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〈論文〉

傾聴をどう学ぶか
―上智大学グリーフケア研究所での経験から1）―

葛 西  賢 太

1.　はじめに
私たちは人生の中でさまざまな喪失を味わう。家族やペットや大切な友人

を喪い、大切なものを紛失し、名誉や地位を失い、そして自分自身の死も迎
える。生を承けることは、やがて失う定めにあるものを所有させられるこ
と、といえるかもしれない。

避けがたい喪失に直面している人を、他人が支えることができるだろう
か。この疑念は、たとえば、重篤な病に伏している友人のお見舞いに行くべ
きか悩み続けたすえに、結局、行きそこなう、といった結果をもたらすこと
もある。だから、医療や福祉の現場で活動する専門職だけでなく、ふつうの
人が、喪失の語りを聞くことにも一定の意味があるのだとおもう。またそれ
を学ぶとしたら、どのように学びうるのか。

グリーフケア／スピリチュアルケアと呼ばれる傾聴のあり方、またその
学びは、つかみどころがないともいえる。そのため、比較するよりどころ
として、臨床心理の傾聴との共通点と相違点にも触れながら論じてみたい。 
まず、人生を物語る意味、傾聴する意味について考えながら、傾聴をめぐっ
て誤解されがちと私が考えていることを指摘したい。そして、私の奉職する
上智大学グリーフケア研究所の成り立ちと、人材養成講座の概要について紹
介し、どのような傾聴者養成が行われているかを説明する。ついで、傾聴者
のモデルを考えるよりどころ―臨床牧会教育と臨床心理―を並べてみ
る。その並置によって、私たちが傾聴者に期待する専門性とは何か、傾聴に
ついて学ぶことにどんな意味があるのかを確認しておきたい。そして、グ
リーフケア／スピリチュアルケアという実践を持続可能にするためには私た
ちが何を心得ればよいかを問うて、まとめたい。
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2.　人生を物語る意味、傾聴する意味
グリーフケア―喪失の痛みへの手当て―ということを考えるとき、私

たちの常識に二つの誤解があり、補足の必要があると、私は考えている。
第一の誤解と補足は、喪った人や物を忘れられるよう手当てするのではな

く、むしろていねいに思いだすことに、痛みを部分的にやわらげる道がある
のではないか、ということだ。また、悲しみを忘れるように期待したり促し
たり、あるいは忘れないあり方をその人の人格的な弱点とみなしたりするの
ではなく、忘れないという選択があると認めることだ。
『ナルニア国物語』などで知られる作家 C・S・ルイスは、彼自身の愛妻

を亡くした痛みを観察し、『悲しみをみつめて（A Grief Observed）』2）を著
している。彼は、喪に服している彼にそそくさとおくやみを述べてすぐに距
離をとる周囲の人々が、彼との適切な接し方に迷いとまどっているのを感
じ、困惑している。いつ終わるともしれない、彼女はどこにいるのかと悶々
とする手探りの中で、彼は自身が、〝悲しみに打ち克って妻のことを忘れら
れるようになる”のではなく、むしろ「部分的に打ち克ったからこそ彼女の
ことをよりいっそうよく思いだしている」と気づく（Lewis 1994, 44–45）。
いいかえれば、妻を亡くした痛みを忘れるのが目指すべき方向なのではな
く、妻のことをいっそうよく思いだしていくことのなかに、痛みの部分的な
緩和もあるのだと。そして、また遺族たちが「故人を忘れたくはない」とし
ばしば述べるように、ルイスも、妻を忘れることを望んではいないことを強
調する。

悲しみに部分的に打ち克つこととは、故人をいっそうよく思いだすことで
ある、というルイスの洞察には、故人との関わりを絶つつもりはないという
強い意思が確認される。同時に喪失の悲しみ・痛みが完全に消去されるわけ
がない、なぜなら故人はかけがえのない存在であるからという確信も裏書き
される。であれば、忘却ではなく記憶の強化という逆説は、遺族としての心
からの願いに沿った向き合い方といえるだろう。世の常識とは異なるけれど
も。

第二の点は、ケア（care）という語の原義が、けっして好ましいものだけ
を指示してはいないことである。日本語では「ヘアケア」「スキンケア」と
いった用法にみるように、「ケア」は好ましい「世話」「手当て」を限定的に
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意味する。そのために日本語の文脈ではケア「する」ことへのこだわりや、
成果主義的な評価が課せられることもある。

