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初初めめにに

ここのの度度はは、、「「対対人人関関係係のの達達人人ににななりりたたいい！！！！カカウウンンセセララーーででああるる牧牧師師

ががおお教教ええししまますす……対対人人関関係係のの達達人人ににななるるたためめのの学学ぶぶべべきき、、わわかかっってていいるる

よよううでで、、わわかかっってていいなないい、、７７つつのの必必須須ポポイインントト」」ををおお読読みみ下下ささるるこことと、、心心かからら

感感謝謝致致ししまますす。。

ささてて、、私私はは牧牧師師とといいうう仕仕事事にに、、約約２２００年年間間、、携携わわっってて参参っったた者者でですすがが、、

そそのの間間、、いいろろんんなな方方々々ととのの出出会会いいががあありりままししたた。。そそれれははおおももにに、、カカウウンンセセリリンン

ググををすするるとといいううここととにに関関ししててのの出出会会いいででししたた。。ももちちろろんんカカウウンンセセリリンンググをを受受けけ

にに来来らられれるる方方はは、、単単ななるる世世間間話話ををすするるたためめにに来来らられれるるののででははあありりまませせんん。。

いいろろんんなな問問題題やや悩悩みみをを抱抱ええてておおらられれるるののでですす。。そそししてて彼彼ららはは「「ほほんんのの少少しし

ででもも重重荷荷をを下下ろろししたたいい」」とと、、問問題題やや悩悩みみをを解解決決すするるたためめにに勇勇気気ををふふりりししぼぼ

っってて相相談談ににみみええるるののでですす。。

私私もも、、そそんんなな方方々々とと共共にに、、そそれれららのの問問題題やや悩悩みみをを「「一一緒緒にに解解決決ししてていい

ききたたいい!!」」とと微微力力ななががらら、、おお手手伝伝いいををささせせてていいたただだきき、、現現在在にに至至っってておおりりまま

すす。。
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そそんんなな私私がが、、いいろろんんなな事事例例かからら学学んんででききたた中中でで、、人人のの持持つつ問問題題やや悩悩

みみににはは、、ひひととつつのの主主要要テテーーママががああるるここととにに気気付付ききままししたた。。そそししてて、、そそれれはは、、

昔昔もも今今もも、、そそししてておおそそららくく、、ここれれかかららもも変変わわるるここととののなないいももののででああろろううとと思思わわ

れれまますす。。そそれれはは 「「対対人人関関係係」」でですす。。

人人のの持持つつ問問題題やや悩悩みみはは、、いいろろんんなな分分野野にに分分類類さされれまますすがが、、ほほととんんどどのの

場場合合、、そそのの根根底底ににはは「「対対人人関関係係」」とといいうう問問題題がが存存在在ししまますす。。 とといいううこことと

はは、、言言いい換換ええれればば、、そそれれ（（対対人人関関係係））ががううままくく改改善善さされれれればば、、問問題題のの多多くく

のの部部分分はは解解決決さされれるる方方向向にに向向かかっってていいくくとといいううここととでですす。。そそししてて、、そそのの対対人人

関関係係をを改改善善すするるたためめにに、、気気をを付付けけななけけれればばいいけけなないいポポイインントトををままととめめたたのの

がが、、今今回回のの小小冊冊子子、、「「対対人人関関係係のの達達人人ににななりりたたいい！！！！カカウウンンセセララーーででああ

るる牧牧師師ががおお教教ええししまますす……対対人人関関係係のの達達人人ににななるるたためめのの学学ぶぶべべきき、、わわかか

っってていいるるよよううでで、、わわかかっってていいなないい、、７７つつのの必必須須ポポイインントト」」ななんんでですす。。

ここれれららのの内内容容はは、、決決ししてて特特別別なな内内容容ででははなないいかかももししれれまませせんん。。普普段段、、皆皆

ささんんががおお聞聞ききににななっってておおらられれるるここととででししょょうう。。でですすがが、、わわかかっってていいるるよよううでで、、案案

外外わわかかっってていいなないい事事柄柄ででももああるるののでですす。。ここれれららのの７７つつののポポイインントトはは、、人人とと人人
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ととのの良良いい関関係係をを結結ぶぶ上上ににおおいいてて、、非非常常にに重重要要でですす。。ここれれららをを無無視視ししててはは、、

決決ししててよよいい対対人人関関係係をを結結ぶぶここととははででききまませせんん。。

どどううかか、、じじっっくくりりとと理理解解ししななががらら読読みみ進進めめてていいっっててくくだだささいいネネ。。ここれれららををひひとと

つつひひととつつ、、丹丹念念にに、、じじっっくくりりととママススタターーししてていいくくななららばば、、ききっっととああななたたもも対対人人関関

係係のの達達人人（（ママススタターー））ににななるるここととががででききるるででししょょうう！！！！

そそれれでではは、、ススタターートトでですす！！！！
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１１．． 「「人人とと人人がが、、本本来来、、ままっったたくく違違ううももののででああるる」」ここととをを認認識識すするる。。

