
 

ハートランド 

ごほうび大全集❤ 

誰が何と言っても、 

私は私を大切に☆ 
一般財団法人信貴山病院 ハートランドしぎさん 



＊ごほうび大全集を読み進めるにあたってのお願い＊ 

 

作成し始めた頃、本書がこのボリュームになると想定しておりませんでした。 

 

「ストレスに気づいて自分にごほうび！」というシンプルなメッセージを 

わかりやすく伝えることが出来ればそれで十分でした。 

ですが、作り始めたら、多様な意見が多くの仲間から寄せられました。 

 

いろんなアイデアを取り入れたことでこんなに豪華な冊子になりました☆ 

 

仮完成してからも、さらなる意見やコラボレーションにも恵まれました      

 

「こんなにたくさん読んでしんどくなる人出たらどうしましょう？」 

 

ある研修医のコメントでしたが、もしそうだとしたら、本末転倒ですよね～♪ 

 

まず第 2，3章のまとめ（P.20,61）を読み、ごほうびシート作成しましょう。 

 

「読み進めることがストレスになりませんように！」お願い申し上げます。 

 

☆簡易版もありますので、ご利用いただければ幸いです！ 
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第 1章 はじめに 

 

私たちは毎日様々な人や出来事とかかわり、暮らしています。そして、その中

には楽しみや達成感のあるものだけではなく、不安や落ち込みなどつらい気分

を伴うものもあります。 

 

さて、ここで質問です。 

 

ある出来事が生じてつらい気分になった時、 

あなたはどのように対処していますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何となく過ごしているうちに気分が晴れていくこともありますが、一方で、

「何であんな簡単なことができなかったんだろう…私ってホントにダメだわ。」

とか「あぁどうしよう。うまくいくか心配だ。」など過去の後悔や未来への不安

で頭がいっぱいになってしまった…というような経験はありませんか？ 

 

このようなことを長時間考え続けても、怒りや不安、悲しみなどのつらい気分

はなかなか解決しません。そればかりか、頭の中がいっぱいになってしまって、

目の前のことに集中できず、仕事や家事がはかどらない、せっかくの趣味や楽し

みに集中できないなど、暮らしに影響を与えます。そして、その結果、ますます

自己嫌悪に陥ってしまうこともあります。 
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一方で、嫌なことがあったとしても、「何かに集中していたらいつの間にか、

ちょっと楽になっていた」というような経験はありませんか？ 

 

例えば、家に帰って読みかけの漫画を読んだり、お気に入りの入浴剤を入れて

お家スパタイムを楽しんだり。やりたいことを見つけ、行動し始めた瞬間から、

つらい気分が頭の中を占める割合は少しずつ減っていって、いつの間にかその

つらさから距離を置けているのかもしれません。距離を置けると、鏡の中の自分

を見るように、自分のことを冷静に見つめることもできるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気分が落ち込んでいる時に何かするなんて出来るのかしら、と思われる方が

おられるかもしれません。しかし、ただ待っているだけでは気分が良くなったり、

何かをする意欲がわいたりすることはありません。私たちの気分は、「行動」に

多いに影響されるといわれており、まずは楽しみや達成感のあるような「行動」

をすることが、気分に良い影響を与えるきっかけになるのです。 

 

そう、気分を変えるやる気スイッチのかわりになるのが「ごほうび」なのです。

ごほうびは、みなさまの生活や習慣の中にある、「楽しみや達成感のある活動」

「行うと元気になる健康行動」「ストレス対処行動」のことを指しています。 

 

この冊子では「負担を感じたら深く考えるより、自分にごほうびとなる行動

を実行し、心身の健康を維持しよう！」というスローガンを大切にしています！

たくさんのごほうびをレストランのグランドメニューのように分類化しており、

多様な体験に思いを巡らせて、最終的にはリストの中から好きなものを選んで、

自分だけのオリジナルごほうびシートを作ることができる冊子を目指します。 

 

あなただけのオリジナルごほうびシートを創っていきましょう☆彡 
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第 2章 ストレスについて知り、自分を見つめてみましょう！  

①ストレスって何？ 

 ストレスとは、本来外から力が加えられた時に生じる物体の歪みを指します。

例えば、スポンジを手で握ると小さくなる、みたいな感じです。この外からの力

とは、手でスポンジを握るような物理的な力だけでなく、例えば気温やにおい、

忙しさ、人との関係など様々な力を指します。これをストレス要因といいます。 

 

一方、ストレス要因による力がかかることで人間の心身には様々な影響が及

びます。これをストレス反応といいます。今日では日常生活において誰もが使

う、「現代社会におけるストレス」、「家庭・職場ストレス」、「心理的ストレスが

負担」といった表現は、ストレス要因とストレス反応が混ざっているかもしれま

せん。ですので、本書ではどちらのこともストレスと表現していきます。 

個人の心理的ストレス過程を図 1 に示しますが、その人にとってネガティブ

に評価される刺激(ストレス要因)を経験すると、様々なストレス反応が出てく

ると考えられています。それがいくら小さいものだとしても、積み重なることで

身体・心理・行動面などの症状になる場合があります。しかし、今の自分を冷静

に見て、気を落ち着けて、対処することが出来たならば、健康につながります。

こうしたうまくいく対処を健康行動と呼び、本書のタイトルである「ごほうび」

も同じものを指しています。 

図1 
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②うれしいこともストレス？→脳にとって変化はストレス 

 

新しい服を着て、新しい靴を履いて、初めての学校に登校した日のことを覚え

ているでしょうか？新しい先生に新しいクラスメート、周囲から見れば新鮮に

映るでしょうけど、きっと慣れない環境に不安がいっぱいだったことでしょう。

これは職場や地域社会においても同様で、「脳にとって変化はストレス」という

ことを知っておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分のストレスどうなってるかな？」「あふれかえっていないかな？」 

そんなふうに自分で自分に問いかける習慣がつくといいでしょう。 

 

Holmes（ホームズ）らが 1968年に開発した、ストレスのランキングとされる

社会的再適応評価尺度を見てみましょう（次ページ）。この表はそれぞれの出来

事を経験した場合、再び新しい環境に順応するまで、どのくらい時間がかかるか、

どの程度困難があるかを測定して、順位を付けています。 

 

大切な人との死別や離婚、けがや病気などは、当然ながら上位にありますが、

興味深いことに、結婚、妊娠、家族が増えることなど、一見望ましい変化に見え

ることも負担は大きいようです。繰り返しますが、「脳にとって変化はストレス」

であり、変化に慣れるまでには時間と心身のエネルギーを要するものだと考え

ておきましょう。また、こういった出来事は複数重なったり、続いたりすること

もあると想定しておきたいものです。 

 

     キーワード 「脳にとって変化はストレス」 

見る自分と見られる自分は同じかな？ 
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社会的再適応評価尺度 生活とストレス Holmes（ホームズ）ら 1968 

 

順

位 
日常の出来事 

ストレス

強度 

順

位 

 
日常の出来事 

ストレス

強度 

1 配偶者の死 100 22  仕事上の地位の変化 29 

2 離婚 73 23  子女の結婚 29 

3 夫婦別居 65 24  親戚関係でのトラブル 29 

4 刑務所への収容 63 25  個人的な成功 28 

5 近親者の死亡 63 26  妻の就職・退職 26 

6 本人の大きなけがや病気 53 27  進学・卒業 26 

7 結婚 50 28  生活環境の変化 25 

8 失業 47 29  個人的習慣の変更 24 

9 夫婦の和解 45 30  上司とのトラブル 23 

10 退職・引退 45 31 
 労働時間や労働条件の

変化 
20 

11 家族の健康の変化 44 32  転居 20 

12 妊娠 40 33  転校 20 

13 性生活の困難 39 34  レクリエーションの変化 19 

14 新しい家族メンバーの加入 39 35  社会活動の変化 19 

15 仕事上の変化 39 36  宗教活動の変化 18 

16 家族上の変化 38 37  一万ドル＊以下の借金 17 

17 親友の死 37 38  睡眠習慣の変化 16 

18 配置転換・転勤 35 39  家族の数の変化 15 

19 夫婦ゲンカの回数の変化 35 40  食生活の変化 15 

20 一万ドル＊以上の借金 31 41  長期休暇 13 

21 借金やローンの抵当流れ 30 42  クリスマス 12 

＊参考：1 ドル＝360円（当時） 
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③ストレスってなくせるの？ 

 ストレス解消ってよく耳にしますが、“完全に解消”はできないものです。 

といいますのも、ストレスは生きている限りなくなるものではないからです。 

ストレスは常にあるものであり、「解消する」わけにもいきませんので、「何とか

自分で行動して対処する」という考え方を身につけて、生活で実践しましょう。 

ただ、冷静に自分のことをみつめて、的確に対処するのは非常に難しいので、 

とにかくストレスを感じたら行動できるようになれるとよいでしょう。 

図 2は図 1をもう少しシンプルなものに思い切って表現し直しました。 

負担がひどくたまる前にごほうびを実行できれば症状が出なくて済みます。 

 

以下はそれぞれの信号の色が示す状態の目安を示したもので、あなたの心身の状態がどの

色に当てはまるかについては、④「自分のストレスに気づく」の項も併せてお読み下さい 

   

これくらいなら大丈夫 

  

   

  この境界を超えないようにしなきゃ！ 

 

  

ストレス反応による心身の症状 

 

＊この冊子の目標としましては、「何らかの負担を感じたら、自分にとっての 

ごほうび（健康行動）をまず実践してみる！」を第一にしたいと考えています！ 

    
  

  
    
  

図                
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というわけで、ストレスについて難しく考えることは横に置いておき、以下の

図のように、「ストレスに気づいてごほうびを実行する！」ことが出来るように、

本書では、さまざまな人の体験や考えを紹介し、自分オリジナルのごほうび     

を準備できるようにしていきます 

 

  

 

 

 

 

 上図におきましては、効果が無ければそれに気づいて、他のごほうびをまた試

そうということも示されています。実際の生活上では、1つの大きな効果を持つ

ごほうびを考えるのは現実的ではなく、効果は小さなものであっても、たくさん

のごほうびを準備することで、何とかしのぐことが出来ればよいとしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊質より量で、いろんなごほうびを試してみましょう！ 

        

     

   

               

        

ごほうびに効果がなければ、もういっちょ！ 
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④自分のストレスに気づく！ 

 あなたは今現在どれくらいのストレスを抱えていますか？ 

こころがコップであればどの程度ストレスが溜まっている状況でしょうか？ 

あまり深く考えすぎず、「このくらいかな？」という所に線を引いてみましょう 

 

 

 

      ✐ 

 

 

 

あるいは、数字で評価してみる方法もあります。 

以下の 0から 10までの段階のうちであなたのストレスはどの状態ですか？ 

 

0←—-1—--2--—3--—4--—5--—6--—7--—8--—9--→10 

（ストレスがない）     ✐          （ストレスがいっぱい） 

 

これらのように心身のストレスの調子を見えるようにすることを、外在化する、

と表現します。自分の頭の中をわかりやすく、図にする作業にもつながるので、

もやもやする、イライラする、なんだかしっくりこない、といったような時に、

こうした作業が自分のことを客観的に見ることを手伝ってくれます。 
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 先ほどのコップがどの段階になれば自分の中で負担に感じるのでしょうか？

10 段階のどこを超えると、心身の調子に異変が生じるのでしょうか？こうした

ことは個人差があるので、自分なりの数値を知り、安全範囲を自分で維持できる

ように意識するとよいでしょう。また、自分のストレスが 8であった場合には、

残り 2くらいの余裕しかないことにも気づけるようにもなります。 

 

