
ナラティヴ・セラピー発祥の地

ニュージーランドで感じ、学ぶ

ナラティヴ・セラピー

ワークショップの概要
　ナラティヴ・セラピーを大学院および博士課程の中心に据えている
ワイカト大学の講師陣、そして、同大学の大学院を終了し、日々実践して
いるカウンセラーを講師として招き、ナラティヴ・セラピーの基礎と実践
を感じ取ってもらうプログラムです。
　ナラティヴ・セラピストになるためには、その思想的背景を理解する
必要がありますが、書籍などを読んで「理解」するだけでなく、全身でそ
の実践を「感じ取る」ことも重要です。このワークショップを通して、ナラ
ティヴ・セラピーがより身近になり、ご自身の臨床に生きてくることを目
指します。
　ワークショップにおいては、「ナラティヴ・セラピーの会話術」を著し、
ナラティヴ関係書を訳している国重浩一が日本語で解説します。また、
本コースには国重の共訳者であるバーナード紫が通訳を勤めますの
で、英語に自信がない方でも参加できます。

ワークショップ 2017

通訳および
日本語での
解説付き！

本ワークショップの特長
☆ ナラティヴ・セラピーの本場でその理論と技
術を肌身に感じながら学ぶ

☆ ナラティヴ・セラピー専門大学院の講師陣
☆ ナラティヴの専門大学院で学び、ナラティヴ
を実践しているセラピストから学ぶ実践

☆ ナラティヴ関係書を多数訳している通訳者
☆ 日本語による解説
☆ 英語で学んだことを深めていくための日本
語でのディスカッション

場所： ニュージーランド（北島）ハミルトン市
期間： 2017年4月30日（日）から5月6日（土）（5日間のワークショップ）
費用： ワークショップ参加費+宿泊費（7泊：4/30-5/7）
  一人部屋 ￥190,000（税込）
  二人相部屋 ￥154,000（税込）  
  （なお、渡航費用および食費は含まれません）
募集人数： 16名（最小催行人数10名）
対象： 対人援助職についており、ナラティヴ・セラピーのことを学ぼうとしたことがある方、

興味がある方
 （本ワークショップにおいて、ナラティヴ・セラピーの学習レベルは問いませんが、ワー

クショップはまったくの初心者に合わせた内容ではありませんので、裏面にあげた参
考図書を事前に読まれておくことをおすすめします）



プログラム（予定）
4月30日（日） PM： チェックイン＆オリエンテーション（日本語）
5月1日（月） AM： マオリ族の歓迎のセレモニー＆ランチ
 PM： 講義（ナラティヴ・セラピー入門）
5月2日（火） AM： 講義（ナラティヴ・セラピーの質問）
 PM： 理解を深めるための振り返りと解説（日本語）
5月3日（水） AM： 講義（ナラティヴ・セラピーを取り巻く理論）
 PM： 理解を深めるための振り返りと解説（日本語）
5月4日（木） AM： 講義（ナラティヴ・セラピーの実践）
 PM： 理解を深めるための振り返りと解説（日本語）
5月5日（金） AM： ナラティヴを発展させるためのワーク
 PM： ナラティヴ・セラピストになるために（日本語）
  （総括的な振り返りと今後に向けて）
5月6日（土） （オプショナルツアー）　ホビット村など
5月7日（日） ニュージーランド発

ナラティヴ・セラピーとは
　カウンセリングの鍵は，会話そのものです。相手の語りにどのよう
に応じ、どのように質問を返していくかという一つひとつのプロセ
スに気を配っていきます。
　このようなやりとりによって、問題に対する、そして自分自身に対
する新しい理解がクライアントの内に出現し、その意味づけに基づ
いた新しい可能性が開かれるのです。
　ナラティヴ・アプローチによるカウンセリングとは、クライアントが
自分の資質や能力を再発見し、人生における本当の主人公となっ
ていく過程であると言えるでしょう。セラピストは、クライアントが人
生の物語を再著述するという作業に協働して取り組むのです。