ままずず、、よよりりよよいい対対人人関関係係のの基基本本はは、、「「人人とと人人がが、、本本来来、、ままっったたくく違違ううもものの

ででああるるここととをを認認識識」」すするるととこころろかか始始ままりりまますす。。 考考ええててみみまますすにに、、当当たたりり前前とと

言言ええばば当当たたりり前前ののここととななののでですすがが、、ちちょょっっとと待待っっててくくだだささいい！！！！ 本本当当ににああ

ななたたははそそうう思思っってておおらられれまますすかか？？おお気気をを悪悪くくさされれたたららゴゴメメンンナナササイイ ……

mm((__ __))mm ででももももしし、、私私達達がが本本当当ににそそうう思思っってていいたたととししたたらら、、どどううししてて嫁嫁姑姑

のの確確執執ががああるるののででししょょうう？？上上司司とと部部下下にに摩摩擦擦がが生生じじるるののででししょょうう？？夫夫婦婦

ににすすれれ違違いいがが生生ままれれるるののででししょょうう？？ ここれれららすすべべててはは、、““自自分分ははここうう思思ううかか

らら、、相相手手ももそそうう思思ううべべききででああるる”” とといいううととこころろにに原原因因ががああるるののでですす。。ここのの““自自

分分ははここうう思思ううかからら、、相相手手ももそそうう思思ううべべききででああるる”” とといいうう考考ええはは、、言言いい換換ええ

れればば、、““自自分分とと同同じじよよううにに相相手手もも考考ええ、、自自分分がが行行動動すするるよよううにに相相手手もも行行

動動すすべべききででああるる””とといいううここととででししょょうう。。ここれれはは、、人人とと人人がが本本来来違違ううももののででああるる

ここととをを認認めめるる、、とといいううこことととと、、ままっったたくく正正反反対対のの考考ええ方方ななののでですす。。

そそううでですす！！！！私私達達はは、、頭頭でではは人人とと人人がが違違ううももののだだ、、ととわわかかっってていいるるののでで
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すすがが、、実実際際のの行行動動やや考考ええににおおいいててはは、、自自分分とと同同じじででななけけれればばいいけけなないい、、とと

つついいつついい思思っっててししままううののでですす。。

でではは、、人人とと人人（（私私ととああななたた））がが本本来来ままっったたくく違違ううももののででああるるとと、、頭頭ににおおいい

ててもも、、行行動動やや考考ええににおおいいててもも一一致致ささせせるるたためめににはは、、どどののよよううにに思思ううべべききででしし

ょょううかか。。そそれれはは““自自分分（（私私））ははここうう思思ううけけれれどどもも、、相相手手（（ああななたた））ははそそううでではは

なないいかかももししれれなないい”” とと考考ええるるここととでですす。。 換換言言すするるなならら““必必ずずししもも、、自自分分とと

同同じじよよううにに相相手手はは考考ええななくくててももよよいいしし、、自自分分がが行行動動すするるよよううにに相相手手がが行行動動

ししななくくててももよよいい””とといいううここととでですす。。ここのの考考ええはは、、互互いいのの違違いいをを認認めめてて、、そそここかからら

ススタターートトししてておお互互いいににどどののよよううににししてて理理解解しし合合ううかかとといいうう建建設設的的なな関関係係をを

築築くくここととががででききまますす。。

最最初初かからら““自自分分（（私私））とと同同じじよよううににななれれ、、自自分分（（私私））とと同同じじででなないいとといいけけ

なないい””とといいううポポイインントトかかららススタターートトすするるななららばば、、スストトレレススたたままりりまますすよよ～～～～

((----;;)) でですすがが、、““自自分分（（私私））とと同同じじににななららななくくててももよよいい、、自自分分（（私私））とと同同じじでで

ななくくててももよよいい””とといいううポポイインントトかかららススタターートトすするるとと、、ととっっててもも楽楽ななんんでですす～～～～

＼＼((^̂oo^̂))／／
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ももちちろろんん、、どどんんなな関関係係ににおおいいててもも、、協協力力しし合合っってていいかかななけけれればばいいけけなないい

ととこころろははあありりまますすしし、、そそううででああるるななららばば、、同同じじよよううにに考考ええななけけれればばいいけけなないい場場

面面もも多多々々ででててくくるるとと思思いいまますす。。でですすがが、、おお互互いいがが自自分分のの意意見見をを主主張張ししああっっ

てて、、「「自自分分にに合合わわせせろろ」」的的なな態態度度でで協協力力をを強強要要すするるよよりりはは、、 おお互互いいがが違違

いいをを認認めめ合合っってて、、「「相相手手ににああわわせせよようう」」的的なな態態度度でで協協力力ののポポイインントトをを探探すす

ここととののほほううがが、、ははるるかかにに、、ははるるかかににスストトレレススフフリリーーでで、、生生産産的的なな対対人人関関係係をを

結結ぶぶここととががででききまますす。。

カカウウンンセセリリンンググのの場場面面ななどどででもも、、ここののここととをを理理解解すするるここととががででききてて、、フフッッとと

肩肩のの力力がが抜抜けけてて楽楽ににななるる方方がが非非常常にに多多いいののでですす。。私私達達はは皆皆、、本本来来ままっっ

たたくく違違うう存存在在でであありり、、考考ええににおおいいててもも、、感感情情ににおおいいててもも、、行行動動ににおおいいててもも、、

違違ううももののでですす。。ここれれをを認認めめてて、、ままずず肩肩のの力力をを抜抜いいてて下下ささいい。。そそううでですす、、そそううでで

すす、、““ななんんでで自自分分のの考考ええががわわかかららなないいんんだだ、、どどううししてて私私とと同同じじよよううにに考考ええなな

いいんんだだ！！！！”” っっててププンンププンンせせずずにに……ネネ！！！！
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２２．． 人人をを「「減減点点法法ででははななくく、、加加算算法法」」でで見見るる。。