例えば、とても大きなストレスは認識しやすいですが、普段身の周りにある、

小さなストレスはなかなか意識しないと自分では(他人からも)見えにくいもの

です。1や 2といった、少しのストレスも数が増えれば雪だるま式に最終的には

大きくなるため、こうしたとても小さなストレスに目を向けることも大切で、 

外在化することに慣れていけば、小さなストレスにも目が向くようになります。 

 

余談）小さな棘（とげ）が刺さった場合に抜く方法 

必要なもの：- 重曹 大さじ 1、- 水 少々、- 絆創膏など 

重曹に水を混ぜ、硬めのペースト状のものを作ります。これをとげが刺さった所に塗り、この上から絆

創膏などを貼って、数時間重曹を馴染ませると、重曹により皮膚が膨張し、とげが押し出されるような

形で出てきます。水分によって皮膚が柔らかくなるので、とげは出やすくなっています。絆創膏を剥が

せば、とげはすでに抜けているか、ピンセットでスッと取れるようになっているはずです☆ 

しかし、これはあくまで家庭療法で、衛生面には十分に注意して実施して下さい。とげなどが抜けず、

痛みが激しく、熱を持ち水膨れなどが発生したら、細菌感染症も考えられます。大きなとげや、異常に

赤く腫れあがっている場合などは病院を受診し、医師の診断・治療を受けて下さい。 
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⑤「こころの器」をモデルに自分を見つめて、ストレスに対処する！ 

 先ほどのコップをこころの器、と表現するとして、上の蛇口からストレスが

降り注ぎ、下の蛇口からはストレスが発散されているものとしてイメージして

ください。あなたの今のこころの器はどのような状態ですか？ 

 

健康な時のこころの器はたまるストレスと発散されるストレスのバランスが

とれている状態です。上手にストレスに対処できていることでしょう。 

  

 

 ただし、たまるストレスの方が多くなるのか、発散されるストレスが減ると、

こころの器の水位が上がり、おちこみ、つらさを感じるようになります。 

 

さらに、バランスを崩すと抑うつ状態になるなど、心身に様々な影響が及びま

すので、この段階の前に気が付いて、対処できるようになれるといいでしょう。   

実際たまるものを減らすことは困難なことが多く、自分の力ではどうしようも

ないことも少なくありません。ただし、発散に関してはかなり多様な方法や手段

があり、その自由度の高さに気づけるようなヒントを駆使した、本書を参考にし、

さまざまな発散につながる、オリジナルごほうびシートを作成しましょう☆ 

ストレスの
   動

ストレス
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⑥じっくり冷静に、「今ここ」の自分を見つめるために 

 

 余裕がない時は自分を見失いやすいですが、冷静に自分の状態がわかるよう

になれば、いつ何時ごほうびを用意すればいいかわかりやすくなるでしょう。 

 

＊自分の状態がわからない場合には、以下のようないつも同じ質問を自分にし、 

目に見えやすい身体に目を向けてみましょう。 

 

今の自分の体はどのような状態ですか？ 

元気な時と比べてどうでしょうか？ 

痛いところはありますか？ 

十分に休めていますか？ 

皮膚は乾燥していませんか？ 

かゆいところがあったりしませんか？ 

食事はおいしいですか？ 

うれしい、楽しいがありますか？ 

肩こりとかありませんか？ 

こころから笑ったりできていますか？ 

自分の充電ゲージはどうなっていますか？ 

呼吸はできていますか？ 

 

 

＊難しいので継続して見つめられるようにしましょう☆ 
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☆呼吸について 

 

呼吸は意識しなくても生まれてこれまでずっと脳が自動的に行ってきました。 

そして、今ここで意識して行うこともできます。実は「考え」も同じで、自動的

に考えてしまう時もあれば、自分で主体的にじっくり考えることもできます。 

 

この類似性を治療に用いたりするのですが、そこまで本格的ではなくても、 

呼吸をコントロールするように、自分の考えもコントロールできるイメージが

つくと、今の自分に気づきやすくなるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動車の自動運転システムも同じようなものになるでしょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊簡単な音声ガイド（無料）でできる呼吸瞑想のサイトの紹介 

マインドフルネス心理臨床センター（マインドフルネスと依存症支援を提供） 

https://mindfultherapy.jp/guidedmeditation/ 

 

所長小林亜希子先生による、SOBER呼吸法、呼吸瞑想、セルフコンパッションを

使った一休み、ま、いっかな？瞑想など、様々なガイド瞑想が盛り沢山です☆ 

脳の機能としては同じなのね！ 

考え 

「意図しなくても、考え事は生じてくる」 

 

呼吸 

「意図しなくても、自動でしてくれる」 

 

ハンドルは自分でも 

持てるとイイね！ 
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＊呼吸って、自律神経の中で、“自立”できたりします！ 

 
作者コメント） 

最近の漫画では「○○の呼吸」が流行しているので、○○に自分の好きな言葉

を入れて楽しんでいます！（なぜか食べ物が多い気がするけど…） 

呼吸法を練習することで過換気発作が改善する患者さんたくさんいますしね～ 

「自分を見失わないように、普段から呼吸を通して自分を調整するぞ！」 

 「自動運転もありがたいけど、自分でもハンドル持ちたいですね～☆」 
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⑦自分を見つめる視点 

自分が自分を見つめるにはどの位置がいいでしょうか？自分を客観視するた

めに、少し俯瞰的（高いところから見下ろすよう）に自分を見れるでしょうか？

一歩下がる、距離をとる、幽体離脱、鏡で見る、など、どのようなイメージでも

結構ですが、ストレスの渦中にいる自分のことが冷静に見れるようになるため

には自分なりの方法やイメージがあるといいでしょう。 

 

 

 ある有名な先生は、「自分の口にひっかかっている釣り針を外す」イメージ

を推奨されています。「外在化」して客観的に見つめることが出来れば、誰か

の相談に応じるように、自分の行動で対処することが出来るようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣り針に気づくことが出来れば、自分で外すことが出来るイメージを持てる☆ 
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⑧自分のことを支えてくれるモノや人も図式化していく！ 

 自分のことを客観的に見れるようになってくれば、自分に降りかかっている

ストレスだけではなく、自分のことを支えてくれているモノや人（あるいは動物）

がいることにも目が向くようになります。「存在しているだけで尊いのだ！」と

感じられるモノや人はいますか？困った時に気軽に相談できる人はいますか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例） わたしのあんしん         

 

    ハートランドしぎさんの中の個人的支え・安心ポイント     

      病院周辺の樹がほぼ全部桜        →3月はいつもワクワク       

      〇丸い構造物が多い〇     →特に個人的に丸いガラス窓が◎ 
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環境（例；お気に入りのソファ）も含めて、 

自分の周囲で自分のことを支えてくれるモノや人を書き出してみましょう！ 

☆自分オリジナル安心をくれるモノや人を書き出してみよう！ 

＊今すぐ思いつかなくても、ごほうびが増えたら書き足そうね☆ 
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第 2章のまとめ 

 

・ストレスは生きている以上、誰にでも存在する 

 

・うれしいことも脳にとって変化はストレス 

 

・ストレスは完全にゼロにはできない 

 

・自分のストレスを見つめて、気がつけるとよい♪ 

 

・「今ここ」の自分を見つめるために、外在化、客観視☆ 

 

・「こころの器」をモデルに、ストレスがたまらない自分をイメージする 

 

→そのためには発散やごほうび（対処行動・健康行動）が役に立つ 

 

本書の目的 

「何らかの負担を感じたら、自分にとっての 

ごほうび（健康行動）をまず実践してみる！」 
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第 3章 ごほうび（健康行動）を考えるためのヒント集 

～他人に言えない、はずかしい、変わったこともごほうびになる？？ 

 

 第 2 章ででてきたごほうび（健康行動＝うまくいく対処）を考えていくのに

あたって、本章では数多くのアイデアを出すためのヒントをを用意しました☆ 

 

イラストや漫画を駆使して「えっ、そんなことしている人がいてるの？」、 

「あらま、そんなことがごほうびになるのね」という声が聞こえてきそうものを、

イラスト作者のコメントや解説を加えながら、少しずつのぞいてきましょう！ 

 

以下の 3大ポイント重視でごほうびについて考えられるようになりましょう☆ 

 

・ごほうびは効果とコスト（時間とお金）のバランスを見る 

 

・必殺技より、小さいものがたくさんあるとよい 

 

・つぎからつぎへの切り替えが大切←やはり数が大切（数に困ったら細分化） 

 

＊過去の自分の体験を振り返り、他者の経験も参考に☆ 

例えば、空想して楽しんでいること（例えば、今日いきなり素敵な人二人に同

時に告白されたらどうしましょ？とか、家に帰ったらプレゼントが届いている

と思って帰宅を急ぐ♡とか、ロッカーや下駄箱や郵便受けにラブレターが入って

いると思って毎回開けてみる☆とか…）とかありませんか？ 

 

友人で不動産屋さんに勤務する女子のごほうび行動を本人の許可を得てここ

で紹介します。自分の営業先の男子を全員似ている（似ていなくとも）芸能人

の名前でこっそり呼んで、電話もその芸能人だと思って丁寧にときめきながら

話すようにするそうです。実際に会う時もそのようにふるまうというからまあ

まあ態度に現れるのでしょうか、かなり営業成績がよろしいようです☆ 

 

例えば、苦手な上司が営業所に来る時、大好きな舘ひろしさんが来たと思って

誠心誠意接しているようです。あるイラスト委員に話していたら次頁のような

イラストが誕生しました。本章のイラストや漫画で想像を広げてみてください。 

注意）看護師さんのイラストのように見えますが、当院のおっさんを代表して、

うちの病院の話でないことを再度申し添えておきます。 
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例)「職場のイケてない上司を自分の好きな舘ひろしさんだと思って働く！」 

 

作者コメント） 

みなさんは、内に秘めているトキめき（自分のあこがれている職員（推し）と

廊下ですれ違えるかも？食堂で一緒になれるかも？バスでお隣に座れるかも？

駐車場でバッタリお会いするかも？）とかありませんか？ 

しかもそんなことが起きますように☆っていう魔法かけていたりしませんか？ 

（私はたまにあります♡） 

 

そして、結構恥ずかしいけど、スッキリする！っていう行動していませんか？

車の中やお風呂の中で熱唱（しかも替え歌とか）とか、かさぶたひっぺがすとか、

炭酸飲料を一気に飲んでげっぷするとか、腹筋しながらおなか叩き続けるとか、

筋トレしながら後半に変な声出してみるとか、…）とかありませんか？？ 

 

 自分にとって、ひょんなことがごほうびになる！と信じてみてください☆ 
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例）料理している私の特権！ 

作者コメント） 

 仕事終わってから料理する私は、いっつも自分が損してばかりだと思ってい

ました。ある日名古屋コーチンが安くなっていて、一人分しかなかったのですが、

「焼いてしまえばわからない！」と思って、食いしん坊な旦那に大きめのお肉を

買って、夕食に提供しました。旦那は大喜びで、おいしそうに食べてくれました。 

牛肉や豚肉でも「焼いたらわからん作戦」は私の疲れた時の必殺技です☆ 

（これはみなさん本日のごはんから観察レベルが上がるかもしれませんな…。） 

だんなさんのお肉は 48円/100gの外国産鶏肉なの。 

❤大きさでうまくごまかせたわ❤ 
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例)占いって意外にハマる～ 

 

 

 

作者コメント） 

なんか、思ったよりいろいろ話せるんですよ～ 

思ったことを話すことって治療でも大事じゃないですか～ 

安全な場所だといろいろ話せたりするんですよ～♪ 

そんな空間がいいのかもしれませんね～ 

あ、でも変なものを高額で売られたりすることのないように、ですね～☆ 

 

