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演習を始めるまえに
“最初の約束ごと”

この時間は社会福祉専門職に必要な対人関係スキルを修得する機会

を、学生たちに提供することを目標としています。この演習に参加を

希望する人は次のことを了解しておいてください。

この演習は原則として小グ、ループで行います。したがって、あまり

にも履修人数が少ない場合（3人以下）、あるいはあまりにも多い場

合（16人以上）は演習の内容が変更になることがあります。

また、欠席、遅刻、早退のときは、あらかじめ連絡をしていただき

ます。無断欠席や理由が明確ではない遅刻等が続く場合は途中で参加

をお断りする場合があります。また遅刻・早退は演習の進行の妨げに

なりますので原則として認めません。

自己開示がたえず求められる演習になりますので、充分な自己開示

をしたいとは思わない人には不適切です。自己開示の原則に対応して、

秘密保持が厳しく求められます。つまり、この演習で知りえたことは

口外しないことを約束していただきます。相手がそれを切り出さない

かぎり他の人がいないところでも、その人が演習で話したことを演習

の時間外に話題にすることは慎んで下さい。

なお、この演習はグ〉レープワークの形式で行いますが、何らかの「治

療効果Jがあるとは期待しないで下さい。演習のなかで自分の悩みを

話していただいてもけっこうですが、この演習は、あくまでスキルを

学びことを目的としており、各自の悩みを解決する場所ではありませ

ん。深い悩みをかかえたまま、この演習を履修すると、かえってマイ

ナスの結果になる場合もありますのでご注意ください。特に専門的カ

ウンセリングや投薬治療を受けている人は必ず履修登録する前に私

にご相談ください。ただし各演習時間後に、アフターケア等を充分に

行う時間はほとんどないということを了解しておいてください。

またスキルを学ぶといっても短期間の訓練であり、劇的な効果は期

待できません。スキルを学ぶ必要性を感じてもらえたら、それで充分

だと，思っています。スキルは、いくつかのコツを覚えたらすぐに身に

つくというものではなし1からです。ただ、学ぼうという姿勢がないか

ぎり、自然に身につくものでもありません。私の授業の目的は、学生

たちがこの演習を通して自分のスキルの不十分さに気づき、演習後に
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行う実習を通してそれを学びたいという動機づけがなされたら、それ

で達成されたと考えています。

Exercise 1 

あなたがこの捜業を通レて学びたいと思っていることを以下に書き出してみ

なさい。そして、それが（学習時間の短さなどを考慮レて〉現実的なものかど

うか、隣の人と話し合いなさい。
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不安な気持ちを語りあう
“選択するかどうか決めるために”

01 

運動選手は体力をつけるために、よく走る訓練をするようです。走る

ことによって基礎体力を養っているのでしょう。しかし誰にとっても

走ることが体力増進につながるかというと、そうではありません。風

邪をひいている人が走れば、かえって風邪が重くなり、体力は損なわ

れてしまうでしょう。自分の体力にあった訓練方法が必要なのです。

それと同じように、この福祉演習の訓練も考えてほしいのです。あ

る程度、人間関係の基礎的なスキルのある人にとっては良い訓練にな

るでしょうが、そうではない人にとっては苦痛でしかなく、しかも、

走ったあとに風邪が悪化すると思われるように、この福祉演習を受け

たあとでかえって悩みが深くなってしまうことも考えられます。

たとえば、考えられるケースとしては次のようなものがあるでしょ

つ。

Case 1 

Aさんは人の話を聞いていると、緊張レてレまってどうしても爪を噛んでし

まいます。福祉演習のフィードパックを通して「クライ工ントの話を臨きなが

ら爪を噛んでいるワー力ーは、クライ工ントから信頼されないのでは」という

指摘を受けて、なるほどそうだろうと思いました。しかし、爪を噛まないで人

の話を聞くことが（自分でもとても奇妙なことなのですが〉どうレてもできな

いのです。気がつくと、爪を噛んでいまレた。そのうちに、慢業力T始まる前に

思いつきり爪を噛むようになりまレ定。そうすることによって、演習の聞は爪

を噌むのを我慢することができるようになると思ったからです。しかし、その

姿ち友人たちlこ男られているような気がしましだ。そのうちに擾業が終わって

も自分の爪のことばかりを考えてしまうようになりましだ。

Case 2 

Bさんは、よく笑う人でレ疋。いつも笑顔をたやさない人で、それが自分の

長所でもあると思っていまレた。ところが演習のなかで他の学生疋ちから「別

に面白い話をしているのでもないのに、いつも突っているのは不自然に見える。

逆に伺かを隠しているようにも見える」というフィードパックをもらいまし疋。

Bさんはそんなことを言われるとは夢にち思っていなくて、ショックでレ足。
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自分で伺かを隠レているつもりもなかったのですが、自分でも気づかないうち

に自分自身にも伺かを隠レているのではないかと考えはじめ、混乱してしまい

ましたロそれ以来、自分がどんな顔をして慢業に出だらいいのかわからなくな

り、とても苦しい気持ちになりました。

Case 3 

Cさんは自分の家族の話をレまレた。誰にちしたくなかっだ話なのですが、

周りの人たちが自分の家族の話をレていたので、自分ち伺か話さなくてはいけ

ないと思い、思い切って話しまし疋。しかレ、そのあとに聴いたみんながどう

思つだのかが気になりましだ。また自分の家族を裏切ったような気持ちになり

まレた。そのうちに、自分のこんな話を知っている人と顔を合わすのが嫌にな

ってきて援業にも遅刻するようになりまレ疋。

Case 4 

Dさんは友達のことで悩んでいることをグループのなかで話しまレた。とて

も深く悩んでいることだったので、話せて良かったと思いまレた。ところがそ

れを聴いていたEさんが、「Dさんは悩んでいるようには私には買えませんで

レた。逆に、なんだか楽レそうに話レていて私！こは不思議でした」というフィ

ードパックをしました。他の人もうなすいていましだ。 Dさんは思いがけない

フィードパックをされて動揺し、 （悲しいわけではないのに〉涙が出てきまレ

た〈内面を見透かされてしまったような気がしたのでレょう〉。 Eさんも、そ

れを見て驚き「ごめんなさい、そんなつもりではなかったんです」と謝りまレ

た。 DさんはEさんに謝られて、どうしていいのかわからす、ますます動揺レ

てレまいまレた。それからというもの、 Dさんは自分の話をするのが怖くなっ

てレまいまレた。

Exercise 1 

上の事倒を読んで、あなたが理解できると思えるところを隣の人と話し合い

なさい。

Exercise 2 

あなた自身が、この福祉演習を雇修するにあだって不安を感じるところを隣

の人と話レ合いなさい。
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02 

自分のスキルを確かめる
“自分にどこまで気づいていますか？”

ソーシャルワーカーは自分自身が援助の道具になります。書家は筆と

墨のことをよく知っておかなければ良い宇は書けませんし、大工は
かんな のこぎり

飽や鋸の使い方を熟知していなければ立派な家を作ることができ

ません。それと同様に、ソーシャルワーカーは道具としての自分をよ

く知っていなければ良い援助もできないのです。自分のことについて

気がついてないワーカーは、どのような問題をかかえることになるの

でしょうか。それについて考えてみましょう。

Case 1 

ソーシャルワー力ーのAさんは、ポソポソと言うのが癖ですロ家族でも彼が

伺を言っているのか、よくわからないことがあるそうです。しかし、Aさんは、

そんな自分の癖に問題があるとは思ーっていません。 Aさんのクライ工ントち、

Aさんが何を言っているのかよく聞こえないことがあるのですが、クライ工ン

トの立蝿からは「聞こえないのですが、もっと大きな声で言ってもらえません

か」とは言いにくく、よくわからなくても「｝＼イハイ」と答えることがほとん

どです。しかレ、 Aさんは自分との約束をクライエントが守らないと、いつも

不満です。クライ工ントには自分の声が聞こえていないということに気づいて

いないのです。

Case 2 

ソーシャルワー力ーのBさんは相手の言うことが聴きとれなかったり、意味

が理解できなかったりすると、大きな声で眉をしかめて「え？」と聞き返しま

す。たいていのクライ工ントは、その様子にびっくりして、自分の話し方力片

手だと思われているのだと思い、リラックスレて話せなくなります。一方、 B

さんは、クライ工ントがなかなか打ち解けて話してくれないと不満でした。

Case 3 

ソーシャルワー力ーのCさんは、自分より立場が弱い人には優しいのです力九

自分より立場カ噴い人や対等な立場の人とはうまく話せまぜん。クライ工ント

が相談に来たとき、本当は他機関のワー力ーや行政の担当者と協議して問題解

決をレなければいけないのに、自分がうまくケースのことを話す自信がないの
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で、クライエントと 1対 1で話レ合うことだけで解決レょうとする傾向があり

まレ定。そのうちにCさんはソーシャルワークではなく、自分一人でできる仕

事のほうが自分には向いているかもと思い始めまレ走。

Case 4 

ソーシャルワー力ーの Dさんは小さいころから姉にいじめられてきまレた。

両親が妹のDさんのほうを可愛がっていたからです。 Dさんは、ある日、自分

の妹のことで相談にき疋という Eさんの話を信じることができませんでレた。

なぜなら Dさんには、姉が妹のことを真剣に／~＼配しているなんて信じられなか

ったからです。レかし、その疑いが自分白昼の生育歴から来ているとは、 Dさ

んは考えもしませんでした。

Exercise 1 

上の事倒を読んで、あなたがもっとも印象に残つ疋ちのはどの事倒だったか

を隣の人に伝えたあと、その理由を考え、それを話し合ってください。

Exercise2 

あなたが、あなた自書をソーシャルワークの援闘の道具とレて自分を使うこ

とを考えたとき、ちっとも自分に必要なことは何だと思いますか。下に書き入

れなさい。

Exercise3 

上に書いたことを隣の人に男せて、自由に感想を話し合いなさい。グループ

でも話レ合ってみまレょう。
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03 

演習の準備
“どんなI~＼構えが必要か”

私はこの社会福祉（援助技術）演習を 1991年度から担当しており、

2006年度で 14回目（14年目）の授業になります。 2005年度までに

担当した学生は 161人にのぼり、それぞれのいろんな話を聴かせても

らいました。

この授業は、他の演習（「演習」や「社会福祉現場実習」）と同じ

く、登録し履修してくれた学生たちの姿勢によって、形式は同じでも

内容は毎年かなり違います。毎回、心が洗われるような温かい雰囲気

につつまれていたグ、ループもありましたし、逆に息苦しいような緊張

感に満ちたグ〉レープもありました。アクピばかりしている人がいたた

めに真剣な話がなかなかできず、だらだらと無意味な沈黙が続いたグ

ノレープも正直いつでありました。

どういう内容の授業になるか、どこまで充実したものになるかは、

教員である私の責任でもありますが、授業に参加する学生たち一人一

人の態度にかかっていることも事実です。居眠りをしている人の前で、

自分の気持ちを必死に語る人なんているはずがありません。そういう

意味で、この授業は一種独特のチームワークが問われる授業です。

まずは聴く練習から

演習は聴く練習からします。グ‘ループで、聴くことには独特の難しさが

あります。ひとつは 10人のグ、ループで聴く場合、 10人中、ひとりで

も真剣に聴く姿勢を見せていないなら（「見せるJという能動的な意

味に注意してください）、グ、／レープのなかで、話すことは難しくなりま

す。グ‘ループで聴いている場合、自分だけは聴いているそぶりを示さ

なくてもいいだろうと思いがちです。しかし 10人のなかで 1人でも、

ぼんやりと宙を見ていたり、爪をいじっていたりしていると、それで

もうグループの雰囲気は損なわれ、真剣な話を聴く機会は失われるで

しょう。

「いや、私はグ、ループのなかで 1人ぐらいの人が眠っていても、き

ちんと話ができる」と反論する人がいるかもしれませんが、それは、
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話の内容が、ソーシャルワークの現場でクライエントが話すと思われ

るものほど重大ではない場合に限られるでしょう。クライエントがワ

ーカーに対して話すことは、生まれて初めて人に話すことかもしれず、

そのような内容をグ、ループのなかで聴くとすれば、グループのなかの

人全員が真剣に聴く姿勢を見せているときに限られるでしょう。

実習指導のグ‘ループで私がしばしば体験することですが、グループ

全員が真剣に聴いてくれているとき、学生たちのなかから驚くような

新鮮な喜びの声や、深く苦しい話、思いきった打ち明け話などが出て

きます。ところがグ、ループのなかの 1人か2人でも眠そうにしていた

り、集中していないそぶりをしていたりすると、グ‘ループは、たとえ

明るく元談がとびかう活発な雰囲気がしても、話の内容はありきたり

なものばかりが続くのです。

Exercise 1 

話を聴くときには聴いていることを見せたり、示レ疋りする積極的な言動が

要です。その理由を考えなさい。

Exercise 2 

あなた自身は、上で述べたような積極的な言動を意識レて行っていますか。

意識レている人はどのような点に注意しているのかを話し合いなさい。意識レ

ていなかった人は、その理由を考えなさい。

自分の心の勤きに気づくこと

演習中は自分の心の動きに注意してください。自分がいま何を感じ、

どういう気持ちでいるのかをたえず点検しておくことが大切です。な

ぜなら、あなたの気持ちゃ心の動きは、かなりの部分が、あなたの表

情や声、身体の動きとなって相手に伝わるからです。自分の心の動き

に気づいていないのではないかと私が思った事例をあげておきます。

Case1 
Aさんは自分の両親について語り合う演習のとき、ほとんどロを聞くことは

なく黙っていまレた。その様子に気づい疋周りの人はAさんに質問をレ始めま

レた。 Aさんl瞳顔を真っ赤にレながら「こんなふうに親の悪口を言い合うのが

授業なんですか？私には我慢できません」と怒って立ち去ってレまいました。
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もちろん断定はできませんが、私はAさんのこのような行動を次のよ

うに理解しました。つまり Aさんは「両親Jのことを振り返るセッシ

ョンに参加して「両親」のことを考えざるを得なかった。そしてAさ

んが感じたのは「両親Jへの深い怒りだった。しかし、 Aさんは「私

は両親には感謝しているJと思いたかったので、自分自身がもってい

る両親への怒りを認めることはできなかった。その結果、 Aさんは自

分の怒りを「授業Jや「授業を行っている教員Jに向けることにした。

これは無意識的なものであり、グ〉レープワークのテキストでも紹介し

た「置き換えJ(displacement）という防衛機制です。つまり両親への

怒りを授業への怒りに「置き換えJているのです。

「自分を見つめなおしたいJ 「自分という人聞がどんな人聞か考え

てみたいJという動機で、私の福祉演習を履修される人が少なからず

いらっしゃいますが、履修で新たに見つけた、あるいは突きつけられ

た自分の姿は、かならずしも愉快なものだとは限りません。たとえば

以下のBさんのケースは、私の福祉演習や実習指導のグループでとき

どき見られる場面です。

Case2 

Bさんは商親について語り合う演習に参加していまレ疋が、すっと下を向い

たきり顔をあげませんでした。隣にいたCさんが「だいじようぷ？」と声をか

けると、それをきっかけにBさんは、わっと泣き始めまレた。 Bさんは自分が

両親から無視されたり冷たくあしらわれたりレ疋ことしか思い出すこと力Tでき

す、自分がとてちみじめに思えてきたのでしだ。そのことをBさんは泣きなが

ら一気に話レまレた。すると声をかけたCさんは、あわてて「でも、それも一

種の愛情の表現じゃないかな」と言いまレた。 Bさんは、そのCさんの言葉に、

ハッと気づいたように「そうよね、そう考えたほうがいいよね。本当に、ごめ

んね」と言って涙をふいて泣きltみまレた。

Exercise 3 

Bさんが湿いたことへのCさんの反廊と、それに対するBさんの反応につい

て、あなたが感じたことを隣の人と話し合いなさい。

自己開示はhere-and-nowが原則

この授業では適切な自己開示が必要だとオリエンテーションのとき

から何度も強調してきました。しかし自己開示は here-and-now（い
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ま・ここで）の感情や事柄に対してオープンになることです。決して

自分の秘密を暴露することではありません。

Case3 

Dさんは自分の家庭の悲惨な状況を話しまレた。しかし、そのときのDさん

は笑顔を浮かべながら、まるで他人の噂話をしているような様子でしたロそし

て話し終えたあとは得意気にみえまレた。 「さあ、私はこんなに重い話をしま

し疋よ。あなたたちは、これに匹敵するほどの話ができますか？」と言うよう

な勝ち誇ったような顔をしていました。グループのなかに気ますい沈黙が流れ

ました。実際、 Dさんほどの赤裸々な告白を誰ちできないように感じたからで

した。しかレ、 Eさんは「Dさんは、とても深刻な話をレてくれたのですけど、

まるで他人のことを話しているように淡々と話されだので、私にはとても奇妙

な印象でレた」と言いまし疋。

この例でいえば、グ．ループに自己開示ができたのはEさんであって、

Dさんではありません。 Dさんは一見、グループに自己開示している

ように見えて、実はそうではありませんでした。それどころかDさん

は自分自身の気持ちを自分自身にさえ見せていないのかもしれませ

ん。自分の過去を話すことによって、他の人よりも自分が率直に話せ

るという優越性を示したいという気持ちはDさん自身も気づいてい

ないかもしれないのです。

Exercise 4 

自分が自分に隠レてきた気持ちに気づいた瞬間の思い出を語り合いなさい。

そのとき、なぜあなたは、その気持ちを自分に隠してきたのだろうか。その理

由ち考えなさい。

Exercise 5 

あなたがこの福祉演習のなかで「自己開示Jを求められたときにどのような

不安を感じるのか、隣国士で〈または小グループで〉話レあいなさい。
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“聴くことはなぜ大事なのだろう”

14 

援助関係の基本は activelistening （傾聴）から始まります。まず援助

関係における傾聴についてのあなたの知識や理解の程度を点検して

みましょう。次の間いについてOか×で答えてください。

］人は自然に育てば、努力しないで、良い聴き手になる。

］聴くことは人聞が生まれたときからもっている能力である。

］他者に耳を傾けられる人は自分自身にも耳を傾けられる。

］人は、聴き手に対して腹をたてている人の話は聴きにくい。

］よい聴き手になるには訓練は必要ない。

］黙って何も言わずに話を聴くことは傾聴の原則である。

］人は自分を受け入れてくれていると感じる相手とは話しやすい。

］人の話に耳を傾けることは、相手をうぬぼれさせるものである。

］話したいことをどこまで正確に話せるかは、いつも話す人の責

任である。

］話し下手の人は、たいてい聴き上手である。

］相手がいいにくい話をしていると，思ったときには、相手に背を

向けて聴くとよい

］聴くことよりも話すことのほうが難しい。

］信頼関係を深めるポイントは、よく聴き、秘密を守ることであ

る。

］話すことは聴くことよりも重要であることが多い。

］自分自身についてどこまで話すかということは相手がどこまで

自分のことについて話してくれるかということに関係がある。

］疲労は聴く能力には影響を及ぼさない。

］援助に結びつかないことは聴くべきではない。

］すべて話せばすっきりするのだから、相手がすべて話し終える

まで傾聴すべきである。

］能率よい聴き方は、言われたことを受け取るなかで、たえずそ

の内容を選別していくことにある。

］涙もろいのは、相手の感情に耳をよく傾けている結果である。

］聴くことは言葉に注意をすることであって、声や身体の様子に

，
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注意を向けることを意味しない。

］どうしても聴こうとしないことは、心理的暴力と同じである。

］人は自分と同じ意見の言葉をよく聴き、自分の意見とはあわな

い言葉は聴かない傾向がある。

［ ］怒っている人が良い聴き手であることは、ほとんどない。

［ ］聴きかたは、その人の成育歴からは影響を受けない。

［ ］聴くときは、相手の立場に自分がいるときにはどういう思いに

なるかを想像し、それに基づいて質問するべきである。

］人は、聴き手が理解できないような矛盾した言葉を出すことが

ある。

］沈黙の時聞がないように配慮することが、傾聴の重要なテクニ

ックである。

Exercise 1 

傾聴についての自分の知識を点模したあと、あなたが考え疋こと（thinking）、

感じたこと（feeling）をとなりの人と話レ合いなさい。

傾聴はなぜ重要か

援助関係において傾聴は必要不可欠のものです。その理由は以下の 7

つにまとめることができますlo

【信頼関係の確立】

傾聴はクライエントとの信頼関係（ラポーノレ）を築く最初の一歩だと

いえます。ソーシャルワークのクライエントは過去や現在の生活のな

かでsi伊 ificantothers2によって裏切られたり、傷つけられたりして

きた人が多く信頼関係が容易には形成されないことがある。その場合、

傾聴が重要な信頼関係形成の方法となる。

1 Nelson-Jones, R. (1997). Practical Counselling and Helping Skills: Text and 
Exercises for the Lifeskills Counselling Model (4th ed.). London: Cassell, pp. 
100・102. 
2 重要な他者。家族関係や愛情で結ぼれた関係にある数人の人をしづ。これと似たよう
な言葉としてはrelevantothers （関係者）がある。たとえば精神障害者がアパートで
自立生活をおくろうとするとき、アパートの管理人はrelevantothersであるが、情緒
的な人間関係はないのでsignificantothersではない。Barker,R. L. (1995). The Social 
Work Dictionary (3rd ed.). Washington, DC: National Association of Social 
Workers. 
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クライエントがワーカーを信頼するかどうかは、クライエントがワ

ーカーによって受容（acceptance）されていると感じるかどうかにかか

っています。また、クライエントがワーカーから一個の独立した人格

として尊敬<respect）を受けていると感じることも重要です。 「適当に

あしらわれたj とか、 「し、いかげんに対応されている」と，思ったら、

もうワーカーを信じることはないでしょう。

【違いを埋めるために】

クライエントはたいていワーカーとは違った環境にいるものです。

年齢が違う、性別が違う、所得が違う、健康状態が違う、民族が違う

というなかで、クライエントは、ワーカーがもっていない障害をもち、

被差別体験をもつかもしれません。クライエントの立場であれば「同

じような生活のなかで、同じような体験をしていなければ、自分のこ

とがわかるはずがないJと思うのは当然ではないでしょうか。しかし、

クライエントがそう思っていては援助になりません。そのような「違

っているJという思いを乗り越えるために傾聴が必要になります。

【クライエントの自己開示のために】

多くのクライエントは誰にも言えない悩みをかかえています。親し

い人にも言えなかった事情がたくさんあるはずです。ソーシャルワー

カーはクライエントと面識がないところから、それを聴きだすことが

必要になります。なぜならクライエントの事情がわからなければ援助

計画がたてられなし、からです。

クライエントは自分の事情を話したあと、人から拒絶されたり、受

け入れられなかったりした経験を繰り返してきたはずです。人からの

拒絶に慣れてしまっているような人たちです。そのような人たちは、

ソーシヤルワーカーの前で受け入れられたと感じ、安心し、理解され

ているという実感をもつためには、ワーカーの傾聴が何よりも必要に

なるのです。

【クライエントが気持ちを話せるように】

多くのクライエントは傾聴された経験をもっていません。気持ちを

聴いてもらえる機会に恵まれないままに何十年もの人生を経ていま

す。ですから自分の気持ちに気づき、それを表現することは忘れてし

まっているか、あるいは自分で自分の気持ちを無視することを学習し

ています。辛くても辛い気持ちを否定し、嬉しくても嬉しい気持ちを
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認めずに生きてきたのです。しかしワーカーは、クライエントの気持

ちに耳を傾け、クライエント自身が自分の気持ちに気づくよう援助し

なければ、クライエントが自ら望む方向へと援助することもできませ

ん。したがってワーカーは、クライエントが自分の気持ちに気づくほ

どに充分な傾聴をする必要があります。自分で自分の気持ちに気づい

ている人の気持ちを聴くのも容易ではないのですから、まして自分で

自分の気持ちに気づいていない人の気持ちに耳を傾けるのは意識的

な訓練が必要だと思います。

【情報を集めるために】

ソーシャルワーカーは援助のためにクライエントについての多く

の情報を必要とします。しかし、その情報収集は警察が調書をとるよ

うに行うべきではありません。私の担当した実習生は在宅のクライエ

ントを訪問してアセスメントを行うときに、紙をみながら次々に質問

したので「私は犯罪者じゃない！ Jと、クライエントから叱られたそ

うです。情報を集めるときには、あくまで傾聴をベースにします。傾

聴を実践すれば、その過程のなかでかなりの情報は得られるはずです。

【クライエントに影響を与えるために】

よい援助関係はagreementから始まり、途中に disagreementの段

階を経て、最後に agreementで終るといわれています。途中でクラ

イエントと意見の相違が見られるのはクライエントの側に変化が必

要なのに、それをクライエントが認めないことが多いからです。たと

えば要介護老人のためのデイケアの利用を勧めても、家族が近所の目

を気にして利用しない場合があります。そのようなときは家族の考え

方を変える必要があります。そして、その変える力をワーカーが持て

るかどうかは、クライエントにワーカーが傾聴し、クライエントのな

かに揺るがないワーカーへの信頼感や好感が形成されるかどうかに

かかっているのです。

【Enablingのために】

クライエントは、しばしば自分の問題を他人ごとのように考えてい

ることがあります。ワーカーが自分の代わりに問題を解決してくれれ

ばそれでいいと，思っているのです。しかし、それでは自立への援助に

なりません。 Enablingの原則を思い出しましょう。ソーシヤルワー

カーはクライエントが自分で問題を解決することができるように援
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助するのです。傾聴は、クライエントが自分自身の問題をよく理解し、

それを解決する自分自身の責任を感じることへの援助になります。

Exercise 2 

傾聴がソーシャルワークの援助関係に不司欠な要素であることは、社会福祉

学科の学生なら、よく学んできたことだと思います。上の理由について自分が

これまで充分に理解していなかったことがあれば、となりの人とそのことにつ

いて話し合いなさい。もし、すべてを充分に理解していたのなら、自分自身が

とくに重視しなければならないと思っている理由は伺かを考え、その理由につ

いてとなりの人と話レ合いなさい。

傾聴された体験をもつこと

ここまで授業を行うと、もう学生たちのなかから防衛機制3的な怒りや

不満が出てくることがあります。その典型的な例を下にあげておきま

す。

Case1 

大学生のAさんは、傾聴が信頼関係の確立のために脳要だという話を聴くと、

わけのわからないような苛立ちを感じまレた。 「話を聴くだけで信頼関係がで

きるなんて信じられません」 「やっぱり具体的に伺かをしてはじめて、信頼さ

れるんじゃないでレょうか」と、彼女は問いかけましだが、その声と話レ方の

様子は、知的な部分で疑問を投げかけているというより、彼女が感情的に、そ

のような考え方は受け入れられない状態であることを示していました。

傾聴が大事であること、傾聴によって信頼関係が生まれるというこ

とは、自分が傾聴された経験を持つことによって本当に実感として理

解できることなのでしょう。傾聴された経験がなかったり、あるいは

充分で、はなかったりすると、傾聴がそれだけ重要であることを逆に

認めたくないという気持ちになることは容易に想像できます。人は、

自分が得られなかったものには価値がないと、考えやすいのです（こ

れも防衛機制のひとつで、すね）

みなさんが専門的な援助者になるとき、援助された経験をもつこと

3 自分が認めたくない気持ちゃ考え方、不安や罪悪感などから自分自身を守ろうとする
心のメカニズムのこと。
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は極めて重要です。良く助けられた人は、良く助けられる人になれる

のだと思います（もちろん、良く助けられたという経験だけでは不充

分ですが）。逆に、いままで人から助けられたことがない人は、どう

やって人を助けることができるでしょうか。自分が見たことも触れた

こともないものを、どうして人に与えることができるでしょうか。

傾聴も、また同じです。傾聴された体験がない人は傾聴することは

難しいでしょう。傾聴してもらって心が洗われるような思いをしたこ

とがない人には、傾聴によってクライエントの心を静めることは難し

いかもしれません。自分が体験したことがないものを相手に体験させ

ることはできないか、あるいはできたとしても、とても難しいことだ

と考えられるからです。

Exercise 3 

あなたの、傾聴レてもらっ疋体験を隣の人と話レ合いなさい。そのとき、ど

のような気持ちになったかを話レなさい。ちレも、そのような体験がなかっ疋

ら、あなたにはどうレてそういう体験がなかったのかを考えてみなさい（これ

は辛い演習かもしれませんが、勇気をもってやってみてください〉。
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聴き手の問題
“なぜ良い聴き手になれないのか”

Listeningとは何かを考える最初のきっかけとして、悪い聴き手には

どういう問題があるのかを全体的に見てみましょう。聴き手の問題は、

注意（attention）に関するもの、受取り（reception）に関するもの、励ま

し（encouragement）に関するものという 3つの分野に分けることがで

きます。その問題点、を分野ごとにまとめてみましょう。

【Attention（注意〉】

1. 聴覚障害：実際に音として聞こえにくいと問題です。

2. 視覚障害：聴くとは相手の身体の動きち観察することですから、見え

ないと難しい問題がでてきます。

3. 疲笥・病気：疲れていたり体調が悪かったりすれば充分に聴けません。

4. 注意散漫：すぐ集中できなくなるようでは聴けません。

5. 関山の欠如：「どうでもいいことだ」と思っていたら聴けません。

6. 感情の宋整理：面接にはいる直前に気になるニュースを聞き、それが

気になってレか疋がないとき、いまさっき上司と衝突して怒りがおさ

まらないとき、集中して聴くことはできません。

7. 時間の不足：「あと少レで部屋を出なくてはいけない」と時計をチラ

チラみながらそわそわレていたのでは、落ち着いて聴くことはできま

せん。

8. 話の先取り：相手が話すスピードより早くいろいろと想悔してレまう

と臆くこと力Tできなくなります。

【Reception（受け取り〉】

1. 記憶力の不足：聴いだとたんに忘れていくような記憶力では充分に臆

くこと力Tできません。

2. 語棄の不足：相手が使っている言葉の意昧がわからなければ聴きとれ

ません。

3. 知識の不足：相手の話す内容がわからなかっ疋ら聴けません。

4. 感情に対する鈍感さ：自分自身の感情に鈍感な人は相手の感情にも鈍

感なものです。
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5. 偏見：障害者に対する偏男力T障害をもっている人の気持ちに耳を傾け

ることを難レくレます。

6. 偏狭な道徳山： 1E.とえば売奮をした少女の話をきくとき、売春という

ことで怒り力Tでてきて臆く余裕がなくなるなど。

7. 自分自皐の欲求：たとえばAさんを嫌いな人はAさんの悪口はよく聴

けるが、 Aさんを嘗める言葉は無意識に聴きのがレてしまう。

8. 転移：相手に対レて、自分力満親などへの感情を重ねてレまうこと（父

と似ている人なので憎いと感じてしまうなど）。

9. 内気：馳すかしくてよく聴けない。

10.情緒的になってレまう：感動するのはいいが、感動レすぎて言葉が耳

にはいらない。

11.緊張しすぎる：校長先生に醇び出されて、いろいろ話をきいたが伺ち

耳にはいらなかった小学生のようになる。

12.恐れ：相手力明くて落ち着いて聴けない。暴力事件を繰り返している

クライエントとの面接など。

13.特定の話題が苦手： 1E.とえば世に関する話は聴きにくいなど。

14.言襲への過敏さ：ある言葉をきくと動揺してしまい落ち着いて臆けな

い。

15.歪曲する癖：自分で聴いた話の一部を無視したり、自分で脚色レてレ

まったりする癖がある。

【Encourage（励まし〉】

1. 自分のことは話さない：自分のことは伺ひとつ話さないような人は得

体が知れないので、相手は警戒して話さない。

2. 関山を表現レない：アクピをレたり目がうつろであつだりすると、こ

れはこちらの話に関山がないのだろうと判断されてレまう。

3. 温かい雰囲気がない：熱血に聴いてくれてはいるが、なんだか警察で

調書を書かされている感じだ。

4. 責められる感じである：伺かを話すと「それはおまえが悪いんじゃな

いか」と言われそうな感じである。

5. 秘密が洩れそうである：ここで言うと明日にはみんなが知っていると

いう感じである。
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Exercise 1 

あなたは話を聴いてもらいたいと思って、誰かと会ったのに、うまく聴いて

もらえなかったという体験をしたことがあると思います。そのときは聴き手に

どんな問題があったと思いますか。

Exercise 2 

あなたは話を聴きたいと思っているのに充分に聴けなかっ疋体験があると思

います。そのときは、あなたにどんな問題があったのだと思いますか。隣の人

と話レ合ってみましょう。

Exercise 3 

悪い聴き手のイメージをもっと具体的にするだめに次のような演習をしてみ

まレょうロ

(1）あなたがこれまで会ったことがある、悪い聴き手だと思えた人を3人、

選んでみてください。そレて、ここにその人の名前を書いてみてください。

1. 

Ii. 

ni. 

(2）この3人に共通する点在以下に書き出してみてください。
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Exercise 4 

こんどは良い聴き手のイメージを具体的にするために、次のような演習をレ

てみます。

(1）あなたがこれまで会ったことがある、良い聴き手だと思えた人を3人、

選んでみてください。そして、ここにその人の名前を書いてみてください。

1. 

ii. 

iii. 

