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特集 第 8 回 NFBT 学術会議 IN 宇都宮

NFBT 学術会議

2016 年 11 月 26 日（土）・27
日（日）、栃木県総合文化センター
にて、『短期療法、その哲学と発展』
と題して第 8 回 NFBT 学術会議が開
催されました。

的にグランプリを手にしたのは、銀
座サロン！『魅せる』面接を披露
してくれました。グランプリを受賞
した銀座サロン、本選に出場した京
都支部からは B-1 を終えての感想を、
また、フロアから観戦しての感想を
いただいておりますので、紹介させ
ていただきます。

第 5 回 B-1 グランプリ
第 5 回目となるナンバー1 ブリ
ーフセラピスト決定戦（通称：『B1』）は、参戦希望支部多数のため
初の予選を行いました。
予選は、ロールプレイ事例の面接
を視聴し、各支部の出場選手が見立
てと介入案を 5 分以内で提示する形
式で行われました。予選を通過し、
本選に進んだのは、神戸支部、京都
支部、銀座サロン、千葉支部、仙台
支部でした。
当日は、ワークショップ講師の
Heather 先生も見守る中で面接が行
われました。どの支部もレベルの高
い面接を行うと共に、それぞれに特
徴を出しながらの挑戦でした。最終

『B-1 グランプリを終えて』
齋籐かほ・土居照代（銀座サロ
ン）
予選から始まる今回の大会は、やるな
ら本気で取り組もうと勉強と練習を重ねて
きました。当日を迎え、最初は緊張してい
ましたが、最後はとにかくクライエントの話を
聞くことに集中しようと臨みました。
今回の B-1 では、生田先生考案のコ
ンプリメント・スプリットを試してみることを銀

座サロン内で決めていました。コンプリメン
ト・スプリットとは、直接クライエントを称賛
するのではなく、二人のセラピスト間でクラ
イエントを称賛するのを聞かせるというもの
です。実践してみて、直接的な称賛より
もクライエントにすんなり入れてもらえたよう
な印象でした。そのおかけで、その後の例
外探し、ビックリクエスチョン、介入がスムー
ズな流れになったと感じました。普段のカウ
ンセリングでは、セラピスト一人で臨みます
ので、とても貴重な体験をすることができま
した。今後はコンプリメント・スプリットの応
用編を教師や母親などに協力してもら
い、学校現場などで実践していければと
思っています。
今回の優勝は、生田先生をはじめ銀
座サロンの仲間達と得たチーム優勝だと
感じています。長時間の練習ロールプレイ
に付き合ってくれたこと、優勝が決まった時
は、自分のことのように喜んでくれたこと、
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本当にありがたく、嬉しかったです。
また、他支部の皆様からもお声をかけ
ていただき、ブリーフセラピー協会の温かさ
を改めて感じました。これからも、仲間達と
一緒に学び、成長していければ幸いで
す。当日のクライエントさん、オーディエンス
の皆様、スタッフの皆様にも、この場を借り
て御礼申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。

『B-1 に出場するにあたっ
て』
尾崎義幸（京都支部）
今回、B-1 グランプリに出場するにあた
り、メインセラピストの個人的趣味で、次
のような"縛り"をかけてみた。（注：あく
まで個人の感想であり、効果・効能又は
京都支部としての方針を示すものではあ
りません。）

ク（ミラクルＱから例外探しの質問）から
の流れ、そして全体が面接として成立して
いた点は、評価いただけたようだ。
B-1 の 20 分の醍醐味を出場者側か
ら喩えるなら、「バスケットボールのゲーム
で、ディフェンスからのターンオーバー。ハー
フラインを越え、２on１からノールックでパ
スを回してレイアップシュートを決める」よう
な疾走感（…どれだけの人に伝わるだろ
う。ま、気持ちよかったということです）。
アリウープからの派手なダンクはなかった
かも知れないけど、そこが「いぶし銀の京
都」のペア、らしさなのでしょう。
最後に、アドバイスいただいた岩本先
生、伊東先生はじめ京都支部のメンバ
ー、そして支部長の花田先生に感謝しま
す。

(2) メインは意図的に「行動面」にこだ
わる。
(3) 介入は、メインから１つ、サブから
１つ出す。
あと、自分にはこっそり「関西弁を使わ
ない」縛りを。以前Ｗ先生が「関西弁は
ズルい」とコメントしておられたので。
サブセラピストの田辺さんは、実践家気
質の正統派。往年の須藤元気と同じくら
い奇抜な戦い方（＝面接スタイル）にこ
だわる奴とタッグを組むことになって、どえら
い大変だったと思う。私のせいとはいえ、
心から同情したい。
試合後の感想ではいくつか疑問符もい
ただいたが（特に(1)関係）、サブが一
瞬のスキをついて仕掛けたカウンターアタッ