しかし英語の〝care”は、「世話」や「手当て」に加え、「気にかける」「気
にする」「気に病む」という否定的な意味も含み、英英辞典には同義語とし
て〝grief”があげられてさえいる。そうみると grief care とは、同語反復
のようだ。喪失の痛みを痛むこと（grief を grief すること）、という意味に
なってしまう。いや、同語反復こそ、グリーフケアという実践の実際なので
はないか。つまり、グリーフを遠隔操作で「癒やしてあげる」方法などな
く、むしろ一緒に「痛みを痛む」ことが実際なのではないか。

だからこそ、喪失の痛みを言葉にしてもらうこと（グリーフケア）の意義
がある。が、それは、胃から溢れそうな内容物を「吐き出してしまえばすぐ
に楽になる」ような簡易なもの3）ではなく、言葉にするに苦しみ、言葉に出
したあともその是非の悩みを引きずる、聴いた人も（同じではないが）痛み
や苦しみを味わう、という重い行為である。そのような行為に関わる傾聴者
は、語る人のそばで聞くことを許されうる者であるほうがよい。たとえ料金
をとる専門職でなかったとしても、言葉にされる場所に立ち会う注意深さを
そなえた人であることが好ましい。

グリーフケア研究所は、そのような傾聴を学ぶ場所として存在している。

3.　上智大学グリーフケア研究所 4）の成り立ちと概要
グリーフケア研究所ができるきっかけとなったのは 2005 年 4 月 25 日、

JR 西日本で起きた、107 名が犠牲になった列車脱線事故であった。JR 西
日本は、けがをした乗客や、犠牲となった遺族への謝罪を続けるとともに、

「『安全で安心できる社会づくり』の一端を担いたいとの思いから、事故や災
害に遭われた方々などへの心身のケアに関わる活動や、地域社会における
安全構築に関わる活動に対する支援及び安全に関する啓発活動等を行」う、
JR 西日本あんしん社会財団5）を設立した。事故の場所に最も近い聖トマス
大学の教員であった髙木慶子シスターは、それ以前から遺族会での傾聴活動
を続けていた。JR 西日本は彼女に、「事故や災害に遭われた方々などへの心
身のケアに関わる活動」の担い手の養成場所として、日本グリーフケア研究
所の設立を託した。聖トマス大学の閉学に伴い、この事業が上智大学に移管
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されることになり、2009 年より大阪サテライトキャンパスで、また、2014
年より東京の四谷キャンパスでもグリーフケア研究所の人材養成講座がス
タートすることになり、現在に至っている。

現在、600 名を超える修了生が、社会の中でさまざまな活動を行ってい
る。2020 年度に在籍していた受講生は 260 名で、遺族と看護師が多いが、
福祉職や心理職、また医師もいる6）。グリーフケア研究所の授業は、最初の
2 年間の学び（人材養成課程）ののち、選抜を経て三年目の「資格認定課
程」、さらに選抜を経て、臨床現場での多職種連携を意識した四年目の「専
門課程」が隔年開講で用意されている。水曜夜と土曜日 1 日がかりで行わ
れる授業は、講義形式の座学と、グループワーク中心の演習とに分かれてい
る。座学の授業では、キリスト教人間学 7）、宗教学、死生学、グリーフケア
原論、スピリチュアルケア原論、グリーフケア援助論、精神医学、臨床倫理
等の科目で、私たちの価値観を支える諸宗教や諸文化の知識、実践を支える
理論などを学ぶ。いっぽう、演習科目では、グループワークで話を聞きあう
実践を重ねる。〝傾聴される経験を通して、傾聴されるとはどういうことか
を経験していく”のだ。そして、〝他者理解のために自己理解も深める”こ
とに焦点がおかれる。

傾聴は他者理解を目指すとおもわれるのに、なぜ自己理解にも焦点が当
たるのか。その理由はいくつかある。一つは、他者の感情を認知するため
に、人間が自己の感情を参照することが知られているからだ（鈴木 2016, 
110–111）。相手の話を正確に聞き取り、正確に理解することは大前提では
あるが、自己の感情や価値観を通して他者の感情は想定され、また聴いた話
は感情や価値観によって色づけられる。押しつけの助言癖、先入観による見
下しや否定、当たり障りのない応答としての全肯定、問題解決を急ぐ傾向な
どは、グループワークで現れるので、自覚すれば修正することもできる。他
者の「完全な理解」「完全な受け入れ」「完全な寄り添い」はあり得ないので
あれば、自分本来の聴き方も生かしつつ（自己理解があってこそ、その自己
の聴き方を受け入れることができる）、他者が語る一期一会の場にしっかり
と立ち会えるよう自分を整えていくことが、残された道となる。また、｢完
全な他者理解が可能｣ という幻想を解き、「不完全だが誠意を込めた他者理
解を探究する」謙虚な姿勢を確認することによって、必要以上に自責や他責
の感情を生まぬように心がけることが肝要だ。
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4.　傾聴者のモデル―臨床牧会教育と臨床心理
私たちは、傾聴者のモデルとして、臨床心理学を学んだ心理職であるこ