人人をを評評価価すするる方方法法ににはは二二つつああるるとと言言わわれれまますす。。一一つつがが「「減減点点法法」」、、そそ

ししててももうう一一つつがが「「加加算算法法」」とといいわわれれるる評評価価方方法法でですす。。

ままずず「「減減点点法法」」ととはは、、１１００００点点満満点点をを基基準準ととししてて、、そそここかからら““ここんんなな悪悪いいとと

こころろががああるるかかららママイイナナスス１１００点点”” ““ここんんなな失失敗敗ををししたたかかららママイイナナスス５５点点””ななどど

とといいううよよううにに、、どどんんどどんん点点数数をを引引いいてていいくく評評価価方方法法でですす。。最最初初がが満満点点でですす

かからら、、そそれれ以以上上はは上上ががりりまませせんん。。よよくくなないいととこころろががああるる度度にに、、点点数数ははどどんんどど

んん下下ががりりまますす。。たたととええ良良いいここととををししててもも加加算算さされれまませせんん。。よよいいここととををししててもも、、否否

定定的的なな意意味味でで現現状状維維持持ののままままでですす。。ここのの評評価価方方法法はは、、人人ののややるる気気をを喪喪

失失ささせせまますす。。そそししててそそのの人人かからら徐徐々々にに自自信信をを奪奪っってていいききまますす。。

ももししああななたたがが、、人人にに対対ししてて、、「「減減点点法法」」でで接接ししてていいるるととすするるななららばば、、そそうう見見

てていいるるああななたたもも、、又又、、そそうう見見らられれてていいるる相相手手ににととっっててもも、、よよいいここととははあありりまませせんん。。

ああななたたはは相相手手ががミミススをを犯犯すすたたびびにに相相手手へへのの評評価価がが下下ががりり、、イイラライイララすするるここ

ととででししょょううしし、、相相手手ももそそののよよううにに見見らられれてていいるるとといいううここととでで、、いいつつミミススししててししままうう
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かかをを恐恐れれててビビククビビククししてて、、自自信信をを失失っっててししままううででししょょうう。。双双方方ににととっってて、、「「減減点点

法法」」のの接接しし方方はは益益ををももたたららししまませせんん。。

一一方方、、「「加加算算法法」」とといいううののはは、、００点点をを基基準準ととししてて、、そそここかからら““ここんんなな良良いいとと

こころろががああるるかかららププララスス１１００点点”” ““ここれれががででききたたかかららププララスス５５点点””とといいううよよううにに、、

どどんんどどんん点点数数をを加加ええてていいくく評評価価方方法法でですす。。最最初初がが００点点でですすかからら、、そそれれ以以

下下ににはは下下ががりりまませせんん。。良良いいととこころろががああるる度度にに、、点点数数ははどどんんどどんん上上ががるる一一方方

でですす。。たたととええ、、ミミススををししててもも減減点点さされれまませせんん。。ミミススををししててもも、、積積極極的的なな意意味味にに

おおいいてて、、現現状状維維持持ののままままでですす。。ここのの評評価価方方法法はは、、人人ににややるる気気をを起起ここささせせまま

すす。。そそししててそそのの人人にに徐徐々々にに自自信信ををつつけけささせせまますす。。

ももししああななたたがが、、人人にに対対ししてて、、「「加加算算法法」」でで接接ししてていいるるととすするるななららばば、、そそうう見見

てていいるるああななたたににととっっててもも、、そそうう見見らられれてていいるる相相手手ににととっっててもも、、よよいいここととづづくくめめでで

すす。。相相手手がが成成功功すするるたたびびにに相相手手へへのの評評価価がが上上ががりり、、ああななたたはは相相手手をを認認

めめるるここととででししょょううしし、、相相手手ももそそののよよううにに見見らられれてていいるるとといいううここととでで、、常常ににリリララッックク

ススししてて、、ややるる気気とと自自信信がが生生ままれれててくくるるででししょょうう。。双双方方ににととっってて、、加加算算法法のの接接しし

方方はは大大ききなな益益ををももたたららししまますす。。
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ああななたたのの子子どどももがが２２００点点ののテテスストトををももっってて帰帰っっててききままししたた。。ささああ、、ああななたたなな

ららどどうう反反応応すするるででししょょううかか？？

「「ババカカ！！！！ななんんででここんんなな点点数数ととっっててくくるるののよよ！！！！ななんんでで２２００点点なな

のの！！！！おお母母ささんんででももここんんなな点点数数ととっったたここととなないいわわよよ！！！！＼＼((｀`00´́))／／キキイイ

ッッッッ 」」 ←← アアッッ、、イイエエ、、おお母母ささんんのの子子でですすかからら……案案外外おお母母ささんんももととっったたこことと

ののああるる点点数数ななんんでですす、、ハハイイ……場場外外のの声声……。。ここれれはは減減点点法法のの最最たたるる例例でで

すす。。

でではは、、加加算算法法的的なな対対応応はは？？とといいううとと……「「ままああ、、素素敵敵、、２２００点点ななんんてて！！！！

ここれれかからら上上ががっってて行行くく一一方方じじゃゃなないい！！！！○○○○ちちゃゃんんはは、、ややれればば出出来来るるっっ

てておお母母ささんん知知っっててるるももんんねね～～今今度度はは頑頑張張っっててねね！！！！＼＼((^̂oo^̂))／／」」 ←←

ここのの後後、、子子どどももははだだままっっててもも自自分分のの部部屋屋行行っってて勉勉強強ししまますす……ハハイイ……場場外外

のの声声……。。ここれれはは加加算算法法のの最最たたるる例例でですす。。

対対人人関関係係ののココツツはは、、人人をを「「加加算算法法」」でで見見るるとといいううここととでですす。。そそれれはは、、ああなな

たたににととっっててもも、、相相手手ににととっっててもも、、大大ききななププララススににななりりまますす。。
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３３．． 常常にに「「相相手手のの最最善善をを見見るる時時にに、、相相手手のの最最善善をを引引きき出出すす」」ここととががでできき