編集者コメント） 

 精神科のカウンセリングと占いは紙一重だという人もいますよね～ 

安心・安全な場所で思っていることを表現できるのはいいことですね☆ 

作者のように「何でも話せる感じが似ている」というのであれば結構ですが、

自分で決めるべきことを他者に任せっきりにならないかは心配したりします。

しかし、イラストの手に込められた“念”はどんな内容なのでしょうね～☆ 
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例）どうせするなら… 

 

 

作者コメント） 

 当初コロナウィルスのことで制限ばっかりでいやだなぁて思う時期があった

のですが、感染対策っていやいやすると面白くないけれど、ワクワクしながら、

いろいろ考えて仕事するようになったら、意外と気が楽になってきたんです～ 

  

編集者コメント） 

行動が気分に影響を与えることがありますが、そのことについて体験を通し

て学んだようで素晴らしいですね～☆過去の体験が生きることは多いはず！

「感染対策させられている」ととらえるよりは、“主体的に、能動的”に行動し、

「自分を含めた仲間のために、感染予防に努めている私たち、やるじゃん！！」

ととられた方が気持ちは楽になるようですね！ 
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例）ワクワク仕事にはおやつも必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊休憩中のおやつは感染症対策も忘れずに      

作 者

コ メ

ント） 

 外出

しない

時間が

増 え

て、SNS

でつな

がろう

と思っ

た ん

ですけ

ど、つ

ながる
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いるな

ぁ っ

て、気

が付い

たんで

すよ！ 

これっ

て、意

外に多
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ゃない

かと思

うんで

す ～

      

コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
大
事
で
す
ね
☆ 
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例）仕事中のポケットにはシルバニアファミリーの人形！ 

 

 

作者コメント） 

ポケットの中は他者から見えないので、自分の秘密のものを忍ばせておくと、

困った時に応援してくれたりするのでありがたいんですよ～☆ 

みるくウサギさんのつぶらな瞳に癒される日々です     

あ、これは僕じゃないですけど、スクイーズ（もっちり柔らかなさわり心地で、

癒やされるおもちゃ）っていう、低反発なアイテムを忍ばせておいて、イライラ

したときにそれを思いっきりつねるという対処をしている友人を知っています。

けっこう攻撃的な行動かもしれませんが、意外と良い発散になるようです。 

 

編集者コメント） 

 素敵な形の、おもしろいポケットなんですね～。 

ポケットの中にはいろんなものが隠せるだけではなく、自分には見えるという、

すごい位置にいるアイテムだということを教えてもらいました！ナイス発見☆ 
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例）大人買いからの大人食い！ 

作者コメント） 

 子どもの頃にはできなかった夢の必殺技を大人になってできる幸せよ～。 

ホールケーキやロールケーキ、大きなかき氷、牛丼特盛、一人でカニ 1 匹、

何でもいいのでしょうけど、大きい方が気持ちは盛り上がる気がするわ～！ 

串団子を一気に 1個半食べるとか、プリン 2個食べるって人もいるみたい      

 毎回食べるってわけにはいかないけど、ここぞって時の必殺大人食いは、

これ以上ないわかりやすいごほうびかもしれません☆ 

目にも、心にも、脳にもわかりやすいごほうび探してみよ～♪ 
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例）量だけではなく、質も豪華に！ 

 

作者コメント） 

 もともと乳製品が好きなんですけど、コロナ禍をきっかけに、グラスフェッド

牛乳にハマっています☆乳牛って早く大きくなるように穀物を食べるんですが、

牧草だけを食べた牛から取れる栄養価の高い、この高級牛乳は 1 リットル 1000

円位するのでたまのごほうびに、みなさまもいかがでしょうか？元に戻れない

かもですよ～。そうそう、この牛乳に合わせてサワー種のパンも大好物です！ 

 

編集者コメント） 

 たくさん食べちゃう路線に引き続いて、うまいもん食べちゃう路線も大人気

でした☆高級ヨーグルト、高級チョコレート、いつもなら買おうとしないものを

買うようになったという意見が多かったです。ふるさと納税で高級な魚やお肉、

お米や果物なども人気でした。値段が味を決めているのかもしれませんね～♪ 
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例) 犬の散歩中に野鳥や草花、雲の形を観察する 

 

 

作者コメント） 

 このイラストは地元の川沿いを犬と散歩している自分の姿です 

雲の形ってみているといろんなものに見えてきますよね～ 

（私は食べ物が多いかな…？密を避けた、散歩の味は蜜の味    ） 

 

そして、散歩コースに咲く花を観察したりするんです。名前のわからない

花の写真を撮ればその草花の名前を教えてくれる「Picture This」という、

名前のアプリも併用しています。犬のための散歩が、知らないうちに自分の

ためになっていて、お天気のいい日にはつい散歩が長くなってしまいます☆ 

 

編集者コメント） 

 散歩だけではなく、雲の形を眺める、周囲の草花に目を向ける、といった

行動も併せることによって、より豊かになっているごほうびですね♪ 

 こうしたごほうびの組み合わせは多様であり、本書で作成する予定の、 

自分オリジナルごほうびシートを作成する際のヒントになると思います☆ 
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例）なかなか断ることが出来なくて… 

 

作者コメント） 

 僕ってなかなか仕事を断るのが苦手なんです。人の役に立ちたいってこの

仕事に就いたのもあるのですが、人の役に立つことを優先しすぎて、たまに

自分のことをほったらかしにすることがあります。そんな時にこのごほうび

大全集の企画を知って、多くの初任者に伝えてあげたいなぁって思いました。

「無理しすぎは禁物ですことよ！もちろん先輩がフォローするからね～☆」 

 

編集者コメント） 

 思っていることを話すのが苦手で、他者に配慮しすぎ、自分で決めること

が苦手な人ほど、ストレスを感じやすく、対処が難しくなる印象があります。 

診療で扱うことも多いテーマですが、その根本には誰かの役に立ちたい！と

いう気持ちがあったりするので、そのバランスをとるのは難しいですね。 

「思ったことを安心して話せる環境を確保して、多めにごほうび投入です♪」 
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例) 動物に囲まれて暮らしたい！（空想遊び） 

 

作者コメント） 

 自然に囲まれて暮らしたい～！って空想してよく遊んでいます☆ 

仕事は人に囲まれていたいけど、プライベートは動物たちと一緒がいいな♪ 

あ、同僚で、今回の感染症のことで猫や犬を飼い始めて、生活が豊かになっ

たという人がいるのですが、不思議なもので、これまでよりも外に出かける

ようになったっていうんですよ。なるほどっ！と思って、私も密を避けて、

散歩することが趣味になっちゃいました。「散歩の味は蜜の味」に私も 1票！ 

 

編集者コメント） 

外出を控えることで人との接触を減らすことはとても重要ですが、ステイ

アットホームはあくまでも表現上のことであり、正しい理解は「接触を避け、

他人との距離をとる(飛沫感染を避ける)こと」です。そのため、誰にも接触

しないで、「してもいい外出」を上手に見つけ出したことにも拍手です       
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例) サットヴァ（アーユルヴェーダ）な食べ物だけで食事メニューをつくる 

  

作者コメント） 

 インド医学のアーユルヴェーダって知っていますか？その中で食べ物の

分類があるのですが、“サットヴァ”に分類されるものを食べると心身によい

ということなので、体調がすぐれないなぁと思ったときには意識しています。 

野菜と果物のサラダには無限の組み合わせの可能性がありますよ～！ 

 

＊アーユルヴェーダの 3つのグナ（心的な「気質・性質」） 

サットヴァ 

純粋・バランスのとれた状態 

ラジャス 

活発・激しさ 

タマス 

停滞・重さ 

 

3つのバランスのうち、サットヴァの割合が増える方が健康といいますが、 

あまり厳密にこだわりすぎず、楽しんで料理し続けたいと思います☆ 
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例）入浴剤ワンダーランド      

作者コメント） 

 入浴剤ってかなりいろんな種類があるじゃないですか！でも、あまり他の

種類を買うことなく、いつものやつか、安売りしているやつを買っちゃうの

ですが、家での生活を豊かにする、と考えた時にこんな贅沢もいいかなって

思って試してみると、とても世界が広がりました！白くなるやつとかは基本

温泉地に行った感が出るような気がしますし、最近の私の超お気に入りの、

“レモネードの入浴剤”という、新しいごほうび発見もあり、お風呂タイム

が楽しみになっています☆（たまにお鍋みたいな香りのやつもあったり…） 

 

編集者コメント） 

 お鍋の中の具材な自分を想像して笑っちゃいました☆家族の中で一番後

にお風呂に入り、自分のためだけに入浴剤を使う人もいらっしゃいましたわ。

家族にバレないように出る時に掃除する習慣がつくので一石二鳥だとか…。 

あ、そうそう、二つ入浴剤入れるの！っていう強者もいましたわよ～☆ 
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例）家族に無理やり自分をほめてもらう！ 

 

作者コメント） 

 誰も言ってくれない時に、以前は自分で鏡に向かって“白雪姫の母親”の

ようにささやいていたのですが、どうせなら家族や友人に言ってもらっても

（お互いに言い合ったりもしています）いいんじゃないかなぁ～と思って、

トライしてみると、これはかなり効きますわよ！！お試しあれ～♪ 

 

編集者コメント） 

 自分のことを客観的に見てくれる人から認められることになりますので、

自作自演であったとしても脳は喜びを感じます。この次ページの「笑うだけ

で脳が楽しいと誤解する」もまさにそうです！呪文（P.69）もいいかも？ 
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例）笑うだけで脳が楽しいと思ってくれる☆ 

 

 

作者コメント） 

 おもしろいから笑うのではなく、笑っている表情の筋肉の状態を脳が認識

しておもしろいと感じている、という脳科学の勉強からヒントを得ました☆ 

なんと！！温かい飲み物を飲んだり、温かい物をさわっていることにより、

気持ちも温かくなるっていう研究もあるようで、脳って奥が深いですね～！ 

 

編集者コメント）  

 飛行機の客室乗務員の朝礼でもこの笑顔体操なるものが日課であるとか

ないとか…。私もトイレの鏡でこっそりしていることがありますが、たまに

知らない誰かさんが入ってきて…（爆）さらなる笑顔でこんにちは！です☆ 

同時に、自分のことを客観的に見れる機会にもなったりするんですけどね♪ 
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例）疲れた日やイライラした日の帰り道にこっそりアイス 

 
作者コメント） 

 昔何かいやなことがあった時に、おばあちゃんが「疲れた時には甘いもの

がいいのよ」とほほ笑んでくれた思い出があり、教えに従ってときどき仕事

帰りに、コンビニやスーパーでアイスやスイーツを買い食いしています☆ 

家に帰るまでに食べきるところがポイントで、包み紙も買った場所で捨てて

くることで、買い食いのアリバイも消してしまいます。ドロン！ 

 

編集者コメント） 

 本書で一番のあるあるかもしれないですが、意識して主体的に能動的に、

食べるのか、なんとなく食べているのか、では大きな違いがあるのです！ 

本書のコンセプトである「負担を感じたらとにかくごほうびです♪」という

ポスターを作るならこの一枚なんじゃないかと思ったりしています☆ 
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例）高級ジュースを家計のお金で買って、スーパーで飲んで帰ってくる 

 

 

作者コメント） 

 買い物って意外に重労働なんです！だから、これくらいいいじゃない！ 

ほら、子供の頃のおつかいだって、必ずお駄賃があったじゃないですか！！ 

ね、普段買えない高級なジュースの味の独り占めはたまんないでしょ？？ 

背徳感もごほうびになるのかもしれませんし、高級感もごほうびなのです☆ 

（アイスと一緒でビンや容器は買ったお店で捨ててきましょう～ドロン！） 
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例）飼い猫と遊ぼうと思ったら… 