とを前提としていない。宗教文化を重要な学びの源泉としているが、「宗教
者であれば傾聴ができる」などとも考えていない8）。自分自身の生育歴を知
り、癖を知り、（ひょっとすると未自覚の）可能性を知ることによって、自
分自身のあり方を徹底して確認しておく。自分にできないことがたくさん
あることを知っているから、不必要な引け目や罪責感を抑えることができ
る。備えがあるから、病む人や痛む人のそばに立つとき、不必要な遠慮を抑
えて、耳を傾けることがかろうじて可能になる。それは、いつの日か自分自
身が病み痛むときに、ただ病み痛むだけに終わらない経験にもつながるだろ
う。

心理職ではない傾聴者として私たちが想定しているのは、臨床牧会教育
（Clinical Pastoral Education）という訓練を受けた、チャプレンと呼ばれる
存在である。もともとは施設付きの牧師を指す言葉であったが、その職務の
一つとして行っていた傾聴のための訓練が、臨床牧会教育として独自の発展
を遂げたと考えることができる。

チャプレンはさまざまな施設や場所に勤める。米国では、学校や病院、刑
務所や軍隊の他、米国議会、レース場、警察、精肉会社等々、さまざまな場
所 9）で、病む人や痛む人の声を聞く（Doblmeier 2015）。臨床牧会教育の
場所も上述のような施設で、そこで実際に傾聴者として働きながら、同時
に、自分自身を掘り下げるためのグループワークや、指導者とのスーパービ
ジョンを重ねる。

現在は、キリスト教以外のさまざまな宗教の、あるいは無宗教のチャプレ
ンがいる。けれども傾聴の場は、チャプレンの宗教に合わせて語り手が存在
するのではなく、語る人がいて、チャプレンがそれに合わせて聴くのであ
る。だから、仏教徒やムスリム（イスラーム教徒）のチャプレン10）が、患
者から、新約聖書を読んでくれなどと頼まれることやキリスト教の祈りを求
められることがあるし、場合によっては篤信の患者に教えてもらってでも、
それらを真摯に行ったというエピソードを耳にする。

臨床牧会教育を創始したのは米国の Anton T. Boisen という人物である。
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複数の病院、とくに精神科での患者の苦しみを傾聴して深く理解する必要を
説き、じっさいに彼自身が個々の患者の内面を受けとめる仕事を重ねた。彼
は、当時の宗教心理学や精神医学の研究を渉猟して、一人一人の人間を尊重
し「人間という生きた教科書（Living Human Documents）」を読んで学ぶ
ことを提唱する（Boisen 1936, 185; Asquith 1982）。これは事例研究の先
駆的なものとみることができるが、Boisen のこの語は、事例を集めて普遍
的な現象を見いだすことよりも、各人の唯一無二の個別性を読むことが強調
されている。

彼は長老派の牧師であったが、両親から受けたかなり厳格な道徳観に苦
しみ、のちに会衆派に移ることになる。友人であり助言者でもあり、彼が
心から結婚を願った女性がいたが、彼の愛を向けられた彼女はそれを断っ
たまま病没してしまう。きわめて親しい女性への愛情がなぜか受け入れら
れない状態の中で、彼はいくどか統合失調症の症状を呈するようになる。
みずから精神科の患者を体験するが、彼女の死後は症状が現れなくなる

（Hiltner 1965, 7–8）。彼の「人間という生きた教科書」を精読するという
着想は、弟子たちに受け継がれ、現在は臨床牧会教育を受けた一万人を超え
るチャプレンが、米国臨床牧会教育協会（Association for Clinical Pastoral 
Education）で活動している。

