました。これも体験により知ったことです。 
****************************************************************************************** 
今から 25 年前、発見会に入会した当時は「これでよくなれるんだ」と希望でいっぱいでした。とこ

ろが学習を続けていくうちに「症状は治らない、不安はとれない」とおぼろげながらわかってきた時は

ひどくがっかりしました。「不安がまったくないすっきりした状態」になれると思っていましたから。

さらに学習を続けて「不安が役に立っている」という体験を何度もしました。「準備をしっかりしなさ

いよ」と不安が教えてくれるので、忘れ物が少なくなったり、大きな失敗をせずに済んだり。まだまだ

「不安があるのが当たり前」という心境にはなれませんが、ただただ不安を敵視するということからは

脱することができました。（Ｍ） 
 

R 元年 10 月号(No.345) 
●はっ犬くんｵﾘｼ゙ ﾅﾙ森田を読む2 「本当の修養と向上発展～森田先生の相談室～」、発見誌 10 月号、P.8～ 

 

・境遇に反抗するな 
 ただ現在の君は「向上の道」とか「捨て身の力」とか「修養」とかの空言は、しばらく後回し
にして、すべての自分の心構えの仕方や「丹田の力」とかいうものは捨ててしまって、店の売り
場の装飾とか、客に対する言葉の選び方、お辞儀の仕方など、たとえば客が通りがかりに入って
きて、店の正札つきの品物を見回しているとき、これに対して「いらっしゃい」とか「何をあげ
ましょうか」と言うべきか、言わざるべきか、種々に思い迷うのがよいことで、その迷う心があ
ってこそ、はじめて客の心理やさまざまな場合の応対の仕方が研究されるのであります。ただ通
り一遍のサービスとかいうもので、口軽くしゃべり立てては、かえって客を追い払うだけに終わ
ることが多いのであります。こんなことに迷うことも、神経質の良き特徴の一つであります。 
****************************************************************************************** 
 「空言」なのですね、『向上の道』、『捨て身の力』、『修養』、『丹田の力』とかの抽象的・観念的なキ

レイごとのお題目は。 『これらは後回しにするなり、いっそのこと捨ててしまった方が良い。代わり

に、店員ならば、店の装飾やお客さんに気持ちよく接するための言葉やお辞儀、挨拶などをどうする

か一生懸命に考えるのが大事。お客さんの様子や周りの状況をよく観察し、ああしようかこうしよう

か、色々と思い迷うことがあってこそ、はじめてそのお客さんに最善の対応ができる神経質者の特徴

を活かすことができるよ。』そこのところを勘違いして、『通り一遍の決まり切ったサービスだけで十

分だとあまり考えずにペラペラ一杯しゃべっていればいいなどとやっていったら、お客さんは次から

来てくれない。神経質の性格特徴を把握し、それをうまく活かしていくために、いつも迷いながらよ

く考えて、その場その場に応じた臨機応変の自分でやっていくのがいいよ。』 
 なんとも具体的な教え・説明ですね。私は、自分の境遇に反抗し、他人の考えた正解を見つけそれ

を知識として持っていれば、何の苦労もなく気持ちよく生きていけるとの誤解がありました。自分の

境遇の中で、良く考え、迷いながらボチボチやっていくのが自分らしい生き方なのですね。  (K) 



R 元年 9 月号(No.344) 
 
●基準型学習会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・講師による学習会シリーズ まとめ「わたしの総括」 

 「生活の発見会に入会したことで、回復のきっかけをつかみました」Ｋさん 発見誌９月号Ｐ39～46 

不安はなくすことはできない、不安常住ということを教わりました。「治すために習い事とかした方
が良いのだろうか？」と思ったのですが、主治医に「治すためじゃなくて、心の欲するものをやって」
と言われました。インストラクターさんにその話をしたところ、症状をなくすために何かをすると、す
るたびに「行動したから症状はなくなった？」と確認することになり、結局症状に意識が集中してしま
うから、と教えていただき、なるほどと思いました。実際、当時の私の外出は、なけなしの勇気をかき
集めた間違った「恐怖突入」で、出掛けたはいいけれど頭の中は症状のことでいっぱいでしたので、こ
れは単なる「行動すべきのかくあるべし」でした。…略… 