 

作者コメント） 

 自分が「かまってあげよう」と思ったときに限って、うちの猫は「かまっ

ていらんわ」って言っているかのような猫パンチを食らわせてくれます☆ 

 でも、それがまたかわいいんすよね～     猫ってホンマにアレっすね～♪ 

そして、たまーにすり寄ってきたりするからもうどうしようもありません！ 

 

編集者コメント） 

 今回のおうち時間を過ごす中で、ペットを飼うようになったという意見は

多かったのですが、かなりの人がその生き物に話しかけているようで、人間

同士のソーシャルディスタンスを埋めてくれているのかもしれませんね      

猫に引っ掻かれたキズをマスクで隠せていいわ☆という意見もありました。 
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例）吐き出したいことをチョコペンで食パンに書いて食べちゃう！ 

 
「余計なことばっかり言う嫌なあの子に対して、休みの日の朝食にて」 

 
「ただでさえ大変な弁当なのに、毎回キャラ弁作る余裕なんてあるか～」 

 

編集者コメント）イラストを頼んでいない段階で書いてくれた人がいたので、

同じテーマに二枚も絵があるのです！企画書読みとるイイ人たちに感激✨ 
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例）SNSの罠 

 

作者コメント） 

 外出しない時間が増えて、

SNS でつながろうと思って 

いたんですが、つながるって 

いうより、縛られているなぁ

って、気が付いたんですよ！ 

これって、意外に多いんじゃ

ないかと思うんです～      

 

つ な が り の は ず が 鎖 で   

つながれていたよ～… 

 

つながり、じゃなくて、 

つながられ、でした。反省☆ 

編集者コメント） 

「つながられ」は今年の流行語 

大賞を狙えそうなやつですね～。 

 

ごほうびには効果がなかったと

気づいてやめることも重要です。 

 

効果検証も忘れずに、積極的に、

いろんなごほうびをトライして

いきたいですね☆ 

 

ナイス観察！ナイス発見☆ 
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例）子供が寝た後にビール飲みながら、ホテトチップスを… 

 

作者コメント） 

 この組み合わせはだれが考えたのか、かなり最強です☆（アイスの人も♪） 

「寝る前に食べたら太るではないか！」といった正しい意見を振り払い、 

「悪いことすることだって大事だもん！」と言える主体的な自分が好き     

あ、食べかすやごみで子供にバレることがあるのでご注意を～！ 

そうそう、「わるいことってこっそりしなきゃね～✨」 
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例) わるいことはこっそりしちゃう     その 1 ダイエット中にデカいパフェ 

 

 

作者コメント） 

 なんか背徳感ってごほうびじゃありませんこと？ 

“してはいけないことをこっそりしている自分”って大好き     

ある友達は「みたらし団子を一口で一個半食べる」ってごほうびの背徳感を

熱く語っていました。また別の友達なんかは、高級プリンと普通に売ってる

量販プリンを並べて「2 つとも同じように大切に食べるの」と語りました。

二人とも「背徳的なのがいいのよ♪」って話していたのが印象的でした。 

 

編集者コメント） 

 背徳感が一つのテーマになるなんて思ってもみませんでした。アイデアが

思い浮かばない時に、一つの発想の転換ポイントかもしれませんね。他人の

せいにしたり、社会や環境のせいにして気持ちが楽になることも大切です。 

 そして、同時に「自分にごほうびなんて…」と考える人も少なくありません。

育った環境にも影響を受け、ストレスを抱えやすい人ほど自分を責める傾向

があります。そういったことでお悩みの人は、気軽に医療にご相談下さい！ 
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例) わるいことはこっそりしちゃう      その 2 ら・く・が・き 

 

作者コメント） 

 法に触れずに、他人を傷つけない、程度の「わるいこと」に限定ですが、

何かこのフレーズは案外賛同者が多いのでは！？と思ったりしています☆

許してくれる人がいる、っていうところがミソなのかもしれません。 

休前日のような、次の朝に困らない時にだけ、ってことで許してね     

 

編集者コメント） 

  この意地悪イラストなら、相手は許してくれることが前提になっていそう

なので、悪いことをこっそりしつつも、どこかほっこりしてしまいます。 

 

＊注意：睡眠中の他人の顔に落書きすることを勧めているわけではありません。 
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例）昼間の星は見えないけれど、いつもそこに星がある 

 

 
 

作者コメント） 

 金子みすゞさんは、詩の中で、「昼の星」と「たんぽぽの根」の例を挙げて、 

「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」と表現しました。 

新型コロナウィルスが目に見えないことで、また何か感じるものが変わって

きたように思います。そういえば、“星の王子さま”も言っていましたっけ？

目に見えないものを信じる気持ちも、疑心暗鬼も紙一重かもしれませんね☆ 

 

編集者コメント） 

 ごほうびが思いつかない時に、自分の身の周りを見渡してみる、というく

だりがありましたね（P.18）。目に見えるモノや人だけではなく、今の自分の

こころを支えてくれているモノや人がいないか、少し考えてみませんか？ 

いろいろとこころの支えとなるごほうびが見つかるかもしれませんね～☆ 

もしかしたら、自分が気付いていないだけで、周りから自分に向けて視線が

来ているかもしれないという、すごい発想の転換を生んだイラストに拍手      

 

＊何をしている時の自分が楽しそうか、周囲の人に聞いてみましょう！ 
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例）ある病院の食堂の片隅で… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊おススメ 

食堂のカレー激ウマです☆ 

牛すじ大量でございます♡ 

火・木はルーだけも注文可 

編集者コメント） 

 こうしたイラストが自然と

心をひとつにまとめてくれ

たのかもしれませんね～      

編集者コメント） 

 食堂のメニュー表には、 

たまにこうしたイラストが

あって、ほっこりしました☆ 
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例）安心     

 

 
編集者コメント） 

 大人の表情が見えないあたりが想像力を掻き立てられます～☆ 

 相手がいない場合は自分自身を抱きしめる「セルフハグ」もおススメです     

 やっぱり一番のごほうびは、存在だけで安心できる何かなんでしょうね♪ 

53



＊新型コロナウィルスのおかげでの発見！ 

コロナウィルスの影響で新たにするようになったこと特集コーナーです☆ 

三密を避けることにより得られた何かや、コロナのおかげで発見できた、

何がしをぜひ今後の生活に生かせるヒントにできるものはありませんか？  

外に出られない分、内を豊かに！という視点で思い返してみてください！ 

 

例）実際に自宅の改装してみた！ 

 

作者コメント） 

庭から始まり、リビング・ダイニングも、自分の理想とする空間に変えてからは、

何をしていても断然楽しくなりました！特に夏場は、好きな時に好きな音楽を

流しながら、夜な夜なビアガーデンを満喫する、私にとってはこの上ない至福の

時間です。一歩出れば、飲食店やショッピングモール、アトラクションなどひと

時の欲を満たしてくれるものは溢れています。一歩帰った時に、広がる景色に癒

される毎日を送ることがこんなにも素敵だと気づけたのが一番の収穫です☆ 
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例）おうちで美容室     
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作者コメント） 

 予想以上に他人の髪の毛を切るって難しい～ 

 理容師、美容師さんマジ尊敬～ 

美容室に行かないことで浮いたお金で別のごほうび買えちゃったわ☆ 

 

編集者コメント） 

 今回の感染症が流行する前のことですが、「職業柄私たちってマスクしないん

です！」って豪語していた美容師さんが「今回はさすがに      」と言ってマスク

を使用していました。「絶対に使用しません！そういう美学なんです、そういう

仕事なのです」って言っていたくせに～（優先順位が上回っただけでしょうね…） 

なんとなく冬の時期に美容室行くの嫌やなぁ～って経験になっていましたが、 

5年後はどうなっているんでしょうか？やはり、安心・安全な場所がいいですね。 

失敗しても新たな何かに挑戦する行動力に拍手                

カリスマパパと、カリ
・ ・

スギママ
・ ・

～     
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例）お家で映画！からの、英会話！ 

 

 

作者コメント） 

 海外ドラマって意外にハマるんですよ！その影響で海外俳優と話せるように

なろうって決めたのに、英会話までオンラインしかやっていないとは…。 

チックショー～！早く普通に笑って話せる日が待ち遠しいよ～     

 

編集者コメント） 

 オンライン英会話なら海外のサイトもありますよ～（先生も選べる）。 

2020年 11月より、ハートランドしぎさんでは、認知症カフェをオンラインで

再開しております。月に 1回、いろんな企画を用意してお待ちしています☆ 

 先日、友人 7人でのオンライン会話中に、思い出のラーメン屋が話題になり、

そのお店のサイトを共有した時、「現在 7人がこのサイトを見ています」と表示

され、みんなで笑ってほっこりしました☆新しい時代の共感かもしれませんね。 
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例）夏フェス大好き     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊新夏フェス川柳 「あの興奮 涼しい部屋で アツイ曲♪」 

58



スペシャル 4連載漫画）コロナと私の昼休憩☆ 

 

パ
テ
ィ
オ
は
食
堂
の
名
前
で
す 
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作者コメント） 

「マスクとメイクは紙一重！マスク周囲に全集中して、眉毛書き忘れたよ～       」 

ここで流れるユーミンの Destiny♪ 

食
堂
は
一
テ
ー
ブ
ル
に
一
人
座
席
で
す 
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第 3 章 まとめ 

 

いかがだったでしょうか？え、こんな行動もごほうびになる！？という発見が

ありましたでしょうか？編集者にとっても、イラストの上手な職員がこんなに

も存在することが大きな発見だったように、挑戦してみて初めて気づくことも

多いでしょうから、細部を気にすることなく、自分の今の気持ちに正直になって、

挑戦する数で勝負してくださるとよろしいかと思います！自分自身にとっては

ごほうびになっていることでも、他人にとってもごほうびになるかどうか？は

わからないですが、普段からこうした話題を頻繁に話していきましょうね～☆ 

 

「何らかの負担を感じたら、自分にとっての 

健康行動（ごほうび）をまず実践してみる！」 
                  ↓ 

「質より量で、いろんなごほうびを試してみる！」 

 

見直しポイント 

・ごほうびは効果とコスト（時間とお金）のバランスを見る☆ 

・必殺技より、小さいものがたくさんでよい♪ 

・つぎからつぎへの切り替えが大切←やはり数が大切！ 

・過去の自分やさまざまな人の体験を参考にする 

・相性もあるので、どんなときに有効かとか自分を見つめる 

・何をしているときの自分が楽しそうか、周囲の人に聞いてみる     

・検証できるかどうかも大切♪ 

・効果が無いとわかることも成果だ！ 

・ごほうびは主体的に、能動的に☆ 
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第 4 章 治療や生活におけるごほうびコラム 

 

 本章では診療における事例を個人情報がわからないように何人かの患者さん

の例を組み合わせた架空事例を紹介したり、自分自身の生活を振り返ってみる

ことを通して、その経験を紹介するコラムにしてみました。 

 

 コラムの中には「苦しいから動けなかったところを行動してみれば気持ちが

楽になった」という要素が含まれています。心理的に苦しい時にその考えやその

時の気持ちに影響を受けて何もできない状況から、一歩動いてみましょう！ 

「行動できれば半分成功したようなものだ！」 

  が合言葉です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム) ごほうび探すときは過去をふりかえってみましょう☆ 

 

 診療において、ごほうび（健康行動）を提案してもなかなかうまくいかないこ

とがあります。その人の過去の行動・習慣や現在の生活を見つめて、さまざまな

視点からごほうび（健康行動）をリストアップするのですが、不安が強かったり、

意欲がわかない状況では、実践することはなかなか容易ではありません。 

 