この臨床牧会教育をそのまま導入するのではなく、世俗化し宗教的なリテ
ラシーが下がった日本社会に合わせて調整したプログラムを、上智大学グ
リーフケア研究所では提供している11）。そのために、諸宗教や諸文化につい
て教養として学ぶ科目を用意するいっぽうで、自身の宗教的あるいは非宗教
的な価値観を確認しつつ、他者のそれと比較もしながら相対化／再評価して
いくことを演習科目で行うのである12）。

5.　傾聴者の専門性はどこにあるか
グリーフケア研究所が想定するのは、大切な人・あるいは物の喪失とい

う、原状復帰が困難な事柄である。その痛みを忘れるのではなく、むしろ
失ったものをていねいに思いだすことが部分的な痛みの緩和につながるとい
う、ルイスの発見を先に述べた。癒えない痛み、癒やしたくない悲しみもあ
る。この世にはとてつもない不条理もある。それらを前にした人間の無力を
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認め、無力な者として、しかし真摯な姿勢で相手を「敬」聴する営みを目指
す。それは、癒やしてあげる、あなたの苦しみはわかる、という思い上がっ
た姿勢とは対極にあるし、無力が出発点だから、｢見舞いに行くのが怖い｣
のは当然で、むしろつねに恐れをもってお相手に関わるほうが自然である。

このような姿勢は、しばしば、「Doing より Being」と説明される。何か
の行為をすることではなく、時間を割いてそこにいる（presence）ことが大
事で、たとえば医療者が行う医療行為と傾聴が対置されるのである。これも
誤解されやすいことだが、この Being/presence は、実のところ、無為とは
言いがたい。痛む人のそばにいるとき、傾聴者の身体は静かに坐っていたと
しても、同時に傾聴者は痛む人を観察し、病む人の内面を探り、傾聴者自身
の内面も探り、人間を超えたものの加護を求めるという精力的な活動を行っ
ている（武田 2021, 106–111）。

この Being/presence は、座学では教えることができないと私は考えてい
る。なぜなら、痛む人の語りを聴くとき、傾聴者側の内面でなにが起こるか
を正確に語る言葉・それを正確に受けとる言葉を私たちは共有していないか
らである。哲学者や神秘家や宗教者の仕事などはそのような言葉にあたるか
もしれないが、広く共有されているとは言いがたいであろう。傾聴者の内面
で起こることは、傾聴者の生育歴や価値観、信仰の有無や性格によってこと
なり、おなじものはないはずだ。性格や価値観や自身の経験が、語り手の言
葉にどのように反応するのか、自覚している人は少ない。だから、グルー
プワークの中で、他のメンバーとの間に起こることと、他のメンバーから
フィードバックされることと、自分の内面に起こることとをすりあわせて、
｢そこにいる Being/presence｣ とはどのようなことかを自分の経験に位置づ
ける、臨床牧会教育の方法が意味をもつ。

このような方法論の前提にあるのは、語り手となる痛む人が、一方的に、
情報を提供する「対象」となったり、観察や診察の ｢対象｣ となったり、治
療の「対象」となったりするのではなく、そこに関与する傾聴者も、場を構
成する一人として語り手から影響を受けつつ語り手にも場にも影響を及ぼ
す、という双方向の関わりをみる立場である。この点で、臨床牧会教育も臨
床心理も関心が重なっている。

臨床心理の傾聴の効果を左右する要因についての研究が行われている。さ
まざまな技法や流派があるが、じつは、技法の違いによる効果の差は少な
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く、むしろ、さまざまなアプローチや技法に共通する、関係構築に寄与する
ような要素がもたらす効果のほうが大きな差を生み出すことが知られている

（Lambert and Cattani-Thompson 1996, 603–604）。
効果を左右する要因として挙げられている第一は、語り手側の動機づけ

が高く、人間関係力も高く、自己洞察力も高い場合である。そのような人
は、言語による自己表現も巧みであろうし、語ることを通して新しい経験・
挑戦・発見をすることに開かれているであろう。だがそのような条件の整っ
た人はむしろ少なく、また、そのような人のように見えて、強い価値観の枠
組みや経験の軛で内面が縛られていることもある。だから、第二の、聴き手
が、温かみ、共感的理解、共感的関与の程度が高く、関心・理解・尊敬を示
し、語り手から信頼される場合に、語り手のもつ前述の力が促進されうるこ
とのほうが現実的である。また、傾聴の勉強が進んでさまざまな技法を学ん
だ上級生よりも、勉強を始めて日が浅くまだ技法を習得していない、（語り
手に対して）新鮮かつ真摯な態度を取る下級生のほうが、語り手からの全般
的な評価が高いこともしばしば指摘されている。

