
 

 

 

 

 

MINT理事の仕事 代表理事  原井宏明（なごやメンタルクリニック） 

三段なぞ 

「原井とかけて，なんととく？」。これは三段なぞのカケ(間)ですが，立派な開かれた質問ですね。たいていの方が考える

トキ(答)は，JAMIの代表理事，日本人としては初めての MINTのメンバーや精神科医，なごやメンタルクリニックの院長と

いうところでしょう。ご存じの方は強迫性障害に対する行動療法のエキスパートと答えてくださるかもしれません。日本

認知・行動療法学会の理事という方もあるかもしれません。国立菊池病院臨床研究部非常勤研究員，ハワイ大学精神科臨床

准教授というのもあります。このあたりまでなら，ある程度は想像がつくでしょう。 

私のトキは，「MINT BoDのメンバーととく」です。 

「その心は？」ちょっと答えに悩むでしょう。 

2013年から，私は 7人いる MINT Board of Directors (理事会，略して MINT BoD)の Member at large (無任所理事)にな

っています。米国バージニア州の法人法に基づき，私の名前は MINTの理事として登記されています 

MINT BoDその仕事は？  

仕事は電子メールと Skypeでの電話会議です。メールは 1ヶ月で 100 通ぐらいきます。2 時間の電話会議が 2 週間おきに行

われます。7人のメンバーは四大陸に拡がっていて時差があります。私は朝の 5時からです。毎週水曜日，朝 4時半ごろか

ら目が覚めるのが習慣になってしまいました。 

実際に顔を合わせて行う会議もあります。Midyear Board Retreat と呼ぶ 3 日間の会議と MINTフォーラムの前日に行う 1

日の会議があります。私のこの 1年半を振り返ると，週のうち 10 時間は MINT BoD がらみのメールを読んだり，書いたり，

会議をしたりするのに使っているでしょう。定型的な仕事は下部の委員会や担当者に委ねながら，何かあった場合の対応

と決定を迅速に行うことが理事会の役割です。 

理事会の進め方 

会議はどの国でもどの組織でもあります。学会の理事の仕事という意味では日本認知・行動療法学会(旧行動療法学会)で

も慣れていることです。規約改定や予算，決算についての承認，毎年の学会行事(MINT なら TNT とフォーラム)の準備，会

員登録や再入会のチェックなどはどこの学会でもやることです。一方，実際に顔を合わせるのは年に 2 回だけ，しかし，合

わせる時には朝 9時から夜 11 時までぶっ通しで，全部もちろん英語，そして後は電話会議という点は国際組織ならではの

経験です。 

そして，もう一つ MINT ならではと思うことがあります。お互いが MI になれていることです。会員への連絡，例えば MINT

のホームページでは，MINT Board Blog として公開されているものについても，MI の観点からの編集が入ります。読む相

手に対する尊重が重んじられます。電話会議では MIの基礎的な技術の一つであるサマライズが効いてきます。毎回の 2時

間の会議が散漫にならず，必ず 2時間で終わります。お互いが是認につとめていることもそうでしょう。「そもそも論」に

なったり，枝葉の議論で時間を費やしてしまったりしがちなどこかの学会の会議とはずいぶん雰囲気が違います。 

MINTの将来 

2015年 5 月に日本で MINT承認 TNT が行われることはみなさんもご存じでしょう。この年に行われる承認 TNT は日本・韓国

だけでなく，ザルツブルグ・オーストリアとメルボルン・オーストラリアで行われる予定です。修了者は MINT メンバーに

なりますから，北米中心の MINTが他の地域，言語にも広がりを見せることになります。ミラーとロルニックが 2人で細々

とやってきた TNTが世界の数カ所で同時に行われ，会員数がさらに増えていくことは MIが本来と違う形で伝わることも意

味しています。このような事態も考え，トレーナーや臨床家の資格認定を行う計画を理事会として温めています。 

資格認定は MINTがずっと避けてきたことでした。「MI は誰でも行える，資格は不要」と MIをある程度学んだ人なら，思う

はずです。MIに上手い下手はありますが，やっても良い人とやってはいけない人という区別はありません。ですから MINT

のメンバーは，次のことを守らなければなりませんでした。 

自分自身のことを MINT 認定／MINT 承認トレーナーと呼称してはならない。MINT のメンバーと述べるだけにとどめなけれ