それからの私は、日常の臨床で使ってい
た質問技法について、持っている限りの書
物を読み直し、その質問の本質を今一
度捉えなおすことに尽力しました。なぜス
ターティングクエスチョンを行うのか、どういっ
たときにスケーリングクエスチョンが有効か、
質問に対するクライエントの応答をどう受
け取れば発した質問が有効に機能するの
か…等。
終わった今考えてみれば、B-1 のため
にしていたこれらのことは、ダイレクトに日
常の臨床にも活きることでした。B-1 に出
場することでこれまで以上に意識的に面
接が展開できるようになったことは、私にと
ってとても意義深かったと考えています。
B-1 という「ショー」は、ブリーフセラピー
のうまみが濃縮された時間です。選手は
もちろん、オーディエンスもそのエッセンスを
十分に堪能できるのです。そして、見てい
るだけよりも、絶対に、出場したほうがいい
です。その過程を通して、自分の面接技
術が向上することを実感できるからです。

(1) 「メインとサブ」という形式ではなく、
面接を主導するセラピストが入れ替わ
る「笑い飯（※）」型の面接にする。
（※漫才師。ボケとツッコミの役割を
固定せず、ネタ中に際限なく役割が入
れ替わる"W ボケ"スタイルを確立）。

が「20 分」に求められることについての私
なりの結論でした。

田辺瑠美（京都支部）
持ち時間は 20 分。短い。
練習を始めた当初、真っ先にその壁に
ぶつかりました。私は日ごろ 50 分の枠組
みでカウンセリングを行うことに慣れていま
すから、20 分という時間が非常に短く感
じられたのです。
この短い時間で何ができるのかを考え
ながらメインの尾崎さんと一緒に練習を重
ねていると、支部の先生の助言をきっかけ
に私にあるひとつのリフレームが起こりまし
た。それは、B-1 グランプリは「ショー」であ
り、「あくまでデモンストレーションにすぎな
い」ということでした。本当のクライエント相
手の時のように遠慮する必要はなく、加え
て「ショー」として 20 分でオーディエンスに
何かを「魅せる」には、効率よく質問で面
接を展開させる技術が必要です。そして
B-1 はそれを披露する場なのです。これ

最後に、B-1 に出場したことで良かった
ことがもう一つあります。それは支部への愛
が深まったことです(笑)。支部の要となっ
て支えてくださった、伊東先生、岩本先
生。お２人のお力添えがなければ今回の
出場は成し遂げられませんでした。また、
支えてくださった京都支部のみなさんにも
改めて感謝申し上げます。そして何より、
貴重な機会をご一緒させていただき、たく
さんのことを教えてくださったメインセラピス
トの尾崎義幸さんに厚く御礼申し上げま
す。

『B-1 を観戦して』
八重樫大周（岩手大学大学院
人文社会科学研究科）
今回，学術会議に参加させていただ
き，B-1 グランプリ，ヘザー先生の講
演，とても興味を引かれるシンポジウムや
研究発表と盛りだくさんの体験をしまし
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た。中でも，B-1 グランプリでは，セラピ
ーにそれぞれの支部の特色が現れてお
り，普段私がブリーフセラピーを学んでい
る盛岡支部の雰囲気とはまた異なるもの
を感じました。また，B-1 では各支部で
ユーモアや暖かさなど大切にしている部分
が垣間見られたのですが，やはり共通し
てクライエントの輝く部分に焦点を当てて
いることが印象的でした。
特に今回優勝した銀座サロンのコンプリメ
ントの嵐は，自分がクライエントとして食ら

っていたらひとたまりもなかっただろうなと思
います(とても良い意味で)。銀座サロンの
コンプリメントのように様々な視点を持てる
よう精進しながら，セラピーで，ひいては
日常でも，コンプリメント上手になりたいと
思います。B-1 という場で，他の支部の
雰囲気を味わうことは自分にとって重要で
あり，セラピーに取り組む際の視野を広げ
る機会となりました。今回の学術会議で
の経験を活かし，以前にも増して精進し
ていきたいと思います。

大会基調講演

『自殺予防の SFA（1）』
講師：Heather Fiske, Ph.D.