るる。。

「「ババララににははトトゲゲががああるるとと不不平平をを言言ううののででははななくく、、トトゲゲのの中中ににババララがが咲咲いいてて

いいるるここととをを感感謝謝ししよようう」」ととはは、、ああるる格格言言でですすがが、、人人はは何何ををももっっててししててもも、、否否定定

的的なな部部分分ししかか見見よよううととししなないいここととがが多多いいよよううでですす。。ババララののトトゲゲにに不不平平をを言言うう

かか、、トトゲゲのの中中にに咲咲いいてていいるる花花にに感感動動すするるかかはは、、そそのの人人次次第第でですす。。

対対人人関関係係ににおおいいててもも同同じじここととがが言言ええまますす。。相相手手のの悪悪いいととこころろししかか見見ずず

にに、、そそのの人人にに対対すするる不不平平やや不不満満をを募募ららせせるる人人ももいいるるかかとと思思ええばば、、反反対対にに

そそのの同同じじ人人のの良良いいととこころろをを見見てて、、そそのの人人ととのの良良好好なな関関係係をを築築いいてていいるる人人もも

いいるるののでですす。。双双方方、、同同じじ人人をを相相手手ににししてていいるるののにに、、ここのの違違いいははどどここかからら出出ててくく

るるののででししょょううネネ……。。

どどんんなな対対人人関関係係ににおおいいててもも、、そそれれをを良良好好にに保保っってていいるる人人はは、、常常にに相相手手

のの最最善善にに目目をを留留めめてていいるる人人でですす。。でですすかからら、、そそのの人人かからら最最善善をを引引きき出出すす

ここととががででききるるののでですす。。反反対対にに、、どどんんなな対対人人関関係係ににおおいいててもも、、不不平平やや不不満満をを
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募募ららせせてていいるる人人はは、、常常にに相相手手のの最最悪悪にに目目をを留留めめてていいるる人人でですす。。そそのの人人はは、、

