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みらい通信

問合せ・連絡先
豊川共生ネットみらい
事務局 TEL・FAX
０５３３-８７-２５６４
http://mirai.net.cn
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～～～～２つの講座の報告です～～～～

平成２６年度豊川市男女共同参画協働型事業 受託
女性のためのエンパワーメント講座≪アサーショントレーニング≫

ハッピーコミュニケーションをつくるコツ
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

わたしのコミュニケーションのクセを知ろう
2014 年
自分の気持ちを大切にするとは
具体的なできごとで練習１～職場・友人との関係～
具体的なできごとで練習２～夫婦・親子・家族との関係～
ハッピーコミュニケーションを身につけよう！

10 月 8 日（水） 10:00～12:00 ウィズ豊川
10 月 15 日（水） 10:00～12:00 ウィズ豊川
10 月 29 日（水）10:00～12:00 ウィズ豊川
11 月 12 日（水）10:00～12:00 ウィズ豊川
11 月 19 日（水）10:00～12:00 ウィズ豊川

受講 延べ 73 名
第 1 回 15 名
第 2 回 17 名

豊川市で初開催≪アサーショントレーニング≫！！

第 3 回 15 名

この講座は、２００５年度から２０１３年度まで続いた「自分でする

第 4 回 12 名

こころの手入れ」（自己尊重トレーニング）を包含しつつ、一歩進めた、
「アサーショントレーニング講座」です。

第 5 回 14 名
託児 延べ 22 名

★アサーショントレーニングとは、

第1回 4名

＊自分の気持ち・考え・意見・希望などを、

第2回 4名

率直にしかも適切な⽅法で自己表現
すること。
＊「自分と相手をお互いに尊重しようと

第3回

5名

第4回

5名

第5回 4名

いう気持ちで行うコミ ュニケーション」のこと。
日本語訳の自己主張という自己を強く押し出すこととは違います。

講師：フェミニストカウンセラー
（一般財団法人

名古屋ＹＷＣＡ）

増井さとみさん
★★アンケートより★★

●参加の動機は？
・心みがき、心のバリアフリー、毎日楽しく過ごすために

・コミュニケーションが苦手で長年の悩みでした。

・自分のこと見つめたかったから

・公民館でチラシを見て、受講料が無料だったので。

・人間関係のことで悩んでいたので、思い切って申し込んだ。
●講座の満足度５段階でいうと？
１＝0 人、２＝0 人、３＝1 人、４＝3 人、５＝8 人
●自由にお書きください。
・自己主張はずっといけないと思っている自分がいたので、相手のことばかり気にしてしまい、相手を思った（そ
の人のためにと言うよりは、きらわれないように）ことを口にして、自分の感情をいつもムシしていたなーと気
づきました。
・「自己主張＝わがまま、自己中、勝手」というイメージがありましたが、違うことがわかりました。
自分の意見を持つこと、伝える事をしても良いという気持ちになれました。それがすごくうれしいです。

２０１５・３・１５

－１

みらい通信

問合せ・連絡先
豊川共生ネットみらい
事務局 TEL・FAX
０５３３-８７-２５６４
http://mirai.net.cn
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～～～～２つの講座の報告です～～～～

平成２６年度

豊川市男女共生セミナー

受託

感情摩擦を避けるために、ロジカルシンキングしよう！
シンプルに考えるコツ
２０１５年１月２４日（土）１０時～１６時

ウィズ豊川

★ 午前の部 10:00～12:00 （休憩１０分）
・
「考える」と「悩む」の違い ・信頼性、納得性を
高めるロジック ・ロジカルであるための３つの
ポイント ・ロジックを組み立てる
★ 午後の部 13:00～16:00（休憩１０分）
・フレームワーク思考 ・ＭＥＣＥ（モレなくダブリ
なく）に考える ・コミュニケーションに活用する
・ロジカルに伝え相手の納得を引き出す