ばならない。また，メンバーであることを特別な資格を持っているかのように宣伝したり，営業目的に使ったりしてはいけ

ない。 

このような MINTの精神を保ちつつ，大きくなっていく一方の組織をまとめるという矛盾した課題を，私は MINTの理事の 1

人として舵取りをしなくてはなりません。大変な課題です。一方，メリットもあります。仲間と知り合えます。そしてなに

よりも，組織の成長を自分自身が関わりながら見守ることができます。 

JAMIも同じように成長していけるよう，JAMIの代表理事としても努力して行きたいと思っています。 
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共に学ぶ仲間 
教育委員会委員 磯村毅（ゆるーい思春期ネットワーク） 

 

ＭＩに出会う以前、私はコーチングの勉強をしていました。そこで出会った「喚起的な質問」にこんなものがあります。 

目標(ゴール)を持つ意味は何でしょうか？ 

 

もちろん目標には、それを持つことでそれがなければ達成されなかったことが実現し未来が創造されていく、という意

味があります。しかしそこに至る過程でもいろいろとよいことがありますね。例えば、主体性が生まれる。エネルギーが集

中する。学習が生まれる。そして、当時、私が盲点を突かれたと感じたのは、目標を持つことで同じ目標をもつ仲間が生ま

れる。という視点でした。さらに言えば、同じ目標を持つ仲間同士の刺激の中で、苦しい時もやる気が維持され、また新た

な目標が生まれていくというように好循環が生じるのです。 

 

動機づけ面接の学習はしばしばダンスや楽器の練習にたとえられます。時間をかけて生涯かけて学んでいく内容だとい

うのです。そんな時には仲間の存在が何より心強く感じられることでしょう。実はＭＩはその発展の歴史からして学ぶ仲

間の存在なくして語れません。ＭＩは何が正しいか、ではなく、より良い方法は何か、と問うことでアイデアを出し合い前

進してきたのです。 

 

そのことを肌で感じたのが、2011年の英国シェフィールドでの TNT(Training for New Trainers )参加でした。シェフ

ィールドでの体験は予想外に大きなものになりました。まずはとにかく非常に楽しかったのです。そしてトレーナーとし

てのトレーニングはもちろん、いやそれよりもむしろ、研修会の雰囲気、学ぶ環境、ネットワークのありようそのものが勉

強になりました。そして研修会の最終日ホテルの部屋で一緒に参加した加濃先生からとても控えめに「これと似たことを

日本でできないかなあ・・・」と言われた時、私は思ってもみなかったことで正直とても驚きましが、言われてみればその

通り。トレーナーに対する研修は時期尚早としてもこの仲間を生み出す場を共有するという研修会は何かの形で是非やっ

てみたい。ということで 3 か月後の 12 月、二人で第 1 回 MI 集中講座を行いました。そして何よりうれしかったのは、わ

ずかな募集期間にもかかわらず、2泊 3日という研修に多数の応募をいただいたことです。そして集中講座を体験した人ど

うしが仲間になって、翌年の集中講座でファシリテーターを務め、学んだことを伝える側に回ることで、教えることでさら

に学ぶ、というネットワークを広げてきました。それが MINF(Motivational Interviewing Network of Facilitators ) で

す。そして MINFメンバーから多数の日本人 MINTトレーナーが生まれていることは周知のとおりです。 

 

次回の第３回 JAMI 総会(加濃正人会長)は 2015年 1月 10 日に名古屋で行われます。それに合わせて、同年同月 10-12 日

に第４回 MI 集中講座がゆるーい思春期ネットワーク主催で行われます。そしてその後にはいよいよ JAMI 代表理事・MINT

理事である原井先生のご尽力により実現したトレーナーに対する研修会である日本 TNT(2105年 5月 3～6日)が控えていま

す。ミラー先生をトレーナーコンサルタントとしてお迎えし、リードトレーナーは不詳私が務めさせていただきます。 

2015年は日本のＭＩにとってとても大切な年になりそうです。みんなで目標をもってワクワクしながら進みましょう。 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 協会ＨＰでの論文等掲載について 