(2）この 3人に共通する点を以下に書き出してみてください。

(3）良い聴き手に共通する点と、悪い聴き手に共通する点を比べて、気がつ

いたことを書いてみなさい。
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Body messageの点検
“まずは身体に注意を向けよう”

06 

Active listeningを学ぶ最初の一歩として、聴く姿勢の点検をしてみ

ましょう。以下の動作や仕草は傾聴を行うときにふさわしいものでし

ょうか。ふさわしいと思うときにはOを、ふさわしくないと思うとき

には×を、状況によると思うものはムをつけなさい。また×かムをつ

けたなかで、自分が行いがちだと思うものは口を塗りつぶしなさい。

口［］髪をいじる。

口［］あくびをする。

口［］後に大きく身体をそる。

口［］遠くに座る。

口［］耳をひっぱる。

口［］鼻をいじる。

口［］きょろきょろする。

口［］相手の目を充分に凝視する。

口［］同じ目の高さに座る。

口［］貧乏ゆすりをする。

口［］腕を組む。

口［］窓の外をみる。

口［］適度にリラックスする。

口［］肩をもむ。

口［］ベンを手でまわす。

口［］手の骨をならす。

口［］足を組む。

口［］時計をみる。

口［］部屋の出口をみる。

口［］思い出し笑いをする。

口［

口［

口［

口［

口［

］マニキュアをいじる。

］手を翫める。

］足を轟く。

］靴をぬぐ（リラックスするため）

］前髪をかきあげる。



口［］顔をしかめる。

口［］微笑む。

口［ ］目をとじる。

口［］身体を前にやや傾ける。

口［］歩きまわる。

口［］ひざをリズミカルに叩く。

口［］空虚な目をする。

口［］不安な顔をする。

口［］けらけら笑う。

口［］口をへの字にする。

口［］手のつぼを押さえる。

口［］メモをとる。

口［］指をいじる。

口［］下をみる。

口［］ツメを噛む。

口［］唇を噛む。

口［］ポケットに手をいれる。

口［］セーターなどの毛玉をとる。

口［］タバコを吸う。

口［］ガムを噛む。
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口［］アメを祇める（ただしノド飴である）。

口［］携帯電話のメールをチェックする。

ロ［］スカートの先をのばす。

口［］ハンカチをいじる。

口［］ウキウキしている。

口［］あいづちが早すぎる。

口［］あいづちが多すぎる。

口［］指を相手に向かつてさす。

口［］立ったまま話す。

口［］肘（ひじ）をつく。

口［］唇をいじる。

口［］首を左右に動かす（肩こりをなくす仕草）。

口［］ため息をつく。

口［］無表情である。

口［］まばたきが多い。

口［］顔を手で覆う。
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ロ［］舌を出す。

口［ ］おおげさな動作。

口［］あごで合図をする。

ロ［ ］ピアスや指輪をいじる。

口［］ひげをいじる。

口［ ］ベンのノックを繰り返す。

口［］唇をなめる（唇が乾くといけないので）。

口［ ］歯と歯の聞から空気を吸い込む（「シーツJという音）。

口［］リップクリームを塗る。

口［］お茶を飲む。

口［］お菓子を食べる。

口［］コップを祇める。

口［］鼻をかんだり、すすったりする。

口［］鼻で笑う。

口［］相手の目をみない。

口［］相手の身体をじろじろみる。

口［］舌をならす（「チェッ」という音）。

口［］身体がこわばっている。

口［］不動の姿勢を保つ。

口［］両手を固くにぎりしめる。

口［］ベンや鉛筆で机をたたく。

口［］指先で机をトントンと叩く。

口［］手でできる佐事をしながら聴く。

口［］相手の手をにぎる。

口［］ごく小さな声で鼻唄をうたう。

Exercise 1 

口を塗りつぶし疋ものがいくつありましたか。鍛えてみましょう。そこに伺

か共通点がないかどうか点横してみましょう。

Exercise 2 

相手の妙な仕草で、あなたが話す気持ちが無くなってしまった体験を話し合

いなさい。それはどのような仕草でしたか。その仕草はどのようなメッセージ

を運んでい疋と、あなたには感じられだのでしょうか。 （たとえば「時計を見

るJという仕草が、 「時聞がない」というメッセージを運んでいるように思え

たなど〉。



Helping Skills Training 2 7 

望ましい Bodymessageとは

上にあげたものはたいてい望ましくないbodymessageでした。では

逆に望ましいものにはどんなものがあるのでしょうかlo

【Physicalav国lability】

Physical availabilityとは、いい表現だと思います。つまり身体が

傾聴のために使える状態にしてあるかどうかですね。たとえば、ワー

カーがいつも忙しそうにしていたら、その様子は話す人の話す気力を

奪います。それは無意識のうちに「あなたの話を聴く余裕はないJと

いうメッセージを出しているのかもしれません。授業が終ったら、す

ぐに逃げるようにしていなくなる学生がいました。これは「私にかま

わないで、くださいJというメッセージであると理解されることがあり

ます。

【くつろいだ身体】

「そばにいることJが physicalavailabilityであるなら、くつろ

いだ身体は emotionalavailabilityを意味します。身体が緊張してい

る場合は、相手は「これはゆっくり話を聴いてもらえる状況ではな

いJと判断して話をやめてしまいます。たとえば、あなたが何かを相

談したいと，思って私の研究室にはいってきたとします。私が本棚のそ

ばに突っ立っていたり、いまからすぐに出掛けるように鍵をがちゃが

ちゃ手のなかで動かしていたりすると「これはまた別の機会にした方

がいいなJと思うでしょう。

面接の際、互いにリラックスできるようにワーヵーとクライエント

が斜（はす）に向かいあうこともあります（三角形の机を面接室に使

っているクリニックもあります）。腕を組むことは一般に相手との壁

をつくるという意味に理解され望ましいとはいえません。

1 Nelson-Jones, R. (1997). Practical Counselling and Helping Skills: Text and 
Exercises for the Lifeskills Counselling Model (4th ed.). lρndon: Cassell, pp. 
111・113.
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【聞いた姿勢 openbody posture】

あなたが私の研究室に入ってきて何かを話そうと思っても、私があ

なたの方を向かず、本をさがしていたり、パソコンに身体を向けてい

たりしたら「これは私とは話をしたくないというメッセージだJと、

あなたは思うでしょう。きちんと向かいあうことが大事です。これは

簡単なことのように見えて、実際は難しいものです。授業中に小グ、ル

ープにわかれて話すとき、身体が話し合う方向に向いていない学生が

何人もいることは、みなさんも経験ずみのことでしょう。

【わずかな前傾姿勢】

これはとくに座っている場合に重要です。あんまり前に倒れすぎる

と不自然ですし、相手のパーソナ／レ・スペースに入ることになれば、

相手は不快感をもちます。しかし後ろに反りかえるようにして座れば、

相手は自分とは距離を置いていると，思ってしまいます。

【適切なアイコンタクト】

適切に相手の目を見ることは聴き手の関心を示します。逆に下を向

いていたり目を合わせないようにしていると、何か隠しているように

見えたり関心がないと理解されてしまいます。しかし、あまりに相手

の目をみつめすぎると不自然ですし、相手に脅威を与えてしまうこと

にもなりかねません。また相手が異性であると性的関心を向けられて

いるような印象を与えかねません。

【適切な表情】

ふつうは相手に安心感を与える、ゆったりとした優しい表情でいい

のですが、相手が深刻な悲しい話をしているときは微笑みを浮べてい

ると相手に不信感を与えます。ときどきポーカーフェイス的な微笑み

を浮べているソーシャルワーカーがいますが、あれは良い聴き手の表

情であるとはいえません。相手が話している感情を反映した表情をワ

ーカーも出すことが、相手の気持ちを理解していることを相手に伝え

ることにつながります。

【適切な仕草】

傾聴で、もっともよく使われるのは領きでしょう。適切にうなずく

ことは相手が話すことをうながすことになります。うなずいたからと

いって、相手の話す内容を正しいことだと認めていることではないの
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ですから、相手が倫理的に認められないこと（たとえば盗みや傷害事

件など）を話しても、うなずいて聴くようにします。ただ、あまりに

機械的にうなずきすぎると不自然な感じになります。あまりにおおげ

さな動作も、逆に、まったく手足の動きのない不動の姿勢も相手に奇

異な印象を与えてしまうことになりがちです。

【適切なタッチング】

クライエントの手や腕、肩や背に触れることによって、クライエン

トに受け入れられているという感覚を与え、それが話しやすい感じに

なることがあります。相手が子どもの場合、重要になるでしょう。し

かし下手に行えば、クライエントに脅威を与えてしまいますし、とく

に男性のワーカーが女性のクライエントに触れることは性的関心の

表現だと理解され、マイナス効果になることがあります。

【適切な距離と高さ】

あまりに離れて座ると、クライエントに対して「距離をおきたいJ

というメッセージになってしまいます。しかし逆に近づきすぎると、

クライエントのパーソナル・スペース2に入ることになり相手に不快感

を与えてしまいます。

また高さも重要なポイントです。相手が車イスを利用していたり、

あるいはクライエントのベッドサイドで面接をしたりするときは、相

手の頭の高さと自分の高さが同じになるように配慮します。このこと

によって、クライエントが「見下されているj という感覚をもたない

ようにすることができます。

【服装と髪型】

少年たちの面接をするとき、ネクタイ姿でむかえば「オレはオトナ

だぞ、言うことを聞きなさしリというメッセージを伝えてしまうかも

しれません。逆にクライエントがフォーマノレな服装をしているときに

気楽な格好をしていると、クライエントは尊重されていない気持ちに

なるかもしれません。

髪型も重要なメッセージになります。長い髪を垂らして、うなずく

たびに髪をかきあげなくてはならない姿は、面接場面にはふさわしく

ない性的なメッセージを運んで、しまうかもしれません。

2社会福祉各論IIAで学びました。
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【メッセージ聞の一致】

身体のメッセージは、このように表情、手足、指先などさまざまな

ところから出されます。このメッセージが一致しないと相手に不信感

を与えてしまいます。たとえば表情も声もゆったりとしているのに、

指先で、苛立つたように机を叩いている場合は、クライエントはワーカ

ーを信じられなくなってしまうかもしれません。

Exercise 3 

あなたのbodymessageについて自分が思うことを以下に書き入れなさい。

書き終わったら、グループのなかでその結果をわかちあいます。

1. Physical availability 

2. くつろいだ身体

3. 開いた姿勢

4. わすかな前傾姿勢

5. 適切なアイコンタクト
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6. 適切な表情

7. 適切なタッチング

8. 適切な距離と高さ

9. 適切な服装と髪型

Exercise 4 

あなたが、誰かから傾聴してくれたと思う体験を振り返り、そのとき、その

相手がどのようなbodymessageを出していたかのかを思い出しなさい。それ

が思い出せない人は傾聴してもらいだいのにレてもらえなかったと思う体験を

思い出し、その理由として、どのようなbodymessageを感じだからなのかを

話し合いなさい。
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07 

Voice messageの点検
“意外に気づかない声のメッセージ”

聴く姿勢の点検として身体の点検、とくに身体の動きの点検をしまし

た。しかし非言語的（nonverbal）メッセージとして、もうひとつ大きな

ものがあります。それは声です。同じ言葉でも違う声でいうことによ

って違うメッセージを伝えることができます。たとえば「しっかりし

てね」と励ますような言葉を考えてみましょう。言葉は同じでも声を

変えることによっていろいろなメッセージを伝えられます。

easel 

「しっかりしてね」 （冷静な声で、顧しく、きっぱりと〉

Message：集中レてがんばらないと、ダメですよ。これはあな

た自皐の疋めでもあるのですからね。

「レっかりしてね」 （やや倍い声で、抑揚をつけて〉

Message：もう、うんざりだよ。あん疋のおかげで、みんなが

迷惑しているんだよ。でも、伺を言ってち、どうせ無駄だよね。

「レっかりしてね」 （笑顔で、やわらかい声で）

Message：失敗もあるけどさ、気にしないでがんばってよ。私

ち応援レているからさロ

「レっかりレてね」 〈不安そうな声で、悲しそうに〉

Message：もう不安でたまらないよ。あなたがきちんとやって

くれないと、私がどうなるか、考えただけでも怖くなるよ。

「しっかりしてね」 （やや高い声で、笑うように〉

Message：おいおい、どうしちゃったんだい。みんな笑ってる

ぜ。まあ、ぼくにとってはどうでもいいことだけどね。
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Exercise 1 

隣の人とペアになり、上の「レっかりしてね」の言襲を自分の声を意識レな

がら使いわけで下さい。うまくできるようになるまで練習してください。でき

だら次の言葉ちためしてください。

・ 「だいじようi5iだよ」

・ 「わかりましたか」

声を使ってうまくメッセージを運べましたか。このような演習をす

ると、自分が同じ言葉を言っても違ったメッセージを運んで、しまうこ

とに気がつくでしょう。また、自分がどのような声で話しているのか

を自覚しておかなければ、自分が意図しなかったメッセージを運んで、

しまうことがあることも理解できたと思います。

A出velisteningの場合、聴くときには積極的に質問をしたり、励

ましたりするわけですから、相手が続けて話したいと思わせるような

声で話し掛けなければいけません。

望ましい声の要素

Active listeningを行うために求められる声の質には 5つの要素があ

ります。 Nelson・Jones はそれを volume, articulation, pitch, 

emphasis, rateであるとして、その頭文字をとり VAPERと記憶する

よう勧めています1。それを以下にひとつひとつ説明しましょう。

【大きさ volume】

声は大きすぎても小さすぎてもいけません。小さすぎる声は自信が

ないような印象を与え、クライエントに不安を与えます。クライエン

トが小さな声で話している場合、それに合わせて小さな声で話すこと

が有効である場合もあります。しかし、あまりに声が小さくて聴きと

りにくくなることは避けるべきです。よくあるパターンは語尾だけが

小さくなってしまうことです。日本語は語尾で肯定、否定を表すので

すから、語尾が聴きとれないと全体の文の意味もわからなくなります。

逆に、大きすぎる声はクライエントを圧倒してしまい、クライエン

トがリラックスして話すことを妨げてしまいます。

1 Nelson・Jones, R. (1997). Practical Counselling and Helping Skills: Text and 
Exercises for the Lifeskills Counselling Model (4th ed.). London: Cassell, pp. 
109・110.
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Case2 

私が大学院生のころ、ある教慢が「飲み」に誘ってくれまレた。とても高名

な先生だったのですが、声が小さく、飲み屋が騒がレかったこともあって伺を

言っているのかよくわかりませんでした。ただ「もっと声を大きくしてくれま

せんか」とも言いづらく、そのまま一時間ほど、先生がなにか口を動かしてい

るのを男ながら、適当に笑顔をつくって過ごしたことがあります。

【明瞭さ articulation】

はっきりした発音で話すことが大事です。大きな声で、あっても、何

を言っているのかわからない声があります。たとえば口をあまり聞か

ずに物を言う人は何を言っているのかわからないことがあります。

【高さ pitch】

クライエントが落ち着いて聴くことができるような声の高さで話

すべきです。あまりに高すぎる声はキンキンと耳に響き、不快な気持

ちを相手に与えます。また軽く扱われているという印象を相手に与え

てしまうかもしれません。一般的に人は不安なときに声が高くなりま

すので、高すぎる声は相手に自分の不安を伝えてしまうことにもなり

ます。また逆に低すぎる声は相手を怖がらせることがあります。声帯

を緊張させることなく出てくる自然の声の高さで、応対すればよいと

言われています。

【抑揚emphasis】

声は平坦だと機械的に（ロボットのように）話を聴いてくれている

だけだという印象を相手に与えてしまいます。逆に抑揚がききすぎる

と演劇調の話し方になり、不自然なわざとらしさが出てきます。

Active listeningではクライエントの気持ちをfeedbackしていくので

すから「あなたはそのとき、とっても辛かったんだねJという言葉で

「辛かったJというところにアクセントを置くことによって、いっそ

うクライエントの気持ちを汲み取るような答え方をすることができ

ます。

【速さ rate】

どれくらいの速さで話すかも大事なポイントです。Activelistening 

の点からいえば、一般的には話すのが速過ぎ、る人が多いようです。早

口で話すことはクライエントを不安にさせてしまいます。また、ソー
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シャルワークの面接ではクライエントが答えるのに時聞がかかる質

問がよくあります。つまり答える前に考えを整理したり、気持ちを確

かめたりする時聞が必要なのです。そのような時間を提供するために、

ワーカーは充分な問、あるいは沈黙の時間をとって話すことが必要で

す。間(pause）や沈黙の時間をうまく自分の話し方のなかに入れてい

くことができれば、面接はずいぶん質の良いものになります。未熟な

ワーカーは聞や沈黙の時間をとることを怖がり、適当に言葉を投げか

けて、クライエントの考える時間を奪ってしまいがちです。

Case3 

私が聞や沈黙の時閣を意識しながら面接をするようになってから気づいだこ

とは、悩んでいる人はかなりの長い沈黙でも不自然に感じないということです。

黙って下を向いていても、山のなかではいろいろな感情や考えがぐるぐると回

っていて、それをどのように話そうか、どれを話せばいいか、悩んでいる人は

脳死に言襲や話すべき内容を選んでいることが多いのです。

Exercise 2 

あなたが、誰かから傾聴してくれたと思う体験を振り返り、そのとき、その

相手がどのような声を出していたかのかを思い出してみなさい。それが思い出

せない人は傾聴してもらいたいのにレてもらえなかったと思う体験を思い出レ、

その理由とレて、どのような声を聴いたからなのかを話し合いなさい。

Exercise 3 

あなたのvoicemessageについて自分が思うことを以下に書き入れなさい。

書き終わったら、グループのなかでその結果をわかちあいます。

1. 大きさ

2. 明瞭さ
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3. 高さ

4. 抑揚

5. 速さ

Exercise 4 

自己点検した結果と感想をひとりひとり順番に話レてください。その内容を

録音します。そして、あとでその録音を聞き、自分の声が点横し疋とおりかど

うか確かめてください。他の人ち一緒にききfeedbackレてください。

Messageを運ぶ3つの流れ

前回bodymessageを、そして今回はvoicemessageについて学びま

した。人のコミュニケーションはこの 2つに verbalmessage （言葉

のメッセージ）が加わった 3つの流れによって行われます。そして、

人は、そのbodymessageやvoicemessageから相手の気持ち、ある

いは本音を知ろうとします。人のメッセージは、 Bodymessageによ

って 65%、voicemessageによって 25%運ばれ、そして残りの 10%

だけが言葉によって運ばれると言われています2。ですから body

messageやvoicemessageを送るのに失敗したり、受け取るのが下手

だったりするとコミュニケーションはうまくいきません。

ソーシヤ／レワークのクライエントは、このようなコミュニケーショ

ンが下手だ、ったり、あるいは一時的な精神的落ち込みで充分なコミュ

ニケーションができない状態になっていたりすることが多いもので

2 McBride, P. (1998). The Assertive Social Worker. Rants, England: Arena, p. 35. 
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す。ですから、ソーシヤノレワーカーはその状態を補うほどに高いコミ

ュニケーション能力をもっ必要があります。

これからの演習はverbalmessageのレベルの話が多くなりますが、

基本はbodymessageやvoicemessageにあることを忘れず、普段か

ら気をつけてみてください。

日
Verbal messag~s 

Body messages 

Voice messages 

ここまで学ぶと、 「そんなにいろいろなことを考えていると、かえ

って自然に話せなくなるのでは？」という疑問を出す人がいます。し

かし、ソーシャルワーカーは人の相談を受けるプロです。一般の人と

同じように話をして相談を受けるだけでよいのなら、それは誰にだ、っ

てできることではないでしょうか。誰にでもできることをしていて、

どうして専門職であるといえるでしょう。 「ソーシヤノレワーカー」と

いう肩書きが印刷された名刺をもったときに、人は専門職になるので

はありません。あくまで専門性（この場合、専門的技能）を身につけ

たとき専門職になれるのです。
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Listening blockの点検

“話す気を失わせるような言動”

08 

03でbodymessageの点検をし、 04でvoicemessageの点検をしま

した。次にverbalmessageの簡単な点検をしてみましょう。クライ

エントが自分の問題をワーカーの前で安心して話せるように援助す

るには、身体のレベル、声のレベルだけではなく、言葉のレベルにも

注意が必要なのです。

以下の言葉は、クライエントの話す気持ちを挫いてしまうという意

味でlisteningblockと呼ぶことができます。ただし以下の言葉を決し

て使ってはいけないという意味ではありません。場合によっては使わ

なければならないこともあるでしょう。そのときは、その言葉がもっ

マイナスの影響をよく考えて使うことが大切です。

あなたが普段、このような言葉を使うかどうか自己点検し、以下の

ような基準で数字を［ ］に書き入れなさい。

する 5 

どちらかというとする 4 

どちらともいえない 3 

どちらかというとしない 2 

しない 1 

【命令や指図】［

これからクライエントが何を話すべきかを指図すること。

「その話は、もういいから、君の親子関係のことを話したらどうかな」

「じゃあ、ます、あなたの仕事のことから話してくれますか」

【判断や評価】［

クライエントの言うことで、クライエントがワーカーの価値基準に

当てはまるかどうか判断すること。

「あなたは、やっぱり、そういうことは上手ではないですね」

「そういう理由で学校をさぼるのは、ちょっと感山レないね」
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【非難や批判】［

クライエントに生じた問題をクライエントに非があると指摘する

こと。

「それは、絶対、君が悪いよ」

「まさに自業自得じゃないかな」

【攻撃】［

クライエントの問題を聴いているうちに出てきた怒りの感情をク

ライエントにぶつけること。

「なにやっているんですか、パ力ですねえ！」

「もう、あなたにはうんざりですよ！」

【説教】［

人としてどのように日々をすごしていくべきかということを教え

ること。

「人間というものはね、そういうとき耐えるもんだよ、わかるでしょ」

「し1っち周囲の人に感謝の気持ちをもって生きることだね」

【診断】［

安易にクライエントの問題に「病名」をつけたり、専門用語を貼り

付けたりすること。

「要するに、君は欝的傾向があるわけだね」

「それは防衛機制でいえば、否認だよ」

【悪め】［

クライエントの感情を無視して、思いつきの慰めの言葉をいうこと。

「でも、なんとかなると思いますよ、きっとね」

「元気をだレてください。これからは、きっと良いことがありますよ」

【感情の拒絶】［

クライエントがもっている感情を無視したり、認めなかったりする。

「なぜ、そんなことをいつまでも、くよくよと晦やんでいるんですか？」

「落ち込む理由なんてどこにもありませんよ。冷静に考えてみてください」
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【アドバイス】［

クライエントが自分で考えるプロセスを無視して、一方的に自分の

考えた解決方法を押し付けること。

「そういうときは、ます、相手にきちんと話すべきですよ」

「ああ、それはもう退職したほうがいいですよ、絶対にそうですよ」

【詮索】［

問題の解決につながらない質問を、自分の好奇心などからクライエ

ントにすること。

「それで、どういう理由で彼と別れ疋んですか」

「その夜は、どこでどうすごしたんですか。隠さすに話してください」

【過剰な解釈】［

ワーカーが自分の経験から過去の似たような事例を思い出し、それ

に無理やりに当てはめ、クライエントの事情を説明してしまうこと。

「それは子どものころに充分、親の愛情を受けなかっだためでレょうね」

「お父さんの期待に反発して、そうしだんじゃないですか？J

【不適切な自己開示】［

クライエントが自己開示をしようとするプロセスを妨害して、ワー

カーが自己開示をすること。

「君ち困っているようだけど、いま私の困っていることを話そうか」

「話の途中だけど、私の経験を聞いてください。きっと役にたつと思います」

【専門家ぶること】［

ワーカーが、その問題について専門的知識をもっていることを、必

要がないところで話すこと。

「ええ、よくわかります。それは、まさに私の専門分野ですから」

「あなたのような患者さんに、私は、もう数十人会ってきましたよ」

【虚偽の関心】［

ワーヵーがクライエントの問題に関心がもてないとき、それを隠す

ために関心をもっていることを強調すること。

「いや、それは大事なことですねえ（退屈そうな顔で〉」
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「ハア、それは、たいへん興昧がある問題です（タメ息をつきながら〉」

【時聞の制限の提示】［

ワーカーが自分には時間がないことを伝えること。

「悪いけど、時聞がないんです。手短に要領よく話してください」

「近頃、忙しくてねえ。ほんとうに困つだよ」

【はぐらかし】［

クライエントの問題から注意を他に向けるように話すこと。

「深刻な話はそのくらいにして、東京の暮らしはどうですか」

「まあ、それはさておき、お仕事のほうは順調ですかJ

【ひやかし】［

クライエントの言葉のなかから一部を取り出し、そこに肯定的な価

値を無理やりに結ひ’つけ、軽い調子で指摘すること。

「それで二人でずっと話しあったんですか。ヘぇ。まさに青春物語ですね」

「そこまで彼から思われて、あなたは幸せ者ですよ」

Exercise l 

点毅をつけたあと、どの言動に 4点、 5点がついていたかを隣の人と話し合

いなさい。また、この他に話し手の気持ちをくじくような言動のタイプがある

かどうか考えてみなさい。
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Opener & small reward 
“クライ工ントへの小さな励まし”

09 

ソーシヤルワークのクライヱントは生活の問題をかかえてワーカー

のところまでやってきます。ところが生活の問題は人にはなかなか話

しにくいものです。こんなことを話せば軽蔑されないだろうか、人生

に失敗した人間だと見られるのではないだろうかと、ソーシャルワー

クのクライエントは深刻に悩んでいることが多いのです。いろいろな

迷いの末に、ようやくソーシヤノレワーカーに相談するところまで来て

も、いざ面接となれば、やはり「来るんじゃなかった」とか「相談し

てみようと，思った私が間違っていたJと思いがちです。

ですから、ワーカーはクライエントに向かいあったときには、相手

が勇気をもって話せるように励ましていくべきです。それをここでは

2段階に分けて考えてみましょう。

Opener （始めのメッセージ）

ワーカーがクライエントとの対話を始めるためのメッセージを

openerあるいはopeningremarkといいます。通常、名前は聞いてい

るはずですから「はい、上智さんですね。私は四谷と申します。どう

ぞ、中にお入りくださいj という言葉かけから始まるでしょう。そし

て傾聴は以下のような言葉から始まります。

「どういうことでいらしだのか、お話してもらえますか」

「困っていらっしゃることをお聞かせください」

「どうぞ、どういうことで悩んでいらっしゃるのか‘教えてくださいますか」

「市役所のほうから、こちらを紹介されだということですが、どういったこと

なのか、お話レてくださいますか」

決まった言葉はありません。伝えるべきメッセージは「私はあなた

の問題にとても関心があります。私には傾聴する準備はできています。

さあ、あなたの感じていること、思っていることを私に示してくださ

い。いっしょに考えていきましょう。気持ちをわかちあいましょうJ
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ということです。このような意味を伝える言葉であれば、どのような

ものでもいいのです。ただし、

「私にどういうお手伝いができるでレょうか、教えてください」

という言い方は良くないと言われています。それは問題を解決するの

はワーカーではなく、クライエントだという主体性の原則を社会福祉

は重視するからです。

またワーカーは、クライエントのbodymessageに注目し、それに

答える形で始めてもかまいません。たとえば、次のように言うことが

できます。

あわ

「すいぶん、慌てていらっレやるご様子ですね。どうされたのか、お話して

いただけますか」

「お悩みの様子ですが、いかがされましたか」

悩んでいる様子を直接に言われると、クライエントは、まわりくどい

挨拶ぬきで、すぐにでも悩みを話すことができます。

また、クライエントのbodymessageを読みとるだけではなく、ワ

ーカーが自分自身の bodymessageでopenerを発することもできま

す。たとえば、目を見る、うなずくなどといったbodymessageが、

openerになるでしょう。

それでもクライエントは、なかなか話せないことがあります。じっ
うつむ

と傭いてしまったり、涙が止まらなかったりするのです。その場合、

温かい励ましが必要です。たとえば次のように言うことができます。

「ゆっくりでいいですよ」

「落ち着いてからで、けっこうですよ」

「だいじよう15＼ですよ」

ワーカーは「し、つまでも待ちますよ。待たされても、私は苛立つた

りしませんよ。なかなか話し出せないあなたの気持ちはわかりますJ

というメッセージを body-voice-verbalの3つのレベルで、出していき

ます。

クライエントが別の機関や専門職から送致されてくる場合があり

ます。たとえば病院や警察からワーカーの働く機関にまわされてきた
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のかもしれません。そうすると、ワーカーの前に座っても、クライエ

ントは充分に話す意欲がないかもしれません。このようなときは、い

っそうの励ましが必要になります。たとえば次のように言うことがで

きるでしょう。

「いま、どういうことを考えていますか」

「なんだか緊張しているご様子ですね」

「ちレ、お話したい気持ちなら、私はお聴きいだしますよ」

Small reward （励ましのメッセージ）

Openerでクライエントとの対話を始めたあとも、ワーカーはクライ

エントが続けて話せるように励まし続けなければいけません。それを

small rewardといいます。長い言葉で励ますと、クライエントの話を

かえって中断してしまうことになりますので、smallrewardはたいて

いbodymessageで行います。たとえば、うなずく、視線を合わせる、

表情を話題に合わせて動かすといったことが話し手を励ますことに

なるのです。

言葉の面では、以下のようなものが smallrewardになります。た

だし、このような言葉は充分に配慮されたvoiceやbodymessageが

セットになっていなければ意味がありません。

「はあ」

「そうですか」

「なるほどね」

「ああ」

「それで？」

「そういうわけなんですね」

「はい」

「151うん」

言葉の上での smallrewardとして、クライエントの言った言葉の

最後の部分を繰り返すという手法もよく使われます。

C：毎日、ほんとうに寂しかったんですよ。

W：ああ、寂しかった．．．
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Exercise 1 

1. グループにわかれて一人がクライエント役、一人がワー力一役になります。

残りが観察者です。クライエント役になっ疋人は、 「人に話せないわけで

はないが、少し（あるいは、かなり〉話しにくい自分の問題」をひとつ考

え、それをワー力一役の人に相識することにレます。

2. ワー力一役になった人はopenerとsmallrewardを使い、クライエント役

になっ疋人の問題を聴いてください。それを録音レます。時聞は3分とレ

ます。観察者はbody・voice・verbalの各レベルから、ワー力一役になってい

る人を観察する。とくにbodymessageは録音されないので、気がついた

ことはメモレておく。

3. 3分たったら、ワー力一役、クライ工ント役、観察役を交代する。

4. 全員がロールプレイレ終ったらテープを巻き戻し、テープを再生レながら

body・voice・vocalのレベルからグループの中で横討する。
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Helpful questioning 
“下手な質問、上手な質問”

46 

Active listeningのなかで言うべきではない言葉を学びました。さら

にactivelisteningでは話し手をbody-voice-verbalのレベルで励ます

ことが大事だということを学びました。しかし、クライエントの問題

解決につながる部分の情報をワーカーが得るには、積極的に質問しな

ければならない場合が多くあります。そこで今回は、どうやって質問

するかを学びましょう。

下手な質問

質問の仕方を学ぶまえに、まず下手な質問のタイプについて学び、自分

がふだんからそのような質問をしていないかどうかを点検してみまし

ょう。以下のような 5段階で自己評価し、あてはまる番号を［ ］の

なかに書き入れてみてください。

R
U

』
官

9
d
q
h

’A

する

どちらかというとする

どちらともいえない

どちらかというとしない

しない

【目的のない質問】［ ］ 

沈黙を避けるために、あるいはどう答えていいかわからないために

「質問のための質問」をしてしまうことがあります。あるいは会話が

進んでいるという実感をワーヵー自身が持ちたいために質問をして

しまうことがあります。ソーシヤノレワークで行う質問には常に目的が

なければいけません。

C：コンビニのバイトのことで悩んでいるんです。 〈沈黙〉

W：そうですか。コンビニのバイトは、いま時給いくらぐらいですか？〈内

山の声：話が途切れるとますいから、適当に質問をレておこう〉
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【現在を無視して過去に焦点をあてた質問】［

クライエントは現在の問題で悩んでいるのです。まずは現在のこと

を聴き出すべきです。

C：大学に、あまりなじめないんですよ。

W ：もともと、どういう動機でその大学に入学レたいと思ったのですか。

【焦点の定まらない質問】［

ソーシャルワークの問題は全体性の原理のために生活のあらゆる

側面に影響を及ぼしています。まずはどの点に焦点をあてるのかを考

えてから質問すべきです。

C：夫のお酒の量が、ふつうじゃないんです。

W ：精神科に相談されたことがありますか。

C：いいえ。夫を連れていくことなんて、できそうにないですから。

W ：ご主人のご兄弟はご健在ですか。 （全体を把握する前に、夫を病院に連

れて行くときに手伝ってくれる人を考えている。〉

【信頼関係がないままに行う深い質問】［

クライエントとの聞にどれくらいの信頼関係ができたのかを見極

めてから、深く詳しい質問をするべきです。

C：父が私にしたことは、人とレて許されるべきことじゃないと思います。

W ：伺をされたんですか。つつみ隠さす、詳レく話してください。

【自分の個人的関心から行う質問】［

ソーシヤルワーカーは職業的な立場から質問するのですから、援助

につながらない質問は原則的にはしてはいけません。まして個人的な

関心から質問するのは倫理的な問題があります。

C：いま、同居している人と、なかなかうまくいかなくて。

W ：そうですか。どこで、その人と知り合ったんですか。

C：パズを待っているときに声をかけられて．．．。

W ：へえ。どんなふうに声をかけられたんですか。

【タイミンゲを無視した質問】［

投げかける質問の順番やタイミングに配慮すべきです。たとえばク

ライエントが家族のことを話しているときに家族のことを聞き、仕事

のことを話しているときに仕事のことを聞くと聴きやすくなります。
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c：私には、一人、掃がいるのですが、いつも家にいるんです。

W：ええと、あなた白書はお勤めでしたね。

C：はい。銀行に勤めています。

w：その弟さんは、家にいて、冊をされているのですか。 （家族のことを聞

くのであれば、それを続けて聞くと聞きやすい。〉

【多すぎる質問】［ ］ 

できるだけ多くの情報を引き出したいという気持ちから、たて続け

に質問をしてしまうことがあります。これはクライエントの防衛を誘

い、その気持ちを聴き出すことにはなりません。

c:Hイトのことで悩んでいるのですが。

W：はい。どんなバイトですかロ職種を答えてください。

C：ええと、お寒司屋さんで．．．

W：いつからですか？

c：ええと、あれは5年ぐらい前から．

W：時給はどれくらいでしたか？

【誘導する質問 leadingquestions】［

ワーカーに、まえもって期待する答があり、それを求めるような質

問はダメです。

c：バイトのことで悩んでいるのですが。

W ：でも、バイトでは、いろいろ新しい経験ができますよね。

c：ええ。

W：いい社会経験になりますよね。

c：ええ。 （内山の声：そうじゃないんだけどなあ〉

【仮説を検証する質問 confirmatoryquestions】［ ］ 

ワーカーがクライエントの悩みの根底にある問題について独断的

に仮説を設け、それを確かめるかたちで質問をすること。これではク

ライエントの本当の悩みに到達できません。

c：バイトのことで悩んでいるのですが。

W ：そうですかロバイトの人間関係で苦噂されているとか．．．。

C：ええ。

W ：わかりますよ。多くの人が、そこで悩んでいらっしゃいますから。



Helping Skills Training 49 

【閉じた質問 closed-endedquestions】［

相手に答える幅を与えない質問、たとえばYesかNoで答えさせる

質問や、単なる程度を聞く質問はclosed-endedquestionsと呼ばれま

す。これではクライエントの悩みにたどり着くには時聞がかかります。

C: I Yイトのことで悩んでいるのですが。

W ：そうですか。バイトはたいへんですか。

C：はい。

W ：でも、続けていかなくてはいけないと思っているわけですよね。

c :1まい。
W：経済的な理由ですか。

C：はい。 （肉I~＼の声：それだけじゃないけど、それもきまれるからな〉

W ：経済的にたいへんなのですね。

c :1まい。 〈内山の声：経済的なことしか相談できない雰囲気になってきた

なあ〉

Exercise 1. 