 ですが、ふりかえってみると、うまくいった事例には共通する部分があるよう

に思えるのです。個人的な経験ですが、診察中に一緒に話して決めたごほうび

（健康行動）よりも、その人が偶然発見した何かが役に立つことが多かったよう

に思います。そう、本書の中でも繰り返しテーマとなっている、その人が主体的、

能動的に決める過程が大切なのではないかということです。 
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 自分のごほうびを見つけるために「過去の体験が役に立つ」、というくだりが

ありましたが、以前していたスポーツは、今もそれなりにすることが出来ます。

昔野球をしていた人は 9 人集まっての試合は簡単にできませんが、野球ゲーム

で自分の好きなチームを作って遊ぶことや、バッティングセンターに通うこと

がごほうびになったりします。ですが、そうした行動に付随する“何か”の方が、

本当に長く続くごほうびになることを多くの患者さんに教えてもらいました。 

例えば、バッティングセンターで出会ったおじさんの経営する喫茶店が自分の

居場所になった人がいたり、バッティングセンターまでの道をジョギングした

経験が高じてマラソンに挑戦する人がいたりしました。本当に不思議ですね☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある作家さんのコラムで、知り合いでも無い大阪のたこ焼き屋のおっさんの

「もう仕事は終わったんけ？青のり多めにしとこか？」というセリフを聞いて、

大阪には「なんか知らんけど、自分が愉快になる」という効用がある、と書いて

おられました。こうした、どうでもいいようでいて、「それをすることで意味が

生まれたり、ほっこりする」ことがたくさんあると気がつくようになりました。 

 

うつや不安の治療に用いる、認知行動療法という治療の中で、「行動活性化」

というスキルがあり、それを平たく表現したのが、セルフケアとしてのごほうび

（健康行動）になります。スキル、という難しい名前ではなく、ただのごほうび

が楽しみや達成感をもたらす習慣になるように積み重ねていきたいと思います。 

 

本書を作成し始めてからのことですが、ある勉強会で飲み物を買いに行った

時の話です。「適当に飲み物いろんな種類買ってきてね～」なんて同僚に買い物

頼んでおきながら、最後に残った甘いレモネードを手に取った時のことでした。

「いつ以来だろうか？レモネードなんて飲むなんて？」と思いながら、キャップ

を開けた時に、どこか懐かしいにおいがしました。「あっ！あの時の！」と思い

だしたのは、小学生の頃にしていたスポーツの仲間だった長澤君のお母ちゃん

がいつも作ってくれていた、あのレモネードの香りでした。 
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貧しい少年時代に親に買ってもらえなかった“ジュース”という憧れを、毎回

気軽に提供してくれたあのレモネードの味だったのです。30 年以上も前のこと

なのに、ひょんなきっかけからさまざまな思い出がよみがえってくるものです。

練習中は休憩時間以外に水分を摂ってはいけない時代（そう信じていました…）

だったこともあり、当時の僕にとって最強のごほうびだったような気がします。 

 

ただ、切ない話ですが、「レモネードに関連する記憶」は大切な思い出でした

が、今のレモネードは「今ここの自分」にとっては、そこまでのごほうびになり

得ませんでした。本当に残念ですが、効果がないことを検証することも大切で、

効果が無いことがわかることも成果だ！と言い聞かせることにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

あ、そういえば、キャンプに水筒を持参するのを忘れた際に母が買ってくれた

カルピスソーダの 250ml 缶のあの感動の味や、その後にお茶を分けてくれた、

見知らぬあの人など、思い出は自分の歴史を次々によみがえらせてくれますね。

不思議なこともあるものです。ホントいろんな人に助けられて生きてきました。 

有効 
部分的 

全くの無効でもないか… 

64



でも、この経験がきっかけとなり、「飲み物にまつわる自分の思い出を探って

みよう！」と自分の人生を振り返ってみました。レモネードの次は、中学生の頃

部活帰りに飲んだ 500ml 缶が 100 円だったチェリオのあの炭酸飲料の味でした

（これも今飲みたいとは思わない）。次々出てきます。本当に書き出すとキリが

ないのですが、今でも自分の習慣になっている、ある行動に気がつきました。 

 

 

 

 

 

 

実は研修医の頃の、指導医の口癖でした。自動販売機が医局の近くにあったの

ですが、一つの自動販売機だけが 150円（当時）のコーヒーを取り扱っていて、

いつもその自動販売機で買ってくるように、と指導を受けたことは今でも自分

の習慣になっていて、なんと約 20年もの間、知らないうちに自分を支えてくれ

ていました（ありがとう K先生！今でも僕の大切なごほうびの一つです☆）。 

 

偶然な出来事は続きます。このコラムを書き始めて数日後のことなのですが、

院内の投票箱に応募してもらった、誰かさんのごほうび投票の中に「いつもより

高い缶コーヒーを飲む！！」と書かれてあった投票用紙を手にしたのです！！

「なんという偶然の連続なんだ！」そう思いながら、僕は無記名のこの貴重な、

1票をとてもありがたく握りしめ、勝手に仲間指定しました（もしお話しできる

ならこっそり僕に教えて下さい）。とはいえ、これからも疲れた時や、ちょっと

頑張った時に K先生とまだ知らない仲間の愛と共に「いつもより高いコーヒー」

というごほうびが僕を待っていることでしょう      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頑張った時はちょっと 

高いコーヒー飲んどこ     

た 

高いコーヒー 

飲んどこか☆ 
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コラム) 見えない「こころ」 

 

自分の「こころ」をコントロールするって難しくないですか？「考えたくない

のに考えてしまう」「気持ちが落ち着かない」「不安になる」「憂うつで何もする

気が起きない」、例をあげればキリがないほど私たちは日々「こころ」に振り回

されています。 

 

ところで「こころ」ってどこにあるのでしょうか？脳なのか胸の奥なのか・・・。

これは実のところよく分かっていません。つまり、「こころ」には実体（見える

カタチ）がないのです。見えないモノを扱うことが難しいのは当然です。では、

私たちは「こころ」をどのようにコントロールすれば良いのでしょうか？ 

 

そのヒントとして「居ても立っても居られない」「ジタバタせ

ずにはいられない」といったような言い回しや、お百度参り（神

社の本殿と入り口を行ったり来たりして祈ること）といった言葉

があります。これらは「こころ」が落ち着かないときに私たちが

しがちな「行動」を表しています。 

つまり、「こころ」が落ち着かない時に「行動」で「こころ」を

落ち着けようとしているのです。 

 

この無意識の行動を意識的にしようというのが「コーピング（対処）」と言わ

れるものです。「美味しいものを食べる」「友達とおしゃべりをする」「映画に行

く」、こういった行動レパートリーが多ければ多いほど役に立ちます。というの

も、友人の都合が悪い時には一人でできるコーピングを、お金がない時はお金が

かからないコーピングを、疲れている時には省エネでできるコーピングを使う

など、時と場合によって使い分けられるからです。 

 

 

 

 

 

 

私はサウナや外食をいつものコーピングにしていました。ところが、このコロ

ナ禍でどれもできなくてピンチになった経験があり、あらためてレパートリー

の大切さを実感しました。ピンチになってから新たなコーピングを見つけるの

は大変ですので、普段からコーピングをコツコツ増やすことを意識しましょう。 
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コラム）対人関係のストレスについて～スルー力と過剰適応 

 

第 3 章の中で、SNS にとらわれていた、つながりじゃなくて、“つながられ”

だった！という内容の漫画（P.47）がありましたね。対人関係のストレスのこと

を知るにあたって、このあたりをもう少し詳しく書いておきたいと思います。 

  

あなたはひきうけるのが嫌なことを断ることが出来ますか？これは男性看護

師のイラストにも登場した（P.31）ように、悩んでいる人が多いように思います。

断ることが出来ないで、何でも引き受けて、他者のためにと行動しているうちに、

自分のことが大切にできなくなる人が出てきます。本書の目的とは逆の結果に

なっていることは明らかですね。ですが、他者の依頼を断らずに、愛想よくする

ことは人間関係を豊かにする事にもつながるので、なかなか難しい問題です。 

 

 

 

 

 

 

では、こうした状況ではどうすればいいのでしょうか？何も考えずにすべて

に NOと言えばいいじゃないか！というご意見もあるでしょうけど、これまでに

断ることが出来なかった人たちがいきなり言えるはずもありません。つまり、 

少しずつ練習していくしかありません。このような性格傾向の人に、断るのでは

なく、「いいところだけを受け取る」作業に変換する、提案をしたいと思います。 

 

断る、ということは拒絶する、抵抗する、という印象を持たれるようですが、 

拒絶することもなく、抵抗することもなく、相手の「いいところだけを受け取る」

作業に変換してみましょう。 

 

 例えば、自分の中で優先する作業があるときに、友人から遊びに誘われたとし

ましょう。「誘ってくれたこと」をいいところ、「今応じることが出来ないこと」

が残念なところ、というように、分けて整理するのです。断ると誘いを拒絶した

かのように誤解されるかもしれませんが、事前に、「誘ってくれてうれしいです」

と前置きしてから断るのであればどうでしょうか？誘った側も“断られた”と 

感じる部分が減り、断る側もそこまで勇気は必要ではありません。 

本心は  

断りたい！ 
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練習問題です！ 

自分の仕事で急ぐものがある状況で、上司に「客観的にそれほど急がない仕事」

を頼まれた場合を想像してください。あなたは何と言って断りますか？ 

 

 

＊ヒントは「いいところだけを受け取る」でしたね。 

 

→自分に仕事を任せてくれたことは 

おそらく、“いいところ”でしょうね 

 

 

 

Aさんの提案（純粋に断ることに成功） 

「私に仕事を依頼してくださってありがとうございます。ただし、今急いでいる

案件がありますので、大変恐縮ですがこちらを優先してもよろしいですか？」 

 

Bさんの提案（今の仕事が終わった後にしなくてはいけない可能性は残る） 

「私に声をかけてくださりありがとうございます。ですが、今急いでいる案件が

ありますので、こちらが終わってからでもよろしいでしょうか？」 

 

Cさんの提案（言葉だけではなく、表情や態度も工夫する） 

「（満面の笑みで）あらま、今他に急ぐものがありますの、どうしましょう？」 

 

あなたの提案  

「                    

   

                    」 

   ✐ 

いわゆる、“スルー”でもなく、“過剰に適応する”でもなくて、バランスよく、

情報の選択をして、スマートに対応するにはどういう工夫が必要でしょうか？ 

 

困った時には遠慮しないで誰かに頼むことや、バランスよく、部分的に負担し 

合うことも含めて、みんなでお互いに助け合える組織になるといいですね☆ 
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コラム）イライラ対策に魔法の言葉（呪文） 

 

前ページの上司へのセリフはうまく考えられましたか？結構難しかったりも

しますよね？？ですので、ここではあまり深く考えずに、“いつでもお気軽に”

使える魔法の言葉や、繰り返し念じることのできる呪文をご紹介します。 

 

さて、呪文はいつ唱えればいいのでしょうか？つまり、イライラしている自分

に気づくことができるでしょうか？理由もなくイライラすることもあるかもし

れませんが、おおむね何らかの理由があることがほとんどでしょう。ですので、

イライラの原因が明らかでなくても結構ですので、“何らかの事情があって今の

自分がイライラしている”ことに気が付くことでできればいいのです。 

 

ここで、第 2章の⑦自分を見つめる視点（P.17）の内容を思い出して下さい。

自分を見つめる視点として、俯瞰的に見たり、一歩下がって見たり、距離をとっ

て見たり、鏡で見たり、「ひっかかっている釣り針」を外して見たりするなど、

さまざまな視点から自分を「外在化」して、客観的に見つめる、のでしたね。 

 