相相手手かからら最最悪悪ししかか引引きき出出すすここととががででききまませせんん。。人人ははそそのの人人ののどどここをを見見てて

いいるるかかにによよりり、、相相手手かからら引引きき出出せせるるももののがが違違っっててくくるるももののななののでですす。。

夫夫婦婦関関係係ののカカウウンンセセリリンンググななどどででよよくくああるるここととでですすがが、、結結婚婚当当初初はは、、「「アア

ババタタももエエククボボ」」（（アアババタタととはは特特殊殊なな病病気気のの結結果果、、顔顔にに残残るるブブツツブブツツのの意意でで

あありり、、「「愛愛すするるががゆゆええにに、、欠欠点点もも長長所所にに見見ええるるとといいうう意意味味」」ののここととわわざざ））なな

ののでですすがが、、結結婚婚もも年年数数がが経経っっててくくるるとと、、「「エエククボボももアアババタタ」」？？！！（（すすななわわちち、、

長長所所もも短短所所にに見見ええててくくるる））ににななるるよよううでですす。。((----;;)) すすななわわちち、、相相手手にに対対しし

てて、、最最善善をを見見よよううととすするるななららばば、、ななんんででもも最最善善にに見見ええててくくるるしし、、相相手手にに対対しし

てて最最悪悪をを見見よよううととすするるななららばば、、ななんんででもも最最悪悪にに見見ええててくくるるわわけけでですす。。

相相手手にに「「なないいととここねねだだりり」」ををししてて、、なないいととこころろばばかかりりをを見見てて不不平平やや不不満満をを

感感じじるるよよりりもも、、相相手手にに「「ああるるととここ感感謝謝」」←←わわ、、わわたたししのの造造語語でですす（（作作者者注注））

ををししてて、、相相手手のの最最善善をを引引きき出出すす方方がが、、よよほほどど楽楽でですすよよ！！！！エエッッ、、そそのの方方がが

スストトレレススたたままるるっってて……？？！！ ((^̂^̂ゞゞﾎﾎﾟ゚ﾘﾘﾎﾎﾟ゚ﾘﾘ ままぁぁ、、そそううおおっっししゃゃららずずにに相相手手

のの最最善善をを探探ししてて、、そそれれをを引引きき出出すす努努力力ををししててみみててくくだだささいいネネ！！！！



- 13 -

４４．． 相相手手かからら「「受受けけるるこことと」」よよりりもも、、相相手手にに「「与与ええるるこことと」」をを考考ええるる。。

人人はは与与ええたたももののししかか受受けけるるここととががででききまませせんん。。対対人人関関係係ににおおいいてて、、相相

手手かからら受受けけるるここととばばかかりりをを求求めめてていいるる人人ががいいまますすがが、、そそのの人人はは、、結結局局ほほとと

んんどど受受けけるるここととななししにに終終わわっっててししままいいまますす。。人人ととのの関関係係ををよよいいももののにに築築きき上上

げげてていいくくたためめににはは、、常常にに相相手手にに与与ええるるここととをを考考ええるる必必要要ががあありりまますす。。そそのの

結結果果、、ああななたたはは相相手手かかららよよいい対対人人関関係係とといいうう実実をを刈刈りり取取るる（（受受けけるる））こことと

ががででききるるののでですす。。

たたととええばば、、「「協協力力関関係係」」とといいうう言言葉葉にに、、ああななたたははどどののよよううなな意意味味合合いいをを

感感じじらられれるるででししょょううかか。。私私達達がが「「協協力力関関係係」」とといいうう時時、、““ささああ、、協協力力関関係係にに

ああるる相相手手（（ああななたた））はは、、自自分分（（私私））のの欠欠けけたたととこころろをを、、どどののよよううににししてて補補っってて

くくれれるるかかなな……。。自自分分（（私私））ににどどんんななももののをを与与ええててくくれれるるかかなな……””とといいううよよううにに、、

受受けけるるここととばばかかりりをを期期待待すするる関関係係をを想想像像ししててははいいまませせんんかか？？ そそししてて、、ももしし

ここれれをを「「協協力力関関係係」」ににああるるメメンンババーーのの全全員員がが思思っってていいたたととすするるななららばば、、決決

ししてて生生産産的的なな関関係係をを結結ぶぶここととははででききまませせんん。。おお互互いい「「受受けけるる姿姿勢勢」」ししかかなな
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いいかかららでですす。。

一一方方、、「「協協力力関関係係」」とといいうう言言葉葉のの中中にに、、““自自分分（（私私））のの持持ててるるももののををももっっ

てて、、協協力力関関係係ににああるる相相手手のの足足りりなないいととこころろをを補補っっててああげげるるここととははででききなないい

かか……自自分分（（私私））ににああるるどどんんななももののをを与与ええるるここととががででききるるかかなな……””とといいうう意意

味味合合いいをを含含めめてて理理解解すするる人人はは、、与与ええるる姿姿勢勢をを持持っってていいるる人人でですす。。ももしし、、協協

力力関関係係ににああるるメメンンババーー全全員員がが、、そそれれぞぞれれここののよよううなな姿姿勢勢をを持持つつななららばば、、

ききっっととそそのの関関係係はは生生産産的的なな、、ううるるわわししいい関関係係をを結結ぶぶここととががででききるるででししょょうう。。

そそれれははそそここにに「「与与ええるる精精神神」」ががああるるかかららでですす。。

「「真真のの豊豊かかささ、、そそれれはは、、どどれれだだけけ持持っってていいるるかかででははななくく、、どどれれだだけけ与与ええ

たたかかででああるる」」とといいうう格格言言をを拝拝借借すするるななららばば、、「「真真のの人人間間関関係係のの豊豊かかささはは、、

どどれれだだけけ受受けけたたかかででははななくく、、どどれれだだけけ与与ええたたかか、、ででああるる」」とと言言ううここととががでできき

るるででししょょううかか……。。

ああななたたがが与与ええるる側側にに回回るるととききにに、、ああななたたのの周周りりににはは必必ずず豊豊かかなな人人間間関関

係係ががででききててくくるるここととででししょょうう。。
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５５．． 相相手手にに過過度度のの変変化化をを期期待待ししなないい。。自自分分がが変変化化すするるよよううにに努努力力すするる。。

対対人人関関係係ににおおいいてて、、私私達達はは相相手手がが変変わわるるここととをを、、過過度度にに期期待待すするる傾傾

向向がが強強いいよよううにに思思いいまますす。。時時ににはは、、変変わわるるここととをを期期待待すするる域域をを超超ええてて、、相相

手手をを変変ええよよううとともも努努力力ししまますす。。←←むむ、、むむだだなな努努力力ななののにに……((----;;)) ししかかししなな

ががらら、、ここれれをを実実践践？？！！ななささっったた方方はは容容易易にに理理解解ででききるるとと思思いいまますすがが、、相相

手手がが変変わわるるここととをを期期待待すするるとと失失望望ししまますすしし、、相相手手をを変変ええよよううとと努努力力すするるとと

絶絶望望ししまますす…… （（ＴＴ▽▽ＴＴ）） 人人にに変変化化をを期期待待すするるののはは、、無無駄駄骨骨ににななるるこことと

がが多多いいののでですす。。

ととこころろでで、、対対人人関関係係をを変変化化ささせせるるににはは３３つつのの方方法法ががああるるとと言言わわれれてていい

まますす。。ままずず……

第第一一にに、、環環境境がが変変わわるるこことと。。

第第二二にに、、相相手手がが変変わわるるこことと。。

第第三三にに、、自自分分がが変変わわるるここととでですす。。

第第一一のの「「環環境境をを変変ええるる」」ののはは多多くくのの場場合合難難ししいいここととでですす。。たたととええ環環境境がが
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変変わわっったたととししててもも、、同同じじよよううなな対対人人関関係係がが、、そそのの環環境境のの中中でで生生ままれれたたととしし