点数をつけだあと、どのような質問のタイプに 4点、 5点がついていたかを

点検レ、自分の質問に闘する悪い癖は伺かを考え、下に書き出レてみなさい。

Exercise 2 

上に書いたような癖が自分にあるのはなぜなのか、自分で考えてみなさいロ

理由としては、誰かの影響、自分の性格、自分の体験などが考えられるでしょ

う。みんなが書いたあとは、グループで話し合って男ましょう。
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上手な質問

やってはいけない下手な質問のタイプを学んだところで、こんどは逆

に、役に立つ質問のタイプを学びましょう。

【聞いた質問 open-endedquestions】

答えが限られている質問をclosed-endedquestionsといいましたが、

open ・ended questionsとは、さまざまな答えが可能である聞き方をい

います。面接の最初のころは、どのような問題をクライエントがかか

えているのかわからないので、なるべく open-endedquestionsで聞

いていくと良いでしょう。 （ただし精神的に不安定な人には逆効果に

なることもありますので、注意してください。）

「あなたは、それでどういう気持ちだったのでレょうか」

「あなたは、卒業後にはどういう進路を考えているのですか」

【明確化の質問 d町並cationquestions】

クライエントが言う意味をワーカーにとって明確なものにするた

めに聞く質問です。

「いま『15日間残っている』とおっしゃいまレ疋が、それはどういう意昧で

レょうか」

「それは、あなたは、そのことに対して、とても不安に感じていらっしゃる

という意味でおっしゃったのですね」

【詳しくきく質問 elaborationquestions】

クライエントが話したことについて、もっとより詳しく話してくれ

るように頼むような質問です。

「『パイトをやめようと思うと、胸がいっぱいになってレまう』ということ

でし疋が、ちう少し詳しく説明していただけますか」

「いま、ご家族のことで山配なことをお聞きしました。ひとつは経済的なこ

と。もうひとつは介護にかかわる部屋のことですね。それから他にどんな

ことがありますか」
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【具体的にきく質問 spec温cationquestions】

クライエントの状況を理解するために具体的な質問をします。英語

でいえば、 how,what, when, whereで始まる文章です。 Whyで始ま

る質問は理由を聞くものですが、理由は考え方によって違ってきます

ので、この質問のうちには入りません。また「どうして遅刻したの！」

という言葉に現れているように、 Whyで始まる質問は相手を批判し

ているように聞こえますので慎重な態度が必要です。

How 「いま、どういう気持ちでいらっしゃいますか」

What 「そこで伺が起こったのですかJ

When 「いつごろから、その問題に取り組む予定ですか」

Where 「どこで、その人と会つだのですか」

【再現を促す質問“showme”questions】

Simulation questionsと呼ばれることもあります。説明が難しい答

えになりそうなとき、その状況を再現してもらうよう頼みます。短い

ロールプレイが行われます。

「新レいグループに入ったとき、近くにいる人に話し掛けだら、嫌な顔をさ

れだというのですね。じゃあ、どんなふうに話レ掛けたのか、私を相手に

ちょっとやってみてくれますか」

「ご主人に伺かをお願いレようとすると、声が詰まってレまうのですね。私

が、あなたのご主人であると考えて、そのときと同じように話し掛けてみ

てください。それで、どんなふうになるのか、私に見せてもらえますか」

【個人的反応をきく質問 personalreactions questions】

状況においてクライエントがどのような反応をしたのかを聞く質

問です。行動についてはspeci五cationquestionsで聞くことができる

ので、ここでは感情や思考に焦点があてられます。

「大事なお友達から、そういうことを言われて、あなたはどういう気持ちに

なつだのですか」

「あなたは、高校時代からの友達の誘いを断ったのですね。それは、あなた

にどういう考えがあって、そうしたのでレょうか」
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【個人的意味をき〈質問 personalmeaning questions】

Personal reactions questionsをさらに深めて、ひとつの事柄が、

その人にとってどういう意味をもつのかを聞く質問です。これによっ

てその人の、いっそう深い内面が理解できるようになります。

「あなたが学校に行く前に、お母さんは脳す、あなたに忘れものがないかど

うか聞くのですね。そして、そのとき、あなたはきまって非常に不愉快な

気持ちになるのですね。それはどういう理由からですか。お母さんのその

声かけは、あなたにとってどういうものなのでしょうか」

「部活を、あなたはどうしてもやめだくないと思っているわけですね。でも、

あなたは部の活動にも、部に集まっている人だちにも、それほど興味がな

いとおっしゃいましだ。あなたは部活を続けることに、どういう意昧を感

じていらっしゃるのでレょうか」

【解決に関する質問 solution-focusedquestions】

クライエントが、自分の問題にどのように対処してきたのか、ある

いはこれから対処しようとしているのかを聞く質問です。自分の問題

は自分で解決していくものであり、ワーカーはそれを側面から援助し

ていくにすぎないという主体性の原則、あるいは enablingの原則を

これで強調できます。

「夜中になんども電話をかけてくる友達に対して、いままでどういう対応を

してこられだのですか」

「ご自分の家庭の問題に対レて、あなたはこれからどういうふうに向かい合

っていこうと思っていますか」

「このことについて、ご自分の側で伺ができると思っていらっしゃいますか」

Exercise 3 

これまでの自分の人間関係を振り返り、上のような質問を受け疋り、あるい

は質問し疋りレたことがありますか。あれば、その体験を隣どうしで話し合い

なさい。
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Exercise 4 

1. グループにわかれて、一人がクライエント役、一人がワー力一役になりま

す。残りが観察者です。クライ工ント役になった人は「5分以上は話せる

状況」をひとつ考えます。それは自分の問題であっても他の人の問題であ

ってもかまいません。

2. ワー力一役になった人は、すでに学んだopenersとsmallrewardsを使い、

また上のタイプの質問を用いてクライエント役になっ疋人の問題を聴いて

ください。それを録音します。時間は 5分とレます。観察蓄は

body・voice ・verbalのレベルと質問の仕方が適切かどうかを観察します。と

くにbodymessageは録音されないので、気がついたことはメモしておい

てください。

3. 5分たったら、ワー力一役、クライ工ント役、観察役を交代する。

4. 全員がロールプレイレ終ったらテープを巷き戻し、テープを再生しながら

body・voice・verbalのレベルと、質問の仕方を相E点検します。
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ll 

Internal viewpointsをつかむ
“クライ工ントの視線・枠組から見る”

前回は質問の仕方を学びました。しかし、質問は何を明らかにするた

めに行うのでしょうか。多くの人は、いくつか質問をして、クライエ

ントがどんな問題をもっているかを探ればいいと思っていますが、そ

こには大きな落とし穴があります。

ソーシヤノレワークの歴史の講義で medicalmodelという概念を学

んだはずです。その概念、は、初期のソーシャルワークが医療の援助方

法をモデ、ルとして発展されてきたことを表現しています。つまり医師

が患者にいくつか質問をしながら、患者の答えと医師があらかじめ頭

のなかに用意しである病名のリストとを照らし合わせて、病気（問

題）を診断することを意味しています。初期のソーシヤルワーカーは、

クライエントに質問をして、その答えからクライエントのもつ社会的

な問題を診断（社会診断）し、処遇を行っていました。

しかし現代のソーシャルワーカーは社会診断（socialdiagnosis）の

代わりにアセスメントを行い、処遇（仕eatment）の代わりに介入

{intervention）を行うのです。処遇が援助者を中心とした考え方であ

るのに対して、介入は、クライエントの生活を中心として、そこのな

かにワーカーが入っていくという意味があります。つまり援助者を中

心にして問題を考えていくのではなく、クライエントを中心にしてク

ライエントの視点（枠組）から問題を考えていくのです。これが社会

福祉の主体性の原則に基づく援助のしかたなのです。また相手の代わ

りに自分が問題を解決するのではなく、相手が自分で問題を解決でき

るように援助していくという enablingの原則も、この考え方につな

がっています。

クライエントの視点から見る

とはいえ、クライエントの視点（枠組）から物事を見ていくというこ

とは必ずしも容易なことではありません。なぜなら、ソーシヤルワー

クの援助であるかないかにかかわらず、私たちは一般に他者の問題を

自分の視点（枠組）から見ることに慣れすぎてしまっているからです。
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たとえば、私たちは困っているとき、いろんな人から助言されるこ

とでしょう。しかし、その助言の大半は聞かないことが多いのではな

いでしょうか。それは、その助言が私たち自身の枠組を無視したもの

だからでしょう。例をあげてみましょう。

太郎：部屋が片柑かなくってね。イライラレてレまうよ。

次郎：いらないものはどんどん措てたらいいんだよ。

太郎：う～ん。

次郎：手伝おうか？

太郎：いいよ、いいよ。

次郎：連慮するなよ。こんどの休みには蝦ができるから、片づけてやるよ。

太郎：もう、いいって！ほっといてよ！

次郎：なんだよ！人が親切に言ってやっているのに、そんな言い方はないだ

ろう！

太郎君は部屋が片付かないのが悩みなのですが、そこには部屋が狭い、

片づける時間がない、何が大事で何が大事ではないかが区別がつかな

い、資料の整理の仕方が分からないといった、さまざまな問題があっ

て、その組み合わせから一つの枠組が作られ、そこから「部屋が片付

かないJという悩みがでてきています。ところが、次郎君は「部屋が

片付かないJなら「要らないものを捨てるJという自分の枠組を一方

的に太郎君に押し付けています。だから川、らないものはどんどん捨

てたらいいんだよJというアドバイスは太郎君の心を動かしません。

次郎君が太郎君を助けたいと，思ったら、まずactivelisteningを行い、

相手の枠組を反映した応答を行い、太郎君の視点や枠組を理解しなけ

ればならないで、しよう。たとえば次のようにです。

太郎：部屋が片柑かなくってね。イライラレてしまうよ。

次郎：部屋のなか力T整理できなくて、気が立っているんだね。

太郎：そうなんだ。伺をどうしていいのか、わからなくってさあ。

次郎：ふうん。整理の仕方を思いつかないから、困っているわけだね。

太郎：ほんとに伺を捨てていいのか、伺をとっておいたらいいのか、もうぐ

っちゃぐちゃで、書類はふんづけてしまうし、もう（だめ息〉。

次郎：伺を保管レておくのか選ぶの力鳴レいんだね。そのままじゃあ、大切

な書類ち傷めてレまうと焦っているんだね。

太郎：大切な書類だけは別の書類棚をつくって入れておかなきゃなあ。まず

は、それをやることかな。
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次郎君は太郎君の視点を反映した応答をすることで、太郎君の「部屋

が片付かないj問題の本質には大切な書類の保存があったことを太郎

君といっしょに明らかにすることができました。このように相手の視

点や枠組に沿って考えることによって、相手が自分自身の問題をより

深く見つめ、自分自身で解決方法をさぐっていくことを助けることが

できるのです。

クライエントが自分自身を見る視点（枠組）のことを「内部からの

視点Jという意味でinternalviewpointsといい、ワーカーがクライ

エントの問題を外から見てしまうとき、それを externalviewpoints 

といいますlo

視点を理解することと同意することの違い

ワーヵーはクライエントを援助するときには、まずクライエントの内

的視点(internalviewpoints）あるいは枠組を理解しなければいけませ

ん。そして、その内的視点を反映した応答をすると、クライエントは

自分の内的視点をさらに掘り下げて話しつづけても良いのだという

実感を得るのです。それは上の太郎君・次郎君の対話ででも示された

と思います。

ここで大事なことは視点を理解し、理解していることを相手に示す

ことと、相手の視点の正しさを認めることとは違うということです。

多くの人はその違いを理解していないので、相手の視点にたって物事

を考えるという習慣がないのでしょう。相手の視点にたって考えれば、

それは自分の視点を否定し、相手の視点だけを肯定してしまうと，思っ

ているのです。これは activelisteningの点から言えば、間違った考

え方です。たとえば、

C：人聞なんて、しょせん自分のことしか考えてないものでしょ。

W ：そうだねえ。

といえば、これはクライエントの視点に同意してしまっています。そ

れでは否定的な考え方にこだわっているクライエントを援助するこ

とはできないでしょう。かといって、

1 Nelson-Jones, R. (199η. Practical Counselling and Helping Skills: Text and 
Exercises for the Lifeskills Counselling Model (4th ed.). London: Cassell, pp. 
108・109.
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C：人聞なんて、レょせん自分のことしか考えてないものでしょ。

W：そんなことはないよ。

といえば、クライエントはワーカーも自分を理解してくれていないの

だと思い、それ以上、自分の気持ちを率直に話すことを止めてしまう

ことでしょう。そこでクライエントの視点を反映した応えかたをする

とすれば、

C：人間なんて、レょせん自分のことレか考えてないものでレょ。

w：誰も、人のことは、どうでもいいと思っていると、君は感じているわけ

だよね。

となるでしょう。そうすると、クライエントは自分に同意しているわ

けではないにしても、ワーカーは、自分の気持ちゃ考え方を理解して

くれていると感じることでしょう。

ただし、これまでに学んだ body-voice-verbalの 3つのコミュニケ

ーションのレベルを忘れないでください。言葉の上では相手の視点を

反映していても、身体や声のレベノレで、それを反映していなければ何に

もなりません。

Exercise l 

あなた自身、自分の視点 (internalviewpoints）を充分に尊重されないで、

自分のものではない視点（externalviewpoints）で答えられてレまったために、

相手に自分の気持ちゃ考えを伝えられなかった体験があると思います。それを

いくか思い出レ、下に簡単にメモのようにレて書いてみてください。そのあと、

それについて隣の人と話レ合います。
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Exercise 2 

以下の応答のうち、相手の視点に立ったものCint.ernalviewpoints）！こOを、

自分の視点lこ立ったもの（externalviewpoints)！こ×を、それぞれ［ ］のな

かにつけてみなさい。

1.夫婦の会話

夫：子どもたちのことが山配だよ。毎晩、帰りが遅いみたいだし。だんだん、

子どもたちのことがわからなくなってきたよ。

婁A：子どもたちにもっと声をかけてあげてよ。パパと話をレたいと言ってた

わよ、あの子たち。 ［ ］ 

妻B：帰りが遅いので山配なのね。それに、だんだん自分から離れていく感じ

がしているんでしょ。 ［ ］ 

妻C：あな疋はいい父親よ。山配しないで。 ［ 

2.窓人間士の会話

女：あなたのお母さん、すてきな方ね。生き生きレてるじゃない。私老、あん

なふうに若々レい感じでいたいな。

男A：母さんも君のこと気にいって疋よB ［ 

男B：今日はいつもより機嫌がよかったみたいだったよ。 ［ 

男C：母さんを野きになってくれたんだね。それに若々レいと思ったんだね。

［］  

3.母子の会話

子〈泣きながら） : Aちゃんとケン力レちゃった。 Aちゃんはいじわるなんだ

よ。ぼく、あんな子、だいきらいだ！

母A：ケガはレなかっ定かい、かわいそうに。 ［ 

母B：男の子は、泣いちゃだめでレょ。 ［ ］ 

母C:Aちゃんにいじわるされたと思って、悲しかったんだね。 ［ 

4.学生と教師の会話

学生：勉強って、疋いへんですね。ほとんど遊i§時間ちないので、落ち込んで

レまいますよ。

教師A：勉強がたいへんだレ、避1§時間もないので、気分がめいってきている

んだね。 ［ ］ 

教師B：頑張って勉強すると、きっといい成果力Tでるよ。 ［ 

教師c:1まくち学生時代は勉強ばかりだったよ。 ［ ］ 
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5.友達同士の会話

A：こんど、いっレょに飲みにいこうよ。最近、レポートつづきでさ、パァー

ッと騒ぎたいんだよ。みんな集まると思うよ。

B：そうかなあ。 ［ ］ 

C：勉強が続いているから、みんな飲んで騒ぎだいだろうと、思っているんだ

ね。［］

D：いいなあ、今晩あたりどう？［

6.ワー力ーとクライエン卜2

C：夫との距離がだんだん大きくなっている感じがするんです。これから、子

どもたちのことが山配になってきまし定。

WA：ご主人と充分、そのことで話し合われまレだか。 ［ ］ 

WB：ご主人はもっとあなだの気持ちを思いやることが脳要ですね。 ［ ］ 

WC：ご主人と気持ち力T離れているとお感じなんですね。それで子どもたちに、

そのことがどう影響するか不安をお持ちなんですね。 ［ ］ 

7.教師と学生

学生：試験が近づいているのに、机に向かってもぜんぜん集中できないんです。

もう自分は痛気なんじゃないかと思いはじめまレ疋。

教師A：それは試験による不安症状だろうねえ。 ［ ］ 

教師B：藩ち着いて勉強できないから、試験の準備もできなくて不安なんです

ね。 ［ ］

教師C：安山レなさい。試験の日には、きっと良くなりますよ。

8.ワー力ーとクライエント

C：生活保護を受けているなんて、自分力可曲すかレいです。

WA：金銭面で自立できていないことで悔しく、残意な気持ちなのですね。

［］  

WB：不況のために多くの人が経済的に困難な状態にあるのです。あなだだけ

はありませんよ。 ［ ］ 

WC：一月、生活してどれくらいお金力鳴りますか。 ［ ］ 

2以下6・9まではNelson-Jones,R. (1997). Practical Counselling and Helping Skills: 
Text and Exercises for the Lifeskills Counselling Model (4th ed.). London: Cassell, 
pp. 119・120を参照。
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9.教師と学生

学生：いままで社会福祉を勉強してきましたが、自分の勉強する動機カT不純な

ような気がしてきで嫌になってきたんです。もう転科しょうかなと思いはじ

めているんです。

教師A：これまでどれくらいの時間と笥力を社会福祉の勉強に費やしてきたの

かよく考えてはいかがですか。 ［ ］ 

教師B：転科する学生は毎年、何人もいますよ。 ［ 

教師C：勉強するときの自分の気持ちに納得力Tできなくなって、社会福祉学科

から他の学科に変わることを考えているんですね。 ［ ］ 

Exercise 3 

3-4人ひと組になります。ひとりが話レ手（A）、あとひとりが聞き手(8）、残

りの 1・2人（C、D)が点検者になります。 Bが、 Aの枠組みから少しはすれだ

返答をすると、 CまたはDが「注意」の札（イエロー力一ド〉をあげ、かなり

はずれた返答をすると「書告」の札（レッド力一ド〉を出レます。以下に倒を

あげておきますロ

A：なんか、毎日、疋いへんでさあ。

B：へえ、なんだ、あんまり寝てないとか。

c （「注意」の札をあげる〉

B：え？はずれ疋？

C:Aさんは、毎日、たいへんって言っただけで、睡眠時間のことは言って

いないよね。

B：ああ、そうか。

C：じゃあ、もういちと。

A：なんか、毎日、たいへんなんだわ。

B：ふうん、たいへんって？

A：レポートとか、サークルの忘年会だとか、車の免許のこともあるしロ

B：すいぶん忙しいんだね。

A：余裕がないっていうか。まあ、自分で自分の菖をしめているっていうと

ころもないことはないんだけどさあロなんか、どんどん予定が入ってきて

レまって、自分でもわけがわからなくなってきたんだよ。

B：自分から忙レくしてしまっているって感じていて、それで混乱している

っていうわけね。

A：そうなんだよねえ。手帳に空白があると、なんか、そこに入れていない

と不安になっちゃうというか。
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B：ふんふん。

A：何回ち手帳力寝つ白だと、なんかあっ疋んじゃないかな、大切なことを

忘れているんじゃないかなって、気が気でならないわけ．．．。

B：さびしんじゃないの、要するに。

D （「警告Jの札をあげる〉

c （「注意」の札をあげる〉

B：ちがったつけ？

D：かなり遣う。

B：そうかなあ、当tE:.つ疋と思ったんだけど。

D:Aさんは、そういうことを言っていないよ。

A：驚りがあるんだよね。

B：あ、熊りね。

A：そうそう。

B：このままでいいのかなっていう、焦り？

A：そうそう。毎日、毎日、すごく速く過ぎていくけど、これでいいのかな。

私の学生生活、これでいいのかなって。

B：漠然とレた不安っていうことかな。

A：漠然としだ．．．そうねえ。そんな感じかな。

B：実習先は決まつだの？

C、D （「警告」の札をあげる〉

B：なんだ、また？

C：だって、実習なんて、 Aさんはぜんぜん言つてないよ。

B：いや、ポクは実習先が決まらなくて不安だったし。

D ：それはB君の不安でレょ。いまl~Aさんの気持ちを考えなくちゃ。

A：実習先よりもねえ。だいたい卒業後、どうすればいいのかが決まらない

のよ。それで、レポートやら、サークルのコンパやら、いろいろ予定がパ

ーツと詰まっていてさあ。なんか、このままドーンって卒業式まで来てレ

まって、じゃあ、どうするのって。いっそのこと留年レょうかなって思う

けど、それだって、だったら単位をうまく落とさないといけないし、そう

いう計画もまだ疋ててないレ。これから将来にかけての大きな分かれ道っ

ていう気がするのね、この数ヶ用が。

B：進路についての自分の気持ちが固まらないけど、いまがいちばん考える

時期だって思うから、不安だレ焦る気持ちになるんだね。

A：うん。そういう感じかなあ。
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正確に聴く
“傾聴の基本として”

自分を不安にさせる言葉や話題、自分が耳を傾けにくい人物や感情を

点検してきました。さて、ここからいよいよ実際に傾聴するための訓

練に入りましょう。最初に取り上げるのは、正確に聴くことの大切さ

です。そのことを考えるために簡単なテストをしてみましょう。

Exercise l 

以下の3つの応答を正確に聴いていると思われる順に 1・2・3の番号を書き入

れなさい。

1.夫婦の会話1

妻：子どもたちが学授を終わったら、私は自分自皐のために人生をちつ

と充実させたいの。いつまでち家のなかにいたくないわ。外にでて、

ちっと活動的になりたいの。

夫A：すると、君はぼくにどうしたらいいのか、教えてほしいというわ

けだね。 ［ ］ 

夫B：子ども疋ちが家を出ていくのなら、君はもっと生き方を広げたい

と思っているんだね。 ［ ］ 

夫C：子ども疋ちが大きくなったら、君はもっと社会に出ていきだいと

考えはじめたんだね。 ［ ］ 

2.恋人同士の会話

男：以前は楽しかったね。いまは、ぼくだち、ケン力ばかりだ。以前の

関係に戻れたらと思うよ。こんな調子じゃ、うんざりだ。

女A：あなたは、もう以前とすっかり変わつだわ。私は以前とは変わっ

ていないのよ。 ［ ］ 

女B：きっと、うまくいくようになるわよ。あなたはもう嫌になってし

まっているようだけど、私は希望をもっているわ。 ［ ］ 

l このセッションの 1・4まではNelson・Jones,R. (1986). Human Relationship Skills: 
Training and Self・ Help. Sydney: Holt ,Rinehart姐 dWinston. p. 166に掲載された
例題を参照した。
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女C：私たち、ぶつかってばかりいるから、あなたはがっかりしている

のね。そレて昔をなつかレんでいるんだわ。 ［ ］ 

3.患者と看護婦の会話

患者：いまさっき聞いたんですが私は癌ですってね。ああ、目の前が真

つ暗です。死ななければならないのかと思うと、恐くて震えてしまい

ます。

看護婦A：あなたは自分の命のことが山配なんですね。癌ということが

わかってショックを受けて、それで動揺レているんですね。 ［ ］ 

看護婦B：癌だと知って疋いへん動揺されているようですね。そしてま

だ震えがとまらないんですね。そしてもっと誰かに話を聞きたいと思

っているのですね。 ［ ］ 

看護婦C：癌であっても治るみこみがあるのですよ。勇気を出してくだ

さい。思い込みで不安に陥るのが、いちばんいけないことですよ。

［］  

4.学生と教師の会話

学生：卒業論文の提出の締切が迫っていますが、私の母がいま病気なの

です。いまは何よりも母との時間を大事にレたいと思っています。

教師A：君はお母さんのそばにもっといたいんだねロで、卒業論文の提

出についてどうしたらいいか、相談レ疋いんだね。 ［ ］ 

教師B：お母さんが病気だとは知らなかっ疋よ。だいへんだね。でも卒

業論文の提出日については例外は認められていないんだ。申し訳ない

けどね。 ［ ］ 

教師C：君はお母さんの病気が山配なんだね。そして、お母さんの看病

の方を卒業論文よりも優先レたいと思っているんだね。 ［ ］ 

5.恋人同士の会話

女：あなだっていま笑ったかと思ったら、すぐに怒りだすでレょ。ちっ

と、気分のムラがない人になってほレいのよ。

男A ：君だって同じようなもんだよ。さっきだって、君は笑っていだの

に、いまはもう怒ってるんだから。 ［ ］ 

男B:Iまくの気持ちが安定していないって思ってるんだろ。それで君ち

怒っているんだね。 ［ ］ 

男C：ぼくの短気な性格が、君を苛立だせているんだね。そしてもっと

落ち着いた人になってもらいたいと思っているんだね。 ［ ］ 
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6.クライエントとソーシャルワー力ーの会話

C：夜、ひとりでいると、仕事のことが思いだされて息がつまりそうに

なってくるんです。このまま死んでしまうのかと不安です。

WA：夜、ひとりになると、仕事のことを考えてしまい、曹、がつまりそ

うになって、もう死んでしまいたいと思うくらいなんですね。 ［ ］ 

WB：夜、ひとりでいると死にだくなってくるんですね。仕事力句Eぬほ

ど辛く、あなたにとって嫌なものなんですね。 ［ ］ 

WC：夜、ひとりでいると仕事のことを考えてしまい、息がつまり死ん

でしまうのかと不安になるんですね。 ［ ］ 

7.友人どうレの会話

A：サークルでD君と私が話していると、それがとても気になる子がい

るようなの。このあいだち、ふとみ疋ら恐い顔をレてこっちをみてい

たので、こっちがドキドキしちゃったのよ。

友人A:D君とあなだが話していると、ある人のことが気になって、サ

ークルのなかでも落ち着いてD君と話せないのですね。 ［ ］ 

友人s:o君とあなたが言葉をかわしているだけで、それを厳しい目で

見ている人がいて、不安な感じがするんですね。 ［ ］ 

友人C：あな疋がサークルのなかでD君と話していると、あなだがとて

ち思いと感じる人がいるんですね。 ［ ］ 

8.姉妹の会話

姉：いつも母さんはあなたのことばかり誉めるわね。だから、私は素直

にあなたが良いことをしても、警めてあげることができなかっだのよ。

妹A：お母さんが私の良い点ばかりを言うものだから、お姉さんは、私

のことを良いように言うことができなかったのね。 ［ ］ 

妹B：お姉さんの目から見れば、お母さんは私ばかりを良くいうものだ

から、私を無視するような感じで接レていたのね。 ［ ］ 

妹C：お姉さんはお母さんが私ばかりに注意を向けていると思って、嫉

妬していたのね。それで優しい言葉をかけてくれなかったのね。

［］  

9.兄弟の会話

弟：ぼくも、来年からはいよいよ中学生だから、お兄ちゃんのような机

がほしいよ。お母さんに言ってもいいかなあ。

兄A:Iまくの使っている机と比べると自分の机は嫌だと思っているんだ
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ね。だけど、それをお母さんに言ってもいいかどうかわからなくて悩

んでいるんだね。 ［ ］ 

兄B：中学生になれば、 lまくが使っているような机を使いたいんだね。

それでお母さんに相談レていいか迷っているんだね。 ［ ］ 

兄C：ぼくが使っている机を男ていると、新しい机がほレくなったんだ

ね。でも、それを言っても叱られるかなと思っているんだね。 ［ ］ 

1 0.クライ工ントとワー力一の会話

C：自分が児童虐待をレているんじゃないかと新聞を読んでいたりする

と気になってしまうんです。それで、子どもを叱れなくて、子どもが

勝手に動くものですから、ますますストレスがたまっていく感じです。

WA：子どもをうまく叱れなくて、子どものいたずらに、どんどんスト

レスがたまっているんですね。そレて新聞記事にあるように、自分が

子どちを虐待しそうになってきているのですね。 ［ ］ 

WB：子どもを叱れない結果とレて、かえってストレス力噛くなってい

るのですね。叱れないのは、自分が虐待をレているという不安を感じ

ているからなのですね。 ［ ］ 

WC：子どもを比れないことで、自分のストレスが発散できないんです

ね。そレて、周童虐待の新聞記事を読んで恐ろレくなっているのです

ね。［］

1 1 .教師と学生の会話

学生：実習で、障害者のかたから悩みを釘ち明けられだときには、とっ

ても焦りました。どんな琶えを返しても、その人には役にだっアドパ

イスができそうになかったからです。

教師A ：実習で利用者からI~＼配事を聞かされて、その人の助けになるよ

うなことが言える自信がなくて、とても動揺レたのですね。 ［ ］ 

教師B：実習で障害者の人から山に重くのしかっていることを相談され

ても、役にたつようなアドバイスどころか、伺ち答えることカTできな

かったので落ち込んでいるのですね。 ［ ］ 

教師C：実習で障害者の人からいろいろ訂ち明け話を聞かされて、びっ

くりしてしまい、伺も言うことができなかったのですね。けれども、

ほんとうは、その人に役にたつことを言いたかったのですね。 ［ ］ 
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リピート演習
“ますは単純に反復してみよう”

正確に聴くことができたかは、クライエントにフィードパックしてい

くことで確かめるしかありません。また、クライエント自身も自分が

何を言っているのかわかっていないこともあるので、クライエントに

フィードパックしていくことは、クライエント自身が自分の気持ちゃ

考え、行動を確認することにもつながります。

フィードパックしていくときの一番簡単な方法は、クライエントの

言ったことをそのまま返していく、つまりリピート（repeating）してい

くことです。たとえば、それは以下のような演習の形で行います。

Exercise l 

3人1組、あるいはペアになり、話し手 CA）、聴き手（8）、観察者 CC)

になります（ペアの掲合はCを省く〉。 AがBに対して話します。 Bはそれを

聴いだとおりに反復レます。それが正確にできたかどうかCが観察します。ま

ちがっていたら、 CまたはAが指摘レます。 BはAの言葉のなかの「私」にあ

疋る言葉を「あな疋」に変えておきます。ひとつひとつの文章ごとにそれを行

います。 2分間、これを行えば役割を交代します。以下に倒をあげます。

A：この演習はなかなか難しそうですね。

B：この演習はなかなか難しそうだと思うのですね。

A：そうだよね、ひとつひとつの言葉を覚えられないもん。

B：ひとつひとつの言葉を覚えられないんですね。

A：聴いたとだん、耳から出てしまう感じでレょ。

B：臆いたと疋ん、耳から出てしまう感じなんですね。

A：だいたい、ぼくは昔から記憶力がなかったほうだし。

B：あなたは、だいたい昔から記憶力がなかったほうなんですね。

A：このあいだち、さあ、友達の話をふんふんと聴いていて、 1.51と意見

を求められたんだけど、伺ち言えなくて困っちゃった。

B：このあいだ、お友達の話をふんふんと聴いていて、 1.51と質問されだ

ら、何も言えなくて困ったんですね。

C：『質問されだ』じゃなくて『意見を求められた』。
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B：このあいだも、友達の話をふんふんと聴いていて、 1.51と意見を求め

られたら、何も言えなくて圏つ疋んですね。

このような演習はAが一方的に話す形になるので、なかなか会話が

はずみません。そこで次のような演習にすることもあります。 Aは、

リピートしたあと、ひとつ質問やコメントを付け加えるのです。とこ
おろそ

ろが何を話すかを考えているとリピートが疎かになり、リピートば

かりに集中していると話をすすめるための適切な質問やコメントを

考えられません。聴くことと話すことをバランスょくすることの難し

さを体験させてくれる演習になります。

Exercise 2 

前の演習と同様に、 3人1組、あるいはペアになり、話レ手（A）、聴き手

(8）、観察者（C）になります。前の演習と異なる点はAがリピートレだあ

と、ひとつ質問やコメントを加えることです。以下に倒をあげます。

A：この演習も難しそうだ。

B Jこの演習も難レそうだと思うのですね。でち馴れてくれば、どうつ

てことないようになるかもよ。

A：でも、演習ではこんなことできてち、実際の日常会話では、こんな

ことやらないよ。

B：演習ではこんなことできても、実際の日常会話では、こんなことや

らないと思うのですね。それはそうかもしれないけど、私たちが、い

かにいいかげんに相手の話を聴いているかということがよくわかる

演習じゃないかな。

A：援助のプ口になったら面接だけでお金をちらうんでレょ。だつだら、

これくらい真剣に人の話を聴かなければならないんだろうなあ。

B：援助のプロになったら、面接だけでお金をもらうようになるのだか

ら、きっとこれくらい真剣に人の話を聴かなければならないんだと思

うんですね。ぽんとに面接のあとは、ぐったりするでレょうね。

A：そういえば大学の教師が言ってたよ、ぐったり疲れるくらいの面接

じゃないと面接とはいえないってね。

B：く・ったり疲れるくらいの面接じゃないと面接とはいえないって、あ

なたの先生が言っていたわけですねo あなたも同じ意見ですか。
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言い換え演習
“より正確に理解するために”

リピートは単純なテクニックですが、単純なだけにあまり役にはたた

ないようです。その理由としては2つ考えられます。

まずはリピートされることによってクライエントが不快な気持ち

になる危険性があることです。自分の言ったことをそのまま繰り返さ

れても真剣に聴いてもらっているという実感がわきにくいのです。

もう一つの理由は、より重要なのですが、リピートだけに頼ってい

ては、クライエントが本当に言おうとしていることが伝わってこない

場合があることです。それは言葉というものがもっ暖昧さと関係があ

ります。つまり、人が使う言葉は、つねに暖昧な部分がつきまとって

います。たとえば「落ち込んだj という言葉も「がっかりしたj とい

う気持ちを表すために使う人もいれば、 「はりあいがなくなったJと

いう気持ちを言うために使う人もいるでしょう。また閉じ人で、も違っ

た場面では「落ち込んだJという表現に違った意味をもたせることが

あります。ですから、

C：もう、このあいだから落ち込んでレまって。

W ：ああ、落ち込んでいらっしゃるんですね。

というようにリピートしても、クライエントがいう「落ち込んだ」状

態がどういうものなのか、いまひとつわかりません。ところが、

c：もう、このあいだから落ち込んでレまって。

W：がっかりしてしまつだんですね。

といえば、 「落ち込んだJという状態が別の言葉で表現されて、状況

がよく見えてきます。一つの状態を二つの言葉で表現することによっ

て、より正確に、他者に伝わりやすい状態になるわけです。それは、

あたかも離れている物体の距離を測るとき、一つの目では遠近がわか

らないのですが、二つの目だと遠近がわかるようなものです。

この言い換え(paraphrasing）は、簡単なように見えて、実はかなり

難しいものです。ですから最初は文字にかかれた言葉を言い換えるこ
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とから練習が始まります。 （例年の演習でわかったことは、この言い

換えの能力の個人差はとても大きいということです。できない人は、

言葉に鈍感なのかもしれません。しかし練習によって個人差を縮める

ことができることも例年の演習でわかってきました。）

Exercise 1 

以下の言葉を言い換えてみなさい。

〈倒〉

A：私、いま海外旅行のためにお金をためているの。苦いうちに海外体験し

ないと、もうチャンスないと思ってさ。

言い換え倒：あな疋は外国にいくための資金づくりをしているんですね。年

をとるまでに、他の固にいって、自分でいろんなことをやってみだいのですね。

あとで、その機会ち少なくなると考えて。

B：私、もうダメよ。会社では上司からメチャクチャ言われるレ、同僚から

も邪魔者あっかいなの。ちう、あそこの会社には居られないわ。

C：ちょっと気にくわないことがあると、うちの息子は暴れだすんです。こ

のあいだちテーブルをひっくりかえレたりレて、わめきちらレて、こんなんじ

ゃ娘の縁識にもひびが入るんじゃないかと、私は気が気でならないんです。
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D：これからどうレたらいいのか、自分でもよくわからなくて、それで就職

活動ちぜんぜんやってないし、実習にも気持ちがのってこないんです。それで、

実習先でもやる気がない学生だと思われているみたいで、もうどうしようかな

と思って。

E：彼に会いたいって、私は言っても、彼は忙しいし、べつにしょっちゅう

会わなくても自分の気持ちは変わらないからって言うんですよ。でも、それっ

て、どういうことなのか私は納得できないし、私に会いたくないの！って言い

だくなっちゃうのよロ

F：仕事がないって、ほんとうに辛いよ。ぼくはまだ若いし、もっとパリパ

リやりたいんだ。なのに、この先、どうなるかわからないなんて、嫌になるよ。

なんとか落ち込まないようにがんばっているんだけどね。
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G：まいにち、とても充実しているの。やっと、やりたいことがわかっ疋と

いう感じよ。私だって、やればできるんだって思えてきて、とても楽しいわ。

H：親にはいつまでち元気でいてほしいよロ自分の親が年をとって弱ってい

く姿なんて男だくないな。実家に帰つだとき、暗い雰囲気だったらだまらない

からね。

l：あいつの言葉に腹がたつんだよ。ぼくのやることに、いちいち口を出す

なんて、伺様のつもりなんだと思うよ。この仕事のことがなかったなら、すぐ

にでも、怒鳴り返してやるんだけどなあ。
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気持ちとそれを引き起こした事情を整理する

いいかえにおいて、気持ちと、その気持ちになった理由や事a｜育を整理

してクライエントに返すことで、クライエントがより一層自分自身の

状況を理解することを援助することができます。つまり「あなたは、

これこれこういう気持ちになっているのですね、というのも、こうい

うことがあったわけですからjという形（“Youfeel ... because ．．．”） 

で応答するわけです。

以下の例題を参考にして、次の言葉に対するいいかえを書き出して

みましょう。あとでグループで、わかちあいます。

Exercise 2 

以下の言葉を言い換えてみなさい。

（倒〉

A （受験生〉：いやあ、ちう最高！このあいだ試験の結果が出疋んだけど、

思いちレなかったぐらい高い得点だったんだよ。これだつだら、いい大学に行

けるかも。

言い換え倒：あなたは、とても嬉しいのですね。というのも、自分が予想し

ていたよりもすっと良い成績をとれて、この15＼んだと、希望する学校に入学で

きそうだと感じだわけですから。

B：いじめられるなんて、まっぴらごめんよ。そんなの、ぜったい嫌よ。私

だってふつうの女の子なのよ。なのに、みんな、私をいじめて楽しいみだいな

の。すごく、むかつくけど、ぽんとに盟レいわ。



Helping Skills Training 73 

C：ご近所に私の子どもと同い年の男の子がいる奥さんがいるんですが、そ

の人、私の子どもと自分の子どもとを遊ばせ疋がるんです。そのお気持ちは嬉

レいんですが、その子どちさんときたら、たいへんな腕白坊やで、うちの子を

叩いたり蹴飛ばしたりするんで、うちの子ち嫌がっているんですよ。ほんとう

に困ってレまって、どんなふうに、あの奥さんに話せばいいのかわからないん

です。

D：ほんとうに思いちレなかったんだけど、私、赤ちゃん力Tできたらレいの。

でも、子どもができて、こんなに嬉レい気持ちになっているなんて、自分でも

意外なくらいなのよ。幸い、彼もいっしょに喜んでくれたわ。

E：私と彼との関係を、みんな良く言ってくれないので、うんざりしている

の。私が男性との関係で気持ちのうえで、こんなに落ち着いだ感じになれ疋の

は初めてなのよ。なのに、私よりもすっと年下の男性だということで悪く言う

人がいるのよね。
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言い換えが役立つとき

言い換えは一見すると不自然に見えるかもしれません。 「相手のいう

ことを真似しているだけじゃないかJ 「そんなことをしたら自分が自

由に話せなくなるJと、不満に思うかもしれませんね。でも、それは

言い換えの技術に慣れていなし、からです。

これは剣道や空手でいう型のようなものです。型は、どこか不自然

なものです。実際の試合では相手が自由に動いているのに、型を勉強

してどうなるのかと思うかもしれません。しかし、型の勉強は試合に

役立ちます。つまり型が完全に自分のものになれば、もう型にとらわ

れずに自由に動けるのです。しかも型の学習によってもっとも効果的

な動きができます。

言い換えが不自然なものに思えるのは、ひとつには、ふだんの私た

ちは励ましたり、アドバイスしたりすることが良い応答であるという、

あやまった慣習のなかで生きてきたからです。ですから、私たちが傾

聴を心がけるとき、まず学ぱなければいけないのは旧来の誤った慣習

から抜け出すことなのです。

言い換えが役立つのは次のようなときでしょう。

1. あなたが相手を理解していることを示す必要があるとき

2. 相手が自分の気持ちを確かめることが必要なとき

3. 相手が自分を理解するために努力しているとき

4. 相手が自分の考え方や気持ちを表現するために援助が必要なとき

5. あなだが相手に同意できない状況において、相手の立場について、あな

たが伺かを言いたいとき（倒：「あいつは殴られでも仕方がないことを

やってきたんだぜ」 「君は、その人は殴られでも当然だと思っているわ

けだね」〉

6. 相手が自分で決めることや行うことは、その人白昼の責任においてなさ

れるのだということを、相手に確認させたいとき

7. 相手との信頼関係を確かなものにレたいと思うとき

一方、次のような場合は、特に言い換えは必要ないと思われます。

1. 相手が一方的に、あまりに多く話レているために、こちらち積極的に話

した方が良いと思ったとき

2. あなたの男方を伝えるのが重要であると思つだとき
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3. 相手の自己開示のレベルにあわせて、あなた自身ち自己開示をしだほう

がいいと思ったとき

4. 相手があな疋を嘗めだとき

5. 言い換えがあな疋白昼の防衛に使われていると気づいたとき〈応答レて

いるかぎり自分のことを話さなくてすむから〉

6. あなたが疲れすぎていたり、相手からあまりに攻撃されて適切に聴くこ

とができなかっ疋りするとき

7. 言い換えがあなた自身を傷つけるとき〈あなたの許容量を超えた残酷な

話、損雑な話など〉

8. 相手が出レた結論が、あなたや相手を傷つける司能性があるときく「ち

う、ぼくは死のうと決意したんです」〉

会話のなかで実践してみよう

これまでは書いて考える言い換え演習をやってきましたが、こんどは

即座に言いかえる演習をやってみましょう。できるかぎりのところま

ででけっこうです。このとき、以下のことに気をつけてください。

まず、相手がし、ちばん言いたいと思われることは必ず言い換えてみ

ること。そして、感情の言葉が使われていないときは、相手の非言語

的なメッセージを読みとって、相手の気持ちを言葉にしてみること。

この 2点です。以下に例をあげてみましょう。

A：いやあ、あと 1週間で今年の慢業ち終わりだよ！ ははは。

B：もう少しで冬休みに入ると思うと、題レいんですね。

A：そうそう。でも、まだ年賞状を書かなければいけないかと思うと、

なんだかね（閤〉。ああ、もう、どうレょうかなって。

B：年の瀬がくると、年賀状を出さなきゃいけないと考えると、霊童l三
なるのかレら。

A：ほんとにね。だいたい、年に一度レか挨拶状を出さない関係で、次

の年にも、 tE.iSiん会わないだろうって、わかっているわけじゃない。

だったら無献なのかなって。でちね、だからって、ちう縁を切ってし

まうような感じだと、ちょっとねえ。それに、出レていなし1人からお

正月に年賞状が来疋りすると、返事がたいへんじゃない。

B：年賀状をどうしたらいいかつて悩んでいるのね。これから会うこと

もない人に年賀状を出すのは意昧がないと思うけど、それだからと言

って、関係を無くレてしまうのは寂レい気がするのね。それに、年賀
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状をあなたが出していない人からもらっ疋りすると、その返事を書く

のに、もっと手聞がかかると思っているから、年賀状を減らせないわ

けね。

Exercise 3 

隣の人とペア、あるいは観察者を含めて3人の組になり、ワー力一、クライ

工ント役になって、言い換えを使った対話をしなさい。

非言語メッセージを言い換える

上で述べてきたことは、言語メッセージと非言語メッセージの組み合

わせを言い換えているのですが、場合によっては、非言語メッセージ

だけに注目して言い換えることも必要になってきます。

児童養護施設で私の担当した実習生が実際に体験したことですが、

以下のような子ども（小学 1年生）とのやりとりがありました。

Case 1. 