ＭＩに関する論文、雑誌等への寄稿などがございましたら、協会の会員サイトでもご案内していくことを予定しております。 

お持ちの方は、協会へご連絡ください。 

Ｅｍａｉｌ ＞＞ infos@motivationalinterview.jp 
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「動機づけ面接」資格 2級認定試験を受験して 
村井佳比子（相愛大学） 

 

2014 年 2 月 2 日、第 1 回「動機づけ面接」資格 2 級認定試験が実施され、2 級の資格認定をいただきました。私は臨床

心理士として 15 年以上、患者さんたちと面談してきました。大学でも面接の技術について学生の指導にあたっています。

今更、どうして資格を？と思われるかもしれません。もちろん、臨床心理士の資格を取得する以前から、ロールプレイや実

際の面談を録音し、スーパーバイズも受けてきました。ただ、その時のトレーニングは「受容する」「傾聴する」「深い共感

をする」ことを主としながらも、技術については師匠の技を見て盗むというものでした。優れた面接技術は名人芸であり、

私のような凡庸な人間には到達できない彼岸のようなイメージを持っていました。 

 

しかし、3 年前に動機づけ面接に出会ったとき、このイメージが払拭されました。適切な練習を重ねることで効果的な面

接技術の基本を習得することができる！行動分析学を学び始めていたこともあり、動機づけ面接がしっかりした学習理論

に裏打ちされたものであることがよくわかりました。日本動機づけ面接協会が設立され、資格認定を実施するとお聞きし、

私は何の迷いもなく受験しようと決意しました。 

 

認定試験当日、Rosengren 先生のワークショップ後の会場の一角を仕切って試験会場が設置されました。自分の順番と

なり、会場に入り、その仕切りに近づいていくと、なんと！原井先生、岡嶋先生、加濃先生、磯村先生という豪華キャスト

が待ち受けておられるではありませんか！試験では任意に選ばれたパートナーの方と 10 分間のリアルプレイを行います。

最初は私が聞き手でした。冬だというのに汗だくでリアルプレイに臨みました。終了すると一旦退出し、再入室して今度は

役割を交代します。終わった後は燃え尽きた灰になっていました。合格する気がしない…。他の受験生のみなさんも同様に

感じられたようで、お互いに励ましあえたことが本当に救いでした。これまで慣れ親しんだ行動を変えるのは大変です。共

に是認し、共感し、学び続ける仲間がいてくださることが MI の最大の強みだと思いました。 

 

後日、郵送されてきた結果通知書には、どの点がよかったのか、どの点に改善の余地があるのか、丁寧なコメントが記載

されていました。かつて受けたトレーニングと違うのは、次にやるべきことが明確であるということです。もちろん、面接

技術には面接者個人の資質も関与するでしょうし、それぞれの個性を生かした表現を大切にするべきだと思います。しか

し、それ以前に面接の効果を保障する基本技術の習得は欠かせません。認定試験を受験するということは、先を進む先輩方

の胸を借りて自分の技術の確認をする機会となります。このような機会をいただくことができ、私は本当に幸運でした。こ

の幸せを少しでも役立てられるようになりたいと願っています。 

 

 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 第 3 回「動機づけ面接」資格 2 級 認定試験のお知らせ 

下記のとおり、「動機づけ面接」資格 2級 認定試験を実施いたしますのでお知らせいたします。 

認定試験は面談方式です。また、面接官の人数に限りがございますため、定員制となりますので予めご了承ください。 

 