申込み人数

３９名

女性２６名

参加人数

３３名

女性２３名

託児

男性１３名
男性１０名

４歳児男子２名

男女混合の講座！
男性参加が
初めて二ケタ台！
に！！

講師 ：内田友美さん （ＨＲ
インスティテュート取締役チー
フコンサルタント）

＂相互理解の鍵はロジッ
クにあり。 ロジックにこだ
われば、わかる！伝わる！”
★★アンケートより★★

① わかりやすさ ５段階評価
② 難しかった箇所
③ 学んだ点

④ よかった点

⑤ 問題と感じた点

１・・・ ０名 ２・・・ ２名 ３・・・ ３名
４・・・１３名 ５・・・ ９名
＊ ピラミッド構造
＊ ディベイト ＊ フレームワーク
＊「納得」してもらうこと
＊ 自分の意見の軸を知ること
＊ 相手の軸で話をすること
＊ 相手を否定せずにお互いの思いを話すこと
＊ 幸福に生きる方法
＊ グループでなごやかに話せてとてもおもしろかった
＊ 頭の中の整理の仕方を学んだこと
＊ お茶菓子を頂けたこと
＊ 集中することによって楽しくなった自分に気付いた
＊ 自分のテーマに気付いた
＊ 内田友美先生、格好よくてステキ
＊ 充実した時間を持てて楽しかった
＊ 平日でないので参加できた
＊ 固定観念があり、説得してしまう自分 ＊ 知識不足、体験不足
＊ 実生活で生かすには、もっとトレーニングが必要

豊川市で初開催！！
平成２６年度豊川市男女共同参画協働型事業
女性のエンパワーメント連続５回講座

アサーション（自己主張）トレーニング

『ハッピーコミュニケーションをつくるコツ』
スタッフが、メモと記憶を頼りにまとめました。

皆さん、おはようございます。増井さとみです。
この講座は、名古屋でも開催しています。全く同じ内容を豊川
でするのでなく、豊川のみなさんに合った内容で開催します。
講座はワークショップ型＝参加体験型で行います。机もない、
全員の顔が見える。このような形の講座に初めて参加されて、ド
キドキされている方もいらっしゃるかも。私の役目は、皆さんの
ドキドキを減らすことです。
はじめに
★ コミュニケーションをつくる第一番目のコツは、「自分を知る」です。
これは、≪ジョハリの窓≫。窓が４つあります。
私が知っている私

る他
私人
が
知
っ
て
い

い他
私人
が
知
ら
な

開放された 窓
自分も他人も知
っている

私が知らない私

私の知らない部分を他人から教えてもらうと、この縦

盲目の窓

の線が右に移動しますね。これを≪フィードバック≫と

他人は知っている
が自分は知らない
無意識のくせなど

いいます。私を知るために、他人から私のことを教えて

隠された窓

未知の窓

自分は知っている
が他人に隠してい
る
秘密など

自 分 も 他 人も 知 ら
ない
可能性・ 無意識の
抑圧・ 埋もれてい
る才能など

もらいましょう。
自
己
開
示

他人からのフィードバック

次に、自分のことを他人に話すと、他人が私を知って
いる窓が大きくなります。横の線が下に下がりますね。
これを≪自己開示≫といいます。
≪フィードバック≫≪自己開示≫をグループでやりま
す。すると、より自分を知ることができますよ。

★ そこで、講座で皆さんにして頂きたいことが３つあります。
１つめは、≪参加≫
この講座の２時間を、ご自分のために使ってほしい。

２つめは、≪尊重≫

講座では、一瞬一瞬思ったことをどうぞ大切にし

つまり、自分の思いに集中してほしいのです。

てください。そして、自分を尊重してあげてくだ

普段の生活では、なかなかできないですよね。

さい。
「私」という人間は、この世で一人だけ。人と

子供を起こさなきゃ、次はこれ、次はこれと
他人のことや行動を考えてしまうから。

違って当たり前なのです。でも、現実は、人と違うこと
って怖いし、自分と違うと相手としっくりできなかったり
するね。この場では、他人と違うことは OK！！自分を尊重す
ると、他人も尊重できます。