実習生：あら、 Aちゃん、こんにちは。

児童A：死ね！

実習生：死ねって言われでも死ねないよ。私、まだ若いちん（笑〉。

月童A：じゃあ、死んでくれ！ おまえ、うざいから。

実習生：そんなこと言わないでよ。

児童A：うるせえなあ、いっぺん、殺すぞ、おまえ。

実習スーパービジョンのときに、彼女はこのケースを出し、どうした

らいいのか、みんなで話し合いたいと言いました。そのときの私を含

めての、みんなのコメントは f死ねj という言葉を言葉の意味どおり

にとるべきではないのでないか、ということでした。そこで、彼女は

Aちゃんの非言語的なものに注目することにしました。

Case2 

実習生：あら、 Aちゃん、こんにちは。

児童A：死ね！

実習生： CAが自習室から出てきたことに気がついて〉宿題がうまくできな

くって、イライラレているんじゃないの。
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児童A: （無言〉

実習生：お姉さん、見てあげようか。

児童A：うん。 〈自習室に戻ろうとする。〉

「死ね！ Jという言葉が見事に言い換えられている素晴らしい事例だ

と思います。実際、こういう悪口が言い換えの対象になりうることは

私にとって大きな驚きでした。

Exercise 4 

非言語的なメッセージを言語他レて成功レた事倒を考え、隣の人と話レ合っ

て見なさい。

Case3 

実習生は老人ホームで利用者に怪我をさせてレまつだ。ホームの相談室で、

事後のことを話レ合うために、ワー力ーと大学の教員、実習生が集まってい

る。実習生は緊張レ、ときおり小声で「すみません」と言うだけである。

ワー力一：：本当に細I~＼の注意をしてちらわないと．．． 〈タメ息をついて〉

実習生：すみません。 （じっと下を向いて〉

ワー力一：私疋ちも、よくよく注意しているんです。 （内山の声：伺か言つ

てほしい。下を向いているだけでは、あなたの気持ちが伝わらないよ。〉

実習生：〈無言〉 （内山の声：ああ、幸い。でも、言い訳はできないから、

黙っているしかない。〉

教員：そのかたが怪我をされたとき、あなだは、どうしようとされていたの

かな。状況を教えてもらえますか。 〈「どうして、そうなつだの？」とい

うwhy叩 iestionを避けている。

実習生：〈小声で〉あんまり、いい天気だったので、ちょっとAさんと玄関

のところまで行ってみましょうかつて、私が誘ったんですね。

教員：すっと最近、雨だっ疋ものね。部屋にいるAさんを外に連れていって

あげたかつだんだね。 （言い換え。気持ちの部分ち表現レた。〉

実習生：はい。〈涙ぐむ。〉あのとき、私力t車椅子を使うことを考えて疋ら、

こんなことにならなかっだんです！〈泣き出す〉

教員：〈無言で、うなづく〉

ワー力一： Aさんも、逆に、あなたのことを山配されていたわよ。 （内I~＼の

声：あなたの気持ちがわかって、少レほっとしたわ。だからAさんの気持

ちも伝えまレょう。〉
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15 

気持ちを読む
“表情から感情をつかもう”

前回の演習では言い換えを行いました。特にその後半では、言い換え

るときに、まず相手の感情を先に言葉にすることの大切さを学ぶこと

ができました。感情を言い換えることは、クライエントがワーヵーか

ら理解されたと感じるためには重要なことなのです。ところが、実際

にはクライエントの言葉のなかに感a｜育を表現する言葉が入っていな

いことがあります。たとえば、

昨日、図書館に力パンを置いていだら、財布ごと盗まれてしまったんだ。

という言葉は「怒り」の感情を込めて話されているのか、 「悲しみj

の感情を込めて話されているのか、あるいはもっと別の感情なのか、

言葉だけからではわかりません。実際に、その人と向かい合って、そ

の人の「身体のメッセージ」 bodymessageと「声のメッセージJvoice 

messageという非言語メッセージを受け取らないと、その人の気持ち

が伝わってこないのです。私たちの日常生活を考えれば、感情を言葉
まれ

で表現するほうが稀なのかもしれません。とすれば、この非言語メッ

セージを読み取るスキルが、クライエントを理解しなければいけない

ソーシヤノレワーカーにとって必須のものだということがわかります。

そこで今回は非言語メッセージのうち、もっとも感情との対応が研

究されている表情の読み取り方を学びましょう。表情と感情を表現す

る語棄との関係は現在までに充分に研究されていて、それによれば表

情を基準とすると感情の語葉は以下の6つに分けられます1c

幸福

悲しみ

驚き

恐怖

怒り

嫌悪〈軽蔑〉

1 Ekman, P., & Friesen, W. V. (1987）『表情分析入門：表情に隠された意味をさぐる』
（工藤力訳編）誠信書房（原著 1975年） . p. 31. 
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それぞれの感情が顔にでると顔はどのように変化するのでしょうか。

心理学者によると、それは次のようなものです。

【幸福の表情】 2

1. 唇の両描は後ろに引かれ、多少上がっている。

2. 口は聞いていることも、そうでないこともある。歯は買えたり、みえな

かったりする。

3. 鼻から冨の両舗を越えた外側まで走る雛が男られるロ

4. 頬は持ち上げられている。
まぶt

5. 下瞭の下に雛が見える。下瞭は持ち上げられているかもレれないが、

緊張はしていない。

6. 目じりから雛が外へ広がっている。

【悲しみの表情】 3

1. 眉の内側の両端が引き上げられている。

2. 眉の下の皮膚は三角形になり、内側の舗は上がっている。

3. 上瞭の内側の端が持ち上げられている。

4. 唇の両蹴は下がっている。または富は震えている。

【驚きの表情】 4

1. 眉は引き上げられ、そのだめ両眉は連曲レ盛り上がる。

2. 眉の下の皮麗は引き伸ばされる。
ひたい

3. 額には水平の横舗ができる。

4. 瞭は大きく開かれる。上瞭は持ち上げられ、下瞭は下に引かれる。

5. 顎が下がり、冨と歯が引き離されてロが開く。しかし、口は緊張してお

らす押レ広げられでもいなし，0

【恐怖の表情】 5

1. 両眉は引き上げられ、共に引き寄せられる。

2. 額の舗はその中山部分にでき、額全体を横切る形になっていない。

3. 上瞭は持ち上げられ、白目の部分が男える。下瞭は緊張レ、ぴんと張つ

ている。

2 同書， pp.142・143.
3 同書， pp.161. 

4同書， pp.62. 
5 同書， p.81. 
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4. 口は聞いていて、冨はわすかに緊張し、後ろに引かれるか、あるいは押

レ広げられ後ろに引かれる。

【怒りの表情】 6

1. 眉は下がり、引き寄せられる。

2. 眉の聞に縦敏ができる。

3. 下瞭は緊張レ、それが持ち上げられることもあるし、持ち上げられてい

ないこともある。

4. 上瞭は緊張レ、眉の動きに応じてそれは下がることもあるし、下がらな

いこともある。

5. 眼は見開いて瀧視し、眼が出ているように見えるかもしれない。

6. 唇は、その端がまっすぐか下がつだ形でレっかりと押レつけられるよう

に結ばれている。あるいは、大声で叫んでいるときのように、四角い形

に聞かれ、緊張レている。

7. 鼻の穴が広がり開いているかもしれない。

【雛悪の表情】 7

1. 上冨は引き上げられる。

2. 下唇も引き上げられ、上唇のほうヘ押し上げられるか、あるいは下げら

れ、わすかに突き出る。

3. 鼻に雛が寄る。

4. 頬は持ち上げられる。

5. 下瞭の下に顕が出来、瞭は押し上げられるが、ぴんと張っていない。

6. 眉は下げられ、上瞭を下に下げる。

7. 軽蔑は、嫌悪の表情に加えて冨を閉じることでつくられる。

Exercise 1 

2人でベアになります。向かい合って、それぞれ6つの感情をあらわす表情

をしてみてください。そして上の記述どおりに表情がつくられているか確認し

てみましょう。

6 同書， p.123. 
7同書， pp.92, 98. 
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Ex ere.危e2

2-4人でチームをつくります。みなさんに 50枚ほどの写真を見せますので、

それぞれにどのような感情が表れているかをチ－b.で話レ合って当ててくださ

い。（毎年、この演習でやっていますが、正解率は90%ちかいです。ところが、

人によっては読み取り難い表情があることに気づかされ、たいへん興味深い演

習です。〉

Exercise 3 

ここで脳生理学の最近の研究成果に基づいた簡単な（といってもマスターす

るのはけっこう難レい〉「読I~＼術」を教えまレょう。タネを明かしてしまうと、

なあんだ、ということになりかねませんから、その秘密はプリントで配ります80

8 McBride, P. (1998). The Assertive Social Worker. Hants, England: Arena. p. 54. 
に書いてありました。



82 

気持ちを言葉でっかむ
“感情の語嚢の点検’

16 

前回の演習で表情による感情表現がどのようなものかを学びました

が、そこで表情を基準とした感情の類型も学びました。それは感情を

以下の6つのタイプに分けるものでした。すなわち、

1. 幸福

2. 悲しみ

3. 驚き

4. 恐怖

5. 怒り

6. 嫌悪（軽蔑）

おど

しかし、幸福といっても「胸が躍るJような気持ちもあれば、 「し

みじみ」と感じる気持ちもあるでしょう。その細かい違いを理解した

り、伝えたりするためには豊富な感情の語棄が必要です。そこでみな

さんがどれだけ感’情についての語葉をもっているかを点検してみま

しょう。

日本語には姉、妹という別々の語がありますが、英語にはsisterし

かない。それは年齢の上下に日本人が英語圏の人に比べて敏感だから

でしょう。逆に日本語には「牛Jしかないものが、英語では cowと

b叫Iのように雄の牛と雌の牛とを別々の単語で表し、またoxやcalf、

cattleなど、さまざまな言い方があります。それは英語圏の人々にと

って牛は生活に欠かせない身近なものであることからくるのでしょ

う。これから類推すれば、自分の感情や他人の感情を大切にし、細か

いニュアンスにも注意してきた人は感情の語葉も豊富にもってきて

いると考えられます。

そういうことを考えたうえで、上の6つの感情を表す語葉を並べて

みましょう。



Helping Skills Training 83 

ち持気宇。明

葉
ー
パ

一
百
一
船

悲
壮
一

知

幸
持

例

1

2

a

4

丘
＆
円

a

・

h
a
a

【悲しみを表す言葉】

例：辛い、苦しい、暗い気持ち、

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

【驚きを表す言葉】

例：び、っくりする、腰を抜かす、はっとする、

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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【恐怖を表す言葉】

例：恐い、恐ろしい、そやっとする、

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

【怒りを表す言葉】

例：腹がたつ、頭にくる、カチンとくる、

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

【嫌悪を表す言葉】

例：嫌な気持ち、虫唾が走る、吐き気がする、

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Exercise 1 

まわりの人と比べて、自分がどの感情の語葉について多く浮かんだかを確認

レ、それを下に書き入れなさい。その揚合、あなたはその感情に敏感であるこ

とが推測されます。

Exercise 2 

語嚢を点検レて感じたこと、とくに自分の感情の生活について思うことを下

に書きなさい。たとえば、あなたはどういう気持ちでいることが多いですか。

同じ気持ちが一日中続くようであると、それは気持ちとは醇ぱす、気分 mood

と昭びます1。気分について話レてもらってもいいです。

1 Ekman, P., & Friesen, W. V. (1987）『表情分析入門：表情に隠された意味をさぐる』
（工藤力訳編）誠信書房（原著 1975年） 'p. 17. 
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17 

伝えられた気持ちを読みとる
“自分の感受性の偏りに気づこう”

前回の演習を通じて、感情についての語葉が豊かになったはずです。

では、実際にそれを使って相手の気持ちを自分の言葉に反映させる練

習をしてみましょう。

まず、以下のような状況のときに、あなたはどのような感情になる

か考え、最初に，思いついた感情を一つ、それから次に思いついた感情

を一つ、合計ふたつの感情を書き入れてください。あとで、それらの

感情を直接に表現する言葉を使わないで、（例を下に書いておきまし

た）、表情や声だけで、そのときの感情を伝えてもらい、それを読み

とる練習をします。

1 誰かがあなたを無視したとき

（例） さっき、メンストを歩いてたらさ、四谷君が私を無視

して通りすぎたのよ。

2 誰かがあなたを責めたとき

（例） 四谷君がね、こんどの失敗は私のせいだって言うの。

3 誰かがあなたを誉めたとき

（例） 私、四谷君からね、すごく誉められたの。

4 自分のことばかり話す人と話したとき

（例） 四谷君は、ずっと自分のことばかり話していたんだ。
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5 誰かがあなたに怒ったとき

（例） 四谷君は私に怒ったのよ。

6 あなたをうっとりさせる異性に出会ったとき

（例） このあいだ、とっても素敵な人と話してしまったんだ。

7 誰かがあなたに親切にしてくれたとき

（例） 四谷君ったら、私にとっても親切なの。

8 誰かがあなたより優れたところを見せたとき

（例） 四谷君は私よりも人前で話すのが上手だったのよ。

も

9 誰かがあなたの秘密を漏らしたとき

（例） 四谷君はぼくの秘密をみんなに言ってしまったんだ。

10 誰かがあなたとの約束の時間に遅れたとき

（例） 四谷君は私との約束に 20分も遅れたの。

11 あなたが知らない人たちのグ、ループにいたとき

（例） そのときね、周りは知らない人たちばかりだったんだ。
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12 誰かがあなたの調うことに耳を傾け理解してくれたとき

（例） 四谷君は、真剣にぼくの話を聞いてくれたよ。

13 週末に遊ぶ予定がたつていないとき

（例） こんどの土日の予定、なんにもないの。

14 授業をさぼっていたら友人に叱られたとき

（例） 授業に出なかったら、四谷君から叱られたよ。そんなこ

とでどうするんだ！って。

15 親しい友人に（悪気のない）ウソをつかれたとき

（例） 秦野さん、私にはっきあっている人がいないっていって

たのに、実は市谷君とつきあっていたのよね。

16 あなたが誰かに同情されたとき

（例） 四谷君がね、私のことを「かわいそうJというの。

17 あなたがみんなから誤解されたとき

（例） みんな、私がそれをやったと思っているのよ。

18 あなたが一日中、独りで図書館で勉強したとき

（例） 今日は、朝から独りで勉強しているんだ。
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そこまで全員ができたら、グ‘ループのなかの 1人に 1の状況になっ

たときの感情を直接に表現する言葉ぬきでグループに向かって話し

てもらいます（例を参考にしてください）。そのときノンパーパルな

レベルで、そのときの感情を表現するようにします。話した人の隣に

いる人は、その言葉にどんな（2つの）感情が表現されていたのか（そ

の人が、どんな感情をノートに書いたのか）を当てます。当たらない

場合は、またその隣の人が答えます。みんなはずれたら、それは話し

ている人の側で感情を表現する力が弱いのかもしれません。

ただしこの場合、最初の一つの感情が読みとれたらそれで良いと思

います。ふたつ目の感情については相手の顔と声に注意して思いつい

たことを指摘してもらえば、それで充分です。

なお、注意しなければならないのは、ここではあなたの「考え」を

書くのではなく感情を書くのです。例えば、秘密を漏らされたとき、

「もう信じられないと，思った」というのは「考えJであって感情では

ありません。このあたりの区別を厳密にするべきです。

また、相手の表情や声に注意しないで、自分自身の感情の反応を、

そのまま相手がもっている感情として理解していないかどうか点検

してみてください。多くの人は自分自身が感じるように相手も感じて

いると考えがちです。

Exercise 1 

あなたが読みとりにくかつだ感情は何でレょうか。下に書き出レてください。

それはあなた自身、自分がもたないようにレている感情かもしれません。

Exercise 2 

あなたが伝えにくかつだ感情は何でレょうか。下に書き出レください。それ

は、どのように誤解されて伝わってレまう傾向にありまレたか。

Exercise 3 

同じ状況にあっても、沸いてくる感情には個人差があることがわかったと思

います。まだ、自分が読みとりに叡感な感情があり、一方、自分が伝え難い感

情があることが買えてきまレたか。この演習を行ったあとの感想を、自分の「感

情生活」をふりかえりながら、グループのなかで変換しまレょう。
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感情の好き嫌い
“どんな気持ちの自分が好きですか”

前回の演習から自分の「気持ちの癖」に気がついたで、しょうか。ここ

では、 3つの点から自分の感情面の自己覚知を深めてみましょう。最

初に自分がどういう感情（あるいは気分）をもっていることが多いの

かを考えてみます。

Case 1. 

Aさんは、いつも「むかつく」と言います。電車が遅れても「むかつく」し、

食堂の食事がますくても「むかつく」そうです。テストがちかづくと「むかつ

く」レ、テレビを男ていて好きになれないタレントが出てくるだけで「むかつ

くJのでした。 Aさんはそんな自分を振り返り、いつも「むかつく」感情（嫌

悪の感情〉をもっていることに気づきましだ。

Case 2 

Bさんは、よく「悲しく」なります。電車のなかで携帯電話を使っている人

をみると「悲しく」なりますし、お年よりの姿には亡くなった祖母を思い出し

「悲しく」なります。キャンパスを歩いていても、一人で歩いている人が多い

ように見え、 「悲レく」なるのでレた。

次に、どういう感情をもっ自分が好きか、あるいは嫌いかを考えて

みてください。必ずしも快い感情をもった自分が好きであるとは限ら

ないことに気がつくでしょう。

Case 3 

C君〈男性〉は「怒り」を感じている自分が好きです。なぜなら「怒り」は

男性的で、勇まレいイメージがあるからです。 「怒り」の感情は、 C君をエネ

ルギッシコにしてくれますし、 「怒る」ことで、自分は社会の役にたてると信

じています（たとえばC君は障害者差別に対して激しい怒りをいつも感じてい

ます〉。

Case 4 

Dさんは「満足感」をもった自分が嫌いです。なぜなら人聞は「満足」する

と、そこから進歩できないと信じているからです。 Dさんから見れば「満足」



Helping Skills Training 91 

を感じている人は、意情で、理想の値い人が多く、 Dさんはそういう人聞には

なりたくないと思っているのでレた。

Exercise 1 

あなだが持つことが多い感情を以下にいくつか書き出しなさい。まだ、あな

たが好きな感情を書き出レてみなさい。

Exercise 2 

上とは逆に、あなだが嫌いな感情を書き出してみなさい。あなた自身がちち

たくないと思っている感情です。

Exercise 3 

あなたは、どういう理由で上記に書いた感情が好きなのでしょうか。あるい

は嫌いなのでレょうか。あなたの価値観や生育歴を点検してみなさい。

Case 5 

Eさんは「孤独感」が好きです。それは子どものころ、両親がいないときに

昧わった感覚ですが、それは同時！こEさんにとって衝突の絶えない両親から解

放された時間でもあつだのです。 Eさんは自分の孤狙感が「平穏」や「安全」

という感覚に近いことに気づいていました。
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感情の偽装

“本当の気持ちを見つける勇気”

ここまで演習をやってきたとき、一人の学生がポツリと次のような疑

問を出してくれました。その発言はおおよそ以下のようなものでした。

Case 1 

「私は、この演習のなかで自分の気持ちを点検するということを何度ちして

きまレた。しかし、やっているうちに自分の本当の気持ちがわからなくなりま

レた。この気持ちは、こうだと答えても、そうであってほしいという気持ちが

あり、それに従って筈えてしまっているような気がするのです。たとえば、こ

ういう状況のときは、嬉しいと感じる自分でいたいと思うとき、嬉しいと答え

てレまっていましだが、本当に嬉しいのかどうか、よくわかっていないことに

気がつい疋のです。」

たいへん深い自己洞察であると思います。心理テストなどで、こうい

う場合はこう感じると答えることがありますが、その答えを他の誰に

も見せるつもりはなくても、自分自身に見せるのですから、自分自身
いつわ

に対しても、自分の気持ちを偽るということがあるのですね。 「感

情の偽装Jということは、誰にでもあることだと思います。

このことがヒントになって、私はある機関紙に次のようなエッセイ

を書きました。

Case 2 

自分の感情に気づくことは、案外難しいものだ。 「こうであり疋い」と思う

自己像があつだとき、それに合う感情は強められ、逆に、それに合わない感情

は揃えられることが多い。

たとえば、私は先日、社会福祉学科の教員として、将来は児童福祉にかかわ

る仕事をしたいという学生と話した。その理由とレて、彼女は「私は子どもた

ちと接するのが好きだから」と言う。ところが、彼女の話をよく聞いてみると、

実際に子どもたちとかかわつだ体験があるわけではない。本人が小さいころ、

妹や弟の世話をするのが招きだったという程度のことなのである。では、なぜ

子どもだちが好きと答えたかというと、どうやら彼女には「子どちが好きな女

性は良い人だJという価値観があるらしいもだから自分ち「子どちが野きな人



Helping Skills Training 93 

でありだしりと思っている。 「そうでありたい」という気持ちは、やがて「そ

うにちがいない」という思いにつながる。だから子どもに接レだことがないの

に「私は子どもが好きだ」と信じるようになったのだろう。

そんな彼女が社会福祉の実習で施設の子どもたちと出会う。空想ではなく、

現実の子どもたちとのかかわりが始まった。すると、子どちとの関係が思った

ようにはいかないことに彼女は気づく。そレて、しだいに子どもが招きになれ

なくなる。レかレ子どもが好きになれないことを自分で認めてしまうと「私は

子どもが好きな人だ」という自己像が壊れてしまうから、それはできない。そ

こで彼女は「私が子どもを好きでも、子どもの方が自分を嫌っている」と思い

はじめた。自分のなかの認めたくない感情を別の人のなかにあると信じてしま

うことは、よく知られたI~＼理現象だが、彼女もその倒になってしまつだわけだ。

子どもたちから嫌われていると思いこんだ彼女が、次にしたことは、子ども

たちから嫌われない方法を探すことだった。レかレ、自分が好きになれない人

から嫌われない方法は多くはない。人は自分を嫌っている人を野きにはなりに

くいものだ。子どちたちに好かれようと、あれこれと努力レても、どうレても

うまくいかない。自信を無くしだ彼女は自分には人間的な魅力がないのかもし

れないと思い始めた。

レかし問題は、きっとそんなところには無いのだろう。彼女がます考えなく

てはならないことは、自分自身が子どもたちに本当はどういう気持ちをもって

いるかを振り返ることである。子どもたちを好きになれないでいる自分の姿を、

彼女が認めること国難しいかもしれない。なぜなら彼女の価値観では子ども野

きな女性こそ素晴らしい女性であり、自分はその典型であると信じていたから

である。

子どもが好きだと信じていたから、児童福祉のために働きたいと思い、社会

福祉学科の大学にも入学しだ。いまさら自分は子どもが好きではなかったと認

められるだろうか。しかし、それを認めなければ前には進めない。すべての子

どもをそのままに愛することができるのは神さまか聖人くらいだと私は思う。

「そうでありたい」という思いから自分の感情を偽り、緩い続けても出口は見

えない。勇気をもって自分の本当の気持ちを探り、そこから出発するしか道は

ないと思う。

Exercise 1. 

あなたの「感情の偽装」について思うことを隣の人と話し合いなさい。あ

とでグループのなかで話し合ってみましょう。
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苦手なクライ工ントのタイプ
“あな疋を不安にさせる人はどんな人？”

20 

いままで誰にでも当てはまる技術的なことを中心に述べてきました

が、今回から各個人のなかにある苦手意識について考えてみます。

誰しも自分が苦手だと思う人の話は集中して聴きにくいでしょう。

ですから、ソーシャルワーカーの自己覚知の演習の一環として、自分

がどのようなタイプの人が苦手なのかを点検しておくことは大切な

ことです。苦手意識は簡単にはなくなりませんが、苦手意識を自覚し

ておけば、自分の行動をある程度、コントロールすることができます。

また苦手意識を点検することによって、いままで、気づかなかった自分

の姿が見えてくることもあります。

特定のタイプの人が苦手という理由には、あなたの過去の経験に結

びついたものと、そうではないものとがあります。過去の経験に結び

ついたものには、たとえば「私の父親がこういうタイプだった、私は

父親が嫌いだった、だから父親と似たようなタイプの人が苦手だJと

いう気持ちの流れがあります。この場合、自分の父親への気持ちが、

そういうタイプの人への苦手意識につながっているのだということ

は必ずしも意識されていません。逆にいえば、それを意識化すること

によって、ある程度、苦手意識を克服できます。つまり「私が苦手な

のは私の父親であって、私の父親と似たようなタイプの人すべてが苦

手なので、はないJとはっきりと自覚することで、自分の行動を変える

ことができるのです。

過去の経験に結びつかないものとしては偏見が大きな問題になり

ます。とくにソーシャルワーカーは社会的に差別されている人の相談

を受けることが多いので、自分自身の偏見や差別意識に充分に気づい

ている必要があります。

また、私たちの友人関係の環境からの影響も考えるべきでしょう。

私たちは、友人は自分で選ぶことができます。話しやすい人とは話す

けれども、話しにくい人とは話さないでしょう。しかし、どういう人

が話しやすい人なのかということは人によって違います。

たとえば穏やかにしゃべり、相手が傷つくかもしれないと，思ったこ

とはできるだけ遠まわしに言う人は、自分の友人にも同じようなタイ

プの人を選ぶことが多いでしょう。そうすると穏やかにしゃべる人た
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ちばかりのなかで、その人は生活することになり、ますます遠まわし

に穏やかに意思を伝えるスキノレは発達します。しかし、ズケズケと物

を言う人に出会ったときに、その人とうまくコミュニケートするため

のスキルは長年使っていないために、さびついてしまっていて、結果

として意思疎通が充分に出来ないかもしれません。

逆に、なんでも，思いついたことをストレートに言う人は、やはり自

分と似たようなタイプの人を友人にもつことが多いでしょう。その人

たち同士では言いたいことを遠慮なく言っているので少々のことで

は傷つきません。そんな人が穏やかに遠まわしにしか言わない人たち

の聞に入ったら「なんでもズケズケと物を言う嫌な人だj というレッ

テルを貼られてしまうかもしれません。

こうして考えると、私生活のうえでは友人を選ぶことができて、自

分が苦手な人もある程度避けることができます。しかしソーシヤルワ

ーカーになれば自分が苦手な人に対して、その人の親友であるかのよ

うに親身になって傾聴の姿勢を示さなければいけません。とくに、ソ

ーシャルワーカーの対象者は、多くの人から「苦手な人j として扱わ

れてきていることが少なくないので、この点は重要です。

この授業のなかでも繰り返して言っていますが、ソーシャルワーカ

ーとして求められる人間関係のスキノレは、一般の人にとってはそれほ

ど必要がないものも含まれます。一般の人なら苦手な人は避けていれ

ばいいし、避けられなくても事務的に対処することができます。ソー

シャルワーカーは自分の苦手な人とも信頼関係を築かなければいけ

ません。この演習は、そのためのものだと理解してください。

以下、私が援助演習で出会ってきた学生たちの事例を含めて、伊jを

書き出してみます。

Case 1 

Aさんは子どもが苦手です。子どもは無遠慮に物を言い、少しでも甘い顔を

見せると甘えてくる「するい生き物」だという回象がAさんからはなれないの

ですロ Aさんlet自分の年の離れた妹との関係が悪かったので、それが自分の子

どもへの気持ちに影響レているのかもしれないと思っています。

Case 2 

Bさんは老人が嫌いです。敏だらけの手でさわられると背筋力唾くなると言

います。レかし、社会福祉学科の学生としてそんなことは友人にも言えません。

彼女の祖父母は彼女の両親と関係が悪く、めったに会うことはありません。面
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親から祖父母の悪口を小さいころから聞かされてきたことが影響しているのか

もしれないとBさんは考え始めています。

Case 3 
Cさん（女性〉は男性が嫌いです。異性に関I~＼がないわけではなく、交際し

ている恋人もいるのですが、その人と父以外は、自分の近くにくるだけでも落

ち着かないのです。中学ち高校ち女子校だったので、それと関係があるかちレ

れないとCさんl立言っていましだ。

Case 4 

Dさん（女性〉は逆に、女性が苦手です。男性は理性的に話すことわTできる

が、女性は感情的で理解レにくいと、 Dさんは自分ち女性であるにちかかわら

ず考えています。実際、 Dさんには女性の友人は 1人か2人しかいません。あ

とは男性の友人ばかりです。女性の話を聞いていると、その「女臭さ」が鼻に

ついてイライラしてくるそうです。

Case 5 

Eさんは「頭の良さそうな人」や「社会的に権威がある人」力T苦手だそうで

すロ伺か言うと、すぐにパ力にされそうなので、黙ってしまいます。彼女の父

親は自分の知識を家族に自慢する人でレた。 Eさんの目の前で、父親は毎日の

ように母親を「教麓がない」とパ力にしたように笑っていました。きっと、そ

のこと力頓に残っているのだと思います。

Case 6 

F君は「美人」力T苦手なのだそうです。相手が「美しい」人だと、その容姿

に目がいってしまい、傾聴できないそうです。また「見とれていることを悟ら

れないようにしよう」と意識するあまり、変にぎこちなくなってしまうそうで

す。 「ちしクライエントが美人だつだら、とてもワー力ーとして援闘できそう

にない」とF君は言っていましたロ

Case 7 

Gさんは「軽そうな人」力T苦手だといいます。 「軽い人」とは、耳にいくつ

も穴をあけてピアスをしたり、髪を金髪にレ疋り、高い上げ底の靴を履いてい

たりして、要するに派手な服装をレている人のことだそうです。 Gさんは「そ

ういう人は伺ち考えていないのではないかJと思ってレまって、話す話題が思

いっかないそうです。
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Case 8 

Hさんは周年齢の人が苦手です。年下の人となら、いくらでも話すことがで

きますし、相手が年上の人であれば、お話をうかがうようにレて話を進めるこ

とができます。しかし同年齢の揚合、対等に話すということが求められている

ような気がして不安を感じるそうです。対等に話すということがどういうこと

なのか、いまだによくわからないからです。

Exercise 1 

あなたがソーシャルワー力ーになったとき、どのようなタイプのクライエン

トが苦手になるかを想像レ語り合いなさい。そのとき、自分が思いあだる理由

があれば、話せる範囲で、それも話してみてください。
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苦手なクライ工ントの感情
“あなたを不安にさせ、苛立たせるもの”