午後には、カナダから招聘された
Heather Fiske 先生の基調講演が
行われました。
Heather 先生は 10 代の子どもた
ちのカウンセリングが専門で、自殺
予防のために実践をされてきた方で
す。講演は、「もう耐えられない」
と「ギリギリ耐えられる」の間には
決定的な違いがあるという言葉から
始まりました。自殺願望を持ってい
る方に対して、全ての問題を解決す
ることは難しいが、「あと 1 時間
だけ」「あと 1 日だけ」と、日々
をつないでいくことが未来につなが

っていくということ。また、相談に
来た方が、「自分は問題の寄せ集め」
かのように思っているのであれば対
処していくことは難しく、その人が
持っているリソースに焦点をあて、
まだまだ改善の余地があると示して
あげなければならないこと。そのた
めには、希望を見つけるための質問
をしていくことが大切であると教え
ていただきました。希望は、相談に
来た方の持つ強みや、成功した体験
を振り返るだけでも芽生えてくるし、
未来についての質問をすることでも
引き出すことができる。そして、何
より支援者である自分自身が、相談
に来た方には必ず将来変わっていく
という希望があると信じていること
が欠かせないと話されていました。

文社会科学研究科）
第８回学術会議の基調講演「自殺
予防の SFA(1)」に参加した。講師の
Heather 先生が日頃 SFA の観点から
実践なさっている自殺予防について講演
いただいた。

参加者から基調講演の感想をいた
だいていますので、紹介させていた
だきます。

『基調講演「自殺予防の
SFA」に参加して』
小林千緩（岩手大学大学院人

様々なワークを通して、solutionfocused の視点をベースにしてクライエン
トと向き合うことの意義を教えていただい
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たが、その中でも特に印象的だったのがコ

出すことが大切とおっしゃっていた。このよ

ンプリメント・ワークだった。内容は、近くに

うなワークや実践に関するお話を通して、

座っている方とペアを組み、一人が３分

クライエントの話に耳を傾け、痛みをしっ

間文句を言い続ける間もう一人は口を

かりと認めつつも変化への希望を見出し

挟まずに話を聞き、その後の２分間の間

ていくことが有効な支援に繋がるのだとい

でコンプリメントを３つ伝えるというものだっ

うことを学んだ。

た。両方の役割を経験し、ネガティブなこ
とを言い続けるのは難しいということ、そし
て自分が話したことをベースにコンプリメン
トされることで新たな気付きが生まれると
いうことを実感した。Heather 先生は、
セラピストがクライエントの中に希望を見

大会特別企画シンポジウム

『国際学会報告 日本のブリーフセラピー』
司会：生田倫子（神奈川県立保健福祉大学）
シンポジスト：若島孔文（東北大学大学院）
板倉憲政（岐阜大学）
井上智博（首都大学東京大学院）
た。2017 年の大会は 11 月 8～11 日
当協会とも関連の深い、アメリカの学

SFBTA では、『Solution Focused

会『SFBTA（Solution Focused

Approach』を中心哲学に据えて対応を

Brief Therapy Association）』

しますが、本協会におけるブリーフセラピー

（http://www.sfbta.org/）に参加

では、悪循環を切断する方向の『MRI

された先生方から、学会報告をしていた

Approach』を同時に用います。生田先

だきました。

生と若島先生は、日本独自の発展を遂
げているブリーフセラピーを陰陽図のように
お互いを補完することができる技法なのだ
と報告をされたそうです。
板倉先生と井上先生からは、「国際
学会は一人で参加すると孤独。みんなで
行きましょう！」とお誘いの声があがりまし

にアメリカはニューメキシコ州サンタフェで行
われます。「我こそは！」という方は、今か
らご予定ください。
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循環図をみんなで描いた（？）懇親会
～あんな人や、こんな人がこの中に～
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ブリーフセラピスト認定式・学会賞授与式
動機付けになっていました。福島支部
からもぜひ，Ｂ１グランプリ出場者を
排出したいものだと夢が広がりました。
会員の皆様には拡大理事会そして
懇親会において，福島支部を温かく
迎えていただきましたこと，心より感謝
申し上げます。ダンスタイムで感謝の舞
を披露することはできませんでしたが，
ヘザー先生とドジョウすくい踊りができた
ことがよい思い出となりました。生田理
事長にターンの魔法をかけていただいた
ので，次回はもう少し上手に踊れるか
な。
目的達成のために受け入れやすい形
に目標を変更することは，今後心理
療法の重要なポイントになりそうだ
（de Shazer1991）。いわば迂回
路を設けることで，小さなしかし確かな
変化につなげようというのが故小野直
広先生からの学びの一つでした。福島
支部は専門職の指導者がいないのが
弱点ですが，逆に皆さんからのご協力

『第８回学術会議に参加し
て』

が得られやすい強みをもっているとも言
えるでしょう。指導の先生方をたくさんお
呼びして（バイパスをつくって）支部発

渡邊浩人（福島支部長）
Ｂ１グランプリにおける学びの質と量
は想像以上でした。本部での研修プロ
グラムⅢも緊張しましたが，コンプリメン
トや介入課題を思うように出せなかった
当時の自分の姿が思い出され，出場
者それぞれの持ち味を生かしたセラピー
に大変刺激を受けました。また，参加
者すべてに１票の投票権が与えられて
いることも真剣に観察・学習する大きな

