
NPO法人教育ルネッサンス 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

©2006 2012 メールカウンセラー養成講座 – All Rights Reserved.       

1 

 

 

 

 

 

メールカウンセラー養成講座 

 

養成講座特別教本 
 

～添削指導実習講座付き～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免責事項 

この本は、テーマとして取り上げた事項に関し、適切かつ信頼に足る情報を提供することを意図

して作られている。著者および出版元は、法律、その他の分野に関する専門的なアドバイスを与

えることを保証するものではない。著者および出版元は、利益や特定の目的に対する適合性を

保証するものではない。著者および出版元は、この本の内容の使用・適用によって生じた、いか

なる結果に対する責任も負うところではない。もし、法律その他の専門分野で助けが必要な場合

は、その分野の専門家からのサービスの提供を受けていただきたい。 

 

この本の内容は、著作権によって保護されている。無断転載・複製を禁ずる。 



NPO法人教育ルネッサンス 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

©2006 2012 メールカウンセラー養成講座 – All Rights Reserved.       

2 

目次 

 

1. カウンセリング概論 ....................................................................................... 3 

1.1. カウンセリングとは ................................................................................. 3 

1.2. ヒアラー （聴くこと） ................................................................................ 5 

1.3. ヒアラーの効果 ...................................................................................... 7 

1.4. 傾聴、共感、受容 ................................................................................... 7 

1.5. カウンセリングの効果 ............................................................................ 9 

1.6. カウンセリングのスタイル ......................................................................11 

1.6.1. 面接 ..............................................................................................11 

1.6.2. 電話 ............................................................................................. 12 

1.6.3. メール .......................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 



NPO法人教育ルネッサンス 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

©2006 2012 メールカウンセラー養成講座 – All Rights Reserved.       

3 

 

11..  カカウウンンセセリリンンググ概概論論  

 

11..11..  カカウウンンセセリリンンググととはは  

 

「カウンセリング」という言葉が大変ポピュラーになり、現在ではいろいろな分野で

使用されています。ほとんどの人々が聞いたことがあることでしょう。 

 

しかし、「カウンセリングとは？」と聞かれて即、答えることができる人は案外少な

いかもしれません。 

 

カウンセリングは元来アメリカで開発されたものですが、そのベースとなっている

のが、有名なフロイトやユングの精神分析です。現在のような心理療法的な手法とし

て最初に取り入れられたのは 1930 年代のアメリカのウィリアムソンＥ．Ｇであり、そ

の後アメリカの心理学者カール・Ｃ・ロジャーズにより本格的な広がりを見せることに

なったのです。 

 

もともとは、アメリカで適材適所の就職実現目的のための就職指導として活用され

たことがきっかけでした。 

 

日本においてはカウンセリングが注目されるようになったのは、阪神淡路大震災

が最も大きなきっかけと言えるでしょう。 

 

 

「心のケア」という言葉が流布し、そのことの必要性、重要性が注目されました。

2011年 3月に起きた東日本大震災においても「心のケア」に関する対応が必須で細

やかで継続的なケアが求められています。 
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カウンセリングの中でその行為をする人間を「カウンセラー（相談員）」、 

 

カウンセリングを受ける人を「クライアント（来談者あるいは相談者）」といいます。 

 

 

現在、結婚カウンセリング、美容カウンセリング等、カウンセリングという言葉は

様々な業界で使用されている現状がありますが、これらは企業の営業の一端にすぎ

ず、本来のカウンセリングとは違います。 

 

 

本来のカウンセリングは心理学の学びが基礎となっており、行動変容をもたらすこ

とができるように心理的援助をすることです。 

 

 

 

 

 

 

ですからプロカウンセラーになるためには心理学の基礎知識が不可欠といえま

す。 

 

 

 

つまりカウンセリングは心理学の学問を基本にした専門分野であり、実践分野で

もあるのです。 
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11..22..  ヒヒアアララーー  （（聴聴くくこことと））  

 

カウンセリングは一言で表すと、しばしば「聴くこと」と表現されます。 

 

同じ「きく」ということばにも、実は「訊く」、「聞く」、「聴く」、というようにさまざまある

わけですが、カウンセリングの場合は「聴く」という文字が該当します。 

 

文字通り、心を傾けて、あるいは心の声をきくという意味合いからも「心」という文

字が使われている「聴く」という言葉が適当なのです。 

 

 

つまり相談者の状況や背景を聞くことに留まらず、それに伴う今の感情を聴いて

いく、ということです。皆さんは「話すこと」と「聴くこと」ではどちらが難しいとお思いに

なるでしょうか？ 

 

