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この本をおすすめする理由は、私の最近のキー
ワードが「つながり」だからである。
なぜ、「つながり」なのか？
普段の生活の中で、意見交換や情報交換をコミ
ュニケーションと勘違いしたり、相手との感情を汲
み取ることをしないで、相手のことをわかったつも
りでいたりすることが多々あると感じたからであ
る。
本書は、自分自身の感情と向き合い湧き上がる
感情を味わいながら自分を大切にすることによっ
て、他人の感情にも意識を向け、自他共に大切にす
る「つながり」を推奨する内容である。

「あなたは、なぜ、つながれないのか」
高石宏輔 著
春秋社
“人と接するということは、自分の内面を隠して、殻に閉じ
こもって、虚勢をどれだけ張れるかを競い合うゲームでし
かないのだろうか。”（プロローグより）
豊川市中央図書館（8 番書棚）で借りることができます。

2018/4 福田淳一財務省事務次官、女性記者にセク 労働局雇用均等室に寄せられた相談件数（平成 27 年度）
ハラ発言で辞職
・５５%以上がセクハラ相談で、その 9 割は女性からの相談
2018/4 栄 和 人 日 本 レ ス リ ン グ 協 会 前 強 化 部
・「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」「母性健
長、国民栄誉賞の女子レスリング金
康管理」「ポジティブ・アクション」なども含めると、労働
者が「女性であること」によって生じる問題は約 8 割
メダリスト伊調馨にパワハラ
2015/4 フリージャーナリスト伊藤詩織さん、当時 ・女性の活躍が求められる現在、まだまだ女性が働きやすいとは
言えないことが伺える
の TBS ワシントン支局長からレイプ
手記 『Black Box』出版
2018/4/23 緊急院内集会
セクハラ被害者バ
ッシングを許さない！＃Me Too ＃We
Too ＃With You #私も ＃もう終わり
にしよう in 永田町+霞が関
＃Me Too 米ハリウッドの大物プロデューサーに
よる女優たちへのセクハラ発覚を機に
始まった運動
ハラスメントをする人の特徴
①ハラスメントをしていることに自覚がない
②自分を正当化するために、相手を否定する
③責任転嫁する
④コミュニケーションが相手本位ではなく、自分本位

２０１７年度 豊川市男女共同参画協働型事業 「自分と相手を尊重した、

男性限定
働き方・生き方を見直すための講座
2017 年 8 月 26 日（土）10:00～16:00 ウィズ豊川視聴覚室
無料
受講：２３名 託児：１名（和室にて 従事：豊川市託児ボランティア）

講師 濱田智崇さん
京都橘大学健康学部心理学科助教
カウンセリングオフィス天満橋 代表
(男性のためのカウンセリングルーム）

（日本初の男性専用電話相談『男』悩みのホットライン）

★座学と体験型グループワークが交互に織り交ざり、知識と
体験のバランスが良く、受講生を飽きさせなかった。
★学びのポイント
男性のパターンを直視し、自分を見つめる
★男性に起こりがちなパターン
① 「かくあるべし」
「〇〇すべき」と自分を縛る
② 感情表現が苦手で、感情軽視（自分のも相手のも）
③ 自己愛的な防衛（傷つきたくない）
④ コントロール幻想（思い通りにできるのが
「優秀な男」
）
⑤ 素直に言えないから振りかざす大義名分
「怒り」で正論めいた主張を強調
理不尽な言いがかり
「何となく察してほしい」アピール

★男性のパターンを見直すには
① 自分は、
「ねばならない」
「〇〇すべき」を変換できる「〇〇だったらいい」
「○○したい」存在だと気付く
② 相手を理屈で追い詰めず、事実と感情を整理して、相手の感情に焦点を当てて「聴く」
③ 自己愛の防衛パターンを知る 「カニ型（威圧・反抗）
」か「タコ型（引っ込み・謙虚を装う）
」か
★コミュニケーションとは、
「伝達」ではなく、互いに何かを「共有」しようとすること
「共有」のメリット ①一人で抱えていたストレスを受け止めてもらい、浄化
②自分のことがわかってもらえた安心感で、前進
③自分ことがわかり、自分のことが整理でき、新たな気づき