臨床牧会教育による傾聴者養成は、このような聴き手の姿勢について学ぶ
ために、聴き手自身が自己探究するように促すところに特徴があると私は考
えている。ただし、訓練や座学による学びはもちろん無駄ではない。なぜな
ら、他者の人生を理解しようとするいとなみには、知らないと私たちが陥り
がちな誘惑が随所にあるからだ。

6.　人生を理解しなおす
私たちが目指す傾聴者は、苦痛の解消を第一に目指すわけではない、けれ

ども、人生を理解しなおすことによって、結果として苦痛が緩和される（癒
える）可能性はあるかもしれない。その際に、家族だから気持ちがわかると
いう思い込みや期待、心理学の知識があるから癒やせる、深い信仰があるか
ら癒やすことができるといった思い上がりへの誘惑には注意する必要がある
だろう。

社会学者のアーサー・フランクは、自分自身ががんに罹患した際に、自分
の語りがどのような力に絡め取られ、周囲の人々が自分の語りをどのように
変形して受けとめるかについて述べている（Frank 1998, 200–206）。がん
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患者としての彼の語りは、三つの語りに絡め取られてしまう。三つとは、原
状復帰の語り（おかげさまで治りました……実際には再発を恐れながらの寛
解であっても）、混沌の語り（原状復帰を期待する周囲の人々の前で、不安
や恐れに動揺している自分を突きつけてしまい、周囲をとまどわせ、距離を
とられてしまう）、探究の語り（病の深い意味を悟る話を周囲は喜んで聴く
が、病が重篤になると話を聴くのを避けるようになる）の三つである。

私にとってとくに興味深かったのは、親友や家族の傾聴ならではの難しさ
としてフランクが挙げていることがらである。原状復帰の語りや探究の語
りにみるように、親友や家族が患者の話を聴くとき、彼らの意識にあるの
は、元気な時の患者の姿であり、いつかそれが取り戻されると期待してい
る。元気を失ってしまった患者、以前とは違う患者は、文字通り彼らにとっ
て別人であり、無条件の親友、無条件で愛せる家族ではなくなってしまうの
だ。両者のずれが家族も友人も、そして患者をも苦しめることになってし
まう（Frank 1998, 205; 208）。フランクは、原状復帰や混沌や探究の話に
からめとられずに、「ただ聴く」姿勢について詳しく述べて、それが、刻々
と変化する患者のそばに居続ける方法ではないかと提案する（Frank 1998, 
206–208）。

フランクの指摘は、私たちが健康か病気かの二分法にとらわれがちである
ことも示唆する。実際には、両者の間にさまざまな状態がある。がんに罹患
して手術などの治療を行い、再発するまでの寛解の期間は、健康といえるだ
ろうか。ぜんそくなどの慢性疾患を抱えて ｢元気に｣ 生きている状態は、健
康といえるだろうか。多様な、そして他者の未知の状態に耳を傾けて、他者
の体験に関心と敬意を保ち続けるためには、人生を導くような信念や信仰
も、時には、軛となるだろう。たとえば、男はこうあるべき、女はこうすべ
き、○○はこのようになるべきだ、といった価値観。あるいは、╳╳してい
れば△△にはならなかった、という後悔の念には、△△は受け入れがたい、
╳╳は好ましい必要なこと、という価値観がある。このような、人生を拘束
する信念（拘束的 constraining ビリーフ）と、人生を展開させる信念（助
成的 facilitative ビリーフ）とがあることを自覚し、両者を拾い上げててい
ねいに取り扱っていくことが、苦しみをやわらげるための方策でもあると、
家族看護学のロレイン・ライトは提案する（ライト 1996, 44–45）。人生は
直線ではなく、選んだ人生と共に、選ばれなかった人生にも光を当てるよう
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な心理学研究も近年提唱されている（サトウ 2006）13）。これら周辺諸学の
成果を取り入れて更新される教育を、グリーフケア／スピリチュアルケアに
ついて、提供していきたい。

7.　臨床心理の教育と臨床牧会教育
臨床牧会教育の独自性を説きながらも、私は、しばしば臨床心理の研究を

引き合いに出してきた。認知行動療法が隆盛を誇るいっぽうで、近年、感情
焦点化療法のような、心理療法の統合が試みられている。感情をどう扱い、
自分自身や他者についての大きな気づきをもたらすことに焦点が当てられて
いる（グリーンバーグ 2006, 24）。「宗教的か否か」で、そのような気づき
の深浅を問うことは、あまり意味がない。

