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カウンセリングサービス・心理学ワークショップ 

“問題の影に才能あり” 

～今のあなたのテーマから隠れた才能を見つてみよう～ 

カウンセリングサービス 

根本裕幸 

http://blog.livedoor.jp/cs_hiro/ 

 

 

私達が抱える“悩み”とは、解決不可能なものではありません。 

それゆえ、私達カウンセラーは“悩み”と言わず、“問題”と呼ぶのです。 

 

そして、その問題は、自分自身の内側に隠れている“才能”を開花させることで乗り越えていくことが

できます。 

ただ、そこでは今までにない新しいアプローチが求められるのです。 

自分が既に知っている方法で乗り越えられるのならば、それはきっと悩みではないはずですから・・・。 

 

つまり、問題とはあなたを磨き、成長させてくれるもので、決してあなたを苦しめるものではないので

す。 

そして、その問題ときちんと向き合った分だけ、あなたの内面に隠れていた才能が現れてきます。 

この才能というものは「ギフト」と呼ばれることもある、あなたが与えるために生まれてきたものです。

でも、その分だけなかなか目に見えるものではありません。 

 

そして、私達は「問題はチャンスなんだ」と頭で分かっていても、心がなかなか納得してくれず、落ち

込んでしまうことがあります。 

それはどうしてなのでしょうか？ 

また、どうしたら前向きに今のテーマとして捉えられるようになるのでしょうか？ 

 

ちょっと難解なテーマですが、できるだけわかりやすく、かつ実例を交え、簡単な実習を通じて、皆さ

んが「今」に向き合えるお手伝いができたら・・・と思っています。 

 

今回は今のあなたが持つテーマから、あなたの内側に隠れているダイヤの原石（才能）を探してみまし

ょう。 
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１．「問題」の持つ意味とは？ 

 

日常生活で起こる問題のすべてはあなたを成長させるためにやってくるテーマです。 

乗り越えられない問題（解決できない問題）はやってきませんし、必ず、何とかなるものです。 

でも、その方法、アプローチ、解決策はあなたが思っているものとは違うかもしれません。 

そこで私達は戸惑い、悩んでしまうんですね。 

 

もしあなたが今中学校２年生だとしましょう。 

そんなあなたが小学３年生の教科書を見たら「簡単だなあ」と感じることが多いと思うんですよね。 

テスト問題を見て、さらさらと解いてしまうことも少なくないでしょう。 

でも、ふと今の中学２年生用の教科書を見たら、とても難しいものに感じられるかもしれません。 

テスト問題でもどうしていいかわからず悩んでしまう数の方が多いかもしれません。 

 

日常生活に起こる出来事も、現在のあなたが解決できるものについては全然悩まないし、問題にはなり

ませんよね。 

あなたが「どうしていいのか分からない」から問題になってしまうわけです。 

 

つまり「問題」が起きた時は、今までとは違うやり方、新しい自分が求められるのです。 

 

でも、中学生の頃は学校があり、先生がいて、塾もあり、解き方を学ぶ機会はたくさんありました。 

大人になった今ではどうでしょうか？ 

教科書に載っている難解な定理を一人で解こうとすべく、一人で頑張ってませんか？ 

 

問題とは自分がより器を広げ、自分を磨き、成長するためにやってきます。 

乗り越えられない問題はやってきません。 

どんな信じられない事件が起きたとしても、それを受け入れ、解決していくことは可能なんです。 

 

でも、それは義務教育ではないんですよね。 

あなた自身の選択に委ねられるものです。 

自分が枠を広げたい、自分を見つめなおしたいと思ったとき、その新しい方法に心を開けることができ

ます。 
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２．問題の解決方法とは？ 

 

そんな風に「どうしていいのか分からない」のが問題ですから、その解決方法も今までのあなたにとっ

ては新しいものが多いはずです。 

過去に経験したのと同じ出来事であったとしても、違う問題になってしまうこともあります。 

 