ワイカト大学・カウンセリング大学院
　ハミルトン市にあるワイカト大学では、世界で最も早く、ナラティ
ヴ・セラピーをカウンセラー教育課程の中心に据え、教えてきまし
た。本ワークショップの講師およびセラピストは、すべて、この専門
コースの出身者です。
（なお、本ワークショップへの参加によって、ワイカト大学の単位を
取得することはできません）

ハミルトンでの滞在について
　ワークショップを行うハミルトンは、オークランドから南に
150Kmほどにある都市です。
　会場は、ハミルトン市の中心街にあります。滞在には、会場付近
のホテルを利用します。部屋には、簡単なキッチンも備わっていま
すので、近くのスーパーなどで地元の食材を購入し、自分で食事を
作ることもできます。このような形で、ニュージーランドの日々の生
活に触れることもできるでしょう。

ハミルトン市

参考図書

本ワークショップを企画している「ダイバーシティ・カウンセリング・ニュージーラン

ド（DCNZ）」は、NZで正式に登録されているチャリタブルトラスト（非営利団体）で

す。講師および通訳を務める国重浩一が本組織のマネージャーをしています。本

ワークショップで得られた収益は、難民・移民に対する支援サービス（カウンセリ

ングなど）の活動資金として活用させていただきます。

問い合わせ
国重浩一、バーナード紫　（narrative@dcnz.net 日本語可）
　ニュージーランドに在住していますので、メールでの問い合わせとなり
ます。なお、希望者にはスカイプで話すことも可能です。

参加申し込み要領
　参加申込書に記入の上、上記のアドレスにお送りください。参加申込
用紙（ワードファイル）は下記からダウンロードできます。
　なお、2月末日までに最小催行人数が集まらなかった場合、ツアーは中
止と致します。ツアーの支払い方法は、ツアー実施が決まった時点でお知
らせしますので、その後すみやかに入金をお願いします。
http://dcnz.net/workshops/

キャンセルポリシー
　ご入金後～当日の３週間前まで ： 参加費の50%を返金いたします。
　当日の３週間前～当日まで ： 申し訳ありませんが、返金いたしかねます。
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ナラティヴ・セラピーワークショップ	 参加申込書	
	 2017 年 4 月 30 日（日）から 5 月 6 日（土）	

	

申込日	 	 	 	 	 年	 	 月	 	 日	 性別	 	

参加者名	 	 ふりがな	 	

住所	 〒	

	

Email	 	 電話番号	 	

専門領域	 （医療、教育、産業、福祉など）	

参加動機・期待	 	

	

	

	

	

宿泊施設の希望	 ツインまたはシングルの希望（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	

（宿泊についてのご希望などがございましたらご記入ください）	

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

オプショナルツ

アー	

土ボタル、キウィバード、ホビット村のツアー（最小催行人数 4 名）	

（再度見積もりを致しますが、前回のツアーの価格は＄220 でした。希望される方は、こちらでニュージーランドド

ルで直接業者にお支払いいただくことになります。）	

参加の希望（希望する・現時点では不明・参加しない）	

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿	

航空券とワーク

ショップ開催地

への移動につい

て	

4 月 30 日の午前中にオークランド空港にお迎えに行きます。シャトルバスなどの手配をいた

しますので、ハミルトンへの移動はご心配いりません。	

ニュージーランド航空のご利用が一番便利です。	

	 	 NZ0090：	 4 月 29 日	 18:30	 成田発	 →	 翌日	 08:10	 オークランド着	

	 	 NZ0099：	 5 月 07 日	 08:45	 オークランド発	 →	 当日	 16:50	 東京着	

その他にも、アジアの諸国経由（韓国、香港、中国、シンガポール、オーストラリア、タイ

など）でオークランドに入ることができます。	

4 月 30 日（日）の夕方（5時頃）オリエンテーションを行います。	

ご質問がありましたら、国重／バーナードまで気軽にお問い合わせください。なお、申し込みの際に、この申込書ファイルを

添付していただくか、メールにこの文面をコピーして下記までお送りください。	

（連絡先：	 narrative@dcnz.net）	
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ナラティヴ・セラピーワークショップ	
	 2016 年 8 月に参加された人たちの感想	