 

 

一般には、話すことの方がどうも難しいと思われが

ちですが、「聴く」という作業は、単に「聞く」ということ

と違い、かなりのエネルギーを必要とします。それは

話し手（相談者）が自分の話（心）を本当に真剣に聞

いてもらっている、と実感できるような姿勢の聴き方

が求められるからです。 

 

ですから、面接カウンセリングの一回の時間は一

般に 50 分間くらいの設定が多くなっています。人間

が本当に集中して相手の話をじっくり聴くことができる連続した時間が、およそ、その

くらいであると科学的にも考えられているからです。 
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カウンセリングは個人的な悩みや心理的な問題を言語的手段と心理療法的な知

識を用い、相談という作業を通じ、解決への糸口を探り出していくことを援助します。 

 

 

 

ただし、実際には相談者はカウンセラーにアドバイスや具体的な助言を求めようと

する人が多いということも事実です。その際には、勿論適当な助言や情報を提供す

ることも必要です。 

 

 

 

しかし、それだけでは果たして問題の解決に繋がる場合は少なく、相談者が問題

解決に向けて自ら力を発揮し、行動をおこすことができるようにエンパワー（力を引き

出す）をしていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして効果的なカウンセリングのためには当然ながらカウンセラーとクライアント

の間に信頼関係を築くことが重要なことであり、この相互のパーソナリティへの信頼

関係のことを一般にカウンセリング用語で「ラポール」といいます。 
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11..33..  ヒヒアアララーーのの効効果果  

「聴くこと」には次のような効果が期待できます。  

 

・傾聴しながら話を聞くことで相手の方は自分の話が深く理解されたと感じられます。

そのため心理カウンセリングでは、傾聴は基本的なスキルとされています。 

・傾聴により自分の話が深く理解されたと感じられることで「自分が受け入れられた」

との実感が湧き、その結果傾聴された相手の方は自分自身を受け入れられる・認め

られるようになります（自己受容効果）。 

・傾聴により評価や批判されることなく真剣に話を聞いてもらえることで、傾聴される

方に「自分が尊重されている」との感覚が生じ、その結果傾聴された方の自尊心や

自己肯定感が高まります。 

 

 

 

11..44..  傾傾聴聴、、共共感感、、受受容容  

カウンセリングの基本的要素として「傾聴」、「共感」、「受容」という 3つの要素がよ

くあげられます。「傾聴」とは文字通り、相手の話を聴く、つまり、語られる状況、場面

を理解するにとどまらず、心の声（感情）を聞くことです。ですから、言語のみに留ま

らず、面接形式の場合、表情やしぐさなどの、非言語的表現（ノンバーバル）も相手

の心を理解する助けとなります。 

 

「共感」とは、厳密には共感的理解ということであり、相手（クライアント）の気持ち

をありのままに感じ、理解しようとすることであり、同情や同感とは区別されます。カ

ウンセラー自身の気持ちや考え方を混同せずに、クライアントが見ている風景がど

んなものなのか、クライアントが感じている気持ちがどのようなものなのかを、できる

限りクライアントに近い状況で理解しようと努力してみることが大切で、上辺だけの

言葉はすぐにクライアントに見抜かれてしまいます。ちょっと難しいことなのですが、

感情を理解しつつも、揺さぶられることなく客観的判断ができる状態にあります。 

 

「受容」とは、文字通り、相手のありのままを肯定的に受け入れることです。簡単な

ようで実際にはなかなか難しいのですが、相手を無条件に受け入れ、尊重する、つ
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まり、今あるがままの相手を受け入れるということです。カウンセラー側の価値観で

善悪を判断してしまうと受容が難しくなります。クライアントがどんなに理不尽なこと

や非道徳的な考え方を持っていたとしても、クライアントがそのように感じていること

を受容することが大切なのです。 

 

 

 

 

無条件に受け入れられ、理解されていると感じることができる人間は、そこから変

わる（前進する）力を発揮できるものです。 

 

相手に受容されている体験を持つ人間は、自分で自分を受容する（自己受容）が

できるようになります。 

 

つまり人間誰しも、長所、短所はありますが、それら全てを含めて、今ある自分の

状態を受け入れるということです。 
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11..55..  カカウウンンセセリリンンググのの効効果果  

カウンセリングが、注目されるようになったきっかけとして、日本では「1995年の阪

神・淡路大震災」があります。わが国では特にこの災害をきっかけとして、急速にカ

ウンセリングの重要性が認められるようになった経緯があります。つまり近年さかん

にメディアでも取り上げられるようになった「心のケア」の重要性です。 

 