21 

前回、あなたを不安にさせるクライエントのタイプを取り上げました。

傾聴を妨げる内的要因として、もう一つ重要な問題があります。それ

は特定の言葉や話題ではなく、特定のタイプの人でもないのですが、

特定の感情や、それに伴う態度を前にして傾聴が難しいということで

す。

この問題の裏には感情やそれに伴う態度に関連する価値観がしば

しば隠れています。その価値観がクライエントの特定の感情や態度を

受け入れるのを難しくさせているのです。その価値観を明らかにする

ためにスーパーパイザーとの対話を想定してみました。

Case 1 

Aさんは泣いている人に耳を傾けるの力T苦手ですロ j戻を見ると、すぐに根拠

の無い慰めの言葉を言ってしまいます（たとえば「きっと、なんとかなります

よ」 「いつか、いいことがありますよ」など〉。泣いている人を前にすると、

どうしていいのかわからす、オ口才口してしまいます。

S：：オロオロレてしまうということですが、具体的にどういう動きをされる

のですか。

A：お茶を入れたり、窓を開けだり、閉めたり。ティッシユを差レ出すこと

ちあります。

S：そういうときはどういうお気持ちでされているのですか。

A：ううん。ちう、泣くのはやめてくれ、という感じですね。

S：自分の前で泣かれると辛いわけですか。

A：泣いたほうもきっと後悔すると思うのですねロ

S：どういうことですか。

A：つまり、泣いて、後悔することつであるでしょう。

s：あなたは相手のかたのことをおっしゃっているのですね。

A：ええ。

S：私が聞いているのはあなだの気持ちです。クライ工ントがあなたの前で

泣いているとき、あなたはどういう気持ちですかという質問です。

A：ああ、そうでレたね。ううん。どんな気持ちなんでしょう。
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S：ええ〈と、聞をおく〉。

A：悪いことをレてしまったという罪悪感ですかね。泣かレてしまって、悪

かったという気持ちでしょうか。

S：クライ工ントは泣いたことで、あなたから傷つけられだということです

か。

A：いえ、それはわかりませんけど。ただ、やっぱり泣いて後悔するのは、

あなた自身だよという考え方があるんでレょうね。

S：あなた白昼ち、人前で泣いだら後悔すると思っているのですねo

A：；ええ。私は人前では決して泣きませんから。泣いたら、負けだと思って

いますね。

S：それはあなだ自身の考え方ですね。感情を表現できるということは、信

頼関係をつくる第一歩です。私は、クライ工ントがあなたの前で泣くこと

カtできたということを、プラスに考えていますよ。

A：私は、小さいころから親に「泣くな！ 泣いたら負けだよ！」と教えら

れてきましたから。平気で人前で泣く人の気持ちがわかりませんね。

S：では、あなた白星は「平気で人前で泣く人」に対して、どういう気持ち

をもっていますか。

A：だから、いま言いまレたように、よくわからないんです。

S：よくわからない、というのは気持ちではありませんね。

A：気持ちですか？ 〈間〉 怒り．ですかね。

S：怒り、ですか。もう少し、詳しく言ってくれますか。

A：つまり、なんで私の前で泣くんだよ！ 私にどうしろっていうんだ！ 泣

いたって私は、あんたのだめに伺ちしてあげないよ！

S：甘えるなよ！ということですか。

A：そうですね。軽蔑の気持ちも少しあったかもしれません。

S：小さいころ、あなたに「泣くな！ 泣いたら負けだよ！」といってき疋、

あなたのご両親も、あなたが泣いだときに同じような態度をとっていたの

かもしれませんね。

A：ええ、そう言われれば、そうですね。泣くと、叱られて、それから無視

されていました。親が私にとっていた行動を、そのまま私ち他人にやって

いるわけですか。

S：そうかもしれませんね。

Case 2 

Bさんは怒っている人が苦手です。ソーシャルワー力ーのBさんl立、夫に非

常に腹をだてているCさんの面接を行いました。 Cさんは「私の夫は家事をほ
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とんどしない。共稼ぎなのに、私が家に帰ってくると、ゲームに夢中で、私が

夕食をつくってお風Eの用意をして、布団を敷くのを待っているだけなんで

す」と、たいへんな剣幕で言い続けます。 Bさんはその怒りが自分に向けら

れているのではないことは理解していましたが、その怒りの勢いに圧倒され

て、頓服することはできませんでした。

Case 3 

ソーシャルワー力ーのDさんlま愚痴っぽい男の人は前から嫌いでレた。夫に

も、息子にも「愚痴をポソポソいう男は最1~よ！」と、繰り返し言っていまし

た。そんなときDさんは自分と同じ年齢ぐらいの男性であるEさんから相談を

受けました。 Eさんは自分の母親がひとり暮らレで痛弱なのですが、自分の婁

は同居を快く思っていないということをボソポソと愚痴を言うようにいいはじ

めました。 Dさんは、 Eさんのその態度にイライラしてレまい、傾臨できませ

んでした。

Case 4 

Fさんは精神障害者の社会復帰機関に勤務するPSWでした。そこでは社会

復帰をし始めている障害者疋ちが、夕食時に食事をしにきて、ワー力ーから生

活のアドバイスなどを受けたりするのでした。 Gさんは、その機関をよく利用

していましたが、ここ数日、 Gさんが最近、同棲しはじめたという女性との生

活を、ほんとうに嬉レそうに話すのでレた。 Fさんは自分は「困っている人」

の話を聞くために働いているのであって、ノロケ話を聞くために働いているの

ではないと思うと、うんざりして、 Gさんを避けてしまうのでレた。そのうち、

GさんもFさんの態度に気がついて機関を利用しなくなりました。

Case 5 

大学生のHさんは無気力な人を見ると許せなくなります。クラスメートの l

さんが「留年になるかもしれない。どうしょうかな」と悩んでいるようなので、

喫茶店で話を聞くことにしました。 lさんは「留年は嫌だけど、擾業も面白く

ないし、単位をとる自信もない。大学を中退しても、しだいこともないし、ア

ルバイトち疲れるだけで興味がもてない」と言います。そレて「とりあえす、

一番単位をとりやすい科目を履修するために情報を集めようかと思っているけ

ど、そのために大学にくるのも面倒くさい」。だから「なんとか、してくれな

い？Jというのが lさんのお願いでした。 Hさんは、 lさんの無気力ぶりに腹

がたち、途中で傾聴することもパ力パ力しくなりました。
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Case 6 

Jさんは、 30代前半のKさん（女性〉の面接をレました。同居している老

親の介護の相談でしたが、別居しているKさんの姉の話になると、 Kさんは暗

い顔をレて言いました。 「姉は若いころから美人で有名で、男性からとても人

気があつだ。一流大学を出て、一流企業のエリート社員と結婚した。子どちは

2人とも女の子で、お人形のように司愛い。相手の旦郡さんの両親は他界して

いて介護の山配はない。給に描いたような幸せな人生」という。それに比べて

「私は美人でもなく、出た大学ち有名ではない。年齢のことも考えて妥協して

結婚し疋が、相手は小さな店の店員だ。子どもは男の子ばかり 3人で、ケン力

ばかりして、家のなかはメチャクチャ。姉の生活と比べて、あまりに落差があ

るので、とても穆めだ」という。 JさんはKさんの姉への蓑望の気持ちを傾聴

できす、途中で話を切ってレまった。

Case 7 

しさんは、夫の介護の相識に来たのですが、自分の家は地域では由緒ある家

柄なので福祉サービスなど受けていることを地場に知られだくないのだと言い

ます。ワー力ーが「福祉サービスを受けることで伺ち馳すかしいと思う脳要は

ありませんよ」と言うと、それはワー力ーがしさんの家柄を理解レていないの

だと思い、自分の家は「他のそこらへんの家とは全く血筋が遣う」ことを強調

し、親戚縁者がいかに出世しているかといっ疋話をします。ワー力ーには、そ

れは「くだらない話」のように聴こえてしまい、しさんの気持ちを受け止めら

れませんでした。

Exercise 1 

あなたがソーシャルワー力ーになつだとき、クライエントのどのような感情

や態度が、傾聴の対象として苦手になるかを想像レ書き出してみなさい。また、

その裏にどのようなあなたの価値観があるのかを考えてみなさい。

Exercise2 

スーパーjTイザーとワー力一役に分かれて、ワー力ーが傾聴の対象とするこ

とが難しいクライ工ントの感情について、この演習で紹介したスーパービジョ

ンの事倒を参考にロールプレイしてみなさい。
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Trigger wordを知る
“私を不安にさせる特別な言葉や話題”

ここまで苦手なクライエントのタイプ、また苦手なクライエントの感

情を点検してきましたが、最後に自分がどんな特定の言葉や話題に対

して苦手意識をもっているかを点検してみましょう。たとえば、以下

のような例があります。

Case 1 

社会福祉協議会に勤めるワー力ーのAさんは高校時代に、学校でひどい「い

じめ」にあっていました。いまでも、それを思い出すと曲が混乱レてレまいま

す。さて、夏のボランティアを希望する高校生を集めて、方リエンテーション

としてグループワークをレていたときのことです。学校生活のことをAさんが

話題にレたとき、高校生疋ちは「いじめ」について誰ともなく語り始めました。

Aさんは、その話し合いを聞いているだけで山臓がドキドキして、その揚にい

られなくなりまレた。

Case 2 

老人福祉施設に勤めるワー力ーのBさんは、在日中国人のボーイフレンドと

結婚する予定でしだ。回想法を使ったグループワークをデイケアセンターに集

まった利用者を対象に行い、それぞれの生きてきだ人生のお話を聴くことに喜

びを感じていまレた。あるとき利用者のCさんが、戦争中の上海で経験したこ

とを面白おかしく詰レました。その語り方にBさんは、反発を感じまレ定。ま

た、それを他の利用者もニコニコと笑って聞いていたので ccさんの思い出話

に自分の過去も思い出レ、それで笑っているのだろうということは理屈では理

解できたものの〉、 BさんはCさんを吉め、利用者がみんな嫌いになってレま

いまレた。

Case 3 

MSWのDさんlま慢性患者を対象にしたグループワークを行っていましだ。

セッションのなかで、男性患者の聞で次のようなやりとりがありまレた。

E：早く元気になって、ヨーロッパでも旅行レ疋いね。

F：あんたは、そんなところよりもフィリピンに行きだいんじゃない？

G：なに？ フィリピン？ いまはタイのほう力t安くていいらしいよ。
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E：おいおい、失礼なことを言うなよ！

と、一周は大笑いになりました。 Dさんは発展途上国を見下しているような、

このような会話に非常に腹がたち、それ以降のグループワークでは傾臆するこ

とはできませんでした。

Case 4 

MSWのHさんは、母親につれられてきた女子高校生の lさんと面接をレま

した。 lさんは旺娠していて、中絶について相談にきたのでレ疋。 lさんは悪

びれ疋様子ちなく、簡単に「赤ちゃんをおろしたい」というので、 Hさんは怒

りとやるせなさで、相手の視線から問題を男ることはできませんでした。それ

どころかHさんは「中絶」という言葉ち口にすることができず、ケースワーク

を進めることすらできなくなってしまいまレだ。

Case 5 

イギリスで長く生活してきたワーカーのJさんは「外人」という言葉が苦手

です。中学生のときに日本に帰ってきて、日本の学校になじめす苦習し疋経験

があるからです。 「外人」というと「外の人」ということで日本人の排他的な

気持ちを表レているようにJさんには思えました。クライエントの人が「この

あいだ、外人に道を聞かれだんだ」と言つだだけで、動揺してしまうのでレ疋。

Case 6 

社会福祉協議会のワー力ーのしさん（女性〉は、両親の不仲のだめに小さい

ころから辛い思いをレてきました。とくに父親には家庭の外に親レい女性がい

るらしいことは気づいていて、母親に深い同情を感じていまレた。あるとき、

若い母子家庭のお母さんだちのグループづくりを担当することになりましだ。

子どもたちのだめのキャンブ活動の企画など、若いお母さんたちと楽しく仕事

ができていました。ところが、設笑レているうちに、活発にグループ活動の中

核を担っている二人のお母さんたちから「不倫」という言葉を聞いてしまいま

した。しさんは感情的に混乱レてレまい、それ以降、お母さんたちと自然に話

すことができなくなってレまいまレ疋。

Case 7 

家庭療育の相談に従事レているMさんは、中学生の肢体不自由児の母親Nさ

んの面接をしました。 Nさんは「上の兄のほうは東大生です」と言いましだ。

Mさんは、その一言を聞い疋だけでNさんを援助したいという気持ちカ鳴らい

でしまったことを感じました。 Mさんの兄ち東大生で、 Mさんは母親から、い

つも兄と比べられてとても嫌な思いをしてき疋のでした。



104 Trigger wordを知る

Case B 

Oさんは「児童虐待」という言葉を問いただけで、冷静ではいられなくなり

ます。原因はわかりません。

Case 9 

Pさんは「勉強」という言襲を問いただけで、体から汗が出てくるのを感じ

るそうです。小さいころから親から「勉強、勉強」と言われ続けていたからか

もレれないとPさんは思っています。

Case 10 

ワー力ーのQさんには「電車」という言葉が特別な意味をもっているようで

す。どうやら人には言えないほど辛い体験を電車のなかでレたようなのです。

そのため、クライ工ントが「朝 10時の電車に乗ってきました」と言うのを聞

いただけで、頭のなかはしばらく真っ白になってしまい、クライ工ントの話ち

耳に入らなくなってレまいます。

Case 11 

ワー力ーのRさんは父親の酒癖の悪さで小さいころから苦しんできました。

酒に酔って帰ってくると、きまって母親に暴力を撮るっていました。酒さえ飲

まなければ優しい父でレた。Rさんは、そのためお酒を白から憎んでいました。

テレビでお酒のCMが流れているのを見るだけで腹がたちますし、同僚が「酒

でも飲みにいくか」と言い合っている声を聞くだけで、落ちつかなくなります。

以上、例を出しましたが、このように、クライエントが発する特定

の単語や語句、態度がワーカーの気持ちを乱し、傾聴することを不可

能にするものは「誘発語」（凶ggerword)と呼ばれます1。どのような

優れたワーカーでも、そういった特別な言語や話題があるようです。

必要なことは自分自身で前もってそのことを自覚しておき、その悪影

響を最小限に抑えることでしょう。

1 Nelson・Jones, R. (1997). Practical Counselling and Helping Skills: Text and 
Exercises for the Lifeskills Counselling Model (4th ed.). London: Cassell, p. 105. 
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Exercise 1 

あなたにとってtriggerwordは伺なのかを考え、次のページに書き出レてみ

なさい。そレて自分が冷静に話せる範囲内で、その理由などをグループに対し

て話レてください。
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要約演習

“ポイントをつかんで返します’

さてlistenings恒llsの演習も仕上げの段階に入ってきました。ここで

はクライエントの言ったことを要約する練習をしてみましょう。

要約は簡単なことではありません。その理由のひとつは、クライエ

ントが自分の話を整理して話してくれるわけではないことです。とく

に混乱したクラエイントは話があちこちに飛んだり、途中で切れたり

しますので、ワーカーは自分のなかでクライエントの話を構成しなお

しながら聴くことが必要になります。

また、クライエントは重要なことを言う前に、言い訳のような重要

ではないことを何度も言うことがあります。その場合は、言い訳の部

分は要約のなかに入れなくてもよいでしょう。それが言い訳かどうか

を判断するには話の全体を聴いてからになりますので、それも容易な

ことではありません。

要約には短期記憶あるいは作業記憶がワーカーの側に求められま

す。心理学の理論によれば、記憶には長期記憶と短期記憶があります。

長期記憶とは昔のことを覚えていることで、短期記憶は、いま聴いた

こと、見たことを短期間だけ覚えることです。人が作業をするときに

はこの短期記憶が重要になるため、作業記憶（workingmemory）とし、

うこともあります。要約のためにはこの作業記憶が重要になります。

この作業記憶は記憶が数分間にわたって続くことが多いため中期記

憶と呼ぶ人もいます。クライエントの話を聴いていても数分前に聴い

たことを忘れてしまうと、要約はできません。集中力を高めて聴くこ

とが必要です。

この演習をすると、記憶ゲームをするときのように、恐い顔になっ

たり、記憶するために目を伏せて集中したり、あるいはメモをとった

りする人がいるのですが、傾聴における non・verbal messageにも充

分に配慮してください。
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Exercise 1 

私が言う人の言葉から6点のポイントを選び出レ、それを以下に書きとめて

ください。ただし、聴いているときはメモをとらず、私のほうを見て、うすづ

くなど、 non-verbalmessageを出レながら臆いてください。

A：ある学生が、教員から「あんまり慢業には出ていないみたいだね」と言

われて、筈えたこと。

B：実習生〈女子学生〉が皐体障害者施設で施設職員に「あまり積極的に実

習に取り組んでいないみたいだけど、どうレたの？」と言われて、筈えたこと。

C：痛院への就職を迷っている女子学生が教員から「このあいだ、あなたに

勧めだMSWの就職だけど、先方に就職するかどうかの返事はレたの」と聞か

れて、筈えたこと。
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模擬面接 60分

"Listening skills演習の仕上げとして”

ここまでlisteningskillsについて学んできました。さていよいよ、こ

のスキルを実際に使って、人の話を聴いてみましょう。

【すすめかた】

1. くじ引きによって、スーパーパイザ一役（S）とワーカ一役（W）、

そしてその組み合わせを決めます。

2. 初対面という前提で、出会いの挨拶から始めて、 60分間、模擬面

接を行います。

3. 面接は、ワーカーが自分の triggerwordsについて語り、考察す

ることをスーパーパイザーが援助するという状況であるとする0

4. ワーカ一役になった人がどうしても自分の tri~ger wordsについ

て語れない（語らない）場合は、苦手なクライエントのタイプ、

苦手なクライエントの感情に焦点をあててもよい。

5. これらの話題から、模擬面接の後半は、ワーヵー役になった人が

ワーカーとしてクライエントに傾聴するときどんな点が自分にと

って克服すべき課題になっているかと考えているかに焦点を当て

てもよい。ワーカーが、その課題をより深く考え語ることができ

るようにスーパーパイザ一役の人質問し、傾聴してください。

6. 60分たったら模擬面接は続いているという前提で「では、 00さ

ん、本日、おうかがいしたお話を要約させてくださいJと言い、

ワーカーの話を打ち切り、続けて要約を行う。

7. ワーヵー役の人はその要約を聴いて、ワーカーとしての感想を述

べ、互いに今回の話のなかで何がポイントだ、ったかを確認しあう。

8. ここまでで模擬面接は終わり。

9. あとは、まずスーパーパイザ一役が感想、を自由に述べる。それに

続いて、ワーカ一役の人がbody-voice-verbalの3つのレベルでの

フィードパックを行う。

10.ここまで終わったら録音を止める（全部で 70・80分ほど）。

11.授業後は、決められた書式にしたがって「模擬面接レポートJを

提出して下さい。
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【ワーカ一役になった人へ】

1. Trigger wordsは話しにくい話題であるはずですが、どうしても

話せない（話したくない）という場合は、苦手なクライエントの

タイプ、苦手なクライエントの感情について話してください。

2. 秘密保持は授業の最初の約束ですが、話す決心をされた場合は、

自分の責任でお話ください。 （たとえば、話したあと、あまりに

動揺してもその結果は自分で引き受けて下さい。）

【スーパーパイザ一役になった人へ】

1. 挨拶をして自己紹介するところから始めてください（互いに面識

がないという前提なので、ニックネーム等で呼び合わないこと）。

2. テープレコーダーの管理をしてください（60分間の面接と、その

後の要約、フィードパックを含めてすべてを録音すること）。

3. これまで演習で学んだ以下のことを思い出して行ってください。

ただし模擬面接ですから自然な感じで行ってください。

・自分のbody,voice messageを点検する。

• Listening blockをとる（アドバイスをしない、判断を押し付

けないなど。 I-statementで印象を返すのは良い。）

・Openers & small rewardsを使う。

・下手な質問をしない（目的のない質問、自分の関心から問う質

問、タイミングを無視した質問など）

・上手な質問をする（明確化の質問、詳しく聴く質問、個人的な

反応や意味を聴く質問など）

・自分の感a情の反応パターンで相手の感t情を想像しない。． 自分の個人的な価値観で相手の状況を判断しない。
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模擬面接レポートの書きかた

模擬レポートは2つの部分がから構成されます。前半は録音記録を基

盤にしたものであり、後半は自己反省の部分です。前半の録音記録を

書く場合には以下のことに注意して〈ださい。

1. 逐語で書き、非言語の描写も加えること

ケースワークでもカウンセリングでも、模擬面接を録音することで

技術を磨くことがありますが、その場合、逐語でテープ起こしをしま

す。以下、例をあげてみます。

CA：簡単すぎる倒〉

w：ワー力ーとレての適性で悩んでいます。

S: Iまい。

CB：適切な倒〉

W：うーん、やっぱり、ワー力ーとレての適性で悩んでいる、かな。 （笑い

ながら〉

S：はい。 （うなづいて〉

cc：整理が必要な倒〉

C：う、うーん、っと、やっぱ、う一、ワー力ーの一、お一、え一、適性で

は、なんていうのか、うーん、な、悩んでいる、ん一、かな、っとロヘ、

へ、へ。 〈笑いながら〉

W：はい。う、う、うー。 （うなづいて〉

例Aでは、簡単すぎて、ワーカーの発言のニュアンスが伝わってきま

せん。例Bでは、ワーカーがためらいながら照れくさそうにしている

様子が伝わってきそうです。例Cは、あまりに細かくテープ起こしを

しすぎていて、かえってわかりにくくなっています。したがって例B

くらいの程度で書いてもらいたいと思います。

2. ワーカ一役の名前等、個人が判別できるものを削ること

提出されたレポートは部分的に授業に再活用するかもしれません

ので、プライパシー保護のためにワーカー役になっている人の名前や、

ワーカ一役の人が特定されるような具体的な名称（たとえばその人が
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所属しているサークノレ名、ゼミの先生の名前など｝を消し、さらにス

ーパーパイザ一役になっている人の名前も削ってください。ワーカ一

役、スーパ｝パイザー役は、それぞれWとSで表してください。ただ

し、言うまでもありませんが、レポートの冒頭には提出者の学生番号

と名前が記入されていなければいけません（クライエント役になった

学生の名前は書かないこと）。

3. 録音記録に必要な場合は反省点も書き加えること

レポートの後半に全体的な反省を書いてもらいますが、その他に、

録音記録に付け足す形で反省点も書いてみてください。形式は特に定

めませんが、たとえば、次のような形で書くことができます。

w：うーん、やっぱり、ワー力ーとしての適性で悩んでいる、かな。 〈笑い

ながら〉

S：はい。 〈うなづいて〉 〔このとき、最後のフィードパックのときに指摘

されたことだが、私はクライエントの目を見す、下を向いていた。クライ

エント役の人からは、そのため話レにくかったと言われた。〕

4. 後半の反省点Iま、この授業で学んだ観点を活用して書くこと

自己流に「良かったJ 「悪かったJと判断しても、自己満足に終わ

ってしまいます。演習で学んだ「下手な質問J 「上手な質問Jの観点

など、これまで学んだことを復習するつもりで記録の分析を行ってく

ださい。

5. ワーカ一役の人に責任を転嫁しないこと

「相手が話してくれなくて、模擬面接がすぐ、に終わってしまったJ

「相手が何を話したらいいのかわからなかったみたいで行き詰っ

たJというように、面接がうまくいかなかったことをワーカー役の人

の責任にしてはいけません。実際のソーシヤルワークでは、クライエ

ントはもっと深刻な、話しづらい問題をかかえているはずです。授業

で学んだ「上手な質問Jやsmallrewardsを使って、話を引き出して

ください。
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声の点検
“言葉を運rS＼声という媒体”

ここまで聴くことのスキルについて学んできました。ここからは語る

スキルについて学びましょう。多くの人にとって語ることは声によっ

て行われます。しかし、私たちは自分がどんな声をしているのか、は

っきりとはわかっていないのではないでしょうか。

どの声にも、以下のような次元で特徴が考えられます。

・声の大きさ：大きいか、小さいか、聞こえる程度か0． 話す速さ：速いか、遅いか、ついていける程度か。

・声の高さ：高いか、値いか、金切り声か。

・声の質：ソフトな声か、ハスキーか。

・声の明瞭さ：はっきりレているか、もぐもぐレているか0． 声の抑揚：単調か、演劇調かロ

・アクセント：共通語か、方言か。

・流暢さ：どもっているか、繰り返レが多いか。

・使用語嚢：多いのは漢字語か、カタカナ言襲か、流行語か0． 口ぐせ：「でもね」 「だから」 「っていうか」

・性的特徴：甘え声、女性的語襲、男性的語嚢など。

Exercise 1 

あなだが思うあなた白星の声の特徴を右の表に書き入れなさい。

Exercise 2 

3-4人のグループになって、 Eいの声の印象を話レ合ってください。そこで

気づい疋ことを右の表に書き入れてみましょう。

Exercise 3 

ソーシャルワー力ーとして、望ましい声とはどのような声なのでしょうか。

話し合ってみてください。
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あなたがもっ印象 他の人がちつ回象

声の大きさ

話す速さ

声の高さ

芦の質

声の明瞭さ

声の抑揚

アクセント

流暢さ

使用語嚢

口ぐせ

性的特徴
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易体の点検
“気持ちを伝える最太の媒体”

からだ

前回は声について考えましたが、今回は身体について考えてみましょ

う。身体は人間のメッセージの 6割以上を伝えると言われています。

これは自分の身体を点検しないかぎり、自分のコミュニケーションも

点検できないということになります。身体は以下のような次元で特徴

が現れます。

・視線：凝視、にらんでいる、関山を示すように目を大きく開けて見て

いる、自をそらレている、横目でみる、上目でみる、のぞくように見

る、落ち着きなく目が動いている。

・表情：感情が現れている、空虚な感じ、笑っている〈温かい微笑、挑

発するような笑い、緊張した笑い、不安を隠すための笑いなど〉、敵

意力Tでている、冷たい感じ、赤面する。

・身体的距離：近い、遠い、近くなったり遠くなつだり不安定。

・タッチング：：書体に触れてくる、友好的なタッチ、脅すような感じ、

セクシャルな感じ。

． 身体の傾き：前かがみ、後ろにそるロ． 身体の方向：正面、横、ななめ。

・身体の動き：人形のように固い、落ち着きなく動く、静かに落ち着い

ている、背伸びをする、肩を動かす、爪を噛む。

・身体の緊張：緊張、だらつとしている、びりびりと神経質な感じ。

・身1"5¥り：畢ぶりが多い、少ない、変他に富んでいる、攻撃的な皐振り、

芝居がかった掘り。

・指の動き：髪をいじる、手をいじる、爪をいじる、指をはじく。

・服装：小ぎれい、派手、古着、だぶだ1"5¥、窮屈、フ万一マル、普段着。． 髪型： 7f¥サボサ、強く結んでいる、べっとりと油をつけている、手入

れしている、短い、前に垂れている、派手な色に染めている。

・化粧・装飾：色、ピアス、指輔。

・醇吸：速い、浅い、深い、息の音が聞こえる、咳き込む。． 臭い：汗の臭い、香水の臭い、タバコの臭い。

・汗：汗をかく、かかない。

・体型：やせている、太っている、筋肉質。背カ官い、 f~い。
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Exercise 1 

あなたが思うあなた自身の身体の表現の特徴を下の表に書き入れなさいロ（気

にレている人がいるかもレれないので、体型という項目は省いてあります。〉

Exercise 2 

3・4人のグループになって、互いの身体の表現を点横レあいます。

Exercise 3 

ソーシャルワー力ーとして、望まレい身体とはどのような状態をいうのでし

ょうか。話し合ってみてください。

あなたがもっ印象 他の人がもっ回象

皇体的距離・タッチング

皐体の傾き・方向

身体の動き・緊張・身掘り・指の動き

服装・髪型・佑粧

昭吸

臭い・汗・その他
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Shynessの点検

“自分のことを話すときのためらい”

前回は声と身体を使って話すことを考えました。次に、話す内容につ

いて目を向けてみましょう。

ソーシャルワーカーはさまざまな現場で活動しています。ですから

話す内容も多岐にわたっています。しかし、ひとつ共通のことがあり

ます。それは自分自身のことを話さなければいけないということです。

なぜなら、ソーシャルワーカーはほとんどの場合、機関を通じて実践

を行い、他職種と連携をとりながら動きます。ソーシヤルワーカーは

クライエントと諸社会制度との関係を援助する仕事なのですから、そ

れは当然のことでしょう。したがって、ソーシャルワーカーは自分自

身のことを語り、周囲の人に理解してもらわなければいけません。そ

こでこの演習では自分のことを話すための練習を何回かやってみま

しょう。

自分のことを話す二とは、まず自分についての情報を明らかにする

ことです。しかし、それだけではありません。自分の感情を出すとい

うことでもあります。また自分について話すことは自分を新しく発見

したり、っくり上げたりすることでもあります。

自分のことを話すことは人間関係において基礎的なことです。自分

のことを話さないかぎり、人は親しくなれません。自分のことを全く

話さない人に対して人は親近感をもちませんし、友人になりたいとも

思わないでしょう。また自分のことを話さない人に対しては、こちら

も何も話したくないと思うのが普通で、しよう。また自分のことを話さ

なければ困ることもあります。自分の権利や主張を通すときには、自

分のことを話さなくてはいけません。

さらに自分のことを人に話すことによって、人は自分自身を知るこ

とができます。カウンセリングは、そういう原理に基づいています。

しかし自分のことを話せない状況もあります。相手がいつも忙しかっ

たり疲れていたりする、相手があなたに無関心で、ある、聞く耳をもた

ない、じっくり話す時間も場所もないという状況では話したくても話

せません。

一方、環境には何も問題がないのに自分自身で声を抑えてしまうこ

とがあります。 「自分のことを話すときに困難を感じる傾向Jをここ
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でshynessと呼んでおきます。 「内気Jと訳すこともできますが、ど

んな人でも（たとえどんなに外向的な人でも）特定の状況において、

特定の話題についてshynessを感じるものです。自分自身の shyness

について考えてみるために以下のような演習をやってみましょう。

Exercise 1 

あなだはどんな人のまえで曲yne闘を感じますか。以下に当てはまるものが

あれば〆を入れてみなさい。

口母親 口父親 ロ兄弟 口姉妹

口祖母 ロ祖父 ロおじ ロおぱ

ロいとこ ロその他の親族

口蛮人〈配偶者〉 口親レい友人 ロクラスメー卜 口顔みレり

口近所の人 口見知らぬ人

口先輩 ロ後輩 口大学の教員

口同性 ロ異性

ロ年下の人 ロ年上の人 口同年齢の人

ロ障害のある人 口高齢者

口数量のある人 口権威のある人 口社会的地位の高い人

ロ無愛想な人 ロ話を聞いてくれない態度の人

ロ偉そうな人 口乱暴な人 口軽薄な感じの人

ロ派手な感じの人 口表面的な話しかしない人

ロあなたが魅力を感じだ異性 ロあなたとは価値観の遣う人

ロあなたより能力がある人 口あなたの過去を知っている人

ロあなだに気をつかいすぎる人

Exercise 2 

上にあげたような人の他に、あなたがshynessを感じてしまう人がいたら以

下に書いてください。
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Exercise 3 

どのような状況のなかで、あなたはshynessを感じやすいですか。以下に当

てはまるものがあれば〆を入れてみなさい。

口初対面の人と会うとき’

ロ人前で話すとき

ロ人から注目されたとき

ログループのなかで討論するとき

ロはっきりと自己主張しなければいけないとき

ロ相手に怒りを表現するとき

口相手を嘗めるとき

白人から評価されるとき（倒えば面接など〉

口聞けを求めるとき

ロパーティに出だとき

口異性と話すとき

日間性と話すとき

口同性とふたりでいるとき

ロ異性とふだりでいるとき

口性的な意味ではなく易体的接触があるとき

ロ自分の不得意な分野（活動〉が問題になるとき

口伺か失敗しだとき

ロ自分の噂話をきいたとき

口仕事として人と向かい合うとき

Exe re.信e4

上にあげ疋ような状況の他に、あなたがshynessを感じてしまう状況があれ

ば以下に書いてください。
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Exercise 5 

Shynessを感じとき、あなたは以下のどのような感情を持ちますか。以下に

当てはまるものがあれば J を入れてみなさい。

ロ怒り ロ恐怖 口抑圧 ロ照れ

ロ不安 ロ屈辱 口緊張 口罪悪感

口混乱 口危険 口苦悩 ロ落胆

口憂欝 口孤独 口馳

口困惑 ロ無力 口弱さ

Exercise 6 

上にあげたような感情の他に、あなだがshynessと同時に持ってレまう感情

があれば以下に書いてください。

Exercise 7 

Shynessはあなたの身体にどのように現れますか。以下に当てはまるものが

あれば J を入れてみなさい。

ロ赤面 ロめまい

ロ吐き気 口汗をかく

白血臓がドキドキ 口腹が痛む

口息をのむ ロ震える

口頭がポーッとする ロのどが渇く

口どちる ロトイレに行きたくなる

口視線が定まらない ロ無表情になる

ロ目を強くつ15¥る 口目の下が震える

口笑顔が消える 目指が動く

Exercise 8 

上にあげたような倒の他に、あなたの易体に現れる状態があれば以下に書い

てください。
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Exercise 9 

Shynessにとらわれているとき、あなたは自分自身のことをどのように者え

ていますかロ （「感情」ではなく「考え」であることに注意。〉以下に当ては

まるものがあれば〆を入れてみなさい。

ロこんな状態でもかまわない

口私は孤独な人間だ

口私はつまらない人間だ

口私は弱い人間だ

ロ私には自信がない

ロ私は人より劣っている

口私は傷ついている

ロ私は社交力t下手だ

口私は臆病だ

ロ私は話すべきではない

口私には何かが足りない

Exercise 10 

上にあげたような倒の他に、あなたが陥りがちな〈自分自身に対する〉考え

があれば、以下に書いてください。

Exercise 11 

Shynessにとらわれているとき、あなたは相手のことをどのように考えてい

ますか。 （「感情」ではなく「考え」であることに注意。〉以下に当てはまる

ものがあれば〆を入れてみなさい。

口いまの私の状態を許してくれるだろう

口私の身体の徴候（震えなど〉に気づいているだろう

口私を嫌いになるだろう

口私のことを男下すだろう

ロ私に対する興味を失うだろう

口私がどうするか見ているだろう

ロ私に不愉快になっただろう

口私を相手にしないだろう

口私を自分がし＇~＇ように利用するだろう
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口私はこの部屋から出た方がいいと思っているだろう

口私に対する信頼を無くすだろう

口私のことで相手ち困っているだろう

Exercise 12 

上にあげたような倒の他に、あなたが陥りがちな（相手に対する〉考えがあ

れば、以下に書いてください。

Exercise 13 

Shynessにとらわれているとき、あな疋はどのような行動をとっていますか。

以下に当てはまるものがあれば〆を入れてみなさい。

ロShynessにとらわれるような状況や人を避ける

口黙りこむ

口最小限のことしか話さない

ロ自分を見せない

口目をそらす

口よく笑う

口易体を硬直させる

口すぐに人に同意する

口小声で話す

ロその揚から姿を消す

ロ無関I~＼を装う

口気づかないふりをする

ロ他のこと（食事など〉に興昧があるふりをする

口相手に声をかけるチャンスを与えない

Exercise 14 

上にあげたような倒の他に、 shynessに対してあなたが取りがちな行動があ

れば、以下に書いてください。
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内なる壁に気づく
“話しにくい理由を考えてみよう”

ソーシャルワーカーはクライエントと社会とを結びつけていくわけ

ですから、あらゆるタイプの人と話さなければいけません。たとえば、

子どもたちと話すことが上手でも、その親たちゃ、児童福祉に関連す

る他の専門職と話すことが苦手では児童福祉のワーカーとして充分

に働くことができません。しかし、どんな人でも自分が置かれた状況

や話す相手によってはshynessにとらわれ、なかなか自分のことが話

せない状態になるということが前の演習でわかったと思います。

では、自分のことが話しにくい状態はなぜ生じるのでしょうか。そ

れは自分自身の考え方に原因があると、ここでは考えてみます。なぜ

なら次のように考える人は自分のことが話しにくくなると思われる

からです。

・少レでも面白くない話題になれば私は完全に軽麗される。

・自分について悪いことを少レでも話せば、質問されてポロカTでて馳をかく

にちがいない。

・とても感じのよい女性だと思われなければ、また一人、敵をつくることに

なる。

・みんなに野かれなければならない。自分を嫌う人力叱fとりでもいるという

ことは私には我慢力Tできない。

しかし、これは現実的な考え方ではありません。上の声に対抗して

「現実的な声jをあげるなら、次のようなものになるでしょう。

・話題力t面白いか面白くないかは相手の個性によるものだ。いつも面白い話

題を出すことはできるはすがない。相手にとって面白くない話題を出レて

も興味のない顔をされても、それで私が完全に軽蔑されるということもな

いだろう。

・どんな人聞にも欠点はある。それなのに完壁な人閣のふりをするというの

は不司能なことだ。自分について悪いことを話レて宅、それは普通のこと

だろう。また自分の悪いところを認めているという点で評価されるかもレ

れない。
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・人聞には好き嫌いがあるから誰からも好かれることはできないだろう。ま

疋、ある人から嫌な人間だと思われでも、それがすぐに敵をつくることに

はならないだろう。

・みんなに据かれることは望めない。自分を嫌う人がいるのは自然なことだ

レ、それを我慢することも社会的には必要なことだ。

Exercise 1 

以下のように考えるクライエントがいます。それぞれに対して現実的な声を

書いてみてください。ワー力ーとして、その声を相手に伝えることになります。

・第一回象で人は判断されるものだから、最高の状態でないかぎり初対面の

人とは顔を合わさないほうが良い。

・自分の知っていることを少しでも話せば、知識を自慢していると思われて

嫌われるだろう。

・知らない人から話しかけられだら、きっと迷惑だろう。だから私は誰にち

自分から話レかけない。

・どこの大学に通っているかを話さなければならなくなっ疋ら、自慢してい

ると思われるに違いないので、なるべく自分のことは話さないほうが良い。
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・会話の途中で話が途切れたら、おEいに気ますくなるので、会話は始めな

いほうが賢明だロ

・相手は私のことを苦手だと思っているかもしれないから、声をかけないほ

うが親切だ。

・無理に話しかけている雰囲気が少しでもあれば、相手は私のことを智しく

思い、困惑するだろう。だから話しかけないほうが良い。

・相手は私のことに関山をもっていないので、話しかけることは失礼だ。

・相手が異性の場合、非常に自然な感じで話しかけないと、別の意図がある

と怪しまれてしまい、後で面倒なことになるに違いないので、私には会話

を始めるのは不司能だ。



Helping Skills Training 125 

Exercise 2 

人と会うときに、あなだから自分のことを話すことを機関、不必要なま

でに緊張感を与える「声」を整理してみましょう。あなたに聞こえるそういう

「声」を書きあげ、それに対して現実的な声を書き入れてください。

自由を奪う声 現実的な声

2. 