日常的に「恐怖や不安を感じたら、やりくりせずにそのまま感じる」「不安に頭が占領されても、一
定時間たったらやることをやる」「取り越し苦労が多いので、なるべく“事実”だけを心配する」「心から
やりたいと思ったことに手を出す」そういうことをやっていけば、元々の性格性質は変わらなくとも、
物事への考え方、感じ方はもしかしたら変わってくるかもしれないと。そして、火の元確認についても、
確認自体は悪いことではない、なのに確認しながら「何度も確認して馬鹿みたい」など余計なことを上
乗せすることで、かえって回数が増えていたので、いっそ心を込めて丁寧に確認するようにしてみまし
た。そうしたらまた不思議なことに、格段に確認の回数が減りました。これが「なりきる」でしょうか。
恐怖を恐怖のまま感じるようにしたことで、私は森田先生の本や発見誌を滞りなく読めるようになりま
した。時々怖いと思うのですが、それでも自分にとって得るものがあるので読み続けています。主治医
は「それこそ恐怖突入です。怖いという感情があっても、得たいという欲望があるから読む。いいです
ね」と言ってくださいました。 
****************************************************************************************** 
不安やイヤな気分で頭がいっぱいの時はだいたい掃除をします。終えるころには気持ちも少し流れて

います。ただこれは必要だからするのではなく「気を紛らわす」ということです。掃除をすると気持ち
が流れるのを知っているから、やっているようなものです。たいして必要でもないことをして疲れてし
まっているので、時間のムダ使いだと自分でも思います。症状があっても、なくても、症状とは関係な
く必要なことや自分のやりたいことをやっていけたら良いですね。（Ｍ） 

 



R 元年 8 月号(No.343) 
 
●名文発掘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「成長したい人のために(下)」、 水谷 啓二先生、発見誌 8 月号、P.2～9 

 

・事実本位に生活せよ 
 人間の主観と客観とは、その人が人間として未熟であって事実を事実として認めることが少なけれ
ば少ないほど、大きく食い違ってくるもので、極端な場合には正反対になるものである。例えば、愚
かな人ほど自分を賢いと思い、悪人ほど自分を善人と思うものである。(略)このように食い違うことを
森田先生は次のように説明しておられる。 
 「私が名づけた思想の矛盾とは、自分がこうありたい、こうあらねばならないと思想することと、
事実すなわち実際とが反対になり、矛盾することである。観念や思想は、そのままが直ちに実体ある
いは事実ではない。人々がこの観念と実体との相違を知らず、思想によって事実を作ろうとし、ある
いは自分の好きなように事実をやりくりし、変化させようとするために、しばしば、私の言うところ
の”思想の矛盾”が起こるのである」 
 若いころの私の生活態度は、この”思想の矛盾”の典型的なものであったが、森田療法を受けた上いろ
いろ実生活の経験を積んで、いくらかもののわかった人間になるにつれて、主観と客観、思想と事実
との食い違いは少なくなってきたようである。 
****************************************************************************************** 
 「思想の矛盾」という表現は、古いし難解で分かりにくい、使用を控えた方が良いのでは・・・と

いう意見も時々目にしますが、上の森田先生の説明は、とてもわかりやすいと思いましたが、いかが

でしょう。   
 特に『観念や思想そのままが事実ではない、この相違を知らず、思想によって事実を作ろうとする

ために、”思想の矛盾”が起こる』の記述は、自分がそのとおりであったことに思いいたりました。 
 自分にとっては、この相違をまったく分からずにいて、高過ぎる思想だけで自分を裁いていました。