３つめは、≪守秘≫
この場で出た話を、第３者に話さないようにしてほしい。
ここで、出た話は、ここだけにとどめてほしい。
皆さん全員が安心して、この場で話をするために！！
★

実は、この≪フィードバック≫≪自己開示≫≪参加≫≪尊重≫≪守秘≫をすることが、
「ハッピーコミュニケーションをつくるコツ」をしていることになるのですよ。

左は≪自己主張≫をまとめたもの
です。これを、出会ったすべての
人にしなくても良いのですよ。
「コミュニぇーションをしたい
人」とすればいい。そして、その
コミュニケーションを育てればよ
いのです。

このハートを見てください。
皆さん、他人から「がまんしなさい」
「い
つもニコニコしてなさい」「気をつかい
なさい」と言われたことがありますか？
そして、
「がまんしないといけない」
「ニ
コニコしてなきゃいけない」「気をつか
わないといけない」と、自分で自分を抑
圧していませんか？
そんな状態では、何も≪自己主張≫でき
ないよね。
他人から抑圧されることを、≪外的抑圧
≫ といいます。
自分で自分を抑圧することを、≪内的抑
圧≫ といいます。

皆さん、
「コーヒー代 300 円を、貸してほしい」と言われたら、どう思いますか？
嫌だな～。貸したくないな～。もし、断ったら、その場の雰囲気が悪くなるだろうな～。ケチって思われるか
な～。そんな≪不合理な思い込み≫をしてしまいますね。
だって、相手は、ケチって思わずに「あ、そう。じゃ他の人に借りるわ」って言うかもしれない。不合理な思
い込みをすると、自分のことが言えなくて、他人の予測で動くしかなくなる。そして、過剰に、そのことに自
分が責任を負ってしまう≪過剰責任行動≫。 そして、自分の気持ちはさておき、他人の気持ちばかりを考え
てしまう≪他者優先≫。それを、繰り返すと、自分を尊重する気持ちが低くなってしまう。つまり、自分を好
きになれなくなってしまう。この悪循環が、この上の図です。
自分と他人は、違っていて当たり前なのですよ。≪自他分離≫が大事！家族でもほどほどの距離感を！！

そこで、本当の気持ちを、ちょっと言ってみまし
ょう。（ここのハードルが一番低い）
言ってみると、いろんなことが見えてくる。相手
の反応も分かります。相手は「あ、そう。」と言
っただけだとする。つまり、嫌われなかった。
すると、自分の気持ちの不安が減り、安心する。
それを繰り返すと、自分の気持ちを尊重すること
が多くなります。自己尊重感は、時間をかけてつ
くられていきます。

★ 伝える力を磨くコツ
・自己主張の４つの柱「誠実さ」
「率直さ」
「対等さ」
「自己責任」を頭に置き、
『私は・・・・です」の
文を作ってみましょう！
・それを、３人で再度、ロールプレイングしてみま
しょう。
・いかがでしたか？どんな意見がでましたか？
イヤミがなく、すっきり伝わっている。
本音が、伝わっている。

ウソをついてない。

本当のことを言っても、OK と思った。

・自分の思いを情報提供すると、言われた人は素直
になりませんか？

・まずは、実際に何が起きているのか？
恐れずに、自分の思いを言葉にしてみよう！

★ワークでやったことをまとめてみましょう。

「喫茶店に行こう！」と誘われただけですよね。
「好き、嫌い」と言われてはいませんよね。
聞こえていること≪事実≫だけに着目しましょう。
感じたい 心地よい プラス
うれしい 楽しい 愛おしい
誇らしい 好き 幸せ