実は先ほどのコラム（P.66）でも、同様のことを記載しています。自分の行動

が自分のこころを表しているかもしれない、という点です。「居ても立っても居

られない」「ジタバタせずにはいられない」などの言い回しは「こころ」が落ち

着かないときに私たちがしがちな「行動」を表しています。つまり、この行動を

するっていうことは、「私はイライラしているかも」と気づくヒントになります。

無意識に行動するのではなく、主体的に自分にごほうびをあげてみましょう！ 

 

 

 

 

 

呪文の一例 

「フキゲンをゴキゲンに☆」 

「自分の機嫌は自分でとるものよ♡」 

「大切な人（家族、恋人、親友、友人、仲間）だけど意見は合わない時がある」 

「どっちにしてもくよくよ悩むのだから新しい方か面白い方か楽な方を選ぶ！」 

「怒っている人は困っている人♪」 

 

「                   」（オリジナル呪文を書いてみよう） 

イライラに気づいたら 

3 回唱えてみよう！ 
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コラム）呪文の参考になる、「元気ワード」 

 

 普段から前向きな言葉を言えることで気持ちが楽になったりします。すでに

ぷるすあるはさんという団体が作成しておられましたので、とてもありがたい

ことに、コラボレーションさせていただくことになりました！！ 

自己嫌悪でいっぱいだったり疲れていたり、メゲてる時こそ響いてきますよ～ 

 

＊ぷるすあるは https://pulusualuha.or.jp/ 

→絵本やウェブサイト等のコンテンツ制作、普及啓発活動を通して、精神障がい

やこころの不調、発達障がいをかかえた親とその子どもを応援している、精神科

の看護師+医師を中心としたプロジェクトチームです☆ 

 

ある歌手が「今日もいい日だ！」というポジティブワードを頻繁に使われます

が、これは売れない時期に母親から「そんなつらい日でも、きっと一つくらいい

いことあったでしょ？」と言われてからの習慣にしていると話されていました。

どうでしょう？みなさまも今日一日何か一つくらいいいことがありましたか？

今日はゼロかもしれないけど、きっと明日以降にはあるかもしれませんね。 

本書ではどんな状況であっても「必ず自分で自分にごほうびを提案できる！」

ように多様な視点から作成しています。ぜひ、今日もいいごほうびを～☆ 
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コラム）怒っている人は困っている人 

 

怒っている人に「感情的にならないで！」と言うことはあるかもしれませんが、

その人の抱く“感情”はいったいどのようなものでしょうか？この感情な何かを

知ることが出来れば自ずと解決できることが増えてきます。つまり、“何もない

のに怒っている”のではなく、“何かがあるから怒っている”のです。 

 

この“何か”がすぐに理解できればいいのですが、一般的には「寂しい、傷つ

き、悲しい、心配な、落胆した」何かであることが多く、その頭文字をとって、

「さきかしら？」と覚えましょう。つまり、その人はただ怒っているのではなく、

寂しく思った何かがあったのか、何かに傷ついたのか、悲しく思った何かがあっ

たのか、何かが心配になったのか、何かに落胆したのか？ととらえてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怒りと原因どっちが先かしら？もちろん原因の方が先でしょうね☆ 

 

怒りについて、もう一つだけ知っておくといいことがあります。それは他人へ

の過剰な期待（自分の考えでは妥当でも、相手にとっては必ずしもそうではない）

が原因になることが多いということです。こうした誤解は、特に自分と距離が 

近い人（家族、同僚）において生じやすく、こうした人たちは自分と同じ考えを

持っていると、つい思ってしまうように脳はできているようです。家族とはい

え考えや意見はその個人によりさまざまであり、決めつけないことが肝要です。 
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コラム）セルフケアの基本 

 

飛行機離陸の際に必ず緊急事態には酸素マスクが下りてくる説明があります

が、みなさまは毎回丁寧にその説明を見ておられますか？その中で強調されて

いることは「まず自分の酸素マスクを装着してから他者の援助をしましょう！」

というものがあります。このことは災害支援などの朝礼でも必ず毎回説明され

ることであり、援助職にとってもセルフケアの基本と言えることでしょう。 

 

 

   

 

 

 

 

 

「他者を援助する前に、まずは自分の安全や健康を確保！」 

 

そして、これは精神疾患を持つ人のご家族によく話すテーマでもあります。 

ご家族のために頑張ろうとし過ぎて、自身の健康を崩される方は少なくありま

せん。自分が安全で健康である事があって始めて、ご家族のサポートができるよ

うになりますので、まずは自身の健康を確保することをお願いします。 

 

 

 

 

本書は「セルフケア」のことを記載していますが、自分だけでは限界もあります。 

自身の健康確保が困難であると感じた際には、相談や受診もお勧めいたします。 

だって、一番大切なストレス対処は 

「思っていることを安心・安全な場所で話す」ということですから☆ 

誰かの援助の前に 

まずは自分の健康を確保！ 
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コラム）不登校と瀬戸内の風  

 

 「うちの学校って、なんか芝居じみている気がして…」というのは

中高一貫の進学校に通う中学 3 年生の A さんの口癖でした。A さんは

中学 2 年の夏休み明けから徐々に欠席日数が増え、徐々に登校しな

くなり、中学 3 年の春に母親とともに受診に至りました。  

 

A さんが在籍している学校についてぼちぼち話をすると、進学校な

ので当然学業が優先され、下校時間が遅く課題も多いようでしたが、

所属できるクラブは豊富にあり、初夏には体育祭が、秋には文化祭が

あるそれなりに楽しめる学校のようでした。入学当初はその環境で

胸を膨らませて中学生活を始めたのですが、A さんには生来計画的に

物事を進めることや複数の課題を同時に進めていくことに苦手さが

ありました。  

 

 

 

 

 

 

周囲が日々課題に坦々と取り組んでいく中、A さんは課題をつい後

回しにしてしまい、山積みとなった課題は真綿で首を締めるように A

さんを苦しませました。学校生活を楽しむ同級生たちは、A さんには

違和感を持って迎えられ、「芝居じみている」と感じられたのでした。 

 

 A さんの抱える困難さに対して、A さん自身がうまく付き合えるよ

うに対応方法をともに考えたり、学校に課題を調節してもらったり、

薬物療法についてもいろいろ検討しましたが、登校を果たせない

日々が続きました。これ以上の欠席は高校進学を危ぶませるという

段階になったその年の秋、彼に転機が訪れました。  

 

「どうせ学校を休んでいるのなら」と、A さんの父親が自身の趣味で

あるロードバイクに A さんを誘ったのです。 A さんは父親と 2 人で、

真新しいロードバイクとともに、学校を休んで、1 泊 2 日のしまなみ

海道に出掛けました。よく晴れた秋の平日でした。  
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 それから A さんは少し変わりました。あいかわらず学校は「芝居

じみている」ようでしたが、自身のピカピカのロードバイクのことや

それを操る楽しさ、そして瀬戸内を渡った時に感じた風のことなど

を楽しそうに語るようになりました。そして年が明けた 3 学期に、

「いつまでも家にいても仕方ないんで」と、登校を再開したのです。  

 

 それから 3 年が過ぎて、 A さんは同校の高校 3 年生になりました。

あいかわらず学業には苦労していますが登校は続けており、大学進

学も決まりました。A さんは不登校だった当時を振り返って「気持ち

のよりどころがなかった」と話しました。彼の生来の特性も学校環境

も当時と変わっていませんが、それにもかかわらず A さんが登校を

続けられたのは、他の誰にもない「ごほうび」が彼にもたらされたか

らではなかったかと考えています。  

 

A さんは高校 3 年間、休日があればロードバイクとともに出掛けま

した。しまなみ海道にも毎年のように行ってはその話を聞かせてく

れました。これから大学生活においても、瀬戸内に吹いた風を感じて

暮らしてほしいと伝え、 A さんとの 4 年間の外来は終わりました。  

（創作架空症例です）  
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コラム）眠れない夜は楽しく過ごそう♪ 

 

 普段の生活のなかで、ご褒美はいろいろ思い浮かぶけど、自分がしんどかった

時にどんなものに救われたか思い返してみると「ラジオ」でした。 

 

 中学生の時、夜眠れなくて苦しんでいた時期があったのですが、ふとした時に

ラジオをつけてみると、そこでは真夜中にも関わらずリアルタイムでお笑い芸

人の方がすごく楽しい放送をしていて「夜中にこんな楽しいことをしている人

たちがいるんだ！」と衝撃を受けたことを覚えています。その日より、眠れなく

て辛かった夜が、楽しい夜に変わりました。今でも眠れない時は、ラジオを聞い

たり、患者さんにおすすめしてもらった動画や音楽を楽しんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多くの患者さんやご家族が「夜が眠れなくて辛い」と話します。そんな時は、

自分の体験を通して、「どうせ眠れないなら、辛い時間を過ごすより楽しい時間

を過ごしましょう♪」と提案することがあります。小さなお子さんを持つ、ある

患者さんは「せっかく一人の自由な時間だから、好きなドラマみて過ごすように

しました♪」と話してくれました。 

 

 自分や患者さんが辛かった日々をどのように乗り越えてきたかという話が、

今苦しんでいる人たちの“希望の光”になることはよくあります。

この「ごほうび大全集」が誰かの“希望の光”になればいいなと

思っています。 
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コラム）楽しみと達成感 

 

 ここまでの流れで、ごほうびはおおむね“今ここの自分が楽になる”ものとし

て話を進めてきました。いわゆる、“楽しみメイン”で進めてきましたが、認知

行動療法の行動活性化という考え方の中に、今は楽にならなくても、この行動を

積み重ねることで将来によいことが待っている行動にも価値があるといわれて

います。つまり、その行動を終えた後に“達成感”を感じるかどうか？について

も着目してみましょう☆ 

 

 例えば、勉強を頑張った日はいかがでしょうか？あまり楽しい行動ではない

かもしれませんが、達成感を感じたりしませんか？部活や習い事の厳しい練習

はいかがだったでしょうか？その日は疲れて大変な思いをするかもしれません

が、そこまで頑張ることができた、達成感を感じたことがありますでしょうか？

これは趣味や仕事でもそうですし、農作業が一番わかりやすいかもしれません。 

 

＊本書では楽しみをメインにいろいろ考えだせるように作成されていますが、 

今は楽ではないけど達成感がある行動は何か？についても考えを巡らせながら、

より多くの、自分のオリジナルごほうびシートが作れるとよいでしょう☆ 

          ラ  
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コラム）医療者も完璧じゃない 

 

 ここまでの流れを読んで、「さすがこころの治療に従事する専門家たちだ！」

という印象を持たれたかもしれませんが、正直なところ、言うは易し行うは難し

なのです。恥ずかしいですが、私の診察室の状況を少しご紹介します。 

 

患者さん「本当にストレスが溜まります」 

私「ちゃんとストレス発散して切り替えないといけませんよ」 

患者さん「どうやったら切り替えられますか？」 

私「・・・・・・趣味とか・・・」 

患者さん「先生はどうやってますか？」 

私「お酒飲んだり・・・」 

患者さん「私お酒飲まないんですよねー」 

「てか、先生、つらさを忘れるための飲酒はよろしくないっすよ」 

 

こんなやりとりが実は結構苦手だったりします…。                

 

精神科に従事しているのにもかかわらず、意外と自分のストレス対処やセルフ

ケアは疎かになりがちです。誰かをサポートするためには自身の健康が大前提、

ですので、本書を通してセルフケアへの意識を高めたいところであります。 

 

本書が持つこの多様性は、「数百人の仲間で作成したからこそ」、と思います。 

一人ではできないことでもみんなで力を合わせれば何とかなりますね☆ 

 