たたらら、、同同じじここととのの繰繰りり返返ししととななりり、、ここれれはは根根本本的的なな解解決決ににははななりりまませせんん。。

第第二二のの「「相相手手をを変変ええるる」」ののはは先先述述ししたたよよううにに非非常常にに困困難難をを極極めめまますす。。

そそううすするるとと、、最最後後にに残残るるののはは、、第第三三のの「「自自分分がが変変わわるる」」とといいううここととでですす。。

ここれれはは少少々々苦苦痛痛をを伴伴いいまますすがが、、（（変変化化すするる時時ににはは、、どどんんなな時時ででもも苦苦痛痛をを

伴伴いいまますす））根根本本的的なな解解決決ににつつななががりりまますす。。ななぜぜなならら、、ああななたたがが変変わわるるとといい

ううここととはは、、どどんんなな環環境境ににおおいいててもも、、どどんんなな相相手手ででああっったたととししててもも、、そそれれはは「「自自

分分ササイイドドででででききるる」」かかららでですす。。そそししてて、、ここれれはは対対人人関関係係をを改改善善すするるににはは、、もも

っっとともも遠遠回回りりののよよううでで、、一一番番のの近近道道ででももああるるののでですす。。そそししてて、、非非常常にに重重要要なな

ここととでですすがが、、ああななたたがが変変わわれればば、、相相手手もも変変わわっっててくくるるももののななののでですす。。

「「友友達達ははいいなないい
．．．．．．

かかとと外外へへ出出たたがが、、友友達達はは見見つつかかららななかかっったた。。友友達達にになな
．．

ろろううととししてて
．．．．．．．．．．

外外へへ出出たたらら、、友友達達ががたたくくささんんででききたた」」とといいううフフレレーーズズががあありりまますす。。

前前半半とと後後半半のの違違いいににおお気気づづききででししょょううかか？？「「友友達達ははいいなないいかかとと外外にに出出

るる」」とといいううここととはは、、誰誰かか自自分分にに話話ししかかけけててくくれれなないいかかなな、、誰誰かか自自分分ののここととにに

ききづづいいててくくれれなないいかかなな、、とといいううよよううにに、、人人にに変変化化をを求求めめてて、、自自分分はは変変化化ししよよ
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ううととししてていいなないいののでですす。。でですすがが、、後後半半のの「「友友達達ににななろろううととししてて外外へへ出出るる」」ととはは、、

自自分分かからら進進んんでで友友達達ににななろろううとといいうう自自発発的的なな行行為為、、すすななわわちち自自分分かからら

変変化化ししよよううとといいうう意意志志がが感感じじらられれまますす。。結結果果はは、、ややははりり後後半半のの方方がが実実をを結結

ぶぶののでですす。。ああななたたがが変変化化すすれればば、、周周りりももああななたたのの変変化化にに応応じじてて変変わわっってていい

くくももののななののでですす。。

結結婚婚生生活活ななどどでで、、相相手手にに「「ベベスストトパパーートトナナーーににななるるよよううにに変変わわっっててほほしし

いい」」とと願願っったたりり、、ああるるいいはは「「ベベスストトパパーートトナナーーににななるるよよううにに変変ええててややろろうう」」とと

すするる人人よよりりもも、、自自分分がが「「ベベスストトパパーートトナナーーににななろろうう」」とと努努力力ししてていいるる人人のの方方

がが、、ははるるかかにに幸幸せせににななっってていいるるここととをを、、私私ははカカウウンンセセリリンンググのの場場面面ななどどでで拝拝

見見すするるここととがが多多いいののでですす。。そそううすするるとと多多くくのの場場合合、、相相手手ががそそれれにに合合わわせせたた

よよううにに変変化化ししててくくるるかからら不不思思議議ななももののでですす。。

余余談談でですすがが、、ここんんなな笑笑ええるる言言葉葉ががあありりまますす。。「「女女はは結結婚婚ししたたらら夫夫にに変変

わわっっててほほししいいとと思思うう。。ででもも夫夫はは変変わわららなないい。。男男はは、、結結婚婚ししててもも妻妻にに変変わわららなな

いいででほほししいいとと思思うう。。ででもも、、妻妻はは変変わわるる……（（超超爆爆））((----;;))」」
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６６．． 「「親親ししきき中中ににもも礼礼儀儀あありり」」ををおおぼぼええてておおくく。。

人人はは、、親親ししくくななるるとと、、つついいつついい相相手手をを軽軽くく扱扱いいががちちでですす。。そそれれほほどど親親ししくく

なないい時時ににはは、、ああるる程程度度緊緊張張ししてて付付きき合合いいまますすがが、、親親ししくくななるるとと急急にに相相手手をを

ぞぞんんざざいいにに扱扱いい始始めめまますす。。親親ししくくななっったた後後だだかかららここそそ、、礼礼をを尽尽くくささななけけれればば

いいけけなないい対対人人関関係係とといいううももののががああるるののでですす。。そそししててそそれれをを大大切切ににででききるる人人

ここそそがが、、長長くく続続くく良良いい関関係係をを人人とと結結ぶぶここととののででききるる人人ななののでですす。。いいつつままででもも

自自分分をを大大切切ににししててくくれれるる人人をを、、人人はは決決ししてて離離そそううととははししなないいももののでですす。。

「「釣釣っったた魚魚ににエエササははいいららなないい」」的的なな態態度度でで奥奥様様にに接接ししてておおらられれるるごご主主

人人様様方方！！！！本本当当にに礼礼をを尽尽くくささななけけれればばいいけけなないい人人をを勘勘違違いいししてておおらられれ

まませせんんかか？？本本当当にに大大切切ににししななけけれればばいいけけなないい人人をを、、大大切切ににせせずず、、特特にに

大大切切ににししななくくててももよよいいよよううなな人人をを大大切切ににししてていいるる人人はは、、世世のの中中ににたたくくささんんいい

まますす。。ここれれをを続続けけまますすとと、、人人生生どどここかかでで歯歯車車がが狂狂っっててくくるるももののでですす。。ななににをを

どどううややっっててもも、、家家庭庭がが、、職職場場がが、、近近隣隣がが、、ううままくく回回ららななくくななっっててくくるるののでですす。。

私私のの住住んんででるる町町内内会会のの定定例例会会ででのの出出来来事事でですす。。いいつつもも誠誠実実ににボボラランン
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テティィアア精精神神でで会会長長をを務務めめてて下下ささっってていいるる奇奇特特なな方方ががいいららっっししゃゃいいまますす。。別別