・人間は感情の動物です。
・気持ちを書き出してみましょう。
（吹き出し）
・次に、誘われた私はどんな気持ちになりました

感じたくない 不快 マイナス
悲しい やましい うしろめた
い きらい ねたみ さみしい

か？

どうして、感じたい気持と感じたくない気持ちがあるのでしょう？
それは、≪欲求≫があるから。老若男女、誰でもが持っているものです。
人は、だれでも≪欲求≫を持っている。例えば、愛されたい、役に立ちた
い、認められたい、など。だからこそ、他者と付き合いたいと思う。
つまり、≪感情≫は、自分の≪欲求≫を探す、キーワード。私は今、おも
しろい？楽しい？と自分に聞いいてみるといいね。そうすると、自分の≪
欲求≫（私は・・・したい）が分かる。それを相手に伝えればいいの。

例えば、遅れてきた相手に、『Ｉメッセージ（
（私を主語に）』で伝えればいいね。
それを、相手に伝えればいいの。
「私は、お芝居を最初から見たかった。
」←…欲求・素直・自己開示、
「私は、あなたが遅れてきた理由を教えてほしいな。」←…怒らずに対等な気持ち
すると、相手も、素直に自己開示してくれるよ。
「○○だから、遅れてきた。ごめんね。
」
「次に同じことがあったら、先に劇場に入
そうすると、自分の「欲求」が分かる。
っていてね」と提案をしてくれるかも。
それを、相手に伝えればいいの。
そうすると、より話が発展してハッピーなコミュニケーションになるね。

例

★「私の気持ちを言葉に」
してみましょう。
＊最も親密な相手なのに、

同居の実母が様々な見下し発言をする。私が応えると
１０倍返しされるので、無言。

＊私のことを、愛してほしい。
＊私のことを受け入れてほしい。

実母はさらにいらいらする。
どうして夕食を作
る時なのに、違う

なんで、

大切にしてくれないの？

・・・・。
（無言）

ことをしてるの？

心の奥で、こんな≪欲求≫がある
からです。これが、おびやかされ
ているから、イライラしたり、怒
れたり悲しくなったりします。こ
れを、≪怒りの仮面≫と呼んでい
ます。
反応や返事をしたいですね。

自己主張のための６つのポイント
１．自分がどうしたいかはっきり
確認する。
また、私に母
の常識を押し付け
ようとしている。
私のことを心配して言っているかも

２．相手の反応を先取りして勝手
に予測しない。
３．自分の言い分が自分勝手なも
のかを考える。相手を信頼。

しれないが、私は見下されている

４．相手を攻撃しない。問題をすり

と感じて気分が悪くなる。

かえない。Ｉメッセージする。
５．自己主張の結果をおそれない。
言わないでほしい。

お互いの気持ちを理解し合えばいい

前向き、結果を受け入れる。
６．自己主張は練習！自分流のスタ
イルで！

人との対立を効果的に解決する１３のステップ
１．お互いに正直かつ率直にふるまう。
２．問題から逃げ隠れせずに、直視する。
３．個人攻撃を避け、あくまで問題自体に焦点を絞る。
４．議論の基本として、お互いの同意点から話し始める。
５．相互理解を確認するためのコミュニケーションの方法として「言い換え」を利用する。
６．自分の感情に責任を持つ。
７．
「勝つか負けるか」という態度は取らない。相手を負かせてやろうとすると、両者ともに敗者となる
ことが多い。柔軟な態度を取れば、少なくともある程度は両者が勝者となることが多い。
８．双方がその状況に応じて、同じレベルの情報を持つようにする。多くの場合、双方の認識が食い違
っていることが多いので、すべてを明確にしておくことが望ましい。
９．基本的に共通の目的を立てておく。勝つことよりも人間関係を維持したいと双方が望んでいれば、
うまくいく可能性が高くなる。
10. 置かれている状況において、両者が何を望んでいるかをはっきりさせる。たいていは勝つことは必
要ないだろう。必要なのは、具体的な結果を得て、自尊心を保持することである。
11. 悪いのは誰かを決めるより、解決策を決める。
12. 交渉、あるいはやり取りの方法を決める。
13. お互いに納得できる妥協案を求め交渉する。あるいは、ただ単に異なった意見を持っていることを
認め合う。