あなたなら、どう行動？
（１）I（私が主語）メッセージと YOU（あなたが主語）メッセージ

どっち？

A「君はなぜ友達との予定ばかり優先して、僕と会ってくれないんだ！」
B「僕は、君に会いたいから、予定を空けてくれたら嬉しい」
（２）解決しようとする姿勢と感情を受け止める姿勢

どっち？

子どもが転んで「痛いよー！」と言ってきた時
A「大丈夫。痛くない。ただの擦り傷だよ。
」
B「そうか。痛かったねえ。擦りむいたねえ。
」

考えてみよう！

自己愛と自己尊重は、どう違う？

人間関係づくり講座」

主催：豊川市

企画運営：豊川共生ネットみらい

女性限定
人の言葉や目に振りまわされないコツ講座
2017 年 10 月 19 日（木）10 月 26 日（木）

無料

講師 増井さとみ先生

いずれも 10:00～12:00 豊川市中央図書館集会室 受講：５９名
託児：１７名（多目的ホールにて 従事：豊川市託児ボランティア）

フェミニストカウンセラー
公益財団法人 名古屋 YWCA

★振り回されないためには、自分を知ること
ジョハリの窓【心理学者ジョセフ・ルフトとハリー・インガムの
「対人関係における気づきのグラフモデル」
】

自分も知っていて、相手も知っている領域「公
開の窓」を、他人からの指摘（フィードバック）
と自分が隠していたことを自己開示すると、
新たな自分の発見と成長でき、他人と共通
理解に基づいた行動を起こすことができる。

★なぜ人の言葉や目に振りまわされてしまうのか？
①不合理な思い込み（相手への裏読み・決めつけ）
②他者優先

（自己犠牲をする人間関係づくり）

③過剰責任行動

（相手の課題の先回り）

④外的抑圧

（
「～という人なら・・・すべき」という社会）

⑤内的抑圧

（
「～という人だから・・・しなくちゃあ」と思いこむ自分）

他者との心理的距離感の取り方を、いつも心掛けること！
★人の言葉や目に振りまわされないために
出来事や事実をじっくり観察 （事実のみを客観的に把握）
自分の気持ちを知る

（湧いてきた気持ちは自分のもの）

自分の欲求を伝えていく（自分で自分ことを決めるために）
あきらめずに相手と一緒に考えていく （相手を理解するために）

あなたなら、どう行動？
(1) 会合が終わって、
「お茶行かない？」と誘われだけど、
行きたくないと思った・・・・・
(2) 家で、夫が「爪切り、ある？」と言った・・・・・・・

講座は実例をもとに、ワークショッ
プ（一対一やグループでの話し合い）
で進められた。
疑似体験した中で、自分の長所や短
所・考え方のくせに気付いたと同時
に、人はそれぞれ多様で尊重すべき
存在である、と学んだ。

愛知県健康福祉部出前講座 （DV 理解講座）

2017 年 11 月 23 日（祝・木）13:30～15:00
豊川市勤労福祉会館１F 研修室
講師：加藤佐紀子先生 フェミニストカウンセラー 公益財団法人 YWCA 愛知県健康福祉部出前講座講師
受講：17 名（女 16 名・男 1 名）
【うち、聴覚障がいの方 1 名（手話通訳従事 2 名）
】
託児：1 名（2 階和室にて 従事：とよかわ子育てネット）
無料