■認定試験：2014年 9月 15日（祝）18時 30分～21時 （所要時間：約 30分） 

※受験者ごとに開始時間は異なります。時間枠の指定はできません。 

■試験会場：東京・渋谷  ※都内別会場に変更の場合もございます。 

■受験申請期日：定員数に達し次第、受付終了 

■受験申請結果通知：受験対象者の方には、Ｅメールにて受験料振込手続等のご案内をいたします。       

■検定方法：１対１のリアルプレイ形式とし、一人１０分話すことを前提とする。 

※評価シート（JAMIコーディング）を基準とし、審査します。                   

■受験料： 20000円 

★詳細は協会ＨＰにてご確認ください。>> http://www.motivationalinterview.jp 
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日常で使える動機づけ面接 No3 

理事 岡嶋美代 （なごやメンタルクリニック） 

  

家族療法という技術があります．クライエントとカウンセラーという一対一ではなく、ク

ライエントと配偶者の関係やクライエントとの親子関係など、複数の家族を一度にカウン

セリング場面に集合させて、何らかの困りごとを一挙に解決していくセラピーです。私が

最初にそのセラピーのデモを研修会で見たとき、その鮮やかさが魔法のようだと思いまし

た。家族を扱う上でも動機づけ面接は至るところに使えます。 

 

さて私のカウンセリング室へ訪れたクライエントの親や配偶者がまず「家族も同席してもいいですか？」と聞いてくるこ

とがよくあります。「一緒に話を聞きたいんですね。でも、今日はお子さん（あるいは奥さん）が主役だから、そちらに許

可をとってみてください。私はどちらでもいいんですよ」と返すと、次の一瞬でこの家庭の事情が見えてきます。たとえ

ば、３つの仮想家族のパターンを考えてみます。Aさんの家族は両親のどちらかが心配性で過干渉なので子どもと離れられ

ないというだろうか、Bさんは優しすぎて従順すぎる性格なので親にも誰にも反論できないというのだろうか、C さんは配

偶者やその実家との利害関係のせめぎあいがあるので、手を洗ってばかりいるなどと言うのかなと勝手な妄想をしてみま

す。色々な事情がドアの向こうで繰り広げられ、家族療法のカウンセリングになったり、個人カウンセリングになったりし

ますが、さっき想像した構図をなぞるように質問をしていきます。 

 

３つのパターンでは、「××なので○○できない」と書きました。これは、「××が原因で○○したいのにできない」という

意味とはちょっと違うようです。「食道に腫瘍があるので食べたいのに食べられない」のような場合なら、××の原因を取

り除けば解決へ向かうかもしれませんが、人間関係はそんな風に一対一に原因と結果で成り立っていません。それをあた

かもできない原因や理由がそこにあるかのようにことばで装飾してしまいます。カウンセラーの勝手な妄想は自由な発想

であって、占い師の予言ではないので、きわめて慎重にその発想の信憑性をクライエントとともに探っていく必要があり

ます。これを複雑な聞き返しの中に取り込んで聞き返したり、「○○できない」という部分を「できなくて辛いということ

か」と聞き返せば、「○○したくないので、××になっている」構図が見えてきます。 

 

A さんの両親は子どもと離れたくないのでずっと心配し続けていますし、Bさんは反論し

て相手に嫌な顔をさせたくないので、自己主張をしませんし、Cさんは手洗いをひどくす

る以外には配偶者やその実家を負かすことができないからということになります。洗い

たいからやっていると、現状を自分がコントロールしていることだと言い換えていくと、

変えられるポイントが見えてくるはずです。個人でも家族全体を扱う場合でも、カウンセ

ラーが通訳のようになって相手のことばの真意を引き出していくと、これからどうなり

たいかが自ずと明らかになっていきます。 

 

 

 

事務局からのお知らせ＞＞＞ 秋に計画されている認定教育団体ワークショップのご案内 

■エコロジーヘルスラボ 

9/15  １DAY実践ワークショップ（東京） 

 

■チェンジトークジャパン 

        9/5～7 トレーナー候補者向け ワークショップ （千葉） 

        9/6～7  入門編ワークショップ  （千葉） 

        10/25～26 グループ動機づけ面接  （千葉） 

 

※詳細は各認定教育団体にお問い合わせください。 
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