	

	

I. このワークショップから何を持って帰れるで
しょうか？ ここで学んだことがみなさんの
今後の活動の中でどのような違いをもたらす
予感がありますでしょうか？ 

ワークショップから一番持ち帰れるのは、支援者とし
てのあり方だと感じています。講師一人一人の誠意に満ちた
態度、KOUさん、Yukariさん、ボランティアの方からの温
かい態度。これら、皆さんの人としての「あり方」「存在そ
のもの」が私が一番影響を受けたところだと感じています。	
	

ナラティブ・セラピーの理念、成り立ちを体で感じた
こと。 
 

今回の 5日間の学びは、知識ではなく、知恵として、
実践でのあり方として「ナラティヴが実践で使える」という
自信のようなものを得られたと感じます。	
	

これまで臨床の中では、ナラティヴ・セラピーの実践
については、十分にできないと感じることが多かったのです
が、今回、とても手応えを感じています。 
 

ナラティヴが大切にしてきたこと、クライエントに向
かい合うときの心構えや態度が腑に落ちた形で持って帰れま
す。また、外在化やディスコースなど、言葉の意味するとこ
ろもこれまでより明確になり持ち帰れます。 
 

私たちの日常は、何らかの文脈によって生み出され、
また何らかの文脈を生み出してもいる。いかなる文脈にも影
響されずに生きることはできないが、今と異なる文脈を見つ
け希望を持って生きることができる。そしてそのための支援
も可能であることに気づけた。 
 

毎日シャワーのようにナラティヴ・セラピーについて
話をきき、考えた経験はあまりにも大きなことです…クライ
エントと共にわからないまま、クライエントへの好奇心を持
ちつづけること、言葉を選んでいくこと、自分にとってしっ
くりくる言葉を考え、実践し、セラピーでの対話を楽しんで
いける予感がします。 
 

好奇心を持ち続けること。相談していただいた方がお
話くださる問題のみでなく、その周りにある小さな物語を発
見していくこと。外在化する質問はすぐには使いこなせない
にしても、目の前で話してくれる人のことを知ろうとするこ
とは、きっとできるようになろうと思います。 

II. ニュージーランドでワークショップに参加し
たことは、どのような意味があったのでしょ
うか？ 

ニュージーランドに行った、ということで自分に恐怖
を与えるもの（海外、英語苦手）に対して立ち向かえたこと
（抵抗できたこと）が自信につながる。	
	

多分、数え切れない意味があったと感じます。ニュー
ジーランドでナラティヴ実践にたずさわる講師の方々を肌で
感じられたのはとても意味がありました。単なる技術でない
ものがあることが伝わりました。 
 

ニュージランドそのものから、「招く」「いざなう」
雰囲気が伝わってきました。	
	

日常の仕事や生活と切り離されて、我が身をナラティ
ヴの学びの世界におくことができた。 
 

ナラティヴに強い関心を持つ仲間に出会えたこと。 
 

日常の文脈から、少し離れて考えたり、感じたりする
ことができたと思う。また、発祥の地で、実際に支援したり、
セラピストを育てている方々が、どんなふうな人で、どんな
ことを大切にしているのかに触れることができ、大きな刺激
をもらえた。 
 

臨床家としての成長、研究者としての成長などいろい
ろありますが、うまく言語化できません（言語化すると何か
がこぼれ落ちそうです）。 
 

「このままでは嫌だ」と思う島（日本）を出て、変わ
りたい、変えていきたい、と思う私がニュージーランドとい
う島に来ていることはとても不思議な感じがします。 
 

今回、ナラティヴ・セラピーを肌で感じることができ
たのは、何にも代えがたい経験です。人に関わり、その人の
人生の物語の再著述をともにしていくナラティヴ・セラピス
トになるには、知識、スキルと共に人としての人間力、深さ、
健やかさ、真摯さが問われると感じました。 
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