例えば、20 歳の頃の自分はとてもイキイキ元気があって、自信に満ち溢れていました。 

失恋もして、とても傷ついたことがあっても周りの励ましを受け、比較的早く立ち直ることができまし

た。 

でも、30 歳になった今、いつしかその自信が消えてしまっていて、半年前の失恋を大きく引きずった

まま毎日を過ごしています。 

「昔の私ならばすぐに忘れられたのに・・・」 

そう思いながらも、彼のことが好きで忘れられないのです・・・。 

 

同じ失恋という問題でも 20 歳の頃と今とでは違うわけですね。 

結婚への焦りもあったかもしれないし、重ねた恋愛経験で男性不信や恋愛への怖れを積み上げてしまっ

たのかもしれません。 

状況が違うので、解決方法もまた違います。 

新しい方法が求められるわけです。 

 

皆さんも、何かトラブルが起きたとき「あ、やっぱりなあ・・・。早く手を打っておけば良かった・・・」

と思うことってありませんか？ 

仕事上のクレームから、公共料金の支払い、ショッピングから彼氏・彼女へのアプローチなど、様々な

面で私達はどこかで問題が起こる“サイン”を受け取っていることも多いんですね。 

「ある日突然夫から別れを切り出された・・・」という奥さんもよくよく過去を見つめなおしてみれば

半年前、１年前から何らかの予兆があった・・・なんてケースもよくあります。 

 

心のどこかで私達はそれが起きることを知っていたんです。 

でも、なぜか「つい」とか「気にしないように」してしまったりします。 

どうしてなのでしょうか？ 

 

それは、その新しい方法というのが少々耳の痛いテーマになるからかもしれません。 

 

学校で新しい定理や公式を習うとき、「ああ、また覚えなきゃいけないものが増えるよ～」と思いませ

んでした？ 

新しい問題の解決方法を学ぶということは、自分の心の枠を広げて新しい見方、考え方、価値観を受け

取ることに他ならないんですね。 

それを教えてくれるのは本やインターネットかもしれないし、メンターと呼ばれる心の師匠かもしれな
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いし、カウンセラーや友人、家族なのかもしれません。 

 

でも、この「心の枠を広げる」ところで私達は抵抗してしまいます。 

ただ、本当に乗り越えたい気持ち（モチベーション）があれば、困難だとしてもしっかりと成長を感じ

ながら前に進むことができます。 

そのとき、私達が無意識に隠していた才能が花開いてくるのです。 

それはまるで新しい魅力が咲くような感じがします。 

 

つまり、“「問題」を乗り越えるために「才能」を使う”と解釈しても良いのです。 
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３．自分のやり方・考え方・価値観と心の痛みの関係 

 

 

大人になって自立していくと、当たり前のように「自分のやり方」（考え方、価値観）を身に着けてい

きます。 

それは育った環境の影響や過去の経験から知らず知らずのうちに学んで来たものがほとんどです。 

でも、実はその学びとは「痛み」から学ぶことが多いんですね。 

辛い思いを重ねるたびに「もう恋なんてしない」と決意してしまうように、心が傷ついた分だけ、私達

は可能性を捨ててしまうようになります。 

下の図のように心の痛みが多い分だけ、視野が狭くなり、自分の考えに固執してしまうようになります。 

でも、なぜ傷つくか？というと、自分が持っているものだけど、それを使っていないからなんですね。 

大好きな人から「嫌い！」と言われると、それと反対の「好き」という気持ちの分だけ傷ついてしまい

ます。どうでもいい人から「嫌い」といわれても、なんだ？と思うだけでそれほど傷つくことはありま

せんよね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと想像してください。 

１０年前の私と今の私でどちらが未来に希望を持ち、どちらが元気で、夢を持っていたでしょうか？ 

それが「今」と答えられるあなたはとても素晴らしいです。 

でも、「今」と答えなければいけないように感じてしまっているとしたら、とても辛いことですね。 

また、「１０年前」と気付いたとき、あなたはちょっとショックを受けるかもしれません。 

 

でも、一般的には大人になればなるほど楽しい経験も増える一方で、辛い経験をし、それが心を狭めて

いきますから未来への希望は持ちにくいものです。 

それを頑張って広げようと無理して疲れてしまう人も少なくないですね。 

× 

× 
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心の傷の数々 
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自分なりに頑張ってやってきたのに結果がでない・・・と燃え尽きたことのある方も少なくないのでは