１．DV とは
どちらか一方が
相手を威圧的に
支配し自分の思
い通りにしよう
とする行為

閉じた親密
な関係間で
発覚
夫婦 同棲
恋人 親子

身体への暴力
言葉による暴力
経済力を利用し
た暴力
社会から孤立さ
せる暴力
性的な暴力
（犯罪行為も含む）

職場・学校・サークル活動・地域などでの、
種々のハラスメントも、
DV と同じ根を持つ行為
相手と場所と手段を選んで、暴力が行
われる。配偶者や子供が標的。
家庭外ではしないので、周囲は察知し
にくい。児童虐待の背景に DV がある
ことで、DV が知られることが多い

て
い
く
。

て
い
く
、

せ
、
生
き
る
力
を
奪
っ

あ
な
た
は
悪
く
な
い

価
値
な
い
人
間
と
思
わ

責
任
が
あ
る
。

心
と
身
体
を
傷
つ
け
、

暴
力
を
選
ん
だ
人
に

２、DV の背景にあるものは、ジェンダー（社会的性差）
１．男の特権意識
２．成果をあげるのが男というもの
３．家庭では男は家長
４．暴力容認

男性優位の社会システム 女は従属すべき存在
できる男は価値が高い
できる女は評価されても、たかが女
社会では弱音を吐けない男
男かぜを吹かして、 夫「オレを怒らせるのは、オマエがダメだから」
妻「ワタシがダメだから・・・怒らせてはいけない」
腕力・財力・権力など力がある者が社会的に優位
優位な者を劣位な者の上に置く社会的構図から、暴力容認社会ができる

あなたなら、どうする？
妻が用事から予定より遅く帰宅した時、
この夫は、どういう態度で何て言うでしょうか？
夫優位の支配的な考えの夫なら「
夫婦対等の考えの夫なら
「
あなたが夫なら
「

考えてみよう

DV のない社会にするには、
どうしたら、いいでしょうか？

」
」
」

ワークショップで、ジェンダーにまつわる体
験や右の二つの課題を話し合った。
★幸せオーラは、幸せに暮らすとはどういう
ことかを考えると出現
★幸せオーラは、夫婦対等の関係から出現
★幸せオーラは、自分を大切にすると出現
★幸せオーラは、男女共同参画社会を構築
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
講座終了後、４名が講師の個別相談を受け
た。
（講師の厚意により毎回実施している）
そのため、実質終了時間は、16:15 だった。

豊川市パートナーシップ推進出前講座 （気持ちトレーニング講座）

女性のための

こころが軽くなる人間関係づくり講座
2017 年 11 月 12 日（日）10:00～12:00 ウィズ豊川視聴覚室
無料
講師：増井さとみさん フェミニストカウンセラー 公益財団名古屋 YWCA
受講：11 名
託児：2 名（和室にて 従事：とよかわ子育てネット）
「女性限定・人の言葉や目に振りまわされないコツ講座」
（10/19 10/26）の継続版

１、アイスブレイク（緊張をほぐすために）
① 呼んでほしい名前だけを言いましょう
② 言葉をかわさず、年齢順に並んでみましょう
③ なるべく多くの人と「おはよう」の挨拶をしましょう

２．ワークショップ 「こんな時、あなたはどういう気持ち？どう対処？」
①朝、出かけようとしたら知り合いに出会った。
「おはようございます」と声をかけたが、相手は知らん顔して
去ったしまった。
②会合の後、知り合いとお茶に行った。会計の時に相手から「細かいのがないわ。貸してくれる？」と言われ、
お茶代だけならと貸してあげた。その後何度も顔を合わせているのに、相手は一向に返してくれない。

３．
【不合理な思い込み】 女性が陥りやすい人間関係のパターン
言葉の裏を予測

「きっとこうにちがいない」と決めつけ

⇒この予測を元に、行動

思いやり・気配りをする（したつもり）

⇒この行動が相手との関係を規定

人間関係をせばめる

４．
【ラポートトーク】と【リポートトーク】両方とも上手に活用すると、相手との関係良好
ふたりの会話
女「あ～あ、疲れた」
男「どうしたんだ、どうして疲れたんだ」
女「〇〇で疲れた」
男「それなら、◇◇したらいいじゃん」
女「・・・・・・
（なんかよけい疲れてきた）
」

