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【リーダーはどこ ?】
二 学期 が始 まって 間 もな い相談室 に持ち込 まれる悩み の一つに
こんな ものが あ ります。「工 学期は 、絶対オ ー ル 4以 上 をと りた い。

そのため に、今 日も○○ したい という思 いはぎ ゅ― っ と抑えつ けて
頑張 って います。」 しか し、言 いにくそ うに語 られ た 本音 は、「友達 と遊 びた い。大 好
きなゲ ー ムを した いな ど、魅力的な誘惑が 一杯 で、日々抑え こむのに一苦労。いつか
自分 の思 いが爆発 して しまうのではないか と心配です。」
さて、二 学期が始 まって 6日 目。いざ、相談 にとは行かな いまで も、皆 さんの 中 に
も、同 じよ うな悩み を抱え る人は多 いのではな いで しょうか。確か に、時 には歯 をく
い しばうて、頑張 ってみる ことも有効 です。しか し、それが毎 日となる と、大変 です。
また、○○ して は い けな い、と力を込めた心はどうして も固 くな りがちです。そ のた
め、本来 の しなやか さに欠き、ささいな ことで ポキ リと折れて、三 日坊主 の温床 とな
る こともしば しばです。では、 こん な場合、 どう対処 した らいいので しょうか。
「オ ー ル 4以 上 …。」、「友達 と遊 びた いた …。」も 「ゲ ー ムが …」す べ てが、大事な
あなた の気持 ちです。それぞれ に相応の言 い分 を持 っています。そんな心模様 に しっ
か りと目を向ける ことが 大事 です。ただ し、ただ眺めて いるだ けでは収拾が つ きませ
ん。そ こで、 リー ダー シ ップの視点 を加 える ことがポイ ン トです。 リー ダー シ ップ と
は 目的地 へ の導 き手 (船 )を 意味 します。では、あなたの リー ダー 性は どこへ 向か う
のか 。それ は、最初の悩みに語 られて いた 目標、 こうあ りた い 自分 です。意 に沿わな
い気持ち を力技で抑え込む ので な く、勉強が終わ った ら息抜 きに友達 と遊 ぼ う。ゲ ー
ムは勉強 を頑張 った 自分 へ の ご褒美。それぞれ の気持ちが互 いを抑えつ けよ うとす る
のではな く、共 に協力 しなが ら、それぞれ の立場 で ゴー ルに向けた取 り組みが あるは
ずです。 リー ダー はそのまとめ役です。
ですが、そ うと分か って も、私 の心 には リー ダーが不在で、中 々 、心が まとま らな
い こともあ ります。そんな時 は、相談室 にどうぞ。スクー ルカ ウンセ ラーが あなた の
リー ダー探 しをお手伝 い します。二 学期 もスクールカウンセ ラー は下記の 日程 で学校
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ご相談 のお 申込み は下記の番号 まで ご連絡下 さい。
保護者 の方 のご相談 もお受けしてお ります。
御成門中学校 (代 表)03… 3436‐ 3559 保健室 :佐 藤先生
相談室 (直 通)03‐ 3436‐ 3551(留 守番電話 にて対応)
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火曜 日担 当

柿岡

木 曜 日担 当
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