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第 6 回学術会議 カリーン・シュランガー先生 特別講演の様子

NFBT News Letter
第 6 回 NFBT 学術会議特集
第 3 回 B-1 グランプリ
2014 年 11 月 15 日（土）・16 日
（日）、日本赤十字看護大学広尾キャ
ンパスにて、第 6 回 NFBT 学術会議が
開催されました。～不易流行の 50 年～
と題した大会テーマにふさわしく、大会特
別講演には、設立 50 年を迎えた MRI
から、所長カリーン・シュランガー先生を招
聘し、２日間に渡り貴重な講演をしてい
ただきました。

オープニングセレモニー
オープニングセレモニーでは、生田先生の
計らいで、MRI ブリーフセラピーセンターの
所長カリーン・シュランガー先生と、
SFBTA 元会長のランス・テイラー先生の
挨拶がありました。アメリカでは MRI と
SFA の距離は遠く両先生は初対面であ
ったそうです。MRI と SFA の両方に馴染
みのある日本としては意外な一幕でした。

恒例のナンバー1 ブリーフセラピスト決定
戦（通称：『B1』）では、仙台支部、
横浜支部、銀座サロン、京都支部、鹿
児島支部がエントリーしました。結果は、
唯一学生ペア（学部生！！）でエントリ
ーした仙台支部が優勝し、2 連覇を飾り
ました。どの支部も丁寧で技術のある面
接でしたが、仙台支部は、面接の時間配
分、問題の同定、リフレーミング、介入提
案が最もバランスの取れた見事な面接で
した。若島先生によると、同一事例のロー
ルプレイを何度も繰り返して練習したそう
です。反復練習、基礎練習の重要さに
改めて気づかされる大会となりました。

特集 第 6 回 NFBT 学術会議 IN 東京

『3 代目チャンピオンからの
メッセージ』
高木源（仙台支部）
若島先生の研究室を訪ねた際に、先
生から B1 が開催されること、そして B1
で必ず勝つための作戦があることをお聞き
しました。私は単純なので，その作戦通り
にやれば本当に勝てる気がしました。また，
若島研に所属して 1 年が経ち，実践を
知らないまま知識が増えていくことに物足
りなさを感じていたこともあり，たとえロール
プレイであってもカウンセリングの訓練(B1
の練習)を受ける機会はとても魅力的でし
た。そして，「学部生なら、本番で何もで
きなかったとしても大丈夫。出るだけで価
値があるから」という若島先生の言葉にも
押されて B1 に出る決意をしました。
そうして、B1 で勝つための練習が始ま
りました。そして、最初の B1 の練習で、
私の“勝てる気”は当たり前のように消滅
することになります。その時、サブセラピスト
役を担っていた私は、言葉が全く出てこず，
やっと言葉が出てきてもクライアントを悪者
にしてしまい，実践を伴わない知識がい
かに限定的であるかということを痛感しまし
た。そして、勝てないことを確信した私は
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「出るだけで十分だ」と考えることにしました。
今になって考えてみると、この姿勢が勝ち
につながったような気がします。
付け焼刃の知識で大変恐縮ですが、
勝とうとするほど勝てなくなるという悪循環
があるとした場合、「出るだけで十分だ」と
いうフレームは非常に大きな役割を果たす
ように感じます。実際に、私たちはこのフレ
ームのおかげである程度リラックスして練習
通りにすることができたような気がします。
そういう意味では、全てが「出るだけで価
値がある」と言っていた若島先生の“作
戦”通りだったのだと思います。
最後になりましたが、今回の B1 に際し
て、ご指導を賜りました若島孔文先生、
小林智さんをはじめとする諸先輩方、そし
て一緒に B1 に参加した川原碧さんに厚
く御礼申し上げます。多くの方のお力添え
のおかげで、仙台の連覇を達成することが
できました。また、私事で大変恐縮ですが、
(おそらく B1 での優勝のおかげで、)長谷
川先生が名前を覚えて下さり、名前で呼
んでくれるようになりました。頑張った甲斐