3. 

4. 
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長所と欠点を話す
“自分のことを話す第一歩”

自分のことを話す最初の演習として、自分の長所と欠点をみんなの前

で話す練習をしましょう。私の経験では、特に女子学生は自分の欠点

を言うことには抵抗が無くても、長所について話すのは自慢している

ような気持ちになり、抵抗が強いことが多くみられます。しかし、就

職活動などでは自分の長所を言うことが求められますし、ソーシャル

ワークのなかでもチームワークを作るときに、自分に適した役割を期

待してもらうためには自分の長所を語ることが必要な場合も多いと

思います。

Exercise 1 

あなたの長所を、少なくとも5つ以上、書いてみてください。
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Exercise 2 

あなたの欠点を、少なくとも5つ以上、書いてみてください。

Exercise 3 

あなたの長所と欠点をグループのなかで語り合いなさい。最後に、語り合っ

たあとEいの印象がどのように変わったのかを話し合います。
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印象を語り合う
“！・statementを使いながら”

長所と短所を話すことができたら、こんどは人からどう思われている

か、互いの印象を話し合う演習をしてみましょう。ただ、その前に学

んでおかなければならない概念があります。それは！・statementです。

グ‘ループワークの授業でも学びましたが、互いの印象を伝えるときに

役に立つ技法のひとつです。

会話の言葉はIstatementとnon・I ・statementに分けることができ

ます。つまり I-statementは「私Jが主語になる言葉であるのに対し

て、 non・I・statementとは「私J以外を主語にした言葉です。たとえ

ば太郎くんと花子さんが口論しました。太郎君が「君も強情だなあJ

といえば、これはnon・I・statementであり、 「ぼくはがっかりしたな

あJといえば、これは！・statementです。隆くんは明くんとゲームを

して満足しました。隆くんが「このゲーム、面白かった？Jといえば、

これはnon・I ・statementであり、 「このゲーム、ぼくはとっても面白

かったなj というと、これは！・statementです。俊子さんはお母さん

の料理の手伝いをしていました。俊子さんが「あら、コップがこわれ

てしまったわJというと non・I ・statementであり、 「私、コップを壊

してしまったわj といえばI-statementです。

このようなI・statementを使うことによるメリットは以下の3点に

しぼることができます。まず、私という言葉を使うことによって自分

と他の人を区別することができます。私が考えていることと他の人が

考えていること、あるいは実際のことを区別することができるわけで

す。 「Aくんは、まちがっているj という言葉と「Aくんはまちがっ

ていると、私は思う」という言葉とは違います。次に「私Jという言

葉を使うことによって自分の発言に責任をもつことができます。さら

に「私Jという言葉を使うことによって、心理的な防衛機構を減らす

ことができます。言いのがれをすることができなくなるというわけで、

す。
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Exercise 1 

次の言葉を I-s阻tementに直レてみましょう。答えは状況によって違ってき

ますので、ありうるI・statementで力1まいません。

I. そろそろ夕食にしますか。

2. みんな、あなたにうんざりしているのよ。

3. ほら、そんなことをすると、恐い人に叱られるよ。

4. あなたは、いっち私をせかすのね。

5. あの人は私には冷たいわ。

6. テレビの音が大きすぎるんじゃないの。

7. 青白い顔をしだ男の人って嫌よね。

8. 今夜はにぎやかなパーティになるよロ

9. それは言い過ぎだよ。

10. 何を言っているんだよ！

11. お母様ち、きっと、あなだの彼がお嫌いだと思うわロ

12. この給が｜まレいですか。

13. あいつらが、 lまくをだましだんだ。

14. 値女がぼくをそこまで追い詰め疋んだ。

15. 私たちはそんなプランには参加できない。

16. みんな、あなたのことを好きだよ。

17. ぼくのガールフレンドに赤ちゃんができちゃった。

18. みんな君のせいだ。

19. 今夜は素敵な夜だね。

20. 君って、おとなしいんだね。

21. どうして、こんなことをしたの！〈怒って〉

22. いつまで、こんなところにいるつもり？（苛立って〉

23. 今日はいい天気ね。

24. ぐずぐすレないでちょうだい。 （外出しようとするとき、家族に〉

Exercise 2 

グループで円をつくり、ポールを誰かに投げながら、適当な non-I-statement

を言います。そのポールを受け取った人はそれをすぐに I・statementになおし

ます。 5秒以内にそれをするというようなルールをつけ加えても面白いかもし

れません。
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秘密を語る
“クライエント体験をレてみよう”

「話す」演習の仕上げとして秘密を語り合うことをやってみましょう。

この演習の目的は深い自己開示をしてもらうことと、あまり親しくな

い人に自分の秘密を話すときのクライエントの不安を疑似体験して

もらうことです。

自己開示は相互的なものが多く、一般的には相手の自己開示の程度

に応じて、こちら側も自己開示をするというバランスがとれた状態で

進んでいきます。例えば、 Aさんと Bさんが向い合ったとしましょう。

Aさんが少し自分のことを話すと、 Bさんもすこし話します。 Aさん

はそれを見て、またもう少しだけさらに自分のことを話します。 Bさ

んは、それに対して、それと同じくらいにまた少しだけより多く自分

を開いて話すことになります。そのプロセスを続けていって、あると

ころで、 Aさんは、もうこの人とはこれくらいのレベルで話せばいい

だろうと思えるところで自己開示を止めます。それ以上、深くっつこ

んだ話はしないということです。すると、それを見たBさんはやはり

そこまでの話にします。ここでAさんと Bさんは互いに満足できる自

己開示のレベルに合意できたわけです。それからあとはAさんと Bさ

んは同じようなレベルの話をつづけて、話題がひととおり終われば、

そこで会話が終わります。このように人間関係においては、お互いに

自己開示のレベルの交渉があるのだといっていいでしょう。

こういったことが生じる一つの理由は、人はお互いに同じ程度の自

己開示を求めるものだということです。一方的に話す、一方的に聞く

ということは難しいのです。ソーシャルワークなどの専門的な援助関

係においても、ワーカーは「いまここでJ(here and now）の感a｜育を開

示する等によって、クライエントとバランスのとれた自己開示を行う

ことができます。 （クライエントが過去の生活体験を話してもらうた

めに、ワーカーが自分の過去の生活体験を話すということでは必ずし

もありません。）

もうひとつの理由は自分のことを相手に話すということの「意味あ

いJからくるものです。つまり自分のことを相手に話すのは、相手へ

のプレゼントであると考えることもできます。相手は、そういうこと

も自分に話してくれるのかと心を動かされ、それによってあなたへの



Helping Skills Training 131 

信頼感や親近感が増して自分も自分のことを話そうという気持ちに

なります。また相手がもっと話したいと，思っているとき、あなたが自

分のことを話すと自分もあなたにそんな深いレベルのことを話して

もよいのだと安心することができるのです。

Exercise 1 

自己開示のバランスを体験してもらうだめに以下のような演習を行います。

ます数人のグループに分かれます。グループのなかでは話す順番をきめておき

ます（右まわり、左まわりなど〉。各自、以下に並べた話題について、グルー

プのなかで話すときの据抗の大きさについて、定められた基準で点差買をつけま

す（括抗が小さいときは 1点、据坑が大きいときは5点〉。

グループのなかの一人（A）が、自分が1点または2点をつけた話題をひと

つとりあげて話をします。

次の人（8）は同じ話題で話をしてもいいレ、話題を変えてもかまいません。

話題を変えるときには自分が1点か2点をつけた話をすることにします。

その次の人（C）は、同様に、 Bと同じ話題で話をするか、あるいは同じレ

ベルの話題を続けるか、あるいはもっと深い話（前の話題の点叡よりも1点高

い話〉に切り替えます。

こうして順番をまわしていくうちに、ある段階で話せなくなるかもしれませ

ん（つまり、それ以上深くは話せない段階になる〉。そこで話し合いは終りま

す。そこが、そのグループの話し合いの深さの妥協点だといえます。各自、最

後の話題には何点をつけていたのかをグループのなかで公表します。同じ話題

でち、つけている点数は人によって違います。ですから、患に話が深刻になっ

たり、あるいは逆に軽くなったりする経験をすることでレょう。 （以下、事例

をあげておきます。〉

A：じゃあ、私の大失敗から話レます。 CAはこの話題に 1点をつけていた。）

実は、このあいだ寝坊してバイトに遅れてしまって．．．（以下、略）じゃあ、

Bさん、お願いします。

B：はい。穴失敗かあ。 (8はこの話題に4点をつけていた。〉いま、つきあ

っている人と別れだいと思っていて、それで土曜日の夜に会ったんだけど、

なかなか．．． 〈以下、略〉

c: ccは大失取という話題に2点をつけていだが、 Bの話の内容を聴いて、

2点より高い 3点をつけた話題を探して、それを話すことにする〉じゃあ、

私は、母に対する感情について話しますロ （以下、略〉

D: CDは母に対する感情に5点をつけていた。〉困ったなあ。じゃあ、私は
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「U/lllすかレい行為」についてお話レます。 CDはこの話題に5点をつけてい

走。 5点の話題で話しにくいので、話せる部分だけを話すことにする。〉

点数の基準

このグループでその話題について話すことに対レて、

揺抗がない 1点

どちらかというと括抗がない 2点

とちらともいえない 8点

どちらかというと括抗がある 4点

括抗がある 5点

口家の経済状態 ＜ ＞ロ性格の欠点 ＜ ＞ 

ロ親の教育レベル ＜ ＞口自分につけられ疋あだ名＜ ＞ 

口両親の夫婦関係 ＜ ＞口いじめられた体験 ＜ ＞ 

ロあなたの出身地 ＜ ＞口あなだの過去の性体験 ＜ ＞ 

ロあなたの自宅の広さ ＜ ＞口あなたの絶望の体験 ＜ ＞ 

ロあなたの趣昧 ＜ ＞ロ他の人の批判 ＜ ＞ 

ロ野きなテレビ番組 ＜ ＞ロあなたの大失敗 ＜ ＞ 

ロ所属レている宗教 ＜ ＞口自分の健康 ＜ ＞ 

口あなたの同性の友人 ＜ ＞口死についての思い ＜ ＞ 

口あなだの異性の友人 ＜ ＞口あなだの留年の司能性 ＜ ＞ 

口恐かったこと ＜ ＞口大学の教員の印象 ＜ ＞ 

口過去についだ嘘 ＜ ＞口在日外国人の印象 ＜ ＞ 

口あなだが憎んでいる人＜ ＞口学業への満足・不満 ＜ ＞ 

ロ怒っていること ＜ ＞口あなだの家庭生活 ＜ ＞ 

ロ落ち込んでいること ＜ ＞口あなだ力漕した単位 ＜ ＞ 

口幸せに思うこと ＜ ＞口恥lすかしい行為 ＜ ＞ 

ロ迷っていること ＜ ＞口罪の意識を感じること ＜ ＞ 

口あなたの将来の希望 ＜ ＞口あなたが尊敏する人 ＜ ＞ 

ロあなだの劣等感 ＜ ＞ロあなだの政治的姿勢 ＜ ＞ 

口魅力を感じている異性＜ ＞ロあなだの優越感 ＜ ＞ 

口あなたの差別意識 ＜ ＞口あなたの親友 ＜ ＞ 

口身体についての感情 ＜ ＞口あなだの孤独感 ＜ ＞ 
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この演習はかなり厳レいものですので、以下のことlこ注意レて行ってくださ

い。

1. 無理をレないこと。話す場合は、自分で話レ疋という責任をもってくださ

い。無理強いさせられたという気持ち力T残らないようにしてください。

2. 5点の話題を選ばざるをえない状況になった揚合、充分に自分の気持ちに

耳を傾けて話題を選ぶこと。どうレてもそれ力潜レい揚合は「1点下げさ

せてください」という宣言をレて、 4点の話題を話してもよい。 〈「2点

下げさせてください」という宣言で、 3点の話題を話レても良いことにレ

ます。〉

3. 聴いた話は、その揚かぎりにして忘れること。授業が終わったら、その人

と2人だけの揚面！こなっても、それを話題にレないこと。守秘義務は言う

までもありません。



134 

32 

Assertionとは伺か
“はっきりと自己主張する疋めに”

「話す」演習を終えたところで、次に自分の主張を通す演習をしてみ

ましょう。これはassertiontr出n血gあるいは assertivenesstraining 

として広く行われている演習です。アサーションについてはすでにグ

fレープワークの授業で概略は学びましたが、復習のためにもう一度、

書いておきましょう。 Assertion（本によっては assertivenessと書か

れています）とは簡単にいえば、攻撃（aggression）でもなく抑圧

(inhibition）でもなく自分をはっきりと主張することだと言っていい

でしょう。

Exercise 1. 

あなたがどれくらいアサーションできているか〈アサーティブな人なのか〉

を点検するために、以下の聞いに笛えてくださいロ日立い」の揚合はOを、「い

いえ」の場合は×をつけてください。深く考えず、 Oか×のどちらかをつける

ようにレてください。

1. 私は頼まれると嫌とは言えない性格だ。［

2. 悩んでいる人からの長電話は、自分が迷惑していても自分から切ること

力Tできない。［ ］ 

3. 友人から「お金を貸してほしい」と言われると、貸レ疋くないときでも

貸してしまう。［ ］ 

4. 店で買った物が、不良昂だったと気づいても、よほどのことがないかぎ

り文句は言わない。［ ］ 

5. 自分から相手に不満を伝えるとき、レばしば「あなたは結題、伺が言い

疋いの？」と質問されることが多い。［ ］ 

6. 忙レくても、用事を頼まれると断れない。［

7. 相手がしていることで自分力T不愉快に感じていても、それを注意すると

相手が傷つくと思われるときには、自分が我慢すればいいと思う。

［］  

8. 黙っていても、いつか相手に自分の気持ちは伝わると信じている。

［］  
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9. 誰かと衝突レそうなときは、その人を避けることばかり考える。［

10.自分の意見が受け入れられないと思ったら、すぐ黙ってレまう。［

11.私は、人lこ対レてキレル（怒りを爆発させる〉ことがある。［ ］ 

12.相手と意見が異なると、怒りの感情力噌自に出てしまい、たいてい議論に

ならない。［ ］ 

13.誰かに不満を言おうとすると、怒りや悔レさの涙がこみあげてきて言襲

にならなかったことがあるa [ ] 

14.好きではない人と話レていると、どうレても声力鳴くなる。［

15.私は「怒ると思い人だ」と、まわりから思われているようだ。［

16.人に注意をするときは、いつも相手を過度に責めてレまう。［

17.怒りを爆発させると、自分の揚含には、問題が一気に解決すると思って

いる。［ ] 

18.意見変換のときに、いつのまにか口論になることがある。［

19.ふつうに話しているのに、人からは「怒っている」と思われることがあ

る。［ ] 

20.相手との話レ合いで、興雷レて、物を投げたり、壊レたりしだことがあ

る。［］

Exercise 2 

Exercise 1のうち、 1-10、11-20でそれぞれにおいてOをつけた数を鍛

え、その感想を隣の人と話し合いなさい。

責任をとること

アサーションは、あなたの要求や気持ちを率直に表現する能力であり、

他の人の権利を不当に侵害することなく自分の権利を主張すること

です。このとき抑圧Cinhibition）と攻撃（aggression）とは区別します。

抑圧とは感情や考えを押し殺してしまうことであり、攻撃とは敵意を

むきだしにして他者を傷つけようとすることです。上の演習問題でい

えば 1・10が抑圧、 11・20が攻撃に関連します。

アサーションは自分の権利を主張するだけではなく、責任の問題に

も関係します。つまり自分自身のことをはっきりと言うということは

自分を選ぶことであり、人間として自分の生き方に責任をもっという

ことです。

たとえば実習先を決めるときに、実習担当教員と相談して決めます

ね。そのとき自分がどこに行きたいのか、はっきりと言うことは自分
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の自己決定の権利を主張することであると同時に、自分がそこに行き

たいと言ったという責任をとるということです。 「どこに実習に行き

たいですか」と聞いても、 「どこでもいいですJとか小声で言って、

はっきりしないときに「じゃあ、ここにする？」と私はすすめて、学

生さんが断らないので、それでいいと，思って話をすすめると、あとで

「自分はそんなところに行きたくはなかったjと苦情を言われて困っ

たことがあります。はっきり言うことは自分で責任をとることでもあ

るわけです。

アサーションが単に自分の権利を主張するということであれば互

いに自己主張しあうばかりの人聞があっまった世界ができてしまい

ます。しかしこれは同時に責任をもっということでもあるのです。し

たがって、ここで権利と責任のバランスがとれているのです。

アサーションのための前提条件

次に正しいアサーションを行うための前提条件を見てみましょう。ま

ずは自分の考えや感情を認めることです。自分自身の本当の考えや感

情をつかんでおかないと、それを主張することはできません。 「自分

はこう考えているはずだ、こう感じているはずだJということを主張

してしまうことがあります。たとえば親の感情や考えを自分自身の感

情や考えだと思いこんで、それを主張してしまうことがあります。

次に、誤った価値観から抜け出ていることです。たとえば女性は自

己主張をしてはいけないとか、男性は悲しんでいる感情を出してはい

けないといった誤った価値観から自由になっていることが大切です。

また自分について語ることも必要です。自分についての情報を相手

に与えて人間関係を発展させていく能力がないと、アサーションはで

きません。相手を傷つけるために自己主張をするのではなく、よりよ

いコミュニケーションのためにアサーションをするのです。

さらに自分の要求を伝えていくことが必要です。自分が何を望んで

いるのかを自分で把握できたら、そのことを相手に伝えなければいけ

ません。質問されることを待ってばかりいないことです。

また他者に対して肯定的であることも必要です。そうでなければ容

易に攻撃的になってしまいます。相手に対する肯定的な感情を示さな

ければいけません。

心理的な防衛機制が少ないことも大事な条件です。自分自身の過ち

を認め、自分の困難のために他者を責めることをしないことです。
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自分自身のために立ち上がることができることも必要です。否定的

な感情も場合によっては相手に伝えなければいけません。適切なとこ

ろで人間関係を切ることも必要になるでしょう。相手から勝手に自分

を定義されることなく、自分で自分を何者であるかをはっきりと伝え

なければいけません。

最後に自分自身や他者の限界を知っていることも必要です。たとえ

ば、そこで自己を主張しても無駄だということがあります。相手に訴

えても、その人にはどうしようもないこともあります。そのことを充

分に承知していることが大切です。

Exercise 3 

あな疋がうまくアサーティブになれたことを思い出レ、その状況について以

下に書き入れてみなさいlo あとで、グループで話し合います。

1. どうしてそういうことができだのだと思いますか。

2. 誰に対して、そのようにできたのですか。

3. アサーションする前の気持ちはどんなものでしたか。

4. アサーションレた後の気持ちはどんなものでしたか。

5. このときの体験をあなたの今後に活用していくだめに、その体験か

ら伺を学ぶことができると思いますか。

1 McBride, P. (1998). The Assertive Social Worker. Rants, England: Arena., p. 8. 
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Gender roleを超える
“壁とレての女らしさ・男らしさ”

33 

ひとむかし前までは女性と男性の行動の違いは文化的なものだと考

えられていました。女性においては自分を抑えることが「良しJとさ

れ（例えば「おしとやかな女性」）、男性においては自分を積極的に

表現することが高い評価につながる（例えば「男は度胸だJ）価値観

が、現代の日本の社会にもあります。しかし、それは女性を抑圧する

歴史と文化の結果にすぎないと、私が学生のころは疑いも無く教えら

れてきました。

ところが最近の脳科学では、男の子が女の子に比べて激しく身体を

動かす遊びが好きなのは、必ずしも文化的な教育によるものではなく、

胎児期にアンドロゲン（男性ホルモン）が脳に影響を及ぼした結果で

あるという説が有力だそうです。これはサルの実験で、も明らかになっ

ているといわれていますl。

では、そういうホルモンの影響を認めるとしても、男性ならいつで

も攻撃的であることが許され、女性がどんなときも受身であることが

自然なのだと言うことはできないと思います。女性があまりに人権が

認められていない社会が、私たちは今世紀においても地球上にいくつ

もあることを知っています。そして現代の日本においても伝統的な性

役割に関する文化が、私たちの個性を抑圧し、ソーシャルワーカーと

して働くときに妨げになる可能性は充分にあると思います。このセッ

ションでは、このジェンダー（セックスが生物的な性を言うのに対し

て、社会的、文化的な性をジエンダーといいます）が、ソーシヤルワ

ーヵーとしてのアサーションの壁になる危険性を私たち一人一人の

生育歴に照らし合わせて考えてみましょう。

文化伝達装置としての幼児向けアニメ

今朝、私はNHK教育テレビで放映されている「おじゃる丸Jという

アニメを子どもと見ていました。このアニメを知らない人のために少

1新井康允（1994）『ここまでわかった！女の脳・男の脳：性差をめぐる最新報告』ブ、ル
ーパックス．
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し解説しておくと「おじゃる丸」は平安時代（？）から現代にやって

きた男の子で、 「おかめ姫Jという婚約者の少女に追いかけられてい

ます。しかし「おじゃる丸Jは街にいる「小町ちゃん」という少女が

好きなのでした。興味深いことは「おかめ姫Jが極端に不器量な少女

として、 「小町ちゃん」が極端な美少女として描かれていることでし

た。アニメの内容から見て、男児用のみのアニメとして製作されたと

は思えません。このアニメは女児たちにも「女性の価値は外見だJと

いうメッセージを運んでいるように見えます。

また必ず「うすい幸代、 28歳、独身Jという決り文句の紹介で出て

くる独身女性のキャラクターがいるのですが、彼女は結婚にあこがれ

る内気で孤独な漫画家です。 「薄い幸よ」という名前で「独身の女性

は不幸な女だJというメッセージを出しています。
いそうろう

「おじゃる丸Jは「かずまj君の家に居候しているのですが、そ

の「かずまJ君の両親は、母親が美人で、父親が不釣合いなくらいに

不器量に描かれています。興味深く感じたのは母親が専業主婦で、家

事以外に何も自分にはできないと悩み、それを父と息子が励ますシー

ンがあったこと。父親が極端なまでに穏やかな優しい人なのに家事を

一切しないし、できない人として描かれていることです。

「おじゃる丸Jは古いタイプのアニメではありません。少子高齢化

社会にふわさしく、登場する子どもたちはほとんど全員ひとりつ子で

すし、独居老人や中年の独身者が何人も出てきます（サザエさんのマ

ンガで中年の独身者や独居老人が出てくるだろうか）。それにもかか

わらず、ジェンダーの視点から見れば、伝統的な男女役割が描かれて

いるようです。

ジヱンダー・ロール・モデル

「女（男）はこうあるべき」というモデルを genderrole modelとい

います。社会はこのモデルをさまざまな方法で発しています。たとえ

ば、たとえば、この本を書いているころ、マラソンの高橋尚子選手が

オリンピyク金メダルのあと、世界最高新記録を打ち立てましたが、

その強さの影にいる存在として小出監督に注目が集まりました。もし

高橋選手が男性なら、監督にあれほど社会が注目したでしょうか。私

の目には高橋選手は、その独立した強さをもっ女性としてよりも、男

性監督の指導に従順な女性としてメディアに描かれているように見

えました。
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みなさんのなかには、このような性役割文化から自分は無縁に生き

てきたと思う人がいるかもしれません。しかし社会がもっ価値観から

個人はなかなか自由にはなれません。そこで、現代の性役割文化から

あなた自身がどれだけ影響を受けているのかを点検してみましょう。

Exercise 1. 

あなだがどのようなジ工ンダー・ロール・モデルをもっているかを、以下の

質問に答えることによって考えてみます。 「はい」の揚合はOを、 「いいえ」

の揚合は×をつけてください。なおジエンダー・ロール・モデルのうち、ここ

ではアサーションにかかわるものだけを取り上げています。

表現について

1. すぐ涙を流す女性はかわいい。

2. すぐ涙を流す男性は信頼できない。

3. 女性は、適度におレゃべりなほうが良い。［

4. 男性は、どちらかというと無口なほうが良い。［

5. 女性は、怒ると、すぐヒステリーになるのでよくない。［

6. 男性は、怒ってくれる人のほう力鳴りになる。［ ］ 

7. 女性は、ニコニコと愛想が良いほうがよい。［

8. 男性は、二ヤニヤせず、キリッとした顔つきのほうが良い。［

9. 嬉しかったことをみんなに言う女性は、かわいいロ［

10.嬉しかっ疋ことをみんなに言う男性は、子どもじみている。［

男女混合のグループでのリーダーシッブについて

11.女性がグループのリーダーになると問題がおきやすい。

12.グループのリーダーには男性がなつだほうがよい。 ［ 

13.グループのなかでは、女性は、ます男性のメンツを形の土だけでも、

立ててあげると良い。［ ］ 

14.グループのなかでは、ます男性の意見を考慮すべきである。［

15.男性がまとまれば、女性はついてきてくれるものである。 ［ 
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16.女性は男性よりも、まとまりにくい。 ［ 

17.力強くグループをリードするのは男性のリーダーが良い。

18.グループを柔らかくのは、女性のリーダーの役目だ。［

19.強いリーダーシッブをもった男性は尊敵されるが、強いリーダーシ

ッブをもった女性は嫌われる。 ［ ］ 

20.女性には、男性のリーダーを補助する役割が適している。

職業的志向など

21.文科系の女性は理科系の女性よりも魅力的だ。

22.理科系の男性は文科系の男性よりも魅力的だ。

23.社会福祉に興昧をもっ女性は、より女性的で魅力的だ。

24.社会福祉に興昧をもっ男性より、経済学部の男性のほうがより男性

的で魅力的だ。［ ］ 

25.女性は細かいところに自がゆき届く。

26.男性は女性より大局を見渡すことができる。［

Exercise 2 

上のチェックリストでOがいくつあったかを鼓えなさい。そして、他にアサ

ーションの壁になっている価値観が思いついたら下に書き出レなさい。
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Exercise 3 

あなたの生育歴を振り返り、自分自皐の自由な成長の妨げになるようなジ工

ンダー・ロール・モデルを与えられたかどうかを考えなさい。あれば、それを

以下の倒にならって書き出してみなさい。

・母は私によく言いまレた。 「女の幸せは、しょせん男で決まるもんだよ。

一生ついていける人を探すことが、おまえの幸せなんだよ」

・母は大学院に行って勉強レたいという私に山配そうにいいました。「女は、

あんまり賢くなってしまうと、誰ちお嫁にもらってくれなくなるよ」

・母は私にいいました。 「女は自分から『揖きだ』って告白しちゃいけない

よ。そんなことをしたら男の人から、きっと逃げられるよ」

・母は難しい本を読んでいる私にいいました。 「男から見るとね、女は頭が

ちょっと足りないくらいのほうカ可愛いんだよ。だから、いろいろ知って

いても、私は伺もわからないって顔をするんだよ、そのほうが女は可愛が

られるし、きっと幸せになれるんだからね」

・父は、卒業後、どんな職業につけばいいか悩んでいる私にいいました。「だ

めだったら永久就職すればいいじゃないか。女のくせに、どうして、そこ

まで仕事にこだわるんだね」

・母は「ひなまつり」の人形を見て私に言いまレたロ「lまらごらん。世間は、

こうやって上にいて楽をしている人と、下で苦労している人がいるけどね。

女は、いい人と結婚することで、上に座れるんだよ」

・父は「こいのぼり」を私に見せて言いました。 「鯉の滝登りの意味はね、

男は出世レて初めて一人前だということなんだよ」

・母は笑っている私に言いましだ。 「男はね、人に歯を寛せてはいけないん

だよ。ちっと、キリッとしだ顔カTできないのかい」

・母は泣いている私に言いました。 「男の子が泣くんじゃないよ。みっとも

ない！ 男なら、嫌なやつは、ポンッと殴っておいで！ J
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Exercise 4 

あなたは、あなだの性のジェンダー・ロール・モデルにどれくらい満足レて

いますか。つまり、世間でいう「男らしさ」 「女らレさ」を一本の連続した尺

度にすれば、どの程度のところが自分にとって最ち山地ょいと感じられると思

いますか。下の図に書き入れてみなさい。

女らレさ 5→－4-+-3-+-2→－1－←0－←1－←2-+-3－←4ー＋ー5男らしさ
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Parent message 
“親から与えられた壁”

34 

性役割文化のある社会のなかで女性や男性であることは、自分の感情

や行動の抑圧につながることがあるということを前回は学びました。

それは社会全体の古い価値観や伝統に由来する圧力だと言うことが

できます。今回はそれに対して、社会全体というより、各自の家族と

くに親からの影響によって、うまくアサーションできない状態になっ

ていなし、かを確認してみましょう。

親からの影響というのは、なかなか学生たちには自覚しにくいよう

です。たとえば、この援助演習のなかで複数の学生たちが以下のよう

な発言を繰り返したことがあります。

Case 1 

私は親の様子を男て親のような人聞にだけはなりだくないと、小さいころか

ら思ってきまレ疋。ですから、できるだけ親の影響を受けないように努力レて

きたつもりです。だから親の影響をどのように受けたかと聞かれでも「親の影

響は受けてはいなし1」としか言えないし、そう考え疋いと思っています。

しかし考えてみてください。 「親のような人聞にはなりたくないJと

思ったのは、かなり成長してからでしょう。当然のことですが、 1歳

のころに、そんなことを考えている人がいるとは思えません。いいか

えれば1歳の子どもは無防備に親の影響を受けます。たとえば以下の

ような例があります。

Case 2 

私は1歳の子を連れて保育園の運動会に出かけまレ疋。他の子どもと遊んで

いるところを写真にとろうと思って、力メラを向けると、私の息子の隣の子ど

ちだけが、力メラをじっと見つめまレた。すると、その子の母親が吐き捨てる

ように「本当に、この子つ疋ら、力メラ目線なんてレちゃって、いやらしいで

しょ、伺を考えてんだかねえ」と言いまレた。その子は母親に言われて、すぐ

に下を向きまレ定。その問、その子は二コリともしませんでしだ。この母親は、

いつもふだんから、こういう言襲をその子に投げかけているという話でレた。
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この子の場合は、こうしてカメラを向けられても目を相手に向けるこ

とはしなくなるように育てられるでしょう。カメラだけではなく、誰

かから声をかけられても笑顔で答えることは、しないようになると思

われます。似たような例は、よく街角で見かけます。

Case 3 

トイザラスという大きなおもちゃ屋さんで、私は、そこで一組の不思議な母

子をみまレた。子どもは2歳ぐらいに見えまし疋が、少レ汚れだような服を着

ていまレだ。母親は子どちのほうをあまり男すに、ひとりで歩いています。子

どもは後ろから黙って歩いています（「ママー」という一言ち無い〉。母親ち

子どもちまつだく表情がなく、言葉をかわすことちありません。おおきなおち

ちゃで遊べるコーナーがあるのですが、そこに子どもをおくと、母親は少レ離

れたところで座って、子どものほうとは別のほうを男ています。子どもは母親

のほうをまったく見ることもなく、黙って遊んでいますロ

私がいいたいのは、上の2つのケースにおいて、すでに親が子ども

のアサーション能力に影響を与えているということです。つまり、ど

ちらの子どもにも表情がない。とくに子どもらしい笑顔がありません。

そして、この子たちに笑顔がない一つの理由は、おそらく親の反応の

仕方にあります。つまり子どもたちが笑顔を見せても親がそれに答え

て笑顔を見せてくれることがないのです。ですから、子どもたちは諦

めてしまい、笑顔を見せないのです。

サイレントベビーという言葉が流行したことがあります。つまり最

近の赤ちゃんのなかには泣かない子がいるというのです。なぜ泣かな

いかというと、泣いても親が来てくれないということがわかって、宥

めてしまって泣かなくなったというのです。 「泣けば必ず親がきてく

れるJというところから人への信頼感が育っていくと言われています。

しかしサイレントベぜ」の場合、 「助けを求めても誰も助けてくれな

しリということを赤ん坊のときに、すでに学んでしまうわけですね。

グ‘ループワークのテキストで交流分析を学んだときに、 4つの生き

方の姿勢佃feposition）について説明しました。つまり、

1 I’m OK, You’re OK. 

2 I’m not OK, You're OK. 

3 I’m OK, You're not OK. 

4 I’m not OK, You’re not OK. 
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という 4つの姿勢があるわけですが、親に笑顔を向けても答えてくれ

ない場合は、I’mnot OKになるでしょう。私は「愛されるに値しなしリ

と思ってしまいます。すると自分の気持ちゃ主張を伝えられなくなり

ます。どうせ伝えても受け取ってもらえないと思うからです。その気

持ちは自分の気持ちを受け取ってくれない親への怒りになり、 You’re

not OKになるかもしれません。

アサーションとは自分の気持ちゃ考えを相手に伝えることですが、

そこには2つの信頼がなければいけません。ひとつは自分の気持ちゃ

考えは大切であるという自分自身への信頼（I'mOK)と、相手は自分の

気持ちゃ考えをきっと理解してくれるという相手への信頼（You’re
OK)が必要なのです。そして、この二つの信頼は私たちが成長してオ

トナになって、いろいろ判断できるようになる以前に、いわば心が無

防備な状態であるときに、親あるいは祖父母、きょうだいなど、私た

ちが乳幼児であったころ、いっしょに生活していた人たち（とくに母

親、あるいは母親の役割をしていた人、次に父親、または父親の役割

をしていた人）によって形成されたり、あるいは壊されてしまったり

しているのです。

乳幼児のころの親の影響について書きましたが、難しいのは、その

ような影響を誰も覚えていないことです。しかし ecologicalsocial 

workで学んだtransactionの関係を思い出してください。笑顔を親に

見せない子どもは親から可愛いと，思ってもらえませんから、ますます

親は子どもに笑顔を見せません。すると子どもはますます笑顔を見せ

ない子どもになります。このような悪循環が続くことによって、乳幼

児期の状態は、児童になり、青年になってもなんらかの形で残ること

になります。

Exercise 1 

ここまで読んできて、あなたはいろいろなことを考えたはすです。それを言

語他してみましょう。となりの人と、しばらく自由に話レ合ってください。
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アサーションをめぐる事例

さて、もう少しアサーションに限定して、親からの影響を考えるため

に、あなたが（アサーションに関連することで）親からどのようなこ

とを言われてきたのかを振り返ってみましょう。以下に例をあげてお

きます。

Case 4 

A君は両親からいつも「おまえはパ力だ」と言われてきました。テストの成

績が悪いと「やっぱり、おまえはパ力だね」といわれ、 95点だと「あと少しで

満点だったのに、こんなミスをするなんて、おまえは本当にパ力だ！ Jと叱ら

れました。ようやく 100点満点をとり喜んでテストを見せると「疋まに 100点

とったからといって、いい気になるんじゃないよ、パ力！」と、いっそう強く躍

され疋そうです。 A君の両親は彼を謙虚にさせるために、そういいつづけたの

かもしれませんが、おかげでA君は、すっかり自分が嫌いになっていまレた。

くそのため自分の気持ちゃ考えを尊重できず、それが人に理解されるとも思わ

ない。レたがって伝えようとちしない。〉

Case 5 

Bさんは母親から「おまえは不器量だから、若いうちに結婚しないと、一生、

独身だよ」と言われつづけていまレたロ Bさんは自分の女性としての魅力には、

まったく自信がなく、好きでもない人と親の言われるままに結婚することにし

まレ1乙

Case 6 

Cさんのお姉さんは、小さいころから瑞息で、よく入院レていましだ。両親

は、そんな娘を「とても司愛そうだ」と思っていました。 Cさんは、あるとき、

学校で辛いことがあって、それを泣きながら両親に話そうとしまレ正。すると

両親は「お姉ちゃんは、いま端患で苦しい思いをレているんだよ。そんなこと

ぐらいで泣くなんて、お姉ちゃんに悪いとは思わないのかい！」と、ひどく叱

られまレた。それからというもの、 Cさんは自分の悩みや辛さは両親には話せ

ないし、話レてはいけないのだと思いはじめました。そレて自分の気持ちに耳

を傾けることに罪悪感をちち、自分の気持ちを無視することを学びまレ疋。自

分が辛いときも、それを考えす、お姉ちゃんのことを山配するようなことを言

うと、そのときだけ両親は、やさしくCさんを抱き上げてくれました。 Cさん

は、ますます自分の気持ちを考えないようにしようと思いましだ。
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Case 7 

Dさんは長女でしだ。母親が痛気がちだったので、小学生のころから弟や妹

の世話をしていまレた。中学生や高校生のときには入院レている母親に代わっ

て食事をつくったり、父親の会社での愚痴を聞いたりと、まるで主婦そのまま

の役割をレていました。 Dさんは自分がいつもレっかりしなくてはいけないと

思うようになり、自分の弱みを人に見せられない人になりました。

Case 8 

Eさんは母親から「おまえは、蛮な自をしているねえ」と小さいころから何

度ち言われていましだ。そのだめ人の目を男て話すことができない子どもにな

りまレた。思春期になると鏡を見ることも嫌になりました。

Case 9 

F君は、よく缶親から「お母さんはね、ほんとうは女の子力喰しかつだんだ

よ」といわれました。服を汚レて帰ると「女の子だったらねえ、こんなに汚さ

ないだろうに」と母親は言いましだ。誰かとぶつかってケガをすると「女の子

だったら、こんなに乱暴なこともしなかっただろうに」と言いました。 F君は、

だんだん自分が男であることが嫌になり、女の子のような仕草をしだりするよ

うになりました。すると母親は「あら、 Fちゃん、女の子み疋いに、かわいい

ねえ」と喜ぶのでしだ。 F君は、やがて自分の男性らしさを表現することを難

しく感じるようになりました。

Case 1.0 

G君の父親A氏は妻と口論になると、いつも妻を避けるのでレた。 A氏はG

君に対レて「ほら、母さんみだいに、あんなふうに怒る人聞にだけはなるなよ」

と、こっそり言うのが習慣でした。 G君は怒りを出せない人になりまし疋。

Case 1.1. 