臨床牧会教育が目指しているグリーフケアやスピリチュアルケアの実践
は、臨床心理よりも、実存、意味、超越（宗教が扱う事柄としての人間を超
えたもの）に力点を置くが、真摯な臨床心理実践は、当然のことながらこれ
らにも踏み込む。グリーフケアやスピリチュアルケアには、臨床心理実践の
知見が取り込まれてきた。それは、善意や宗教的献身だけでは限界があり、
語り手をよくみず、場をよく吟味せずに提示される善意や宗教的献身には弊
害も多くみられたからである（大村 2015）。

現在の臨床心理の面談が、｢主治医の指示のもと｣ で、初回面接で治療契
約を結んで約束事を確認するという手続の上に展開するのに対し、グリーフ
ケアやスピリチュアルケアの場合には、そのような形を取り得ない。立ち話
や声かけからぐっと深い話が展開することがしばしばで、それが最後の機会
になることも多い。ともに一期一会の出会いの中で、二度と聴くことのでき
ないお話を聞かせていただく。語ることで治療する（｢悪いものを吐き出さ
せる／取り出す｣）ではなく、語りながら人生を再確認・再構成していただ
くための伴走者として、消えることのない痛みや苦しみを抱えたまま、そ
れらを緩和することを目指す姿勢は、治癒（cure）を目指すのではなく回復

（recovery）を目指すともいうことができる。
臨床心理から臨床牧会教育が学ぶべきものとして、私が近年、必要を強く

感じているのは、一つは臨床心理の倫理である。そしてもう一つは、認知の
凹凸（discrepancy）についての視点である。
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発達障害の特性の理解と早期からの対策は、本人自身の幸福のためにも、
また社会環境の保持のためにも、近年重視されており、複数の心理テストに
よって発達障害をスクリーニングすることができる。その治療は、臨床牧会
教育を受けた傾聴者の直接の仕事とはいえないだろう。むしろ心理職や医療
職の領分だ。だが、発達障害よりも弱く個性よりは強いような「認知の凹
凸」はどうだろうか。14）

たとえば、「聴力」にはなんの問題もないが、口頭で指示されたことを耳
で聞いて心に留めて理解し行動するのに苦労する人がいる。そのために他の
優れた能力が認められない人もある。いっぽうで、このような人が、言語の
処理能力が高いために ｢出世｣ して、他人の人生を左右する役職に就きなが
ら、本人も周囲も苦しんでいることもある。こうしたひとたちは、どのよう
な人生経験をしているだろうか。

痛み病む語り手の人に、このような ｢認知の凹凸｣ があるかもしれないと
予測して聞くのは当然のことである。忘れてはならないのは、傾聴者の側に
も（立派な宗教者や訓練を重ねた教師になっていても）「認知の凹凸｣ があっ
てそれに気づいていない可能性である。傾聴者の善意や愛を強調するだけで
なく、このような ｢認知の凹凸｣ の有無や状態が人生をどのように色づける
のか、それを学んでおく必要があるのではないだろうか。その上で、宗教の
問題や価値観のずれを扱うことができる臨床牧会教育の強みを生かし、臨床
心理との共存が可能になるのではないだろうか。

8.　おわりに―持続可能であること
私は、グリーフケア研究所での傾聴実践の訓練について、いくつかの課題

があると感じている。受講生の中で最大の集団は緩和ケアに関わる医療者で
ある。しかし、「死の床」に臨むものだけに限定されない、自然に話を聴く
市民のボランタリーな広がり（Kellehear 2012）を作り出していきたい。そ
のためには、狭義のケア専門職だけでなく、それ以外の人たちの参加が欠か
せない。

なにが「ケア」なのかをある程度説明できるような専門性や倫理の共有と
確立も必要である。グリーフケア／スピリチュアルケアは、最初の出発点が
宗教的な献身から生まれたものであるために、愛や善意からでる無限の献身
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と期待され、かえって傾聴実践のハードルが高く考えられがちである。ひと
りひとりの愛や善意による事柄ではあるけれども、それを維持するために
は、個人の愛や善意に頼らない、合理的に「持続可能」な傾聴実践を整えて
いく必要がある。そうならなければ、一時的な ｢こころのケア｣ の流行にと
どまり、他人を癒やせる自分になりたいという欲望をくすぐるだけで終わっ
てしまうのではないかと危惧するのだ。
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注