にに会会長長ににななっったたかかららとといいっってて、、役役得得←←（（失失礼礼！！！！））ににななるるここととははひひととつつもも

ななくく、、かかええっってて大大変変なな思思いいをを毎毎年年さされれてていいまますす。。私私ななどど、、「「本本当当ににごご苦苦労労

様様でですす」」とと言言いいたたいいくくららいいででししたた。。ととこころろがが、、先先日日のの例例会会でで、、町町内内会会のの役役員員

のの何何人人かかがが、、そそのの会会長長ささんんのの「「ここここがが悪悪いい」」ととかか、、「「ああののややりり方方ががままずずいい」」

ななどどとと、、言言いい始始めめたたののでですす。。毎毎年年、、何何もも言言わわずずににややっっててくくだだささるるののでで、、皆皆ささ

んん、、そそのの有有りり難難ささにに慣慣れれててししままっってて、、感感謝謝のの心心がが失失わわれれててししままっったたよよううでですす。。

ももしし、、そそのの会会長長ささんんがが、、腹腹をを立立てててて、、““じじゃゃああ、、自自分分たたちちででややれればば””ととななれればば、、

会会長長のの役役目目はは、、当当然然文文句句をを言言っってていいるる人人達達にに回回っっててくくるるわわけけでですす。。ででもも、、

誰誰ももががそそれれだだけけはは避避けけたたいい事事ななののでですす。。私私はは知知恵恵ののなないいややりり方方だだなな～～とと

思思いいままししたた。。ここれれはは先先述述ししたた「「親親ししきき中中ににもも礼礼儀儀あありり」」のの原原則則をを忘忘れれてて、、

悪悪いいササイイククルルががででききるる前前兆兆ななののでですす。。ここここでですすべべききここととはは、、いいつつももボボラランンテティィ

アア精精神神でで会会長長をを務務めめてて下下ささるる方方ををももりりたたてててて、、そそれれにに対対ししてて感感謝謝すするるとといい

うう礼礼をを失失わわなないいこことと、、そそししてて自自分分たたちちににででききるる最最大大限限ののここととををももっってて、、ここのの

会会長長ささんんをを助助けけてていいくくとといいうう姿姿勢勢ででははなないいででししょょううかか。。そそううすすれればば、、すすべべててうう
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ままくくいいききまますす。。

「「大大切切ににすすべべきき人人、、礼礼をを尽尽くくすすべべきき人人」」とといいううののはは案案外外「「ああななたたののすすぐぐ

そそばば」」ににおおらられれるるののででははなないいででししょょううかか。。ああななたたのの周周りりのの、、ああままりりににもも親親ししくくなな

りりすすぎぎたた人人ににつついいてて考考ええててみみままししょょうう。。そそししてて、、そそのの人人をを大大切切ににででききなないいのの

なならら、、ああななたたののどどんんなな対対人人関関係係もも良良いい方方向向へへはは進進んんででいいかかなないいももののななのの

でですす。。
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７７．． 話話すすよよりりもも、、よよいい聞聞きき手手ににななるる。。

人人ととのの良良好好なな関関係係をを築築くくたためめににはは、、ああななたたがが話話すすよよりりもも、、「「聞聞きき手手」」にに

回回るるほほううががよよりり効効果果的的でですす。。だだれれででももそそううでですすがが、、自自分分ののここととををわわかかっっててくく

れれるる人人、、理理解解ししててくくれれるる人人ととははよよいい関関係係をを結結びびたたいいとと願願ううももののでですす。。そそししてて、、

相相手手ががそそうう感感じじるるたためめにに、、ももっっとともも効効果果的的なな方方法法がが、、「「相相手手のの話話ををじじっっくくりり

とと聞聞いいててああげげるる」」とといいううここととななののでですす。。実実ははカカウウンンセセリリンンググのの中中でで、、ももっっとともも大大

切切なな柱柱ととななるるののがが、、ここのの「「聞聞くく」」とといいうう行行為為ななののでですす。。でですすかからら、、ここのの大大切切ささ

とといいううののはは、、私私はは多多くく経経験験ししてていいまますす。。ここのの分分野野にに関関すするる原原則則はは、、別別のの小小

冊冊子子「「聞聞きき方方レレッッススンン、、「「上上手手にに聞聞けけるる」」良良きき聞聞きき手手ととななるるたためめにに……」」のの

中中でで詳詳ししくく説説明明さされれてておおりりまますす。。人人はは話話ししをを聞聞いいててももららううだだけけでで、、ななんんだだかか

ススッッキキリリすするるここととがが多多いいももののななののでですす。。

先先日日、、私私的的なな用用ががああっってて、、大大阪阪にに出出ままししたた。。そそのの時時、、フファァミミレレススでで大大阪阪

ののオオババチチャャンン？？！！ととおおぼぼししきき数数人人組組がが、、私私とと、、私私のの家家内内のの座座っってていいるる席席

のの横横にに陣陣取取りりままししたた。。そそししてて、、ここののオオババチチャャンン達達、、いいっっせせいいにに話話しし始始めめたたのの
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でですす。。……誰誰もも聞聞いいててまませせんん……みみんんなな恐恐ろろししくく自自分分ののペペーーススででそそれれぞぞれれがが