H君の父親は、ふだんは大人しいのですが、酒を飲むと人が違ったようにな

り、大声でいままでいえなかっだ不満などを妻や親族に吐き出すのでしだ。 H

君ちま疋、父親と同じように酒を飲まないときには自己主張できす、酒が入る

と、感情的に爆発レながら怒りを発散さぜる人になりました。



He伊ingSkills Training 149 

Case 12 

lさんの父親は「世の申は勝つか負けるか、得をするか損をするか、どちら

かだ」と繰り返レて言っていまレた。そのだめか、 lさんは、ささいなことで

も人と争い、自分の利益になるように振舞うので、いつも人とのトラブルをか

かえていまレた。

Case 13 

Jさんの両親は身体力T不自由でレた。両親は周囲の反対を押し切って結婚レ、

周りを男返レてやるというつもりで必死に働いてきたそうです。 Jさんは、そ

の両親の思いを受けつぎ、周りを見返レてやろうと必死で勉強レてきまレ疋。

Jさんは、その結果、事業では成功レまレたが、自分の辛さや苦しさを人には

伝えられないようなタイプの人になりまレた。

Case 14 

Kさんの父親は酒に酔うと、ときどき「おまえ、本当lこ才レの子なんだろう

な？」と、じっとKさんの顔を男てつぶやくのが癖でしだ• Kさんは、父親が

実は母親の昔の男友達と自分との顔を出べているのだと知ったとき、ショック

でロがきけませんでした。Kさんはそのだめか父くらいの年齢の男性には一切、

自分の気持ちを言うことができません。

Case 15 

しさんの母親は、たいへんな苦埠をレてしさんを育ててくれました。しかし、

Lさんが嬉しいことがあってそれを伝えると、母親はとても機嫌力軍くなりま

す。自分だけ力T苦労していると思い不愉快になるのでレた。しさんは、そのう

ち嬉レい気持ちは誰にち話さないようになりまレた。自分の嬉レい気持ちは周

囲の人を蓑まレがらせて不愉快にさせると学んだからです。

Exercise2 

あなたのアサーション〈気持ちゃ考えの率直な表出〉を難レくレている要因と

レて、両親や、きょうだい、祖父母、友人などの影響を考え書き出してみなさ

い。そのあと、みんなで話し合います。
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35 

アサーティブな姿勢をつくる
“Non ・verbal messageに注目レょう”

以前に activelisteningをするときの身体や声の重要性を学びました

が、錨ser姐onにおいても身体や声は同じように重要なのです。その

主なポイントは以下のとおりです。

身体のメッセージ

1. 視線の位置：レっかりとまっすぐに相手の目を見ていること。横目使いは

いけません。はっきりと主張している問、目をそらレたりレないこと。レ

かレ、にらみつけるように毘てはいけません。それでは攻撃的になってし

まいます。

2. 表情：適切に肯定的感情や、百定的感情を表現していること。意味もなく

ヘラヘラと笑つてはいけません。また肯定的感情を伝えるときには笑顔な

ど、適切な表情を見せるべきです。

3. 皐体の姿勢と向き：力なくちぢこまっていてはいけません。相手の方をき

ちんと向いて話すべきです。

4. 身体の動作：手や畢体を、自分のいいたいことを表現するために充分に勤

かすこと。

5. 身体的距離：避けるように離れてはいけません。しかし、相手を威嚇する

ほど近伺いてもいけません。

6. 攻撃的仕草：あごでレゃくりあげるように相手の涯事をうながレたり、ド

？をパタンといきおいよく閉めだり、こぶしを振りあげたり指で相手を指

レ疋りなど攻撃的なレぐさはいけません。

7. 引きこもりの仕草：髪をいじったり、指をいじっ疋りレませんa

声のメッセージ

1. 声の大きさ：適度に穴きいことが邸要です。

2. 調子：しっかりとレた調子で。小さな子どものような甘えた声を出さない

ことです。

3. 速さ：あまりに速く話レすぎないように注意します。

4. 言葉づかい：攻撃的な、あるいは相手を傷つけるような言葉づかいをせす、

しかも自己主張をしっかりとできるような言葉を選びます。特に組問的な

言葉を使わないようにレます。
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アサーションを行うときには言葉だけではなく声の調子や身体の

動きも、アサーションにふさわしいものになっていなければなりませ

ん。たとえば私がある科目のテストをしたときに「ちょっと具合が悪

くてテストに出られませんでしたJと言ってきた女子学生がいました。

彼女は、へへへっと笑いながら言っていたので「二日酔いでもなって

たんじゃないのJと真剣に対応しませんでした。後で話をきくと、そ

のとき彼女は本当に体調が非常に悪くて電車に乗っていられないほ

ど、だったようなのです。しかし彼女の話し方は、いかにも子どもがい

たずらをしたときにオトナに甘えて謝りにきたような感じだったの

で、私は彼女が真剣に訴えていたとは思わなかったのですね。これは

言葉や身体のレベルで、アサーションに失敗している例だと思います。

また、逆に攻撃的と思われる姿勢をとってしまったために自分の権

利を主張しているだけなのに、相手に不快感を与えてしまうことがあ

ります。

Exercise 1 

あなたがアサーションを受け疋ときに、相手の易体や声力t不適切であっただ

めに相手を誤解したり、あるいは不愉快になったりレた体験を思い出レ、グル

ープのなかで話レ合いなさい。
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アサーションの基本形
“FERの3要素”

36 

アサーションを行うときの身体と声の使い方、つまり non-verbalレ

ベルのコミュニケーションのありかたを前回では学びました。今回は

verbalなレベル、つまり言葉でどのようにアサーションを行うかとい

うことについて学びましょう。

まず、アサーションについて具体的に見るために、抑圧、攻撃と比

べて考えてみましょう。たとえば、あなたは友達を夕食に招待しまし

た。しかし彼らは何の連絡もなく一時間も遅れてきました。さて、ど

うしますか。

抑圧：ゃあ、よくきたね。さあ、座ってください。 （苦い顔をレて〉

攻撃：なにやってたんだよ！夕食がさめてしまったじゃないか！

アサーション：伺の連絡もなくて君たちが遅れているもんだから、どうし疋

のかと気lこなっていたんだよ。いつだいどうし疋んだい？ (I~＼配そうlこ〉

別の例をあげましょう。あなたは勉強しています。ところが、あなた

の弟が音楽をボリュームいっぱいにかけていて、あなたは集中できな

抑圧：〈机をどんと叩いて、ひとりごとで怒る〉

攻撃：音を小さくレろよ！ 人の迷惑も考えたらどうだ！

アサーション：ステレ才の音が大きくて集中できないよ。音を小さくレてく

れないかな。 〈静かに落ち着いた声で〉

あなたの同居人はいつも部屋を汚しています。

抑圧：〈黙って掃除するが、相手を深く慢んでいる。〉

攻撃：どうレていつもこんなにだらしがないんだ。オレは方マ工の掃隠係じ

ゃないんだぜ、いいかげんにしろよな！〈撤怒レながら〉

アサーション：君がいっち汚レ疋ままにレているから、ぼくはうんざりして

いるんだ。これは、ぼくにとっては余分の仕事になるんだよ。できたら、

部屋の掃憶は分担レてほしいな。 〈静かに落ち着いて〉
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アサーションのひとつの形は E官Rという三つの要素をはっきりと

伝えることですlo つまり Fは feelingの Fで、あなたの気持ちをは

っきりと伝えること。そして E は explanationの E で、あなたが

そういう気持ちになる理由を説明すること。 Rは requestの Rで、

だから、どうしてほしいのかという要求を出すことです。

またアサーションのときはできるだけ相手に強制するような印象

を少なくすることが原則です。強制する感じが強いと相手の抵抗が強

くなりますし、うまく要求がとおっても、あとで相手が恨みに，思って、

仕返しをしてくる可能性があります。さらに以前に学んだ

I-statementを使うと、相手との意見の衝突の可能性を低くすること

もできるでしょう。

では、次に以下のような事例を読み、そこから自分の苦手な場面を

選んでロールプレイをしてみましょう。

Exercise 1 

以下の揚面のなかから、あなた力T苦手だと思う埠面をいくつか選んで、自分

が苦手とする蝿面に共通の要素があるかどうか点検してみなさい。共通の要素

がある掲合、その背後にはあなだにどういう価値観や恐れがあるのかを考えて

みなさい。まだ、苦手だと思わない揚面を選び、同じ警察を試みてください。

Case 1 

サークルのコンパの帰り、あまり好きでもない先輩たちに語われて断れすに

2次会まで行ったのでしだが、残つだメンパーをみると、あなだ以外の 3人は

たいへんな酒豪ばかりでした。あなだは気分がのらなくてウーロン茶だけにし

まレた。レかし、あとの3人は、だらふく食べ、飲みまし疋。あなたは当然、

自分はウーロン茶だけの代金（400円）を払うだけだと思っていまレたが、帰ると

きになって、一人の人が「おい、ぜんぷで12000円だって。じゃあ、ひとり 3000

円だな」と言って、あなたに 3000円払うように要求レまレた。あとの 2人ち

同調しましだ。 3人とも酔っていてあなだがウーロン茶だけレか飲んでいない

ことを覚えていないようです。 3人は後輩に対レて非常に偉そうに話す人であ

なたが苦手な人なのですが、このとき自分はそこまで負担したくないとassert

レてください。

1 Nelson・Jones, R. (1986). Human Relationship Skills: Training and Self・ Help. 
Sydney: Holt, Rinehart and Winston., p・123.
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Case 2 

あなたの一つ土の学年の彼氏は第一希望だった商社から内定をもらい、来年

寄にはニューヨーク支店で研修を受けられると有頂天の毎日です。その一方、

あなたは卒業後の進路を決めかねていて、実習先を決めることちできすあせっ

ています。また彼との関係が、彼が護米レたあとどうなるのか、自分の就職と

彼との関係をどう考えたらいいのか、頭が混乱レている状態です。しかレ彼は

自分の嬉レさで山が一杯で、あなたに真剣に耳を傾けてくれません。あなたが

話しても「なんとかなるさ」と、いいかげんな気休めを言ったりします。先日

も「ちゃんと聞いてよ！」と怒ったら、「じゃあ、話せよ！ 聞いてやるから！」

と怒ったように言われて、 「ちう、いいわよ！」と言ってレまいまレた。彼の

ほうは「聞けというから、聞くと言ったのに！」とますます怒っています。こ

のままでは彼との関係も匙議しそうですロあなたの話にきちんと耳を傾けてく

れるようにas鴎 rtレてください。

Case 3 

あな疋は風邪をひいてゼミを休んでしまいました．すると数日後に同じゼミ

のA君から、ゼミの犠子を書いたノートのコピーが郵便で送られてきまレ定。

とてもていねいに書いてあり、レかも押レ桔のレおりが入っていまレた。次の

ゼミの日は中央線が止まってレまい、 50分ち遅れてゼミに出席しまレた。する

と、また数日後には、あなたがいなかっ疋ときに先生が言つだことを丁寧！こメ

モしたものが郵便で送られてきました園あなたには、いまつきあっている彼氏

はいませんが、 A君はあな疋の好きなタイプではありません．そのうち、たま

たま休んだグループワークのノートのコピーまで押レ桔のレおり惜きで送られ

てきまレた。 A君は副にあなたに伺も要求はレていませんが、あなたはだんだ

ん気が重くなってきましだ。ある日、早めにゼミにいくと、教室にはA君だけ

がいました。あなたはA君のそばに座り、自分の気持ちを伝えてください。

Case 4 

あなたは、サークルの飲み会の時聞に遅れそうなので北門を急いで歩いてい

まレ定。するとクラスメートのAさんがきて、 「あ、いいところで会つ疋。悪

いけど、グループワークのノート、コピーさせてくれない？」といいまレた。

Aさんは、ズケズケと物をいう人で、厚かましく、あな定力T苦手とレている人

でした。擾業にも出ていない人です。前にノートを貸したときには何回ち返し

てくれす、返ってきたときには伺箇所か折り目がついていまレた。あなたはA

さんに、いまから急いでいくところがあることを伝えまレ定。するとAさんは

「じゃあ、ちょっとノートを貸レてよ．コピーするから」といいました.Aさ
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んに貸すと、その日は金曜日でレ疋ので、今度会うのは火曜日です。そレて次

の金曜日に試験があるのでレ疋。あなたは週末に、このノートで試験の準備を

レたいと思っています。レかしAさんも単位が危ないようなので脳死です。 A

さんの頼みを断ってください。

Cases 
Aさん〈女性〉は、あなだ〈女性〉ととても仲の良いクラスメー卜です。最

近Aさんは、つきあっている彼氏とうまくいっていないようでし定。 2つ学年

が上の彼は名古屋に就職レ、連距離恋愛になっていることが原因のようでレ疋。

あなだと、あなたの彼氏（8君〉、そレてAさんは同じクラスメートなので、

控業でよく会います。盟業が終ったときには3人で喫茶店に行つ疋りすること

が多くなりまレ疋。最近、気lこなるのは8人でいるときに、 Aさんがやだらに、

あなたの彼氏（8君〉の肩や腕に触れて寄りかかることでレた。嫉妬深いと思

われるのは嫌なので、あなたは見て見ぬふりをレていまレたが、 Aさんの行為

はだんだんエス力レートレていくようでしだ。 B君もAさんに触れられて、ま

んざら嫌そうではないように買えるので、ますますあなだは苛立ちを感じてい

ます。 Aさんに、あなたの気持ちを伝えて、 B君に対して節度ある態度をとる

ように要求レてください。疋だレ、いま寂レい思いをレているはすのAさんの

気持ちを傷つけないようにレてください。

Case 6 

児童葺護施設で、あなたは 30日、実習レ、あと競り 3日になりまレた。同

じ部屋の職員が「お姉さんも、あと3日で実習は終わりね」と、子どもたちの

前で言いまレ走。子どもだちは驚いているようでレ定。あなたが一人、部屋で

日誌をつけていると、一人の子どもがよってきて、隣に座り、真剣な、そして

とても寂レそうな顔をして言いまレ疋。 「ねえ、お姉さん。もう、こなくなっ

ちゃうの？ 1まく、さみレいなあ。また、遊びに来てよね。すっと、待ってい

るからねんその子は、あなだカt実習にきだばかりのとき、施設のことを一生

懸命話レてくれた優レい子でした。スーパーバイザーによると、この子の母親

は「また帰ってくるよ」と言って、この子を置いて愛人と逃げてレまったので

レた。あなたは郷里の施設で働くことが内定しており、実習を終えたら、この

施設に来るチャンスは、ほとんどないことがわかっています。この子が再び「見

捨てられ体験」をレないためにも、 「また遊びにくるよ」などと気休めの言襲

を言わないで、あなたはきちんと、もうこの施設には来られないことをこの子

に知らせてください。
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Case 7 

あな疋（女性〉はC君ととても良い友達でした。周りからは蛮人どうしと間

違われるほど、気があいました。 2人で夜遅くまで図書館で勉強することもよ

くありました。レかし先月、 C君は、つきあっていだ彼女と別れてしまいまし

だ。それからというもの、 C君はあな疋を映画に誘ったり、夕食に誘つだりす

るようになりました。はじめのうちは、あなたは軽い気持ちで誘いを受けてい

ましたが、ときおりC君が黙って真剣にあなたを見つめている様子に気がつく

と「これはちょっと遣うなあ」と思いはじめましだ。あなたはC君といつまで

もいい友達でいたいと思いますが、恋愛関係になるのには据抗がありました。

そして、だんだんとC君の誘いを断りたいと思うようになりました。 7号館の

ペンチに一人で座っているC君をみかけたあなたは、その横に座り、あなたの

困惑した気持ちをC君にassertレてみてください。ただレ、 C君とは自然な感

じの友達でいられるように気をつけてください。

Case 8 

あなたは図書館で勉強していまレた。午後7時からのバイトがあるので、そ

ろそろ帰る準備をレてい疋ら、すぐ前を、サークルの後輩のBさんが元気なさ

そうに通り過ぎているので、 「Bさん」と、声をかけまレた。 Bさんは、ハッ

と我に返ったようにこちらを向いて、小定り！こ寄ってくると、あなたの横に座

り、言いまレた。 「あのう、先輩、いま、お時聞いいですか？ 私、もう、な

んだか人が信じられなくなっちゃって。もう、なんだか泣きたくなっちゃって

いるんです」。彼女はそう言うと、涙をポロポ口流し始めまレ疋。そしてあな

たの返事を聞き終わらないうちに「実は、すっと信じていた人に裏切られてい

たんですよ、それで...Jと語りはじめましだ。あな疋は時計を見ると、すぐ

！こ電車に棄らないとバイトに間に合わないことに気づきましだ。

Case 9 

ゼミで合宿揚をどこにしょうかを決めることになり、あなたは、それを決め

る係になりましだ。なんとか教員と学生とで話し合って軽井沢で行うことにな

りました。そこで、あなたは軽井沢の資料を苦労して集めて、詳しいプランを

教員にもっていきまレ疋。ところが教員は、ひと目みただけで、顔をレかめて

「軽井沢なんていうのはだね、そのころは混んでいるんですよ。私が思うには、

漕里がいいと思うんですよ。ひとつ、こちらに電話して空き部匡があるか、聞

いてみてくれますか」と言って、あなだに清里の宿屋のパンフレットを渡レま

レた。教員はどうやら前の話し合いを忘れてしまっているようでした。
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Case 10 

あなたは実習に行きまレたが、実習先のスーパーバイザーから「実習生はい

るだけでみんなの邪魔になるんだからね、それを忘れないように」と釘をささ

れました。あなたは風邪をひき、実習を3日間、休んでレまい、実習期聞をそ

の分だけあとに延長してもらいまレ疋。レかレ、そのために施設の職員が同時

に2人の実習生を担当するなど大きな負担をかけてしまいました。ところ力演

習が終わりに近づいたとき、なかなか提出した実習ノートカ寝ってこないこと

に気がつきまレた。スーパーバイザーに伺度か聞い疋のですが、 「ああ、あれ

ね．まだ、コメント書いていないんだよ」と言って返レてくれませんa 大学の

実習担当者からは「実習ノートの提出がないと、実習の単位は出ないよ」とい

われており、あなだは板ばさみ状態になっています。スーパーバイザーが昼休

みに机に座って休んでいましだ。あなだはその横lこ座り、スーパーバイザーに

対レてas鴎 rtしてください。

Case ll 

あなたには嬉しいと、逆に度肉を言う癖がありまレた。疋とえば彼が、高価

なブローチを買ってプレゼントレてくれたときには「こんな高いのに、無理レ

ちゃって。あんた、なに考えてんのさ？」とか、「ちょっとセンス悪いわよね、

なんか、これって才パサンがつける感じのものじゃない？」とか、文句ばかり

をつい言ってしまい、素直に「ありがとう」 「嬉レいわ」という言葉を言うこ

とができません。今日のあなたの誕生日にち彼は伺かを用意してくれているみ

疋いですが、それを考えると、文句や皮肉を言っている自分の姿は想留できて

も、素直に感謝の言葉を伝えている自分力T想像できないのです。自分の嬉レい

気持ちを彼にas田rtレてください。

Case 12 

あなたは月一回ある、ソーシャルワーク研究会に出席レていまレ走。この会

は勉強会のあと、みんなで飲みにいくことが恒倒になっていて、あなだもそれ

を楽レみにレていまレた。そんな研究会がある日に、お母さんから今度の家族

旅行のことをみんなで話レ合いだいから置8時までには帰ってきてほレいと言

われましだ．あなだはl邸す夜8時までに帰ると約束して、研究会に出席レまし

た。しかし飲み会は6時から始まり、いつもの倍以上、盛り上がり、楽レさは

最高潮に達レましだ。あなたは時計をみると7時であること！こ気づき、いま席

を立だないと約束の時間までに戻れないことに気がつきまレた。レかレ、いま

あな疋が席を立つと、せっかくの座が白けることは自に見えていて、なかなか

立ち上がれません。
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Case 1.3 

あなだの友人のDさんは、とてもブライド力清い人で、自分の非を認めるこ

とはほとんどありません。一方でDさんl立女優になりたいと言っていて、地昧

な大学生活がつまらないといつもグチを言っています。あなたが伺を言っても、

Dさんは「あなたはいいわよ。それなりに釣り合う彼氏がいてさJとか、 「私

は、女優を目指しているんだから、学科の科目は役にたたないの」とか、「私、

ああいうファッションのセンスがない教師は許せない」とか、野きなことを言

っています。友達が少ないので優しいあなたにつきまとい、昼食時などは、す

っとあなたの横で、グチや、人の悪口を言っています。あなだは、それ力t不快

であることをDさんに伝えてください。

Case 1.4 

あなだはボランティア先でEさんと知り合いました。 Eさんは障害者施設に

10年以上住んでいる人ですが、いつも暗い方自に物事を考え、自分に自信があ

りません。口癖は「どうせ私なんて」と言って、あとは人に聞こえないくらい

の小声で何やらポソポソということでした。ほんとうはボランティアといっし

ょに外出したいのに、その勇気がありません。他の障害者がボランティアとい

っしょに外出していくのを見ると、 「車に引かれてしまえ」とか、 「J11に落ち

ろJとか、笑って言うので、障害者仲間からも嫌われています。ボランティア

が「Eさんも行こうよ」と誘うと、かならず「どうせ私なんて」と言って、そ

っぽを向いてレまいます。Eさんにやさしく語りかけ、山を動かしてください。

Case 1.5 

あな疋は、アルコール依穿症者の社会復帰施設に実習に行きまレた。そこで

30歳くらいの男性利用者Aさんと、よく話をするようになりました。ある日、

実習の一環として複数の利用者と地域で聞かれている AlcoholicsAnonymous 

の例会に出席しましだ。その帰り道、他の利用者がどこかに行ってしまつだの

でAさんと2人きりになってしまいましだ。Aさんは依存症者の問題について、

もっとあなたにわかってもらいだいからと言って喫茶店に語いました。あなた

は自分の勉強になると思って、誘いを受けました。 Aさんは喫茶店でレばらく

施設の話をしていまレたが、遅所後は個人的に「おつきあいJをレてもらえな

いかと、あなだに頼みましたロあなたは丁寧に断りましたが、 Aさんは「いま、

あなたに断られたら、きっとまだ酒を飲んでしまうと思う。こんど飲んだら、

僕はもう死んでしまうかもしれない。死ぬのが怖い。だから、退所後、落ち着

くまで数週間の聞だけでいいから、ときどき喫茶店で会ってほしい」と、涙を

ながさんばかりに頼んでいます。
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Exercise 2 

先にあげた事倒のなかから、あるいは、あなたがアサーションすべきだった

のにできなかっ疋実際の揚面のなかから、アサーションの練習をレたいと思う

場面を選び出レ、小グループのなかで練習してみてください。そのとき FER

の3要素をしっかり入れることが大切です。
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Mental Barrier 
“妨げになっている考え方を知る”

前回、アサーションしにくい場面を選んでもらい、それぞれロールプ

レイをやってみました。だれでも完全にアサーティプになることはで

きません。これは技術なのですから磨けば磨くほど上手になりますし、

逆にいえば、努力しないとなかなか上手にはなれません。

「聴くこと」についても activelisteningのことを知らない人は、

「話すことが苦手な人は聴くことが上手だJと思い込んでいたりしま

す。それと同様に「なんでもズパズパ言う人がアサーティプになれる

人だJと単純に考えていると、福祉の現場に行ったときに人間関係の

摩擦で悩んでしまうことでしょう。

ソーシャルワーカーほど多様な種類の人に向かい合う職種は少な

いと思います。ホームレスや遺棄された子どもたちなど、とても社会

的に立場が弱い人から、施設長、病院長など強い権限をもっ人までが、

ソーシヤノレワークの働きかけの対象になります。知的な障害をもっ人

や犯罪に向かつてしまいがちな意思の弱い人も対象になります。これ

ら全ての人に対して、ソーシャルワーカーはアサーティプな態度をと

らなければいけないのですから、たいへんな熟練を要する技能を期待

されていると思います。

苦手なタイプを知る

その技能を磨く一歩として、自分のアサーションの能力の特性を考え

てみましょう。その最も簡単な方法はアサーションしにくい人を自分

で考えてみることです。たとえば前回の演習で、わかったと思いますが、

自分よりも強い立場の人に言いにくいと感じる人もいれば、逆に自分

よりも弱い立場の人に言いにくさを感じる人もいます。自分の特性を

自覚し、その苦手意識を無くしていくことが必要でしょう。
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Exercise 1 

あなたが誰を相手にレ疋ときに、アサーティブになれるか、なれないかを、

以下の基準で番号をつけて点検レてみまレょう。 「アサーションする内容によ

って遣う」と思うでレょうが、苦手意識を点検することが目的なので、直感で

雷えてください。 〈「祖父」など、該当する人がいない人は、 3をつけるか、

あるいは飛ばしてください〉。

R
u
a唖

n
o
o
A
唱

i

アサーティブになれる揚合

どちらかというとなれる揖合

どちらともいえない場合

どちらかというとなれない場合

なれない掲合

1-2-3-4-5 一方的に話す人． 
1-2-3-4-5 自分とは価値観の遣う人． 
1-2-3-4-5 すぐ怒り、乱暴な感じの人． 
1-2-3-4-5 無表情な人． 

無口な人． 
1-2-3-4-5 あなたのことが揖きな人． 

a品
Tあなだのことが嫌いな人． 

1-2-3-4-5 相手が集団で団結しているとき． 
1-2-3-4-5 あなだより能力がある人． 
1-2-3-4-5 あなたに気をつかいすぎる人． 
1-2-3-4-5 軽薄そうな人． 
1-2-3-4-5 流行の服を着ている人． 

8
守

今’
h権威がある人． 

1-2-3-4-5 表面的な話レかしない人． 
無愛想な人． 

1-2-3-4-5 高慢な感じの人． 
a晶

τ
今’白卑屈な人． 

1-2-3-4-5 あなたが魅力を感じた異性． 
1-2-3-4-5 あなだの過去を知っている人． 

a品
τ

1-2-3-4-5 

冗談めかしてごまかす人

困るとすぐ泣く人

． 
． 
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． 理屈をいう人 1-2-3-4-5 

． 弁解ばかりをする人 1-2-3-4-5 

． 弱音をはく人 1-2-3-4-5 

． 性格の暗い人 1-2-3-4-5 

． j似暑に障害のある人 1-2-3-4-5 

． 高齢者 1-2-3-4-5 

． 子ども〈児童〉 1-2-3-4-5 

． 申学生・高校生 1-2-3-4-5 

． 濃い他粧の女子高校生 1-2-3-4-5 

． 鼻の穴にピアスをレた苦い男性 1-2-3-4-5 

． ポマードの臭いのきつい中年男性 1-2-3-4-5 

． 言葉が厳レい中年女性 1-2-3-4-5 

． 不潔な感じの人 1-2-3-4-5 

． 年上の人 1-2-3-4-5 

． 年下の人 1-2-3-4-5 

． 同じ年齢の人 1-2-3-4-5 

． 同性 1-2-3-4-5 

． 異性 1-2-3-4-5 

． 上司〈パイト先などの〉 1-2-3-4-5 

． 部下（バイト先などの〉 1-2-3-4-5 

． 〈親レくない〉クラスメート 1-2-3-4-5 

． ゼミ等の担当教員 1-2-3-4-5 

． 〈一般に〉社会福祉学科の教員 1-2-3-4-5 

． 親しい友人 1-2-3-4-5 

． 近所の人〈隣人〉 1-2-3-4-5 

． 母親 1-2-3-4-5 

． 父親 1-2-3-4-5 

． きょうだい 1-2-3-4-5 

． いとこ 1-2-3-4-5 

． 祖父 1-2-3-4-5 

． 祖母 1-2-3-4-5 
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Exercise 2 

あなたが上の演習で 1か2をつけだ人をふりかえり、どこか共通点がないか

を考え、隣の人と話レ合ってください。

Exercise 3 

上のリストにはないタイプの人で、あなたがアサーティブになりにくいと自

分で感じる人がいたら、それを以下に書き出してください。

苦手な状況を知る

上の演習は、みなさんがアサーティプになりにくい相手を自覚するた

めのものでしたが、それに対して自分がどのような状況のときに、ア

サーティブになりにくいのかも自覚しておきましょう。上の演習と同

様に番号をつけてみてください。

Exercise 4 

あなたが、どのような状況では、アサーティブになれるか、なれないかを、

以下の基準で番号をつけて点模してみましょうロ

Fhuaaτ

内

6

0

A

噌

A

アサーティブになれる揚合

どちらかというとなれる揚合

どちらとちいえない揚合

どちらかというとなれない蝿合
なれない掲合

自分の権利を主張するとき． 
a晶

τ

1-2-3-4-5 

自分の長所をアピールするとき

自分の能力を人に男せるとき

． 
． 
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． 自分の自信を伝えるとき I-2-3-4-5 

． 自分の嬉しい気持ちを話すとき 1-2-3-4-5 

． 自分の感謝の気持ちを伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 自分の好意を伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 相手にアドバイスするとき 1-2-3-4-5 

． 相手に苦情を伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 相手のついたウソを指摘するとき 1-2-3-4-5 

． 相手の依頼を断るとき 1-2-3-4-5 

． 自分が相手に伺かを依頼するとき 1-2-3-4-5 

． 聞けてほしいと言うとき 1-2-3-4-5 

． 自分の辛い気持ちを伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 自分の怒りを伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 自分の孤独感を伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 相手とは違う価値観を伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 貸レた金を返レてくれと伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 自分の弱さを伝えるとき 1-2-3-4-5 

． 相手に同意できないことを伝えるとき 1-2-3-4-5 

Exercise 5 

あなたが上の演習で 1か2をつけ疋状況をふりかえり、どこか共通点がない

かを考え、隣の人と話し合ってください。

Exercise 6 

上のリストにはない状況において、あなたがアサーティブになりにくいと感

じる状況があれば、それを以下に書き出してください。
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妨げになる考えを知る

これまでの演習によって自分の苦手な相手、苦手な状況を明らかにす

ることによって、その根底にある自分自身の考え方に気がつくかもし

れません。たとえば「人から弱い人間だと思われてはいけないj と思

っている人は自分の弱さを人に伝えることが難しいことでしょう。

アサーションを妨げる考え方(mentalbarrier）は、このように①自

分で自分に課している要求、②相手の反応への恐れ、③相手の反応に

対する自分の反応への恐れという 3つのグループに分けることができ

ますら

Exercise 7 

以下の考え方で、あなたがアサーションをするときに感じるものに、 Jを入

れてみなさい。

自分自皐への要求

ロ いつもいい人でなければならない。

白 人との摩擦を避けなければならない。

ロ いつも縁の下の力持ちでなければならない。

口 人から好かれなければならない。

口 人を嫌いになってはいけない。

ロ 人の欠点を見てはいけない。

口女らしく（男らしく〉なければならない。

ロ 自分があれをレたいこれをしだいと言うべきではない。

口 わがままを言つてはいけない。

ロ 他人に迷惑をかけてはいけない。

口他人を傷つけてはならない。

口 弱そうにみえてはいけない。

口 怒りを男せてはいけない。

ロ 招き嫌いをあらわにしてはいけない。

口 邸要の無いことは人前で話すべきではない。

口 自分から人に話しかけることは、つつしみがないことだ。

ロ失敗はすべきでない。

口 自分の失敗を認めては負けだ。

1 Nelson-Jones, R. (1986). Human Relationship Skills: Training and Self-Help. 
Sydney: Hold, Rinehart田idWinston, p. 112. 
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口 危ないことは避けるべきである。

口 自分の欲求は抑えるべきだ。

口 伺かを欲しがっている様子を人に見せてはいけない。

他者の反応への恐れ

口 嫌われたらどうレょう。

白 人と違う意見を言えば、仲間外れにされるかもレれない。

口 批判されたらどうしよう。

ロ 女らレくない〈男らしくなしりと思われたらどうレょう。

口 感情的な人だと思われたらどうレょう。

口 口うるさい人だと思われたらどうレょう。

口 理屈っぽい人だと思われだらどうレょう。

口 すうすうしいと思われだらどうしよう。

ロ わからずやだと思われだらどうしよう。

口 わがまま〈自己中山的〉だと思われたらどうしよう。

口 礼儀知らすと思われたらどうしよう。

ロ 自惚れていると思われたらどうレょう。

口 こちらのことがわかってもらえなければどうレょう。

口 私は人に利用されるかもレれない。

口 好意をもたれてしまったら不安だ。

口 私の欲しがっているものが見すかされたらどうレょう。

ロ 私が望んでいることを相手がしだらどうレょう（相手に借り力Tでき

てしまうことは避けるべきなのに〉。

他者の反応に苅する自分の反応への恐れ

ロ 断られだら私はパニックになってしまう。

口 口論になったら、きっと私は混乱してしまう。

ロ いろんなことを言われたら不安に耐えられないだろう。

ロ 相手を苦レめることなんてできないから悩んでレまうだろう。

口 相手から好かれてしまっ疋ら、かえって困ってしまうだろう。

口 欲しかったものを相手からもらったら、もうどんな顔レて相手に向

かえばいいのかわからない。
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Exercise 8 

あなたが上の演習でチェックをつけ疋項目をふりかえり、 3種類の考えのな

かでどの部分が多かったかを考えなさい。

Exercise 9 

上のリストにはない壱え方で、あなたをアサーティブになりにくくさせてい

るものがあれば、それを以下に書き出レてください。
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批判と批判的質問の仕方
“相手にとって不快なことの言いかた”