しかし、そこで認められなかった現実の自分は全面否定され、なき者とされていたため、事実、つま

り現実の自分と向き合うことがまったくなく、そして高過ぎる思想を基準に、事実を作ろうという努

力に必死でした。まさに、「思想の矛盾」そのもので、この生活態度を表現するのには、最適なことば

に思えてきました。そうすると、主観と客観、思想と事実との食い違いの多少を目安にすると、自分

は森田の神髄を活用できているのかどうかの評価が出来るのだと思いました。(K) 



R 元年 7 月号(No.342) 
 
●基準型学習会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・講師による学習会ｼﾘｰｽﾞⅧ「治るとはどういうことか」発見誌７月号Ｐ56～ 

集談会で「治った」という言葉をあまり聞いたことがありません。むしろ多くの人が「あまり気にな
らなくなった」「自分の中で以前ほど大きな問題ではなくなった」などの言葉で症状からの回復を報告
するのです。「治る」というのは、ふつうの感覚でいうと、気になっていた症状が消えた、悩みがなく
なったという状態をイメージしがちですが、どうも実際はそうではないようです。…中略…森田先生は
「治る」ということをどう言っているのでしょうか。森田『治るということは、不安がなくなることで
はない。あるいは、対人関係で何の恥ずかしい思いもしなくなることではない。不安に対する考え方が
変わることです。誰にでもあることだから、なくそうとしてもなくならないし、なくす必要もないもの
だと考えるようになることです』森田『神経質は病気ではない。ある感覚に執着してこれを病気と信じ
迷妄する病気であるから、その執着を取り去りさえすればよい』これらの言葉に「治る」という意味が
集約されています。つまり「治る」とは、不安や症状がなくなるという現象的な変化ばかりを見るので
はなく、不安に対する考え方が変わる、「とらわれ」がなくなる、という意識の根本的な変化こそが重
要であると言っています。…略… 

私たちの感じる不安も当然必然性があります。より良く生きたいと思うから不安が生じます。つまり、
不安は人間本来の欲望（生の欲望）が生み出すものであるということが分かります。私たち不安障害（神
経症）に悩む者は向上欲が強い。もっとうまくなりたい。もっと評価されたい。だからこそ、うまくい
くだろうかと不安が募るのです。不安は生命が活動しているからこそ生じる現象なのです。つまり、不
安には意味（＝生きるため）があることになります。 
****************************************************************************************** 
「向上欲が強いから、より良く生きたいと思うから、不安が生じる」これは必然なのですね。不安を無
理に排除しようとするとますます苦しくなります。どうにも仕方のないことですね。たまに友人などに
メールで悩み相談をされる場合がありますが、相手が傷つかないよう、少しでも良い方向にと思い自分
なりに言葉を選ぶので時間もかかり疲れます。何とか書いて出すのですが「これでよかったか？」とい
つも思います。相手から返信があるまではずっと不安です。しばらく来ないとどんどん不安は大きくな
ります。これもより良い関係でありたいという気持ちから生じているのですから仕方のないことです
ね。（Ｍ） 

 
R 元年 6 月号(No.341) 
 