1） 本論考は、2021 年 7 月 31 日、東洋英和女学院大学死生学研究所の公開連続講座
「スピリチュアルケアの可能性」での講演内容に基づき加筆したものである。

2） 本書は、まず 1961 年に、N. W. Clerk の筆名で発表され、ルイスの死後の 1966
年に本名で刊行されている。

3） 「吐き出せば楽になる」という助言には、記憶を、きれいに排出できる質量をもっ
たもの（嘔吐物のような）のように考える不正確な喩えが背景にあると思われる。
実際には記憶は、消えない痕跡とみる方が自然だ。古い断層が地震を引き起こし、
その地震が新しい断層を作り、その断層がさらに将来の地震を呼び込むように、移
動や変形はしても消えないものと考える方が適切だろう。

4） 1974 年に創設された上智大学カウンセリング研究所のカウンセリング講座は、
2014 年度をもって閉じた。大学の心理学科とは独立した講座であった。創立者の
イエズス会士・小林純一は、参加者の自己理解のための実験的なグループワークの
方法（グループメンバー同士が観察しあいフィードバックしあうマイクロ・ラボラ
トリー・トレーニング）を工夫し、40 年の歴史のなかで 6000 人が受講したという。
小林の没後は進路指導のための研究が中心となっていたようだ。直接のつながりは
ないが、グリーフケア研究所はかつてカウンセリング研究所があった場所を引き継
いでいる。

5） JR 西日本あんしん社会財団ホームページ（https://www.jrw-relief-f.or.jp/）、2021
年 11 月 3 日参照。

6） リタ・シャロン（2011, 27–29; 83）や井口真紀子（2021, 30–33）が指摘するよ
うに、医師に「高い人間性」を求めるのだから、人間として医師が迷い悩むことも
許容されるのみならず、迷いや悩みを表現するよう推奨されてよい。医師教育の中
で倫理教育を重視する流れがあるが、こうした「べき」だけでなく、おそらく、医
師自身の迷いや弱さ―弱くあること―を適切に扱うことが、患者や家族の弱さ
を適切に扱うことにつながるのではないかと、私は想像する。

7） 上智大学はイエズス会が設立母体のカトリックの大学であるが、大学そのものは世
俗の大学である。ときに尋ねられることだが、グリーフケア研究所で学ぶにあたり
クリスチャンになることを求められることはない。「キリスト教人間学」は、信者
になるためではなく、人間理解のよりどころとして、（上智の場合は）キリスト教
の経験を共有することで利他精神や人間性の深化を促そうという科目である。学部
学生にもこの科目が開講されている。

8） 日本の事情に即していえば、世襲の宗教者の多くは定まった儀礼以外は自信がない
であろうし、一代目は世代を超えた経験の共有が不十分であろう。「宗教者だから
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死生観が定まっているに違いない」「宗教者だから死後の世界を信じているので死
は怖れない」とみなすのは、宗教者が一人の限界ある人間であることから目をそら
していると私には感じられる。

9） 学校、病院、刑務所、軍隊のチャプレンについては少し知られていても、米国議
会、レース場、警察、精肉会社のチャプレンというのは想像しにくいかもしれな
い。米国議会の議員やそのスタッフは常に緊張を強いられるし、正論が常に通るわ
けでもない不条理感を味わうだろう。その時に一人の人間として弱さを打ち明けた
り、一緒に祈ってもらったりする存在として米国議会のチャプレンはいる。米国議
会に勤める人たちのための宗教儀式を司式したり、非常時には議会そのものの倫理
的な助言者として発言したりもあるが、政策には関与しない。レース場のチャプレ
ンはレーシングチームの一員の出自で、事故死の危険を伴う場でみなのために祈
り、レーサー自身や家族の声を聴き、葬儀を司る。警察のチャプレンは、警官と容
疑者との間を取り持ったり、拘束されている容疑者のために礼拝の機会を提供した
りして、人権擁護と和解のために働く。精肉会社で働くのは、英語に不自由もあ
り、身内が近くにいない移民などが多く、その不安を聴き、適切な専門家につなぐ
仕事をするのが精肉会社のチャプレンである。

 　以上のように説明すると改めて浮き彫りになるであろうが、日本でいう信教の自
由（公的領域に個人の宗教が持ち込まれることを防ぎ、また信じない自由を確保す
る）と異なり、宗教者としてのチャプレンの仕事は、宗教実践をする自由や機会
を、それが難しい場所で確保することにもある。