がありました。皆様に心より感謝申し上げ
ます。

川原 碧（仙台支部）
今回の B-1 に出場させていただいたこ
とは臨床心理士になる第一歩として、とて
も貴重な出来事となりました。学生のうち
からトレーニングできたことを嬉しく思ってい
ます。若島先生には策を練っていただき、
そのおかげで初心者の私でもブリーフセラ
ピーを行うことができました。そして先輩方
には、毎週遅くまで練習につきあっていた
だき、丁寧にアドバイスをしてもらいました。
出場を希望したときはこれほど規模の大き
なものと把握しておりませんでしたので、
徐々にそれがわかってくると身の程知らず
の挑戦であったことを痛感しました。そのな
かで先輩方はできるようになってきたことを
気づかせてくれたり、笑わせて和ませたり元
気づけたりしてくれたので、トレーニング自
体が私にとってのセラピーとなっていました。
新しいことに挑戦するのは好きですが、そ

れに伴う不安との戦いは常にあります。け
れども今回は支えてくれる方々に恵まれて
いました。B-1 の練習を通して専門的な
技術のほかにも多くのことを学び、やはりこ
の道を進みたいと強く思うようになりました。
悩んでいる人をカウンセリングに長年通
わせるということに以前から疑問をもってお
り、もっと良い方法はないだろうかと探して
いたところ出会ったのがブリーフセラピーでし
た。短期で改善するこの方法は私が理想
とするものでした。私が次に挑戦したいこと
はブリーフセラピーをさらに世に広めることで
す。短期で効果があるこの方法をたくさん
の人が知れば、より多くの人が元気になれ
ると思います。
私は、まだブリーフセラピーの表面的な
部分に触れただけで中身が伴っていませ
ん。今後は理論をさらに理解し、自らカウ
ンセリングを構築できるようになりたいです。
そして研究にも一生懸命取り組んでいこう
と思います。
最後にご指導してくださった若島先生、
先輩方、本当にありがとうございました。

大会特別企画『ブリーフセラピーを組織臨床に用いるために』 -MRI の現状と展望大会特別講演『MRI のブリーフセラピスト・トレーニング ～カリーン・シュランガーのビデオセッション～』
招待記念 WS『MRI のブリーフセラピスト・トレーニング ～ライブセッションで学ぶ MRI トレーニング～』

講師：カリーン・シュランガー先生 （MRI ブリーフセラピーセンター所長）

本大会では、カリーン・シュランガー先

た。2 日目は、本協会が用意したケース

生をお招きし、2 日間に渡り指導してい

について、ライブセッションをしていただきま

ただきました。1 日目は、設立 50 年を

した。MRI の実践を体験する貴重な機

迎えた MRI の現在とこれからの展望につ

会となりました。

いてのご講演いただいた後、カリーン先生
の面接記録映像を用いて MRI 面接の
実際と理論について解説していただきまし
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の中には様々な考え方があることを知り、