ラポートトーク 気持ちを表現し共感を求める
今の状況を理解してもらえば
スッキリ
比較的、女性が得意
リポートトーク 理論的で話を進める
結論を導きたい 解決策を探る
比較的、男性が得意

５．よりよい人間関係を築くには
★コミュニケーションは感覚的なもの★自分の不快な気持ちに敏感になり、心地よいと感じる言葉から出発★自
分を大切にして（自己尊重）して初めて、他人を受容し大切にすることができる★性的自己決定権を尊重
「女性限定・人の言葉や目に振りまわされないコツ講座」
（10/19 10/26）に参加できなかった方のために企画。
講師の配慮により、受講者の参加場面と質問時間を多くとることができ、継続講座として深めることができた。

平成２９年度 豊川市男女共生セミナー「ロジカルシンキング講座」

講師

2018 年 2 月 17 日（土）10:00～16:00
無料
ウィズ豊川視聴覚室（講座） 和室（託児）
受講：28 名 （男性 14 名 女性 14 名）
託児：1 名 （従事：豊川共生ネットみらい）

講義にミニワーク・ワーク・総合演習を交えた、実践につながる講座
午
１．コミュニケーション力（対話力）の自己チェック
前ミ
【ミニワーク】自己・他己評価
10
２．人はほとんど人の話を聴けていない
時
【ミニワーク】読み上げられた話を集中して聴く
ʅ
【ワーク】その話の構成要素をつかむ
12
【ミニワーク】傾聴スキルの実践
時

午
後
1
時
ʅ
4
時

内田友美先生

星槎大学大学院特任教授
株式会社 HR インスティテュート
ソーシャルフェロー
カンボジアこども学び支援チーム代表

３．いい質問とは？
【ミニワーク】ありったけの質問を出しまくる
【ワーク】順序立てて質問する
４．伝わりやすい話し方とは？
【ミニワーク】ポジティブに表現する
【ワーク】アサーティブに伝える
【総合演習】魅力的に伝える
それぞれを習得するのでなく、
の順
番にスキルを積み上げることが大切！
重要

１．コミュニケーション力（対話力）
【コミュニケーションに必要な３ つの力】

相手に集中

相手から引き出
し、共有・納得

メッセージを届ける
ｗｐち

２．人は、ほとんど人の話を聴けていない ～先入観を持たずに集中して聴けていますか？

聞く から 聴く へ

相手そのものを聴く＝ 【傾聴】
傾聴によって、信頼関係【ラポール】が
生まれます。
この人になら話せる
この人に話したい
この人になら任せられる

★クローズド質問
YES・NO や単語で答えられる
★オープン質問
YES・NO や単語だけで答えられない
What？ Why？ How?

３．質問能力の高い人の３つの特徴
１．相手に添いながら、
【仮説】を置き、
【目的】に向かって、質問をする
２．相手が話したくなる質問話法をする
３．
【質問ツリー】で【全体像】を抑えると、目的がぶれない・ずれない
【質問ツリーと質問話法を重ねる】

目的

Goal Focus（ゴー
ルフォーカス「ゴー
ル（目的）」から、
逆算的に"現状"を
見つめる視点。

●その場に応じてクローズド質問と
オープン質問を柔軟に使いこなす。
・クローズド質問による確認・要約が
的を射ていれば、相手は話したくな
る。
・オープン質問によって、より深い内
容に話が及んでいく。

【呼び水】のある質問で相手の心を開く
★呼び水がない質問
「御社の経営課題は何ですか」
★呼び水がある質問
「先日の日経ビジネスで御社の業界が取り
上げられていましたが、業界全体に厳し
いコスト削減が求められているようで
すね。御社でもいろいろと工夫されてい
らっしゃるでしょうね？」