「2011 年の東日本大震災」では、さらに多くの死者や行方不明者が出ており、原

子力発電所の事故による放射線の影響に悩む人々の対応も含めて「心のケア」の

重要性が注目されています。 

 

カウンセリングによって、クライアントは自分の状況とと

もに「気持ち」を語ることになり、改めて自分の悩みを確認、

整理することができるのです。 

 

 

そして、その経過の中でそれまで気づいていなかった

自分自身の気持ちを新たに知ることもあります。自分のこ

とは自分が一番良く知っていると誰しも思いがちですが、

カウンセリングの中でそれまで気づいていなかった自分自身を発見でき、そのことが

自身の行動や価値観の変容に繋がっていくことがあります。 

 

 

カウンセリングの過程で得られる最も効果的な体験の一つに浄化（カタルシス）と

いうものが言われています。 

 

カタルシスとは、一つの心理的解放感ですが、無意識に抑圧され閉塞していた感

情が抑圧から解かれて、解放される実感を得てカウンセリングの進展において重要

な働きをすることがあります。 

 

そして、単なるアドバイスを受ける相談とは違って、状況に振り回されず、自分自

身の本音の気持ちを正確に確認し把握することができるのです。その過程において、

クライアントは自分の気持ちを整理することができ、再確認することができます。そし

てそのことから意識の変化や思考の変容が生じることがあるのです。 
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問題解決のために、立ち向かうことが一人では困難なときにカウンセラーの支持

を得ながら、乗り越えていく力を獲得し、現状からの脱却、前進へと繋がっていける

のです。 

 

心理療法も同じですが、カウンセリングよりも心理療法は元来、医学的な治療的

意味合いを指しています。カウンセリングはより人間の成長や開発的援助に重点を

おいているのです。 

 

 

 

しかし両者とも心理的、対人関係問題への援助をするということでは共通の目的

をもつということで、現在は、心理療法もカウンセリングと同義に、あまり区別がなく

使われており、カウンセリングも心理療法の一つとして捉えられる傾向にあります。 
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11..66..  カカウウンンセセリリンンググののススタタイイルル  

従来、伝統的なカウンセリングのスタイルというものは密室における 1対 1の面接

形式で行われるものでした。 

 

しかし、そのような限定的なスタイルのみのカウンセリングだけではなく、時代の変

化とともにカウンセリングのスタイルも多様化してきています。 

 

現代では電話やパソコンというコミュニケーションツールを利用したカウンセリング

も展開され、機能し始めています。 

 

 

 

電話やパソコンによるメールカウンセリングはむしろ面接のように相談者が面接 

室まで足を運ぶという負担感もなく、また匿名性が高いという点からも有効性が認め 

られてきました。 

 

11..66..11..  面面接接  

 

通常１対１で個室の中で行われます。 

 

面接によるカウンセリングはカウンセラーが、言語のみならず、ノンバーバル(非言 

語的)コミュニケーションという、言葉や文字以外の、しぐさ、表情、視線、身体的特徴 

等からもクライアントへの理解を深める上でとても有効な情報を得ることができる、 

最も伝統的なカウンセリングのスタイルです。 

 

１回の面接時間は、約 50分間という設定が多いようです。 
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11..66..22..  電電話話  

 

電話は顔が見えない状態でのカウンセリングとなり、言葉以外の情報としては 

「声色」や「間」というものが得られる唯一の情報となります。 

 

しかし、面接よりも匿名性が高く、また相談者が自分の都合の良い場所から相談 

できるというメリットがあり、相談しやすさにおいて面接形式よりも緊張と手間が軽減 

される気軽さがあります。現在行われている全国ネットの代表的なものに「いのちの

電話」があります。 

 

11..66..33..  メメーールル  

 

メールは、顔も声もわからず単純に文字による活字のみの情報に限定されること

から、面接や電話スタイルのカウンセリングに比べより工夫が必要となってきます。 

 

クライアントの情報が限定されるために、状況を把

握、理解するために何度もカウンセラーが質問しな

ければならない事態が起きやすいので、カウンセリン

グをスタートする以前のインテーク情報（最初の窓口

情報）を取得できるようにしておくシステムが必要と

なります。 

 

面談や電話のように多くのことを一度に話すことができない分、限られた活字を十

分に熟慮して返すことが必要です。 

 

また話し言葉と違い、活字にした場合の相手への伝わり方に対する細かい配慮も

必要です。 

 

＊一般的な手紙（郵便）もありますが、現在

ではメールが普及したこともあり、 

かなり減少し、プライバシー保護上の問

題からも、補足的な場合に限定して 

使われています。 

 

 