ないでしょうか。 

 

ですから、問題を解決していくためにはパンドラの箱を開くように、過去の自分、それも傷ついた自分

と向き合う必要が生まれてきます。 

そこでは心の痛みを解放し、癒してあげる必要があります。 

 

でも、そうして痛みを解放していった先にあるものが実はあなた自身の才能なんです。 
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４．問題の影に才能あり 

 

もし、あなたが小さい頃から人とのコミュニケーションに問題を抱えているのならば、あなたはコミュ

ニケーションに関する才能を持っています。 

なぜならば、小さい頃からずっとコミュニケーションについて考え、悩み、そして、自分なりにチャレ

ンジしてこられたはずですから、その研究家なんですよね。 

 

でも、傷つきすぎたのかもしれないし、自分に厳しすぎるのかもしれないし、あるいは、自分を否定し

すぎるのかもしれません。 

自分のその才能にはきっと気付いていないし、また、認めたくないかもしれません。 

 

でも、少なくてもあなたはコミュニケーションの大切さを誰よりも理解し、重要だと感じているのでは

ないでしょうか？ 

うまく行かない辛さはもちろん、うまく行ったときの喜びもきっと人一倍知っているのではないでしょ

うか？ 

どれくらいコミュニケーションが大事なものなのか、あなたが心を開いて語りだしたとき、周りの世界

を一変させるくらい大きな影響力を持っているのかもしれません。 

それがあなたの心の中で封印されたままでいるのはとてももったいないことではないでしょうか？ 

 

才能とは何か一芸に秀でるようなものだけではなく、優しさとか温かさとか人の気持ちが分かるとか、

そういうとても人間的な要素のことも含んでいます。 

そして、問題があれば、まだ自分の内面に隠れている（痛みの向こう側にある）才能を解放してあげる

んですね。それが問題解決へと繋がります。 

でも、そこではとても勇気と信頼が必要です。（チャレンジする勇気と、今のプロセスを信頼する力） 

その才能はまだ見ぬものだから、意識的には信じられないし、分からないし、理解しにくいものです。 

「え？そんなの私には無いよ」と思われるものばかりかもしれません。 

だからこそ、問題に取り組むときには信頼できる誰かにサポートしてもらいながら、そして、焦らずじ

っくり向き合っていくことが大切なのです。 

 

その才能を解放してあげるには、それを抑えている痛みを癒してあげることも一つの方法です。 

傷ついた自分を受け入れ、傷つけた誰かを許すことで痛みを解放してあげることができます。 

（これもそんなに簡単にできることではなく、じっくり向き合う必要があるものですね） 

そこでは泣いたり、笑ったり、怒ったり、落ち込んだり、様々な感情の波を体験するかもしれませんが、

そのすべてが新しい才能を生み出す陣痛や喜びなのです。 
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もちろん、そんな小さい頃から持っている問題だけでなく、つい先日発生した問題についても同じです。 

実は問題は、その影にあなたが隠している（抑圧している）才能を解放したときに解決できるものなの

です。 

 

あなたが今持っている問題の影にある才能を見つめてみませんか？ 

今ある問題はあなたのどんな才能を解き放てば解決されるものなのでしょうか？ 

 

 
問題 

 
心の痛み 

 
才能 

・ 彼氏ができない 
・ 仕事がうまくいかない 
・ 親と仲良くない 
・ 自分がしたいことが見つからない 

・ 大好きな人に浮気されたことがある 
・ 部長からいつもダメ出しされる 
・ 親にずっと自分を否定されてきた 
・ 自分には何の能力もないと思う 

・ 人を愛すること！ 
・ 自分が心からワクワクする天職 
・ 深い絆と信頼関係を築く 
・ 好きなことがたくさんある人生 
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【実習】 

 

今ある問題からあなたの才能を見つけるための方法をいくつかご紹介します。 

自分なりにチャレンジしてみてみると良いでしょう。 

また、カウンセリングではこうした見方に基づくアプローチを多くしています。 

一人では行き詰るなあ・・・よく分からないなあ・・・人の意見も聞いてみよう・・・そんな場合には

カウンセリングも使ってみてください。 

 

