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「話せば分かる」という「妄想」 

人間が社会で生きていくときには、文字や音声に限らず、何らかの「相互意思伝達（コミュ

ニケーション）」が必要不可欠です。意思伝達における「『自分』が『他者』と『出会い』、『対話』

する」という時の、『 』に括られた言葉の概念を規定しないで稿を進めます。この部分に言及

することは「花信風」の趣旨ではありません。 

話す主体である一人称でさえ、自分、私、我、自己…、色々な表現や立場によって異なる

概念があります。それに加えて、対象となる相手を示す、あなた、他者、汝といった表現や概

念があります。様々な一人称が多様な対象と、常に変化しづける状況の中で関係を切り結

ぶわけですから、「話せばわかる」がそう簡単ではないことは、歴史が現実がそれを証明して

います。いったい何を分かるのか。そう簡単ではないというより、実現不可能な「妄想」なので

はないかと。 

解剖学者の養老孟司が指摘する「バカの壁」です。 

「あなた」を「私」がミートする 

ミーティングは、あたりまえですが、まずは１対１でミートすることが基本です。野球でいうと、

ピッチャーの投げた球をバットの芯でとらえること。会話では、相手が発する言葉や表情、態

度といった情報から「意」を受け止めること。近年の脳科学ではそれを「社会脳」における「社

会的認知」という枠組みで捉えています。 

もちろん、ミートする側だけの問題ではありません。悪球を投げられては打てませんので、

当然投げる側の能力も問われます。素直な球を投げる人ばかりではありません、というより、

ちゃんと練習しないと真っ直ぐな球は投げられません。 

その極端な例、受け止めきれない最悪の球を、アメリカの文化人類学者・精神医学者 G・

ベイトソンはダブルバインドと表現したわけです。 

ミーティングを通したユーザー支援の課題 
 

ミーティング … なんで英語を使うのだろう？ 

… この言葉をいつから使い始めるのだろう？  

小学校では学級会、中学校では生徒会… 

日本語では  … 「会」ということ？ 会議？ 集会？ 

学生集会を「ミーティング」と表現したら、全共闘世代は怒るかな？ 

タウン「ミーティング」 … 確かに、「集会」よりオシャレな響き 

いずれにしても、特定の場面で、複数の誰かに、何かを、伝えて、聞いて  
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「私」と「あなた」との関係性 

「私」と「あなた（対象）」との関係だけでない側面の問題も多々あります。 

その一つが、「関係性」≒「関係の位置づけ」です。 

サッカーやバスケットボールなどでゲームを組み立てる際、自分を含めた状況を上から眺

める力、俯瞰する能力が求められます。脅迫事件で話題となった少年ジャンプの「黒子のバ

スケ」という漫画では、その力を「イーグルアイ（鷹の眼）」とか「ホークアイ（鷲の眼）」といった

表現をしています。「目が後ろにもある」という言い方をする人もいます。幽体離脱状態という

と大げさですが、背中に視線を感じた経験は誰でもあるはずです。 

人と人との関係においても同様です。 

すなわち、「私」が「あなた」を認知・認識するだけでなく、「私とあなたの関係」や「関係の

中にいる私」を、「私」が上から眺めること。言葉にすると、分けのわからない言い方になりま

すが、実際はこれもまた、ほとんどの人が意識せずに行っていることです。 

「意識せずに」という点をあえて意識化する思考が、ミーティングの前提となる支援者課題

の中核、基本的視点です。 

１対１の関係を表現するだけで、上記のような分けのわからない言い方になるのですから、

関係が３人、４人と増えるにつれ、より複雑になります。 

 

援助・支援としてのミーティング 

光風会の社会福祉事業は表１のとおりです。ミーティング形式を主に実施している活動の

枠を灰色で塗りつぶしてあります。 

「ミーティング」は、次のとおりに分類できます。 

地域活動支援センターのミーティングは二種類あり、その一つは「クラブ活動」でのもの。

発起人である３人のユーザーを中心に進めます。開催日や時間等の決めなければならない

ことをすり合わせ、実施した結果を振り返り、次の活動に生かします。 

もう一つはスタッフ企画の「社会資源調査団」や「はばたけ母ちゃんの会」で、ミーティング

というよりはカンファレンスに近く、精神障害に係る情報を共有し、特定の問題について意見

を交換し、討議する機会です。 

生活訓練や生活介護等の個別給付事業におけるミーティングは、大きく三種類に分かれ

ます。 

一つは、ユーザーが自分の「活動と参加」の状況を自分で知るためのものです。国際生

活機能分類（ICF）に基づいた「私のノート」をツールとして使います。グループとして実施す

ることで、単に自分の生活課題を抽出するだけでなく、自己表出、自己開示、自己受容とい

った課題が併存します。 

もう一つは、「私のノート」からユーザーが抽出した実行課題、例えば、買い物、料理やア

パート探しといった具体的活動を振り返るミーティングです。 

最後は、自らの症状や障害について話す機会です。2013 年度アニュアルレポートで「不

安の泉」「不安の雪だるま」の活動を報告しましたので参照ください。 
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ミーティングの中でのスタッフの役割 