４．伝わりやすい話し方とは？
★話す順番
【大きな話から小さな話へ】全体から個別へ 抽象的から具体的へ 総論から各論へ
【順序に従う】 ABC １２３
【典型的なパターンに合わせる】 問題把握⇒原因特定⇒解決策⇒実施計画・実施体制
【相手の聞きたいことから話す】
★【３つ】は伝わりやすい
漠然としたものを【具体的な３つ】に分ける
結論に至る【根拠・理由を３つ】示す
目的に対する【具体的行動を３つ】示す
★伝わりやすい表現
シンプル・・・
ポイントを絞る
ポジティブ・・・ ネガティブな言葉もポジティブ言葉に変換
アサーティブ・・・自分も相手も尊重した上で、 自分の気持ちや考えをまっすぐに表現
キーワードは「対等」
「率直」
「誠実」
「自己責任」

うまく対応したいあな た
は、どう言いますか？
⑤に書き込んでくさい。

いやなこと、言われた！ ムカッときた。悲しくなった。そんな時相手に・・・
①「はい、わかりました。
」 ③「それって、意味不明ですけど！」
②「すみませんでした。
」
④「・・・・・」
⑤

市長と
12:00～12:35
ランチしながら歓談
12:35～12:40
市長のお話
「豊川市の今」
12:40～14:00
1. 「豊川市女性のための災害対
策ハンドブック」からさぐ
る、 豊川市の男女共同参画
2.「２０１８年度まちづくり
カフェ 100in 豊川」の
趣旨とテーマ
3. 参加者から市長に伝えたいこと

ランチ
2009 年度から開催、今年度で 9 回目
2017/12/16（土）12:00～14:00
プリオ 4 階 会議室３
参
加：２１名
ランチ代：８００円

盛り上がった話題
朝、起きた時「おはよう」と家族とあいさつしますか？
一人暮らし、夫婦、親子、三世代同居 など家庭環境もそれぞれ
・今さら恥ずかしくて言わない
・寝ているうちに家を出るから、言う機会がない
・私は言うけど、夫は無言
・子どもが小さい頃には家族間で言っていたが、大きくなってか
らは、誰も言わない
・習慣になって、お互い交わしている
・無理に言う必要はない
顔の見えないコミュニケーションが多くなってきた現状から言え
ば、声に出して挨拶することは、人づきあいをなめらかにするひとつ
の手段。今回の話し合いの中で、男女の違いや年齢差が感じられまし
たが、
「おはよう」には人間関係をうまく機能させる役割がありそう
です。
このような話題を市長と対面で話し合うことができ、意義あるコ
ミュニケーションの場となりました。

お詫び

みらい通信６１号の総会出席人数について、下記、お詫びして訂正いたします。
2017 年度総会出席人数

みらい通信 61 号に 2017 年度として記載 2016 年度の集計でした

出席

２８

団体１ 個人２７

出席

２０

団体２ 個人１８

委任

２１

団体２ 個人１９

委任

２３

団体０ 個人２３

計

４９

会員数：個人会員６４ 団体会員４

計

４３

会員数：個人会員６４ 団体会員４

（2017/3/31 現在）

編集後記

各年度に開催していた『ワイワイ語ろう！』を 2015 年度に『まちづくりカフェ 100in 豊川』
に名称変更し、市民に開かれた語り合いの場としました。2018 年度は 4 回目。その実行委員
会で、
「男性は感情を表に出し本音の一端も言葉に出すことができない」という話があり、
男性についての固定観念を払拭できないため、男性が自ら苦しい状況をつくってしまってい
ることがわかりました。そこで、設定されたテーマが『男の気持ち～男女のすれちがい』
男女共同参画推進基本法の成立（1999 年）から早 20 年、気楽に本音トークをし、男女互い
に受容できるよう、6 月 3 日 13:30～15:30 プリオ 5 階で語り合いましよう。無料です。

。