展という目的を達成できればと画策し
ております。
ところで都市の成長においては，バイ
パス道路をつくると数年後にはそこがメ
インストリートになっていきます。日本の
心理療法では，裏通りかバイパスのよ
うなものと扱われがちな短期療法です
が，「間違いなくこちらがメインストリー
ト」そんな勢いと確信を得た貴重な２
日間でした。第９回九州大会が楽し

みになりました。
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大会特別企画ワークショップ

『自殺予防の SFA（2）』
講師：講師：Heather Fiske, Ph.D.
にやっている事は何か 3.このワークショ

がどのように効果的な質問をするかはと

ップで持って帰りたい事はどんな事か、と

ても大切だと感じました。

いうものでした。ヘザー先生のこの問い
には既に解決志向の考え方が用いら
れていると思いました。それは、話を聞く
クライエントのことだけでなく、そのクライ
エントを支援する支援者として、自分は
2 日目の WS は、Heather 先生
への質疑応答からスタートしまし
た。多くの質問が寄せられ、WS
はどんどん盛り上がっていきまし
た。フロアからの質問にたっぷり
答えていただいた後は、面接のデ
モンストレーションを見せていた
だきました。

何ができているかを考える、ということで
す。このような考え方をすることで、クラ
イエントの自殺予防だけでなく、支援者
としてのバーンアウトを自然と防ぐことに
もつながると感じました。人はどうして
も、否定的な部分に焦点が向いてしま
いがちですが、できているところにも目を
向けることで視野を広げることは、自殺
念慮がある人だけでなく、自分自身で

『ヘザー先生の WS 自殺予
防の SFA に参加して』
萩臺美紀（東北大学大学院
教育学研究科 博士前期課程
1 年）
自殺予防の SFA ということで、大会
２日目のヘザー先生のワークショップに
参加させていただきました。ワークショッ
プでは、主にまず３つの事柄についてグ
ループで話し合い、ヘザー先生に質問
をすること、またヘザー先生によるロール
プレイが行われました。
まず初めに、３つの事柄についてグル

普段から実践できることだと感じました。
次にロールプレイを見ました。印象的
だったのは、未来に対する質問をして、
それをクライエントに語ってもらうという点
でした。これについても、視野が狭くなっ
ているクライエントに対して、想像や予
想を語らせることによって、クライエントが
感じている世界から視野を広げるように
感じられました。また、ヘザー先生は、
質問をした後、クライエントが考えている
のをじっと辛抱強く待っていたことも印象
的でした。それは、ヘザー先生がおっし
ゃっていたように、クライエントの力を信
じ、引き出そうとしていたためだと感じま
した。一方で、クライエントには少し負

ープで意見交換を行いました。３つの

担があるようにも見えました。考えること

事柄とは、1.カウンセラーがどのような事

はエネルギーを使うので、その点への配

を言われたら嬉しいか 2.そのために既

慮や、知的な面も踏まえて、セラピスト

最後に、私はまだまだ訓練途中にあ
る者です。ヘザー先生のセラピストとして
の雰囲気はとても素敵でした。クライエ
ントを包み込む雰囲気、質問の仕方、
声のトーンなど、SFA の前に支援者と
して学ぶべきところが多くあったと感じま
した。貴重な機会をいただき、ありがとう
ございました。
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第 9 回学術会議 in 福岡
宇都宮大会の懇親会にて、鹿児島支部長の石井佳世先生から、次年度の大会についてのお知らせがありました。次年度は福岡支
部と鹿児島支部の共催となります。初の九州上陸ですが、どんな大会になるのか今から楽しみですね。大会詳細は、当協会 HP に随時
アップされます。大会参加・各種発表をご予定の方も、HP をご確認ください。
日程：未定
会場：未定
準備委員長：石井宏祐（鹿児島純心女子大学）

編集後記
ここ数年、学術会議に参加する時には、「ニュースレターの原稿をみなさん
にお願いしなくちゃ」と思いながら会場に向かっています。そんな私にとって、懇親
会の場は原稿依頼をするまたとないチャンス！もともと私は社交的とはいえない
性格なのですが、「あの～、すいません。原稿書きませんか？」と話しかけられる
のは実はお得だったり…とも感じています。そんな経緯で原稿を依頼させていた
だいたみなさまのおかげで、第 4 弾となるニュースレターも完成させることができま
した。急な依頼にもかかわらず、素敵な文章をおよせいただき、誠にありがとうご
ざいました。次年度以降も、「あの～、すいません…」とみなさまの元にお願いに
あがると思いますが、是非ともご協力ください。また、自発的な記事の投稿や、
「こんな企画をやって欲しい」等のご意見も大歓迎です。より面白い紙面を作り
上げていくために、お力をお貸しいただければ幸いです。
（No4 担当：岩本脩平 写真…石垣島の海にて）
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