話し合うことで、結論の出る問題、出ない課題、出せないもの、出してはいけないこと。 

話し合いの中でスタッフが、話を振った方がいい場合、話を遮った方がいい場面、沈黙し

た方がいい時。 

こういった様々なポイントを「イーグルアイ」で俯瞰し、グループワークを展開するのがファ

シリテーター（促進者）の「しごと」です。 

ユーザーの自主活動であるクラブ活動とそれ以外とでは、スタッフの関わり方は当然異な

りますが、関わる方針は同じです。どういう立ち位置でグループワークを促進するかの違い

があるだけです。クラブ活動へ関わる際に、スタッフには「進行的」な役割がなく、活動のあり

方には意見は言えても、活動そのものに口をはさむ立場にはありません。 

参加者に「出会い」を促進する人がファシリテーターだと考えています。 

ミーティングの参加者が何と「出会う」か。 

相手は、「他者」、「課題」、「自分自身」。加えて、課題の背景にある社会問題。 

 とは書いたものの、非常に難しい課題です。 

 ミーティングを終えてから、スタッフである自分への「ダメだし（自己点検）」をするものの、結

局自分が一番かわいく、そう簡単に次へ生かす点検とはなりません。逆に被害的症状のある

ユーザーは、自分への「ダメだし」が自己否定につながりかねません。それが仮に精神疾患

による認知の歪みであったとしても。 

 

 

 

「私とあなた」を超えた「関係性」へ 

ミーティングを実施するにあたって、精神疾患によるユーザーの「認知のゆがみ」や「社会

的認知」の課題には、精神保健福祉士として、スタッフとして、当然配慮が必要になります。

視線の合わせ方や姿勢・態度、発言の意味内容の確認等です。 

しかし、ユーザーの「認知のゆがみ」を、「障害」の問題としてスタッフが認識すること自体

に、「健常者」としての「認知のゆがみ」はないのか。 

これもまたスタッフとしての自己点検課題です。 

全ての人間は、一人ひとり「認知のゆがみ」を持っています。それを「ゆがみ」と表現する

程度があるか否かという問題があるだけのことです。 

残念ながら、何らかの「修行」をしない限り、「関係性」を介さないところで、自分の「ゆがみ」

を自分で見ることは出来ないでしょう。筆者には「でしょう」としか書きようのない課題です。 

ですから、「関係性」の課題が重要なのです。「茨精研」ICCAMのキャッチフレーズ。 

 

「何色ですか？あなたの（わたしの）こころのサングラス」 

（サービス管理責任者 斎藤 悟） 
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表 1 光風会の社会福祉事業内容 

 

１．就労継続支援 
事業 B型 

① 笠間焼製品の作成 
a．オカリナ、鳩笛の製造 

b．食器、植木鉢の製造 

② 笠間焼製品の販売 
a．上記①の製品の委託販売 

b．陶炎祭等への参加・販売 

③ 創作・制作活動 
a．自由に陶芸を楽しみ、表現する 

b．作陶研修、陶芸展鑑賞 

④ 社会･生活活動 
a．実習生依頼への対応 

b．陶芸教室の開催 

⑤ サテライト活動 
（泉町ギャラリー） 

a．製品販売、委託販売 

b．常設展示、企画展の開催 

２．生活訓練事業 

① 通所 
訓練 

A.自己対象化 
活動 

a．ICFに基づく「私のノート」等を用いたミーティング 

b．カミングアウトへの支援 

B.日常生活 
訓練 

a．自立を図るための、食事会、入浴、金銭管理ミー
ティング等による日常生活訓練 

b．活動ミーティングを通した計画性獲得の訓練 

C.対人関係支援 
a．自分の話をする、他人の話を聞く 

b．コミュニケーション課題における自己表現の支援 

D.社会性支援 
a. 地域生活のルール等に関する学習会 

b. 社会資源の学習会（Study Of Life） 

② 訪問訓練 

a. 自宅での生活(くらし)をつくる支援 

b. 交通機関、金融機関、役所等の活用支援 

c. 対人不安等へ対処するための外出訓練 

３．生活介護事業 

① 日常生活援助 

a. 買い物等の外出援助、交通機関等の利用援助 

b. 食事、健康管理等の援助 

c. 「後始末」に関する援助 

② 作陶等の創作活動援助 

③ その他、個別支援計画に基づく社会生活上必要な援助 

４．短期入所事業 
① 食事課題への対応  ② 入浴援助・支援  ③ 生活訓練 
④ 生活相談        ⑤ 健康管理 

５．共同生活 
援助事業 

① 調理、洗濯及び掃除等の家事への支援 ② 相談及び助言 
③ 余暇活動の支援 ④ 健康管理・金銭管理の援助 

６．地域活動 
支援センター 
経営事業 

① 当事者活動 
a. クラブ活動(ユーザー3名以上の申請による) 

b. 各種ミーティング 等 

② 社会活動 
a. カミングアウト活動 

b. 社会資源調査団 等 

③ 文化活動 
a. 日本伝統文化に即した年中行事 

b. 飲茶会 等 

④ 生活活動 
ａ. 昼食会・夕食会・食事会（ｽﾀｯﾌ企画） 

b. 入浴 等 

⑤ 訪問支援 
a. 介入訪問 

b. 要請訪問 

⑥；地域交流啓発事業（餅つき交流会等） 

７．相談 
支援 
事業 

特定 ① 計画相談支援（サービス利用計画の作成） 

一般 ② 地域相談支援（地域移行支援及び地域定着支援） 

 
③ 基本相談支援 

④ 受託相談支援 

８．緊急電話相談事業 ① 24時間 365日対応緊急電話相談 
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