Ｑ．今のあなたの問題を解決できるとしたら、それはどんな人間なのでしょうか？そして、そのために

あなたは今、誰のサポートを必要としているでしょうか？ 

⇒ここで浮かぶ自分像というのが今のあなたのテーマになるかもしれません。「そんなのは無理」と思

わずに、一歩一歩そんな自分へのプロセスを歩いてみましょう。 

もしあなたが人生最大の問題にぶつかっているときなどは「そんなの神様みたいな人しかできない

よ・・・」という感じがしてしまいます。 

そこで、神様になってでもこの問題を乗り越えたい！という強い決意（コミットメント）が求められて

いるのかもしれませんね。 

そして、諦めずにコミットメントし続けられたとき、あなたはある種の神性を手に入れていることでし

ょう。（これは特別なものでもなんでもなく誰もが持っているもので、例えば「達観」なんてのも、そ

んな見方になるでしょう） 

 

（例） 

問題：「彼氏が欲しいんだけど、なかなか素敵な人が現れない」 

 

＞どんな人だったら彼ができる？？？ 

 

「魅力的で、輝いていて、女らしく、セクシーで、かわいくて素直な人だったら彼ができると思う」 

 

＞それがあなたの才能です！ 

 

・・・なんて言われたら、どんな気持ちがしますか？信じられますか？ 

むしろ、自分にはそんな要素がないから彼氏ができないと思い込んでしまっていませんか？ 

ほんとうは逆で、それを受け取れない、受け入れられないことが問題なのかもしれませんね。 

魅力的で、輝いているのに、どういうわけかそれを隠してしまっているあなたがいるのかもしれません。 

女らしくてセクシーなのに、そういう自分を抑えなければいけない事情があったのかもしれません。 

「もし、私がかわいくて素直な部分を持っているのに、それが出せないとしたらなぜなんだろう？」 

と、考えてみてはいかがでしょうか？ 
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講師の紹介：根本裕幸（ねもとひろゆき） 

 

カウンセリングサービス所属の心理カウンセラー／セラピスト。 

神戸メンタルサービス（http://www.healing.ac）にて心理学やカウンセリングの手法を学ぶ。 

ボランティア・カウンセリング・グループ“カウンセラーズ・グループ”や、カウンセリングサービスの設立に主

力メンバーとして参画。 

現在は大阪を中心に、東京、名古屋、福岡で面談カウンセリングを行うほか、電話・インターネットによるカウン

セリング、心理学講座／ワークショップの講師を担当。また企業や団体向けの講演会も行う。 

 

恋愛や結婚などの男女関係、職場での対人関係やビジネス心理、家族関係など幅広いジャンルを得意とし、分かり

やすい切り口での問題解決プロセスを提案すると同時にハートフルなセラピー（心理療法）を提供している。 

また、妻とともに日本では数少ない夫婦カウンセラーとして活躍中で、年間 1000 本以上のカウンセリングをこな

す実践派である。（※現在妻は育児中のため、カウンセラーとしての活動を休止しています） 

著書に「本当に愛されてるの？」「『女子校育ち』のための恋愛講座」（共にすばる舎）があり、雑誌などへの寄稿も

多数。 

カウンセリングサービスのホームページ（http://www.counselingservice.jp/）では心理学講座やコラム、心理テスト

などの無料コンテンツを精力的に執筆している。 

個人ページはこちら（http://blog.livedoor.jp/cs_hiro/）。 

日々のコラムや気付き、簡単な心理学講座など、心の関する情報を好評連載中！ 

 

連絡先：カウンセリングサービス ／ 神戸メンタルサービス（資） 

〒108-0074 東京都港区高輪 2-16-32-601 

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 9-31-404 

Tel：06-6190-5６１１ ／ Fax：06-6190-5612 

カウンセリング予約センター：06-6190-5131 / 06-6190-5613 

電話受付時間：12:00～20:30（月曜日定休日。月曜日が祝日の場合は翌日） 

E-mail：info＠counselingservice.jp 

 

※面談カウンセリング、初回無料電話カウンセリング、有料電話カウンセリングへのお申し込み、ご予約は電話で

承っております。 

 

 

※ 本テキストの無断転載・転用を禁じます。 

 