んであるかを確かめさせたいと考えるととも

その中でも MRI が定義している「問題-

に、状況を変えるための努力をはっきりと

偽解決モデル」に、興味を持ちました。今

確立しようとしていたのだと、私は思いまし

回の学術会議のライブセッションの中でも、

た。このやり取りを見ている時、何が問題

いただきました。カリーン・シュランガー先生

拒食症の娘を持つ父親に対してカリーン

を維持して悪循環を作り上げているかを

の講演や、支部ごとにセラピーを競い合う

先生は、「“気にするな”という言葉が娘に

定義し、クライアントが正しいと思ってやっ

B-1、研究および事例の発表など、大変

どれだけ役に立っていると思いますか？」と

てきた偽解決を変化させることは、非常

貴重な機会でした。特に、カリーン先生の、

いう質問を投げかけていました。それに対

に難しいと思いました（初心者の私にとっ

実際のビデオセッションや、目の前で展開

して、父親は、「その言葉は、もしかしたら

ては…！）。しかし、その小さいながらも

されるライブセッションを見ることができて、

娘が食べないことにつながっているのかもし

戦略的な変化によって、ドミノ倒しのよう

本を読むだけでは分からないような、感覚

れない…。」と気づき始め、そこから新たな

に更なる変化が起こるのであろうと思いま

的なことを学ぶことができました。

展開へとセラピーが進んでいったように感

す。実際に、ライブセッションもこのやり取り

じました。カリーン先生は、問題を改善し

の後、介入へ向けて大きく変化をしていっ

ようとして“気にするな”と声をかける父親

たように感じました。

堀江 桃（作新学院大学大
学院心理学研究科）
今回、初めて学術会議に参加させて

私は、大学院に入学し、ブリーフセラピー
に出会いました。臨床に関する知識や経
験が浅い、まっさらな状態でブリーフセラピ
ーを学び始めたため、全てが新鮮に感じ

の努力を、問題を維持させている偽解決
と定義し、父親なりの努力がな

最後になりますが、運営をしてくださった
皆様、先生方、ありがとうございました。ま
だまだ未熟者ですが、もっとたくさんのこと

ました。学んでいくうちに、ブリーフセラピー

を学び、これからも日々精進していきたい
と思います。

懇親会では、ブリーフセラピスト資格の
授賞式、「突撃カリーン」のコーナーに加
え、三根先生によるマンボ講座など盛りだ
くさんの内容でした。

懇親会
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SFBTA のカンファに参加してみて
板倉憲政（岐阜大学教育学部）

っていくという理論を根
強く反映しているからか
もしれません。
しかしながら，システ
ム論という観点を捨て

SFBTA（Solution Focused
Brief Therapy Association）の年

うところの“太郎級”のポピュラーな名前
の登場に吃驚させられました。

て，SFA が実践されている
ことが主流になっている点は非常に残

次大会が，2014 年はアメリカ合衆国

念に思えました。NFBT では，SFA と

ニューメキシコ州北部に位置するサンタ

MRI を表裏のアプローチとして学習して

フェで開催され，海外経験・英語能力

いるが故に，最強のアプローチを実践

が非常に乏しい著者が参加してきまし

する集団といえます。従って，今後はわ

た。本コーナーをお読みになる先生は，

が国の臨床・研究を積極的に国際発

「はじめてのおつかい」を見ているような

信していく必要性があるように感じられ

感覚でお読みになって頂けると幸いです。

ます。今年は，11 月 4 日から 7 日に
アメリカ合衆国ノースカロライナ州のウィ

まず，カンファレンスの会場近くにあっ

ルミントンにて SFBTA の年次大会が

た海外のスターバックスを初体験

開催されますので，各支部の会員の

（嬉）。緊張しながら注文を終えると，

皆様に呼びかけを行っていきたいと思っ

店員さんからカップに名前を書くために
名前を聞かれました。「やはり本場は違
うな！」と感動しながら，「のりまさ」と答
えると，「本名じゃなくていいんですよ。
ニックネームでいいんだけど」という返答
があり，私が「名前を付けて下さい」と
言うと，店員は流暢にペンを動かし「ボ
ブ」と書いていました。まさかの日本で言

そんな慣れないスタバ体験を終え，

ています。また，出来れば各支部から

SFBTA のカンファレンスに参加してみる

参加者を募ってツアーを組んで，初め

と，参加型のワークショップが多く，質

て参加される方が苦にならない状況を

疑応答が盛んに行われていました。この

作っていきたいです。皆様方の積極的

ような参加型のワークショップを重要視

なご参加をお願い申し上げます。

している理由としては，参加者とともに
コラボレーションしながら新しいものをつく

第 7 回学術会議 in 京都
日程：2015 年 9 月 5 日（土）・6 日（日）
会場：同志社中学校・高等学校
準備委員長：花田 里欧子（東京女子大学）
第 7 回を迎える学術会議を、今年は京都で開催いたします。会場に、同志社中学校・高等学校をお
借りして、目下プログラムの検討中でございます。詳細が決まり次第、当協会のホームページにアップさせて
いただきます。例年よりも早い日程での開催となりますが、みなさまご参集くださいますよう、今からご予定く
ださいませ。
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編集後記
無事、年度内に発行することができました。寄稿してくださった先生方に感謝いたします。
惜しむらくは、カリーン・シュランガー先生へのメールインタビュー記事を掲載する予定が、返信がなく掲載できなかったことです。多忙を極め
る方でしょうから仕方ないと思うこともできますが、ブリーフセラピストの端くれとしては、やはり介入失敗であったのではないかと反省していま
す。こういった紙面への寄稿は、相手の善意に支えられたものですから、カリーン先生の善意を引き出すフレーミングが十分でなかったので
はないかと。協会として正式に寄稿依頼するような厳格さもなければ、原稿料という誠意もなければ、エリザベス女王に突然手紙を送り付
ける小学生のような無邪気さもなかったわけですから、カリーン先生の心を響かせられなかったのは当然といえば当然といえましょう。
今後、万が一返信があった場合には、当協会機関誌もしくは来年度のニュースレターで必ず掲載いたします。気長にお待ちいただけれ
ば幸いです。私は、はい精進いたします（担当：伊東優）。
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