＊ちなみに私の最近のごほうびは、「子どものポケモンカードを夜な夜なイジる」

ことと「韓国ドラマ（愛の不時着、サイコだけど大丈夫？等）を観る」ことです。 
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スペシャルコラム）大野裕先生からのメッセージ 

 

 

 

 

大野 裕（おおの ゆたか）先生 

https://www.cbtjp.net/profile/ 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター顧問 

一般社団法人 認知行動療法研修開発センター理事長 

 

「ハートランドごほうび大全集」を読み進んでこられた皆さんはどのような

お考えをお持ちでしょうか。私は、ずいぶん自分へのごほうびに助けられた、と

あらためて感じています。毎日の生活でももちろんですが、気がつかないうちに

人生の助けにもなっていました。 

 

 本文で勉強の話が出てきたので、私の思春期時代のことについて少し書かせ

ていただきます。私は、愛媛県の山あいの寒村に生まれ育ちましたが、中学から

は松山市の中高一貫教育校に進みました。今になってみると、良い教育を受けさ

せたいと考えた両親の思いやりだったとわかるのですが、そのときは、知ってい

る人が誰もいない遠くの街に一人で放り出された、と感じました。夜になると、

下宿屋の畳の上で、親を恨みながら一人で涙を流したことを、思い出します。 

 

 でも、学校にだけは休まず行っていました。ひとりぼっちの私にとって、学校

で友だちに会うのが唯一の楽しみだったからです。友だちと楽しい時間を過ご

すことが、今考えれば、自分に対するごほうびだったのだと思います。 

 

 しかし、そのような精神状態ですから、成績はまったく上向きません。何度も

最下位になり、結局、高校 1年生のときにただ一人、落第します。そのこと自体

はすごくショックでしたが、両親も同級生も、そして教師もその私を受け入れて

くれました。それが私にとってのごほうびになって、何とか登校を続けることが

できました。 

 

 すると、面白いことに、授業の内容が少し理解できるのです。これも当たり前

と言えば当たり前なのですが、前の年と同じ授業を受けているのですから、当然

理解が進みます。そうすると、「何もわからない授業、できの悪い自分」という

自己イメージが、「授業を理解できる自分」へと変わっていきます。 
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 そのおかげで、少しずつ成績が良くなって、大学を受験するまでになりました。

そうはいっても、医学部にはそう簡単に合格させてもらえませんでした。大学入

試に合格するまでに 3 年かかったのですが、このときも、1 年目よりは 2 年目、

2年目よりは 3年目と、わかることが増えていったことで、受験勉強を続けるこ

とができました。 

 

 成績が悪かった中高時代、父親が、まず机に座ることから始めろと言ってくれ

ていたのを思い出します。ここで書いたように、私は、くじけそうになりながら

も、できることを少しずつ積み重ね、「やって良かった」「楽しかった」と感じら

れるごほうび体験に助けられて、ここまでやってくることができました。 

 

 そして、今一番の私にとってのごほうびが、AI(人工知能)を使ったチャットボ

ット「こころコンディショナー」です。チャットというのは「ちょっとしたおし

ゃべり」という意味で、AI を使いながらこころを整えていく手助けをしてくれ

るスマートフォンのプログラムです。10 年以上前から多くの仲間と一緒に取り

組んできて、ずいぶん形になってきて、これもまたやりがいが成果に結びついた

例だと考えています。関心のある方は、以下の QRコードから使ってみて下さい。 

 

最後になりますが、「ごほうび大全集」を読んでいる皆さんも、日々のこころ

へのごほうびを意識しながら、自分を大切にしながら自分らしい人生を生きて

いってください。 

 

【参考資料】 

ユーチューブ認知行動療法解説動画「こころコンディショナーチャンネル」 

https://www.youtube.com/channel/UC47pR36mUzgu8IkToQqtGtQ?feature=emb_c

h_name_ex 

 

こころコンディショナーQRコード 

   Yutaka くん 
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最終コラム）「ごほうび大全集」を生かすコツ 

 

 本書について、専門的なコツをキーワードで 3つご紹介したいと思います。 

 

★行動実験 

ごほうびは自分に合ったものを選ぶことが大切です。自分に合ったものを見

つけるには、実際にやってみるのが一番です。実際に行動して実験してみること

を「行動実験」といいます。 

 

他の人が楽しいと思えることが必ずしも自分に当てはまるとは限りません。

また、イライラした時と憂うつな時ではピッタリなごほうびが違っているかも

しれません。人から聞いたことはヒントとしながら、実際にイライラした時や、

憂うつな時には行動実験をして、自分に合ったごほうびを見つけましょう☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★楽しみと達成感 

ごほうび大全集は「楽しみ」を中心に構成されています。「楽しみ」はとても

大切なごほうびですので、ぜひたくさんの「楽しみ」を見つけてください。そし

て、もう一つ大切な視点があります。それは、短期的な（目先の）視点と長期的

な（長い目での）視点です。たとえば、ごほうびがケーキを食べることだったら

短期的にはごほうびになりますが、長期的にはメタボになってしまうといった

ストレスになるかもしれません。飲酒も同様で、今だけではない面もあります。 

 

一方で、試合に向けた練習や受験に向けた勉強は短期的には苦しいものです

が、その直後（中期的）には頑張れたという「達成感」を、そして

長期的には勝利や合格といった大きなごほうびになる可能性

があります。貯金も同様ですね。達成感を得るために取り組む

行動は、行動を貯金しているイメージですので「行動貯金」と

言ってもいいと思います。 
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この短期的には苦しいけど、でも中長期的には「達成感」を得られる行動は、

「楽しみ」と同様、自分にとって大きなごほうびとなります。このように短期的・

中長期的な視点をもってごほうびを考えてみることで、ごほうび大全集をより

有効活用できる可能性が広がると思います。 

 
★スケジューリング 

スケジュールを決めたり作ったりすることをスケジューリングといいます。

私たちはあまり意識せずに毎日を過ごしています。気が付けば、何も頑張れてい

ない、ストレスが溜まっているといったことを経験している人が多いのではな

いでしょうか。そこで、意識して定期的に自分へごほうびを与えるスケジューリ

ングが役立ちます。「行動習慣」と言ってもいいでしょう。例えば、毎週月曜は

スイーツを買って帰るなどです。ただ、楽しみ系のごほうびはストレスがかかっ

た時に思いつきやすいので、スケジューリングまでは要らないかもしれません。 

 

一方で、達成感系のごほうびは短期的には苦しいため、どうしても後回しにし

がちで、こんな時にスケジューリングが役立ちます。スケジューリングする際に

は無理をせず「ちょっと意識すればできる」程度から始めて少しずつ進めるのが

コツです。「できた！」という成功体験がその次のやる気を生みだしますので、

焦らずにスモールステップを心がけてください☆ 

行動実験・行動貯金・行動習慣を意識して作成してみよう！ 

      

           

     

  み   

 り     
     ！
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第5章　ハートランドごほうびリスト

みんなのオリジナルごほうびを一覧にしました！お気に入りを見つけて試してみませんか？

各カテゴリーに表記されている♡は喜びや楽しさ、☆は達成感を感じやすい活動が多く含まれています。

☆♡運動系 ☆♡芸術・文化系 ☆♡趣味・創作系 ♡お気に入りのもの

ウオーキング・散歩 美しい写真をみる アクセサリー作り スイーツを食べる

ジョギング 写真を撮る バイクの本を見る スパムおむすび食べる

筋トレ・ストレッチ ピアノを弾く 単車の整備 こってりラーメン

バスケ 七十二候を覚える ネットで旅行記を見る きんもくせいの香り

バッティング練習 トランペットの練習 陶芸 パンダグッズ

水泳 風景画を描く 地図を見る お気に入りの文具

バドミントン サックスを始める 4コマ漫画を描く 推しのことを考える

フットサル お気に入りの歌を歌う 料理・お菓子作り お気に入りの漫画

サイクリング ギターを始める コスプレ 思い出動画をみる

卓球 華道・茶道・盆石 イラストを描く お気に入りの映画

ひたすら腹筋 日記を書く 車・バイクいじり タイ料理

youtube動画でエクササイズ 配信LIVEに参加 電車の画像や駅メロを楽しむ お気に入りの音楽でノリノリ

キックボクシングの自主トレ お気に入りの漫画を読む 切手を集める
スタバのケニアをプレスで

アイスで注文

芝生で側転 お気に入りの小説を読む 好きな絵本や写真集を見る お気に入りのテレビドラマ

アクロバットの練習 クラシック音楽を聴く
DIY（家具を作る、家の

修理、ペンキ塗りその他）
仕事の後のポテチとビール

トランポリン こっそりネットに日記を書く 刺繍・編み物
お気に入りのyoutube

チャンネルをみる

ロッククライミング ヴァイオリンの練習 競馬レースを見る
被災地支援活動で知り合った

人が作った塗り絵

ゴルフの練習 オンラインで第九に参加 アマチュア無線
自分の写真を入れて作った

オリジナル名刺

マラソン クラシックバレエの鑑賞 休日はネイルに凝る
好きな芸能人の動画や写真、

番組をみる

かかと上げ散歩with鉄アレイ 書道教室 動画編集
お気に入りの酒を並べて

利き酒をする

目標決めてスクワット フラダンス
タロット占いをする

（時々プロに見てもらう）

トッポギの中に麺いれたやつ

（ラッポッギ）

本気のラジオ体操
仕事帰りの車でLive版

聴きながら帰る

旅行で行った街をグーグル

ストリートビューで見る

その季節の美味しい果物を

直売所で買って食べる

あなたのオリジナルごほうびを追加すると約1年分のごほうびができるよ！
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ハートランドごほうびリストその２

みんなのオリジナルごほうびを一覧にしました！お気に入りを見つけて試してみませんか？

各カテゴリーに表記されている♡は喜びや楽しさ、☆は達成感を感じやすい活動が多く含まれています。

♡お家でまったり系 ☆♡お家充実系 ♡楽しようぜ系 ☆♡お出かけ系

日向ぼっこ 部屋の掃除 お惣菜で夕食 知らない街へドライブ

テレビを見る ひたすら洗濯 時短家電を使う ツーリング

昼寝、ごろごろ お部屋の模様替え 両親を頼る 海を見に行く

ゲーム おうちの修繕 ピザを頼む 山登り

カードゲーム、かるた お風呂掃除 子どもやパートナーに頼む 谷下り

オセロ 昔の年賀状整理 家事をさぼる キャンプ

ソファでごろん 化粧水手作り 食事配達を頼む 故郷に帰る

ぬりえ いらない雑誌処分 家事代行を使ってみる 遠くまでサイクリング

扇風機の前でアイス キムチづくり 弁当や惣菜を買う めっちゃ田舎に行く

ペットとたわむれる 味噌づくり 全自動洗濯機購入 いつの日か…海外旅行

ラジオを聴く 不用品の仕分け 楽なバイトを探す スーパー銭湯へ行く

新聞を読む 自宅庭の改造 弁当は残り物と冷凍食品で 公園でピクニック

パズルやクロスワードを解く 洗面所の掃除 年賀状は外注する 島へ行く

ミステリー小説や漫画を読む 花を買ってきて飾る 料理はまとめて作り置き
テレビや雑誌でみた観光地に

出かける

おうちカフェ（お菓子も手作

り、ドリンクもおしゃれに）
絵を買ってきて飾る 冷凍・カット済み野菜を使用 映える写真を撮りに出かける

庭でひとりで七輪でやきもの 靴箱の整理 お掃除ロボット
ショッピングモールで

ウィンドウショッピング

インスタでステキな写真探し トイレ掃除 献立は1か月分決めておく
パン屋で買ったパンをその

まま川辺のベンチで朝ご飯

のんびりティータイム 換気扇掃除 ネットスーパーで買い物 テーマパーク

こたつでみかん 昔の写真整理 掃除は平日に済ませておく 国内旅行に行く

湯呑に煎茶入れてほっこり 自宅内装のイメチェン 食材宅配サービスを使う リゾートへ行く

毎朝コーヒー飲みながら新聞 絨毯やラグを新調
平日に休みをとって

自分だけの時間をつくる

ドラクエの町と村の音楽かけ

ながら冒険気分でドライブ

座椅子に座ってテレビ…から

の、いつの間にかうとうと
断捨離でおうちすっきり

飲み物、ティッシュ、ごみ箱

を手の届く所においておく

人のいないエリアに出かけて

美味しい空気を吸う

メダカを眺める お気に入りアロマ 電動自転車 歩行系アプリでさまよう
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ハートランドごほうびリストその３