10） イスラームの神学を学び、イスラームのチャプレンのための臨床牧会教育を提供
する機関として、たとえばコネチカット州のハートフォード国際宗教平和大学

（2021 年まではハートフォード神学校）がある。
11） 臨床牧会教育は、1960 年代に、一度、関西を中心に導入が試みられた。関西牧会

カウンセリングセンターおよび日本牧会カウンセリング研究会の関係者には、ユン
グ心理学者として知られている同志社大学の樋口和彦、牧会カウンセリングの重要
な著作の邦訳と教育に携わった聖和大学の西垣二一、淀川キリスト教病院にホスピ
スを設立した精神科医の柏木哲夫、同病院のチャプレンをつとめたのちに関西学院
大学で教鞭を執った窪寺俊之、ルーテル神学大学で 30 年間カウンセリングを指導
したケネス・デールなどがいた。大学などにおける牧会カウンセリングはほぼ臨床
心理の学科とカウンセリングに取って代わられてしまった。

 　けれどもそれは宗教的傾聴者の消滅を意味しない。谷山らの調査（谷山他 2020, 
30）では、宗教立の病院のみならず、さまざまな緩和ケア病棟に出入りしてい
る宗教者がある。また、現在、病院の国際的な格付けの基準の中に、宗教的な事
柄を取り扱うことのできる相談者の在籍があげられている（Joint Commission 
International 2021）。
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12） 多様な宗教や価値観を背景にしたさまざまなチャプレンが実際に存在するという事
実に触れることは、傾聴者にとって学びにも励みにもなる。2021 年より「チャプ
レン研究会」という学びの会（https://chaplaincy-studies.blogspot.com/）を行っ
ている。

13） サトウタツヤらが提唱するのは、不可逆的な時間の中にある人生を、複数の選択や
分岐点を持つものとして、対極的な選択も視野に入れて確認することで、単線的な
ものではあり得ない人生と文化との関わりを豊かに捉えようとする質的心理学の研
究方法論である。語りを重視しているたてまえの従来の方法論 ( 医療や看護の領域
でよく用いられるグラウンデッド・セオリー・アプローチなど ) は有用であるが欠
点をはらむ。語られないこと、語るのを避けていること、選ばなかった選択を取り
こぼしていることに気づかず、語り手や聴き手の価値観の枠の中で単線的な人生径
路を想定してしまいがちであることを、乗り越えようとしている。研究方法論であ
るが、サトウらの提唱は、グリーフケアの傾聴者のあり方としても重要な指摘をは
らんでいると考えられる。

14） 臨床心理学のはじまりは、現在でいえば発達障害の特別支援教育に当たるような
クリニックをペンシルバニア大学に開いた L・ウィトマーである（亀口 2016）。発
達障害への注目が高まるにつれて、彼の仕事の価値が見なおされている。ただし、
私がここで強調したいのは、発達障害と明確には診断されないような「困りごと」
が、日常生活の生きづらさの蓄積や、傾聴の場でのどのようなハードルをもたらす
かに目を留めるまなざしである。
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Teaching Clinical Listening 
at the Institute of Grief Care 

of Sophia University

by KASAI Kenta

We all experience loss and bereavement in our lives. We lose family 
members, pets, friends, precious items, our status, and at the end, our-
selves. We are all destined to lose precious things when we are born. How-
ever, it is difficult to attend to a person who is about to experience serious 
loss. Sometimes we fail to visit our terminally ill friends in the hospital 
because we are afraid to see their suffering. 

The acquisition of Clinical Listening, a semi-professional and non-
denominational listening attitude, based on Clinical Pastoral Education, 
is what our Institute offers for people in this predicament. We suggest our 
students become aware of themselves by listening to each other in small 
groups. Their own experience of being well-listened to in training is help-
ful for them to learn how the experience of being well-listened feels. The 
formation of such attitudes is helpful not only for human care profession-
als, but also for citizens interested in care.

In this essay, first, I suggest that to remember the loss is crucial to 
partial recovery. Second, I briefly explain the process of the founding of 
the Institute of Grief Care at Sophia University, and its training program. 
I then compare the idea and practice of Clinical Pastoral Education and 
clinical psychology to understand the former better. Recent developments 
in clinical psychology encourages us to be conscious of the cognitive 
discrepancies of not only those being cared for but also the caregiver. To 
know oneself should be the foundation of Clinical Listening.


