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ま えがき

わたしの仕事は心理カウンセラーです。カウンセリングやコンサルテーショ
ン、講演会、執筆活動などを日々行っています。でもこんなふうに説明すると
なんだか堅苦しいですね。
簡単に言うと、
「みなさんがご自分のお悩みを癒やし、心をいっそう健康にす
る、そのお手伝いすること」が、わたしの主な仕事です。
ついでに言いますと、田中先生なんて呼ばれるのはしっくりきません。周囲
はわたしのことをＤｏｎさんと呼んでいます。このニックネームの由来は、
「田
中純は〝純（じゅん）
〟というより、鈍いから〝鈍（どん）〟だろう」という説
がひとつ。さらにラ・マンチャの男に出てくるドン・キ・ホーテのテーマ曲を
いつも口ずさんでいるので、ドン・キ・ホーテのドンという説もあります。鈍
かったり、無鉄砲だったり、そんなＤｏｎなんですよ。
わたしは講演会でみなさんにお会いするときは、いつもまず自己紹介とメー
ルアドレス（ don@song.ocn.ne.jp
）をお伝えします。わたしの話で疑問に思っ
たこと、質問、悩み、愚痴、聞いて欲しいこと、などなんでもメールしていた
だいて結構ですよ、と最初にお話します。
なぜかというと、つらい思いを長いあいだ抱えることで心身の問題がこじれ

ないようにしてほしいからです。
「何かあったらＤｏｎにメールすればいい」と
思うと、少しは心が軽くなるのではないでしょうか。
この本に関しても、わたしのスタンスはまったく一緒。本を読んで何かいろ
んな気持ちが浮かび上がってきたら、わたしにメールをください。どんなこと

遠慮は不要です。

でもＯＫですよ。この本を手に取った瞬間から、わたしはみなさんのサポーター
になったも同然！

＊

わたしがよくお話しするのは〝ストレスマネジメント〟に関することです。こ
の本を書くきっかけになったのは、小学低学年の保護者向け情報誌『キッズレー
ダー』
（日能研発行）での連載記事ですが、その連載の視点も〝ストレスマネジ
メント〟でした。
〝ストレスマネジメント〟というと難しく聞こえるかもしれませんが、要は、ス
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トレスに強い心と身体のつくり方のヒントをお話ししてるのですね。
この本は、
〝ストレスマネジメント〟の重要な舞台はＨｏｍｅ（家）であると

ストレスに負けない家族をつくる

ま えがき

いう視点から書かれています。
みなさんは朝、
「いってきます」と家を出て会社や学校に行きますね。そして
外でいろんなことがある。もちろん楽しいこと、うれしいこともあるけれど、一
方ストレスもたまるし、嫌なこともある。そして１日が終わり、
「ただいま」と
家にもどってくるわけです。日々その繰り返しです。
それを考えると、Ｈｏｍｅはくつろぎの場であるとともに、疲労の回復、気
持ちの立て直しなど、コンディションを整える場でもあるのです。Ｈｏｍｅが
その機能を果たせるとわたし達は元気になって、明日も「いってきます」と家
を出ることができます。つまり努力の持続が可能になるのです。
宵越しの金は持たねぇ、とは江戸っ子の常套句ですが、宵越しのストレスは
持たない、というのがＤｏｎの常套句なのであります。
みなさんもおわかりのように、Ｈｏｍｅの建物自体がストレスを癒すわけで
はありません。Ｈｏｍｅを構成しているメンバーが大切なのです。これはもち
ろん家族です。
家族の存在は大切ですが、とはいえ、家族に正しさを求めるつもりは毛頭あ
りません。ひとりひとりは優秀でも器用でも正義の味方でもなくていい。家事

や子育てが下手でもいい。
“我が家のことは我が家で解決すべき”なんて、肩に
力を入れなくたっていい。いつも元気でなくてもいい。闘病や看病の日々を送
ることだってあるのですから。
ときには、家族が存在しないときもあるでしょう。メンバーが揃っていても
機能していないことだってあるかもしれません。
本書は「家族である」ことよりも、
「家族をする」ことを大切にします。
だから血縁などはどうでもよく、
「お父さんのような役割」や「お母さんのよ
うな役割」を“すること”
、そして子どもも“家族の一員として責任を担って行
動すること”が大事というのが本書の基本なのです。

＊

がんばる家族の応援本として、迷ったとき、悩んだとき、孤立を感じたとき、
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この本をどこからでもいいのです、パラパラとめくってほしいと思います。きっ
とどこかに解決策のヒントがあると思います。
田中純
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