みんなのオリジナルごほうびを一覧にしました！お気に入りを見つけて試してみませんか？

各カテゴリーに表記されている♡は喜びや楽しさ、☆は達成感を感じやすい活動が多く含まれています。

♡動植物自然系 ☆♡健康増進系 ☆♡社会活動系 ☆♡対人交流系

植物の観察 早起きする サークル活動に参加 オンライン飲み会

犬の散歩 自宅でヨガ 仕事をする 家族と過ごす

きれいな空気を吸う 健康的な食事をする イベントの企画をする 誰かをほめる

動物とふれあう 規則正しい生活を送る ボランティア活動 誰かの相談に乗る

カビバラを見る ハーブティーに凝る 献血 孫に会う

きれいな景色を見る 青汁を飲む 町内の役員をする 祖父母に会う

落ち葉を踏んで歩く 毎日ヨーグルト ベルマーク集める 仕事仲間と話す

昆虫採取 午前中に日光浴 募金する 飲みながら長電話

サボテンを育てる トイレを我慢しない 勉強会を企画する 友人とLINEやメール

トマトを育てる 歯を磨く 子育てサークルに参加 親に愚痴る

メダカの飼育 ジムへ通う アンケートに協力する 恋人と過ごす

花や緑を見る 未来の楽しいことを想像する 手話サークルでボランティア 推しとSNSでつながる

水耕栽培で植物を育てる 毎日早く寝る 本や商品のレビューを書く 誰かと旅行の計画をたてる

土いじり たんぱく質をたくさんとる 町内の清掃をして感謝される お世話になった人に贈り物

ガーデニング カルシウムをとる
パブリックコメントを

寄せてみる
推しとSNSでつながる

化石ほり よく眠れる枕と寝具を買う お客様の声に投書してみる ビデオ通話でお食事会

ブルーベリーの木を育て収穫 野菜多めの食事をする PTA活動に参加
相手のできているところに

注目して接する

パンダの写真を見る 整体に行く
仕事の知識を生かして

相談に乗る
親戚にLINEしてみる

ダンゴムシを飼う 足つぼ クラウドファンディング参加
誰かに喜んでもらえる

ことをする

動物園で餌やり ベジ食を作る
ペットボトルのキャップ

集めて寄附

早く友達とランチとカラオ

ケしたい

植物園へ行く
健康的なレシピで

ジャンキーなものを作る
地域のイベントを手伝う 休憩時間のおしゃべり

植物同定アプリで

写真撮りながら散歩
減塩かつおいしいものを作る

知識やスキル、語学などを

誰かに教える
共通の推しがいる人と語る

犬猫とじゃれ合う グラスフェッド牛乳 ご近所をお掃除 動物に話かける
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ハートランドごほうびリストその４

みんなのオリジナルごほうびを一覧にしました！お気に入りを見つけて試してみませんか？

各カテゴリーに表記されている♡は喜びや楽しさ、☆は達成感を感じやすい活動が多く含まれています。

♡☆自分磨き系 ♡☆たまの豪華系 ♡リラックス系 自分オリジナル

新しい習い事を始める 欲しかった服を買う 温泉やスパに行く

専門書や論文を読む こだわりの食器を買う アロマセラピー

モノマネの練習 いい時計を買う 瞑想

メイクに凝る お気に入りの服を買う ホットアイマスク

ネイルケア いい酒を買う 海をながめる

ダンスの練習 ええ肉を食べに行く ヘッドスパ

教育系テレビを見る いい席に座る ジャグジーに入る

自己啓発本を読む いい靴を買う 家の風呂で半身浴

資格試験の勉強をする カニを食べに行きたい プールで浮く

オンライン英会話 高級食材を買う 波の音を聞く

メイクの練習をする ホテルビュッフェ マッサージに行く

今年の抱負を決めて宣言 ライブでS席をとる シャワーや入浴、サウナ

仕事の勉強会や研修に参加
ネットでほしかった

グッズを買う
お気に入りの入浴剤

外国語を話す、勉強する デパートでコスメを買う シャワーや入浴、サウナ

オンライン研修を受ける 美容院でヘッドスパを追加 アロマ灸

時間をかけてスキンケアする 高級ヨーグルトを食べる すっきり系の香りの入浴剤

字をきれいに書く練習をする 値段気にせずモノを買う エステに行く

夢を実現するための

プランをつくる
回らない寿司！ ミストサウナでリラックス

ビジネス系の本を読む ちょっとだけいい時計を買う マッサージチェアでくつろぐ

尊敬する人の本や文章を読む 自分のためのアクセサリーを リラクゼーション音楽

自分に「よく頑張った」「大

したもんだ」と言ってあげる
榛原牛のローストビーフ 岩盤浴

小さい目標を決めて

達成感を味わう

ふるさと納税でちょっといい

お礼品を頼む

プラネタリウムで心地よいナ

レーションを聴きながら寝る

梵字に魂を込める 串団子を一口で一個半食べる 花梨やゆずを風呂に入れる
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＜作り方＞

【事前準備】

□  ごほうびリストに目を通してみましょう

□  リストに自分だけのオリジナルごほうびをいくつか追加しよう

□  再度ごほうびリストに目を通し、気になるものを〇で囲もう

【準備が出来たら…シート制作にとりかかろう】

①  〇で囲んだものをオリジナルごほうびシート「ごほうび欄」に書き写してみよう

第6章　作ろう！

わたしだけの”スぺシャルごほうびシート☆”

完成！！

出来上がったシートやカードは持ち歩くもよし、どこかに貼るもよし♪

ぜひ毎日の暮らしに取り入れてくださいね

④  それぞれ印の多いものをシート２「お気に入り登録カード」へ書き写そう！

②  その中で「簡単にできそう」「普段使いできそう」と思ったものに○印をつける

（印は何でもOK）

③  さらに「効果が高そう」「ここぞという時に！」と思ったものに○印をつける

（②とは違う印にします）

⑤  お気に入り登録カードは切り取って財布や手帳に入れてもいいですね☆彡

　　スマホで写真にとっておいてもいつでも見れます❤

運動系…

自分磨き系…

リラックス系…

どれにしようかな♪
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【オリジナルごほうびシート】

ごほうび欄 かんたん 効果

記入例：  お気に入りの服を買う 　 ○

【お気に入り登録カード】

スペシャルケア編【お気に入り登録カード】普段使い編【お気に入り登録カード】
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第 7章 あとがき  

 本書を手に取ってくださり、ここまで読み進めてくださり感謝申し上げます。

この企画はもともと、精神疾患を抱える人の家族教室を担当する中で、「こんな

のがあったらいいなぁ」と思っていたことや治療の中で実施していた健康行動

を職員のために「新型コロナウィルス感染症対策」として具体化したものです。

精神疾患を抱える人のサポートに一生懸命になり、自分のケアが難しくなるご

家族にたくさんお会いした経験やなかなか健康行動に移ることが出来ない患者

さんとの治療経験は自分たちの未熟さでしかありませんでした。 

 

恥ずかしいことなのですが、正しいことばかり患者さんやご家族にお伝えし、

その人自身の気持ちを理解しようとせずに、正論を振りかざしているだけにす

ぎなかった過去が私にはあります。病院に来ていても本当は楽になっていない

人が多かったのではないかと思うと今でも悔やまれる経験は少なくありません。

そんな私を大きく動かした、あるご家族のセリフは「本当は○○を支えることが

嫌だったことを誰にも話せなかったのです！」というものでした。 

 

医学教育の中では正しさに重きが置かれていて、本当はどんなことで苦しん

でいるか、何を必要とされているか？を見過ごしてきたのかもしれません。医療

のふがいなさを患者さんやご家族のせいにして何もできていなかったと反省し

ています。そして、ようやく「誰かのケアをする時はまず自分のケアから！」を

ご家族だけではなく職員にも重要視するようになりました。そんなタイミング

での新型コロナウィルス感染症対策で自由に外出や会食が出来なくなりました。 

「家の中でもできるごほうびは何だろう？」「こんなにたくさんの職員がいれば

いろんな知恵が出るに違いない！」そう思った時にこの企画は生まれました。 

 

本書を作成するようになって、みんながどんなごほうびを普段実施している

のかという視野が広がりました。そして、「多くの編集・原稿・イラスト委員の

協力に感謝」以外の表現が見つかりません。依頼する前から自主的にイラストを

描いてくれた人や、仕事で迷惑かけたにもかかわらず、そんなことに関係なく協

力してくれたり、まさかのご子息が絵を描いてくれたり…。 

いつからか困った時に今ここにはいないはずの仲間の 

「心を一つに！」という、言葉が浮かんでくるように 

なってきました。想像できるようになったからです☆ 

これが本書作成の一番のごほうびかもしれません。 

やはり、「見えていなかった！」と痛感しています。 
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安心・安全で健康であって始めて、「ごほうび」は生きると信じています。

少しでも本書によりみなさまの生活が豊かになることを祈念してやみません。 

もし、「自分にごほうびなんて」と考えている人や、そう考えていそうな人

が周囲にいたら、生きづらい何かを抱えていることが予想されます。われわれ

医療に少しでも“生きやすく”なるお手伝いさせていただければと思います。 

 

 作成する前は考えておりませんでしたが、より良いものにするため、今後も

本書をバージョンアップしていきたいと考えております。そのためには実際に

使用していただいた人の意見に勝るものはありません。些細な意見であっても、

以下の委員にご意見をお寄せください。よろしくお願い申し上げます。 

           2021年 3月 鶯がよくさえずる病院にて（ver.1） 

 

編集委員（50音順）        原稿・イラスト委員（50音順） 

江上剛史 （えがみ たかし）   雨田久美子 （あめだ くみこ） 

長 徹二 （ちょう てつじ）   石飛瑞季   （いしとび みずき） 

徳山明広 （とくやま あきひろ） 井上直紀   （いのうえ なおき） 

松村麻衣子（まつむら まいこ）  緒方珠花   （おがた みか） 

門間太作 （もんま だいさく）  奥田恵美子 （おくだ えみこ） 

木藤博子   （きとう ひろこ） 

雑賀美子   （さいが よしこ） 

  高田依里   （たかだ えり） 

  竹林由浩  （たけばやし よしひろ） 

玉城知也   （たまき ともや） 

長 徹二   （ちょう てつじ）  

西田知加   （にしだ ちか） 

古久保里美 （ふるくぼ さとみ） 

松原亜美  （まつばら つぐみ） 

和布浦志帆 （めうら しほ） 

安増 蘭   （やすます らん） 

吉田愛＆卓矢 （よしだめぐみ＆たくや） 

Special Thanks（50音順）     吉藤智啓  （よしふじ ともひろ） 

大野裕先生 @大野研究所 

北野陽子先生、細尾ちあき先生 @ぷるすあるは 

小林亜希子先生 @マインドフルネス心理臨床センター 

小原圭司先生 @島根県立心と体の相談センター 

西村有紗先生 @go.go.kokuro3 @ally_medical_illust 
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