●名文発掘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「森田療法と人間の復活(下)」、 水谷 啓二先生、発見誌 6 月号、P.2～9 
 先生はすぐれた学者であると同時に、すぐれた実際家であり、また非常に思いやりの深い人でもあり
した。学者といえば、難しい専門用語で話すことが普通のようになっておりますけれども、先生はいつ
も、自分が研究して確かめたことを、誰でもわかるような・やさしい言葉で話されました。(中略) 
あるがままの自分を認めるということ 
 先生は、「自己を正しく深く知ることが自覚である」といい、森田療法は一名「自覚療法」と言われ
ております。(中略) 
 この自覚とは、自分の日常生活そのものの事実、あるいはその時その場で自分が感じる感情の動きを、
ごまかすことをせず、あるいは自らそれをなくしようとすることなく、ただそのままにあることであり
ます。(中略)事実のとおりに認めつつ、今日のなすべき仕事を仕方なしにでもやっていくことでありま
す。ここに、先生が教えられた、「自然に服従し、環境に従順」な生き方があります。(中略) 
 それからまた、<自分は特別に虚栄心が強い、威張りたがりである>ということを自ら自覚しますと
いうと、自己の本心に対して身体全体から汗がにじみだすほど恥ずかしくなってまいります。(中略) 
 これと反対に、勇気を出さなければならないとかいってカラ元気をつけたり、大いに努力しなければ
ならないとかいって額に八の字のシワを寄せて、机にしがみついてみたりするのは、どうも不自然であ
ります。不自然なことは長続きしないで、しまいには挫折することになります。挫折しますと、<ああ、
俺は勇気が貧しい、意志が弱い>と悲観し、日常生活にまで自信を失い、劣等感にもとらわれることに
もなります。 
****************************************************************************************** 
 森田療法は、当時の精神医学界にとって、まさに「コペルニクス的発想」でした。自分の小心で情

けない精神的な弱さを克服するために、これと直接的に闘って、これに勝つしかないと思い込み、ひ

たすら頑張ろうと悲壮な決意で取り組み、逆に苦しむ人が多数いました。しかし、この悲壮な決意こ

そが不自然な努力であり、逆に「治そうとしなければ治る」と説いたのが、森田療法でした。このキ

ーポイントを「思想の矛盾」、「精神交互作用」と表現しました。しかし、ほぼ 100 年経った今、こう



いう表現をそのまま使い続けるのは、若い世代に受け入れられるか、検討が必要です。そして、自覚

の重要性についての解説、これを理解すれば、不自然・過剰な努力をせずに生きていけそうです。(K) 
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戦々恐々としながらアルバイトを始めます。常に森田の考え方を意識しながら働きました。そうする
と今まで欠点だったものが長所になっていく不思議な感覚に襲われました。 

細かいことが気になって仕方ない性格で、バイト先で何でも質問するようになりました。その点が「熱
心だ」という評価につながります。完璧に物事を仕上げたいという完璧主義のため「仕事が遅い」と言
われていたものが「仕事が丁寧だ」とプラスの評価に変わっていったのです。 

この変化は森田療法をしっかり勉強したからこそ得られたもので、無意識というよりも、脳の中で本
当にするべき質問かそうでないかと判断できるようになり、失敗したくないという恐怖ではなく、やる
からにはいい仕事をしたいという意識が「丁寧な仕事」につながったと思われます。バイト先で自信を
つけ、職業訓練校に通い、介護の資格を取りました。そして人生で初めての就職をしました。 

私が森田で学んだことは次のようなことです。 
臆病な人間は大胆な人間になる必要はない。慎重な人間になればいい。 
仕事や作業に時間のかかる人間は早い仕事をする必要はない。丁寧な仕事をすればいい。 
とらわれることと反省することは違う。失敗は怖くない。 
症状を消すのではなく、活かす、ということ。 
今でも私は常に森田療法を意識しつつ生活しています。おそらく神経症自体は一生消えることはない

と思いますが、それを悲観してはいません。症状があるからこそ、今の自分があると考えられるように
なりました。 
****************************************************************************************** 
以前ホテルの客室清掃の仕事をしていましたが、細かいところが気になって他の人より時間がかか

っていました。確かに仕上がりはとてもきれいだと言われましたが、特に繫忙期などはスピード優先

になるのでとても気が重かったです。「きれいさよりもチェックインまでに仕上げることが第一」と自

分に言い聞かせてやっていましたが、不全感がいつも残って悩まされました。フロント業務では慎重

さが役立ち、レジが合わないということはほとんどありませんでした。レストラン業務でも他の人の

ように素早く動くことはできませんでしたが、お皿などを壊したことはほとんどありませんでした。

神経質の良い面を少しは活かすことができたのではないかと思います。（Ｍ） 
 