ししゃゃべべりりままくくりりでですす……。。私私達達はは……引引ききままししたた……((----;;))。。そそししてて思思いいままししたた……

自自分分ののししてていいるるカカウウンンセセリリンンググっってて一一体体何何ななんんだだろろううっってて……（（泣泣＆＆涙涙））ハハ

ハハ……

ここののオオババチチャャンン達達、、そそのの後後ととててももすすががすすががししいい顔顔でで？？！！去去っってていいききままししたた。。

何何がが言言いいたたいいかかとと申申ししまますすとと、、人人はは「「話話すす」」ここととででああるる程程度度スストトレレススかか

らら「「解解放放さされれるる」」とといいううここととななののでですす。。そそししてて、、そそれれをを「「良良いい聞聞きき手手」」にに聞聞いい

ててももららううとと、、そそのの効効果果はは非非常常にに大大ききいいももののととななりりまますす。。話話しし手手はは、、自自分分のの話話

すすここととをを真真剣剣にに聞聞いいててくくれれるるああななたたにに対対ししてて、、親親密密感感とと信信頼頼感感をを感感じじるるよよ

ううににななるるののでですす。。そそれれゆゆええ、、「「良良いい聞聞きき手手」」ににななるるここととはは、、そそのの相相手手ととののよよいい

関関係係をを築築いいてていいくくたためめににはは、、ももっっとともも効効果果ののああるる方方法法ででああるるとと言言ええるるののでで

すす。。
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ままととめめ

１１．． 「「人人とと人人がが、、本本来来、、ままっったたくく違違ううももののででああるる」」ここととをを認認識識すするる。。

２２．． 人人をを「「減減点点法法ででははななくく、、加加算算法法」」でで見見るる。。

３３．． 常常にに「「相相手手のの最最善善をを見見るる時時にに、、相相手手のの最最善善をを引引きき出出すす」」ここととががでできき

るる。。

４４．． 相相手手かからら「「受受けけるるこことと」」よよりりもも、、相相手手にに「「与与ええるるこことと」」をを考考ええるる。。

５５．． 相相手手にに過過度度のの変変化化をを期期待待ししなないい。。自自分分がが変変化化すするるよよううにに努努力力すするる。。

６６．． 「「親親ししきき中中ににもも礼礼儀儀あありり」」ををおおぼぼええてておおくく。。

７７．． 話話すすよよりりもも、、よよいい聞聞きき手手ににななるる。。
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最最後後ににひひととこことと

拙拙いい（（つつたたなないい））文文章章とと内内容容をを、、最最後後ままででおお読読みみいいたただだききままししてて、、本本当当

にに有有難難ううごござざいいままししたた。。ここここにに記記さされれてていいるるここととははすすべべてて、、私私がが、、実実際際ののカカ

ウウンンセセリリンンググのの中中でで経経験験しし、、効効果果ののああるるももののだだとと判判断断ししたた原原則則ばばかかりりでですす。。

ここれれををおお読読みみくくだだささっったた皆皆様様ののよよりりよよいい対対人人関関係係のの一一助助（（いいちちじじょょ））ににななりり

ままししたたらら本本当当にに幸幸いいでですす。。ななおお、、おお時時間間あありりままししたたらら、、下下記記ののホホーームムペペーージジ

ななどどもも、、ののぞぞいいててややっっててみみててくくだだささいいまませせ……。。ままたた、、教教会会でではは下下記記のの通通りり、、

毎毎週週日日曜曜日日のの午午前前中中にに、、教教会会員員以以外外のの方方々々ををもも対対象象ととししたた、、礼礼拝拝をを

開開いいてておおりりまますす。。どどななたたででももおお気気軽軽ににごご参参加加下下ささいいまませせ……。。

ああななたたのの対対人人関関係係がが祝祝福福さされれたたももののととななりりまますすよよううにに……。。

ｂｂｙｙ ＭＭａａｓｓａａｍｍｉｉｃｃｈｈｉｉ ＭＭａａｓｓｕｕｄｄａａ
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◆◆連連絡絡先先 tthhcc@@tt--kkiibboouu..ccoomm

◆◆ホホーームムペペーージジ hhttttpp::////tt--kkiibboouu..ccoomm//

◆◆テテレレフフォォンンササーービビスス「「ししああわわせせののダダイイヤヤルル」」 ００８８５５７７－－２２７７－－３３２２３３７７

※※上上記記のの幸幸せせののダダイイヤヤルルはは、、聖聖書書ののわわかかりりややすすいいおお話話をを毎毎日日、、日日替替わわりり

でで提提供供ししてていいるるテテレレフフォォンンササーービビススでですす。。黙黙っってて聞聞くくだだけけでですす。。

イイエエススキキリリスストト 鳥鳥取取希希望望教教会会

〒〒６６８８００－－００９９３３４４

鳥鳥取取市市徳徳尾尾５５８８－－１１３３

TTEELL＆＆FFAAXX ００８８５５７７－－２２１１－－３３６６６６３３

礼礼拝拝時時間間 毎毎週週日日曜曜日日 午午前前１１００：：３３００～～１１２２：：００００