アサーションに対する自分自身の内部の壁を点検したところで、今回

からは、もっと具体的な状況をいくつか限定して、そこでのアサーシ

ョンの方法について学びましょう。その例として最初に考えたいのは、

クライエントや他の専門職に批判的なフィードパックを返すという

ことです。そのようなフィードパックの難しい点は、そこに相手を一

時的に不快にさせる内容がある場合が多いことです。

ソーシヤノレワーカーになりたいと願う学生たちは、たいてい相手を

楽にさせてあげたい、相手に幸せを感じてほしいと，思っている人が多

いはずです。ですから、ソーシャルワーカーになれば相手に不快なフ

ィードパックも伝えなければならないことを知ったときは、とても重

たい気分になるかもしれません。相手が不快に思うことを言わなけれ

ばならないとき、あるいは不快にするかもしれない質問をしなければ

ならないときには以下のような例があるでしょう。

Case 1 

Aさんは母子生活支援施設で働くソーシャルワー力ーでレた。その施設で暮

らレているBさんは毎晩のように泥酔しています。施設の秩序を保つだめには

Bさんに生活態度を改めてもらわなければいけませんが、 Aさんは、どのよう

にBさんに言えばいいのかわかりません。

Case 2 

Cさんlま児童相談所のソーシャルワー力ーでレた。自分の担当しだ引きこも

りのDさんは、過去に伺度か父親から性的虐待を受け、その結果、伺ヶ用も風

!Sfこ入らない生活をするようになったと話レましだ。 CさんはDさんの父親に

Dさんの話を伝え、事実を確かめなければいけません。

Case 3 

Eさんは特別養護者人ホームに勤めるソーシャルワー力ーでした。利用者の

Fさんは、お盆とお正月に短期間、息子さんのところに戻りますが、その疋び

に不自然なケガをしています。 Fさんは認知症のため発話力T充分にできません。

EさんはFさんの息子さんによる虐待を疑い、問いただす脳要を感じました。
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Case 4 

Gさんは児童聾護施設に勤めるソーシャルワー力ーでした。利用者のHさん

は中学生ですが、他の子の話によると、毎日のように万引きレて、その成果を

他の子に自慢しているようです。 GさんはHさんと話し合うことにしました。

Case 5 

lさんは障害者施設に勤めるソーシャルワー力ーでした。 ｜さんの上司であ

るJさんは、ときどき利用者を殴っています。施設長はJさんを高く評価して

おり、施設長に訴えれば、逆に自分力T不利な立場に置かれるかもレれないと不

安になりますロ lさんはJさんと直接、話レ合うレかないと者えています。

しかしながら、相手が不愉快になることは、なかなか言いにくいもの

です。言いにくい理由としては以下のようなものがあるでしょう。

1. こんなことを言ったら、彼女はきっとひどく傷ついてしまって、ち

う二度と立ち直れないのではないだろうか。

2. もう私は何度ち、このことを彼に言いつづけた。それでちダメだっ

たのだから、もう諦めるしかない。

3. クライ工ントを責めたら、きっと私のほうが責められるだろう。な

ぜなら、そういう問題を寛服するために私が充分に援助できなかっ

たのだから。ちとはといえば、私が悪いのだ。

4. 同僚を批判すれば、私は職場から浮い疋害在になってしまうのでは

ないか。そうなると、ここには勤めづらくなるかもレれない。

5. 彼の生活態度に口を出せば、彼はきっと灘怒して、私に伺をするか

わからない。

6. このことについて苦情を言ったら、きっと山の狭い気難レい人間だ

と思われるにちがいない。

7. これについては考えないことにレている。彼の顔をみて、文句をい

いはじめると、きっと怒りが止まらなくなって、自分がどんなこと

をしてレまうかわからないからだ。
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Exercise l 

最近、あなたが誰かを批判しなければならないのに、うまくできなかった経

験を思い出し、そのとき、どのような考えが、あなたの批判を止めてしまつだ

のでしょうか。それも思い出し、以下に書いてみなさい。

上手な批判の行いかた

批判をすることは、いつも難しいものですが、いくつかのコツがあり

ます。それを見てみましょう。

【Empowermentの視点から行う】

批判をするのは相手を高めるためです。自分がイライラさせられて

いるとき、激しい怒りを直接、ぶつけてスカッとしたいという気持ち

があるかもしれませんが、それはしてはいけません。交流分析でいえ

ばNPの視点から批判をするのです。

【自分の権利と義務を意識する】

クライエントが福祉サービスを悪用している場合（たとえば居住施

設で泥酔して器物を壊すなど）、正当にサービスが利用されるように

要求する権利と義務をソーシャルワーカーはもっています。それを忘

れないようにすることです。

【時と場所を選ぶ】

その場で問題行動が起きている場合は、その場で注意するしかあり

ませんが、そうでなければ相手も自分もイライラしている時は、なる

べく避けましょう。相手も自分も平静で、あるときを選んで批判すべき

です。場所としては、他の人がいないところで批判することが原則で

す。他の人が見ていると、プライドが邪魔をして、相手は内心では自

分が悪いと，思っていても反論してくるかもしれません。



Helping Skills Training 171 

【話のなかに他人を巻き込まない】

「みんなも君のことは間違っていると言っているJとか、 「誰も君

には賛成していなしリとか、その場にいない第三者を巻き込まないよ

うにしましょう。

【『あなた』を主語にしない】

「君のやりかたは間違っているJとか「君はどうかしている」など、

Youを主語とした批判は避けましょう。「私が困るのですJとか、「そ

れではサービスが提供できません」など、 Youを主語としない言葉の

ほうが攻撃的ではないように聞こえるからです。

【動機を推測しない】

「お父さんを困らせたかったんでしょう」とか、 「みんなの注意を

ひきたかったんで、しょうj とか、批判するときに動機を推測しがちで

すが、それはやめましょう。推測は当たらなし、かもしれないからです。

【人を批判せず、行為を批判しよう】

「あなたは不潔な人ねj というのではなく、 「服が汚れています

よJといいましょう。 「あなたはダメな母親だJというのではなく、

「子どもたちにきちんと食事をあげてくださいJといいましょう。

【普遍語を使わない】

「し1つも」「だれもJ「みんなJというような言葉は普遍語universal

wordといいます。このような言葉で批判が行われることはよくあり

ますね。 「あなたは、いつもだらしがないJ 「誰もあなたを信用しな

くなるわよj 「みんな迷惑しているのよ」というのが例です。しかし、

このような言葉は正確ではないので使わないようにしましょう。

【限定した言い方をする】

一般化した言い方をするのではなくて具体的で限定した言い方

(speci五cな言い方）をしましょう。たとえば「君はいつも会議に遅れて

くるね」というのではなく、 「今月はもう 4回のうち 3回の会議に遅

刻しているよJといいましょう。 「お子さんを甘やかしすぎですよJ

と言うのではなく、 「子どもさんには自分で着替えをさせて、部屋の

掃除と机の上の片付けをさせてください。そうすれば、もっと自主性

がでてくると思いますよJと具体的に限定的にいいましょう。
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Exercise2 

以上のような批判のレかたについて、あなたが思うことや、あなたの体験を

隣の人と話し合いなさい。

批判のための4ステップ

相手を上手に批判するための4つのステップを紹介しましょう。こ

れは一つの型として頭にいれておきましょう。

【Step1】

相手の問題行動を要約します。

・昨日と今日と、酔って部屋に帰ってきたそうだね。

・A君が君に殴られたと訴えているんだけどね。

【Step2】

その問題行動に対する自分の感情を述べます。（感情的になり、

その感’情をぶつけるのではありません。）

・ほんとうにそれを聞いてがっかりしたよ。． それを見たときはショックでねえ。

【Step3】

相手に行ってほしいことを述べる。

・たとえば、こんなふうにしてみたらどうかな0． これからは、こうしてほしいね。

【Step4】

動機づけとして（望ましい）結果を述べる。

・こうしてもらえたら、きっと子どもたちも大喜びだよ0． 君がそうすれば、サービスも元通りに受けられるよ。
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ときには望ましくない結果を述べることも必要になるだろう。

・ それができないんだったら、施設の退所はやむを得ないね0． それをしないのなら、警察に通報するしかないね。

Exercise3 

あな疋が上手に相手を批判できなかった揚面を思い出し、小グループのなか

でそれを再現してみてください。そレて、以上のような4つのステップをつか

ってアサーションの練習をしてみてください。
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批判から学15¥
“Learning from criticism” 

前回は相手にとって不快であるけれども伝えなければいけないこと

を、いかに伝えるかということを学びました。今回は、その逆に不快

なことを言われても、そこから学ぶことに焦点を当ててみます。

私自身が社会福祉の現場に出たころ「叱られ上手になれJとよく言

われました。若くて未経験なうちは批判され、叱られて当然でしょう。

しかし叱られたあとが重要で、そこで怒ったり、自分の非を認めなか

ったりすれば相手はもう何も言ってくれなくなるでしょう。誰からも

何も言われなくなれば、一時期はいい気持ちになるかもしれませんが、

やがて誰からも相手にされない人になってしまいます。

ソーシヤノレワーカーは何度も言うように非常に多様な人との出会

いがある職業です。個人と社会との関係を援助するのですから、それ

は容易に想像できます。他職種はもちろん、生育歴も価値観も違うク

ライエントと信頼関係をもたなければいけません。彼らからの率直な

批判を受け、そこから学ぶことで、ソーシヤルワーカーは専門職とし

て成長できるのです。

苦手な批判を点検しよう

さて、この援助演習において目指すひとつの大きな目標は自己覚知で

した。そして、その自己覚知に至る主な方法は自分のパターンを点検

してみるということでした。ここでもまた自分が苦手な批判を点検し

てみましょう。そこから批判を受けることに対する自分の特性に気づ

くことを目指します。

Exercise 1 

あなたが以下のようなタイプの批判をされたとき、自分がどれくらい傷つい

てレまうのかを点検してみましょう。

傷つかない揚合 5 

どちらかというと傷つく場合 4 

どちらともいえない揚合 3 
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どちらかというと傷つかない揚合 2 

傷つかない場合 1 

・ 教員から学業の不振を指摘され疋とき

I-2-3-4-5 

． 障害者の人から、あなたの介闘の仕方力T下手だと言われたとき

1-2-3-4-5 

． クラスメートから控業申での私語を注意されだとき

1-2-3-4-5 

・あなたの恋人から〈いやな〉体臭について指摘され疋とき

I-2-3-4-5 

． 握朗演習の時間にあなたの妙な癖を指摘されたとき

1-2-3-4-5 

． ゼミの教員から、あなたの病気を披露だと疑われたとき

I-2-3-4-5 

． 授業中、あなたの書いた字を冷笑した人がいだとき

I-2-3-4-5 

． 電車で眠ってしまったら、隣の人に踏で強く横腹を突かれ疋とき

1-2-3-4-5 

． 誰かがあなたの服装について批判したとき

I-2-3-4-5 

・ 誰かが、あなたを「女らレくない」〈「男らしくない」〉と言った
とき I-2-3-4-5 

Exercise 2 

上の演習を参考にレながら、あなたが批判されて傷ついた出来事をいくつか

思い出し、そこに共通のパターンがあるかどうか考えてみなさい。批判をレた

人の特徴、批判をされた状況、批判のされかだなどに共通のパターンがあるか

もレれません。
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批判への対応として望ましくないもの

批判にどのように応じるかということは、生育歴が大きな影響を与え

ます。批判に対する望ましくない応じ方の 3つのタイプを以下に紹介

しましょう。

まずは批判を受けると怒り、ますます批判を受けるようなことを繰

り返すタイプです。何度、叱られても悪いことを繰り返して人を困ら

せます。こういう人は幼いころ両親の愛情を充分に受けることなく育

ち、親が怒ることをしたときのみ「叱られるj ということを通して、

親の注意を受けることができたと考えられます。つまり、批判をされ

るということが、本人にとっては自分に注意が向けられているという

充実感につながってしまっているわけです。

その逆に、どんな批判を受けても、それがたとえ正当なものではな

くても気にしてしまい落ち込んでしまうタイプがあります。この人た

ちも幼いころに親からの充分な愛s！育を受けて育たなかったために、無

条件の愛情を体験することがなかったのです。ですから、いつも愛さ

れなくなるという恐怖があります。批判を受けると、その恐れで心が

いっぱいになってしまうのです。

3番目のタイプは批判を他人事のように受け流すタイプです。この

タイプの人たちは、幼いころからあまりに多く叱られてきたために、

自分の心を守るために見えない壁をつくってしまっているのです。し

たがって何を言われても平気です。

また、上のような3つのタイプのどれにも入らない人でも「地雷J

のようなものをもっていることがあります。つまり、ある特定のこと

について批判をされると、猛烈に怒ってしまったり落ち込んでしまっ

たりするのです。言った人はなぜ、あなたがなぜそこまで怒ったり、

沈んだりしてしまうのかわからず、途方にくれてしまうでしょう。

たとえば、 Aさんは、あることについて間違った方法をとっていま

した。それをみたBさんは「いろいろ本を読んでから、ゃったほうが

いいよJと親切にアドバイスしてくれました。しかしAさんは自分の

知性について批判されるのが大嫌いで、 「本を読んだほうがいいJと

いうアドバイスは自分の知性を批判されているように思い、 Bさんの

言葉にひどく傷ついてしまいました。
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Exercise 3 

あな疋にもきっと「地雷」のようなものがあるはすです。それについて少し

でち批判されると、力ッとなって怒ってしまったり、あるいは完全に落ち込ん

でしまったりするような話題です。それが伺かを考えてみてください。思いつ

かなければ、上の3つのタイプのうち、あなたのタイプがどれに一番ちかいか

を考えてみなさい。

アサーティブに批判に答える方法

では、批判に対してアサーティプに答えるにはどうすればいいのでし

ょうか。 McBrideは以下の 3つのステップを提示していますlo

【Step1：相手の言うことに耳を傾ける】

当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、実際には自分

が聞きたくないことに耳を傾けるのは難しいものです。まして、怒り

でムカムカしていたり、ショックで落ち込んでしまったりするのです

から、傾聴は困難になります。

【Step2：少し考える聞をとること】

言われたくないことを言われると、すぐに反論したり、あるいは逃

げ出したくなったりすることが多いものです。批判に対してはすぐに

反論しなくてもいいときは、考えてから発言するようにします。向か

い合っていて、すぐにでも答えなければいけないときでも、 「ええ、

ちょっと考えさせてくださしリ 「そうだ、ったかな、ちょっと思い出さ

せてくださしリなどと時間をとるようにします。すると少しでも冷静

になれますし、次に言う言葉も選ぶ余裕が出てきます。

1 McBride, P. (1998). The Assertive Social Worker. Hants, England: Arena, p. 109. 
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【Step3：批判があたっているかどうか考えること】

完全にあたっていたり、あたっていなかったりする場合は対応はそ

れほど難しくはありません。難しいのは批判が半分あたっていて、半

分あたっていないときです。そして実際に私たちが受ける批判は、そ

のように半分は当たっているものが多いと思います。その場合は、当

たっているところは認め、当たっていないところは否定するようにし

ます。

【批判があたっていたらどうするか】

批判があたっていたら、それは認めなければいけません。それを認

めないと、あなたの人間性が疑われ、人から信頼されなくなってしま

うでしょう。また情報を求める問いかけをするべきです。たとえば「お

っしゃっていることをもう少し詳しく説明してもらえますかj 「この

ことについて、あなたのご意見を聞かせてくださいJといった問いか

けが可能でしょう。

さらに、ほかの人の意見も聞いてみましょう。批判は、いつも誰か

特定の人の意見にすぎません。何人かほかの人の意見を聞くことによ

ってさらに公平な見方を知ることができるかもしれません。

そして最後に自分の行動を変えてみるかどうかを決めましょう。批

判をされたことがあなたにとって重要なことではないのなら、あなた

は自分の行動を変えることはないでしょう。しかし重要なことである

なら変えていかなければいけません。

【批判が間違っていたらどうするか】

批判が事実と反しているのなら、それを否定しましょう。きっぱり

と「それは違いますJと言えばよいでしょう。そして、そのような間

違ったことを、その人がどのように知り、信じたのかをたずねてみま

しょう。それによって批判の根本にどんな問題があるのかを探ること

ができるはずです。最後には、その問題の解決のために努力します。

【批判の相対性】

批判は何度も書きますが、個人の意見にすぎません。そして意見は

しばしば事実とは関係がありません。また批判は、たいてい行動を批

判しているのであって、あなたの人格そのものを批判しているわけで

はありません。したがって批判を受けとめることは大切ですが、すべ

てを信じて、それに右往左往することは賢明ではありません。
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Exercise 4 

あなたが批判されると、それは正レいと認めざるをえない事柄を5つあげな

さい（真のリスト〉。たとえば「私のパックのなかはお菓子でいっぱいだ」な

ど。また、あなたが批判されても、それは正しくないとはっきりしていること

を5つあげてみなさい（偽のリスト〉。たとえば無断欠勤していないのに「I'¥

イト先、こんど無断欠勤レたらやめてもらうからね」と言われた。

さて、ふたり組になって、 Eいのリストを見せ合いなさい。そレてroleplay 

によって批判にどのように告えるか練習しなさい。そのときnonverbalな部分

にち気をつけるようにレなさい。

真のリスト 備のリスト

① ① 

② ② 

③ ③ 

④ ④ 

⑤ ⑤ 
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諦めた理由の点検
“相手の行動に対処する”

40 

アサーションをあなたが行おうとするとき、相手は何らかの手段で、

あなたのアサーションを挫折させようとすることがあります。たとえ

ばAさんの父親はAさんが何か自分の意見を言おうとすると、すぐに

怒りだします。 Aさんの母親は逆に、すぐ泣きます。 Aさんの恋人は

冷たいそぶりをします。 Aさんの上司は、あいまいな言葉を言って逃

げてしまいます。ということで、 Aさんがアサーションをするために

は、そういう人たちのいつもの手段に対処しなければいけません。

あなた自身がアサーションを続けなくてはいけないときに諦めて

しまった状況をいくつか思い浮かべ、どうして諦めてしまったのかを

考えてみましょう。相手はどういう手段をつかって、あなたを諦めさ

せたのでしょうか。以下は、よく使われる手段の例です。

Case 1：怒る

あなたはソーシャルワー力ーとレて施設に勤めていた。利用者（障害者〉の

家族が集まって、話し合う会を月に1回、聞いてい疋が、そこにいっちAさん

がいた。 Aさんはいつもささいなことで激怒し、家族の集まりを白けたものに

レてしまうのでした。毎回、毎回、あまりに様子がひどいので、ソーシャルワ

ー力ーとして彼と個別に話し合うことにしました。今回も「介護が辛い」と言

った人に対レて「ここは愚痴を言うところじゃないでしょう！」と、突然、怒

り出しました。あなたは、それをとり上げ、 Aさんが自分の態度が他の人に及

lます影響や、グループワークの目的（感情の表出と受容など〉について気づく

ように援助してください。あなたと話すなかで、 Aさんは、また灘怒すること

でしょう。

Case 2：遥かす

バイト先で知り合つだ人と何度か食事をいっしょにレました。気があうと思

ったのですが、いつも暗い表情で伺を考えているのかよくわからないところが

あるので、バイトが終わつだのをきっかけにもう会わないことにしまし疋。そ

れから何度も電話がありまレたが「いま、ちょっと手力漕せなくて。じゃあ、

また、こっちから電話するから」と、すぐ切っていました。ある日、教室にい

ると、上智大生でもない、その人が隣に座ってきました。そして小声で「この
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まま、ちし会わないつもりなら、私（僕）、死んじゃうかもよ。私（僕〉、死

ぬことなんて怖いと思っていないから」と、力なく微笑んで言うのでレた。

Case 3：はぐらかす

あな疋は高齢者のためのグループホームのソーシャルワー力ーをしていまレ

疋が、利用者のAさんが帰宅のだびに体申に傷をつくってくるのに気づいてい

ました。しかレAさんは伺も言いませんでレた。いつものとおり毎週土曜日に

なって、 Aさんの娘（息子） Bさんが迎えにきました。 Aさんの傷のことを聞

いても、 Bさんは「あれえ？そうですかあ？」と、不自然にとぼけだふりをし

ます。 Aさんのほうに話しかけだり、別の話題を投げかけたりして、のらりく

らりと逃げてばかりいます。

Case 4：理屈を言う

あなたは青年のグループワークを担当しています。青年たちは、みんな易体

障害者でレた。みんなでピクニックに行くことにレましたが、 Aさんは高尾山

がいいということをいろんな理屈をつけて際限なく話しつづけるのでした（山

歩きは身体に良い。空気が良い。電車一本で行ける。見るべきところが多い。

歴史的に有名であり、メンバーの社会勉強になるなど）。グループのだれちが

反論できないなかで、あなたはグループワー力ーとして、みんなの意見を聞く

ようにAさんに伝えてください。

Case S ：甑彊~盤度をとる

あなたは精神病院のデイケアでグループワークを担当している PSWです。

レクリ工ーション活動とレて、みんなで連出をすることにしましたが、どこに

行きだいか誰も意見を言いませんでしだ。メンパーの一人のAさんは腕組をレ

て黙っていましだが、誰ち発言しないのを男て「浅草にしましょう！」と大き

な声でいいました。あなたが理由を聞くと、ワー力ーであるあなただけに向か

つて「こいつらは伺もわかっちゃいないんですよ。こいつらは病院のなかの生

活しか知らないんです。私は病院の外での生活が長いから、いろいろこいつら

よりは知っています。だから意見を言ってやったんですよ」と、周囲を軽蔑し

たようにいいます。薬物依停から精神障害になっtcAさんは暴力団に入ってい

だという噂もあり、みんな怖がってAさんのあとに意男をいいません。グルー

プワークが終つだあと、 Aさんに対して、みんなの意見を聞くようにAさんに

伝えてくださいロ
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Case 6：泣〈

あなたは明日提出のグループワークのレポートをまだ書いていませんでレ疋。

レかも昨日の朝から新しいパイトが入って疲れ切っていまレ疋。図書館で眠い

目を脳死になって聞けながら、レポートを書いていたら、クラスメートのAさ

んが「今晩、いっしょに飲んで話したいことがある」といいます。彼女は「も

う、グループワークは切っ疋」といっています。あなたがレポートを書かなけ

ればいけないことを伝えると、 Aさんはポロポ口と泣きながら、 「レポートな

んて、どうでもいいじゃない？聞いてほレいことがあるの」と訴え、めそめそ

泣き始めまレだ。あなたがレポートのことをいうと、 「じゃあ、もう、いい」

と言って、すねた感じで泣き続けます。

Case 7：品ざける

あなたはA君とそれほど親レくないのですが、 A君はどういうわけか、あな

たにいろいろ冗談を言ってきますロあな疋カT不快なのは、サークルのなかで、

あなだのことを見つけると「ハ二一、司愛いねえ、太野きだよ、そんな君の瞳

は」などと言います。たぶん冗識だとは思うのですが、あなたとA君とが特別

な関係だとサークルのなかで誤解されるのも嫌ですレ、多くの人のまえで、た

とえ冗識でも、あんなふうにふざけた言葉を言われ続けるのは我慢できません。

あなだはA君に、あなだをからかうのはやめてほしいと言ってくださいロ A君

は「lまうら、その怒っ疋顔、司霊いねえ！」と笑いながら言うにちがいありま

せん。

Case 8：評撤！I

あなたの親友は痛気で手術を受け、入院しています。彼女の彼氏と、あなた

は友人なのですカ仁彼女のお見舞いを全くしていません。彼女もそれを寂しく

思っていることが、あなだにも伝わったので「彼に、お見舞いに来なさい！と

言っておくね」と約束してレまいました。あなたは彼に会ったとき、 「お見舞

いに行つだら？」と彼に言いましだが、彼は無関山な様子です。 「まあ、その

うちねJとしか言いません。あんまり何度もいうと「君には関係ないだろ」と、

そっけなく言うでしょう。彼のためらいの気持ちなどを聞きだすようにして、

彼女のお男舞いに行ってみるように促してください。

Case 9：了寧な態度

あなたは痛院のケースワーカーです。先日、入院についての手続で援助をし

たAさんの家族が医療福祉相識室を訪れ、あなたに「これは差レ出がましいよ

うですけど」と、お金の入った袋を渡しまし疋。 Aさんの家族は非常に丁寧な
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かたで、あなたにとても感謝しています。あなたが断ってち「いいえ、どうぞ、

収めてください。ほんの気持ちですから」と、一歩もあとを引かないでしょう。

Case 10：不真面目な態度

あなだは老人ホームのケア部門の管理職です。こんど新人ではいってきたケ

アワー力一の態度が、お年よりに対して失礼なものでした。お年よりに対レて

「lまらほら、なにポケーッと、つったってんのよ！」というような言襲づかい

です。それを注意しても髪の毛や、マニキュアのツメをさわりながら「はい、

はい、わかりまし疋、わかりまレた」と、いかにも面倒くさそうに答えます。

そんな彼女に、お年よりの気持ちを伝えてください。

Case 11：多忙で冷たい態度

あなたは精神病院のケースワーカーです。主治医にAさんのことを相談した

いのですが、 Aさんの主治医はいつも忙しくてイライラした感じの人です。 A

さんのケースは複雑なのでアポイントメントをとって主治医と話したいのです

が、主治医は「じゃあ、要点だけ、ここで話レてくれる？」と、イライラした

ように言います。それを断り、きちんと時聞をとってくださいと頼んでくださ

し、。

Case 12：譲る

あなrcはグループワークのノートをクラスメートのAさんに頼まれて、貸し

てしまいまレた。レかレ、いつまでたってもノートを返レてくれません。返レ

てくれと言うたびに、 Aさんは「ごめんなさい。いま、持つてないのよ。ちう

ちょっと待ってくれる？」と、両手を合わせて謝ります。どうやらノートを紛

失してレまっただめに返せないのかなと、あなたは疑い始めました。しかしA

さんは「こんど、 l必ず返す！」と言って、紛失したとは決して言いません。

Exercise 1 

あな疋が使われると弱い手段は、上のうち、どれでしょうか。また、上の倒

以外にちあれば、下に書き出してみなさい。グループで話し合い、ロールプレ

イを通して、それぞれの手段に対処する方法を考えてみましょう。
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攻撃的なクライ工ント
“Handling aggression” 

前回の演習では、アサーションをしたときの相手の手段について考察

しました。いろいろな手段がありましたが、おそらく誰もが共通して

難しいと感じるのは、クライエントの怒りや攻撃でしょう。

たしかにソーシャルワークはワーカーが身の危険を感じることが

多い職業のひとつです。精神的に不安定であったり、社会性が未熟で

あったりすることで暴力をふるう人たちと向かいあう必要があるか

らです。また家庭訪問などでは逃げ場がないという体験をすることで

しょうし、居住施設でも面接室でも密室に近い状態でクライエントと

向かいあうことが多くあります。実習生の立場でも児童養護施設で学

生が児童から暴力をふるわれることがあります。クライエントの攻撃

性から、いかにして身を守るかということは、ソーシヤノレワークの専

門性のひとつです。

なぜクライエントは攻撃的になるのか

まず、なぜクライエントは攻撃的になるのか、その原因について考え

てみましょう。その原因は以下のようにいくつかに分類できます。

【基本的ニーズ】

第ーにソーシヤルワークの援助が人間の基本的なニーズに直結し

ているために、クライエントが必死になるということがあります。健

康や自由、安全、衣食住、家族等の大事な人間関係が人間の基本的な

ニーズに関係しています。

たとえば、病気が重いのに充分な医療が受けられない。施設に入る

ことで自由に行動できなくなる（非行少年の場合など）。夫からの暴

力から逃れられない。ホームレスの状態になってしまう。食べるもの、

着るものが買えない。子どもへの虐待が疑われて、子どもとの関係が

引き裂かれる。そういう事態になったとき、クライエントはワーカー

に対して攻撃的になる可能性が高くなります。
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【挫折感】

何かがうまくいかないとき、人は挫折感をもち葛藤の状態に陥りま

す。たとえばワーカーとの面接を希望していたのに面接を受けること

ができない。あるいは受けることができても、長い間待たされ、短い

時間しか話せない。いろいろな機関を、たらい回しにされている。自

分が言われたくないと，思っていることを言われてしまう。ワーカーか

ら受けたアドバイスが気にくわない。ワーカーから充分に傾聴されて

いないと感じる。ワーカーから充分な尊敬を得ていないと思う。そん

なとき、クライエントは怒りを感じ攻撃的になりやすくなります。

【恐れ】

恐れも攻撃性につながります。たとえば夫や子どもからの暴力に苦

しんで、いる人が、このままでは自分は殺されてしまうと思うとき、ワ

ーカーに対して、なんとか援助してもらおうと攻撃的になるかもしれ

ません。あるいは援助を受けられなければホームレスになってしまう、

子どもたちに食べさせるものがないという状態になったとき、攻撃的

になることは充分に考えられます。

【自尊の感情の危機】

自尊の感4情（self-esteem）が人間にとって大切なものであることは、

ecological social workの講義のときにお話しました。その自尊の感情

が危機にさらされるとき、クライエントは攻撃的になります。しかし

ワーカーはクライエントの自尊の感情が危機にさらされることに気

づかないことがあります。

たとえば、漢字が読めない場合、カタカナ言葉がわからない場合、

それをわからないとは認められないことが多いものです。とくに福祉

制度や行政関係の用語は難しいですし、ワーカーも知らず知らずの聞

に専門用語を使ってしまうことがあります。大学卒の人が普通に使う

言葉も中学しか出てない人には難しい、気どった言葉に聞こえること

があります。また認知症の人が、ワーカーの話が理解できず、イライ

ラしてしまうことがあります。

クライエントは書類を渡されたときに、それを読まなかったり、あ

るいは読んで、も意味がわからなかったりするときには、わからないと

は言えず、怒り出すかもしれません。あるいはサービスについての説

明を聞かされたときに理解できないために、ワーカーに何か別の理由

をみつけて怒鳴りだすかもしれません。
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【差別と偏見】

クライエントは自分が差別されていると感じたときに攻撃的にな

ることが多いでしょう。たとえば、在日外国人が民族差別のために、

あるいは障害者が障害者差別のために、アパートを借りることができ

なかったり仕事を見つけることができなかったりするときがその例

です。あるいは男性のクライエントになら「仕事をやめて、家族の介

護をしたらどうですかJとは言われないのに、女性だから、そのよう

に言われたとクライエントが感じたとき。クライエントは攻撃的にな

るかもしれません。

Exercise 1 

攻撃的になるクライエントの気持ちを理解してみる演習をレてみましょう。

ます、あなたが、自分の生きるうえで一番大事だと思っていることを考えてみ

てください。そレて、それ力寄われそうになって、ソーシャルワー力ーに相談

レている自分の姿を想慢してみてください。

クライエントの攻撃性を引き出してしまう危険性

クライエントの攻撃性が起きる原因を上にあげてみましたが、ワーカ

ー自身がその原因になってしまうことがあります。特にワーカー自身

が攻撃的な態度をとったときには、クライエントも攻撃的になりやす

くなります。

難しいのは、ワーヵーがクライエントとの関係とは別のことでイラ

イラしているときです。たとえば、ワーカーのAさんは昨夜、遅くま

で同僚と飲んでいましたが、そこで仕事上の考え方の違いで口論とな

ってしまいました。気分悪く帰ってきたところで家族から帰宅時聞が

遅いことを指摘され、家族とも口論となってしまいます。それで次の

朝、寝過ごしてしまい、朝食抜きで職場にでかけると、通勤途中で、

人とぶつかってしまい、知らない人から怒鳴られてしまいます。最悪

の気分で仕事を始めたとき、自分が一番苦手なタイプのクライエント

との面接が入りました。 Aさんは、つい怒ったような声でクライエン

トとの応対をしてしまいます。自尊心を傷つけられたクライエントも、
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怒りをあらわにしてAさんに反撃しました。

このようなときには自分がどれくらいイライラしているのか、その

気分を自覚しておく必要があります。そのためには自分の攻撃性の兆

候を知ることです。たとえば息が荒くなる、あごを突き出す、心臓が

ドキドキする、こぶしを振り上げる、物を蹴るなど、人によって兆候

は違います。自分の特徴を知っておき、兆候が出てきたら自分の攻撃

性を抑えるようにします。

Exercise 2 

相手と直接的に関係のないことで、あなたがイライラレていて、相手の伺気

ない言葉や行為に過度に攻撃的になってレまった体験を思い出し、隣の人と話

レ合いなさい。

Exercise 3 

あなた白昼の攻撃性の兆候を以下に書き出してみなさい。

クライエントの攻撃性の兆候

上にあなた自身の攻撃性の兆候を考えてみましたが、クライエントの

攻撃性の兆候を知っておくことも、ワーカーの身の安全をはかるうえ

で大切なことです。攻撃性の兆候としては以下のようなものがありま

す。
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・姿勢を突然変える． 急に立ち上がる

・前のめりになる． 机の上をたたく

・足を踏み鳴らす． 指で伺かを叩く

・顔を赤らめる

・額にしわをよせる． まぶたを、びくびくさせる． タパ尋を激しく吸う． 体を震わせる

・にらみつける

・息づかいカ鳴くなる． 汗をかく

・ひきつった笑いを見せる

Vocal messages 

・話すスピードが変わる． 声の高さ力T変わる

・ぼそぼそ言いはじめる
．叫1.5¥

・舌を鴎らす． どちる

Verbal messages ． 度肉をいう

・からかう

・悪口をいう

Exercise 4 

上にあげたもの以外で、あなたがクライエントの攻撃性の兆候と考えること

ができると思うものを以下に書き出しなさい。
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攻撃性に対処するテクニック

実際に攻撃的なクライエントに出くわしたとき、どうすればいいでし

ょうか。以下にいくつかのテクニックを紹介します。

【あいまいに答える】

あいまいに答えるテクニック(foggingtechnique）とは攻撃的なク

ライエントに出くわしたときにソーシヤルワーカーが相手の攻撃的

な言葉を無視して、その他の言葉のみに対してごく簡単に共感して、

攻撃をかわすことです。たとえば次のような言い方ができます。 （た

だし、からかっているように聞こえてはいけません。 Non-verbalな

レベルのメッセージに充分に注意する必要があります）

・「そうかもしれないわね」
・「それがとっても気になるようね」
・「それが婦だと思ってらっレやることはわかります」
・「それも一つの考え方ですね」

【声を大きくする】

ワーカー自身が攻撃的になってはいけませんが、いつもよりやや大

きな声で（しかも落ち着いた声で）答えるだけでも、クライエントの

攻撃性を抑えることができることがあります。

【繰り返す】

Broken record techniqueというのは壊れたレコードのように同じ

ことを何度も繰り返して言うことによって、相手にこちらのメッセー

ジを伝えていくことです。怒っているとき、人は相手のいうことを聞

いていないものです。ですから、何度も同じことを言うことによって

相手に伝えるのです。ただ「何度も言うようにJという言葉を使うと、

「｛可度いったら、あなたはわかるんだ」という言外のニュアンスを伝

えてしまいますから、それは避けます。できるだけ言い換えの技法を

使って、別の言葉で閉じメッセージを運び続けるといいでしょう。

【『私たち』を主語にする】

「私たちjを主語にして話すと、相手と問題を共有しているのだと

いうことを示すことができます。 「あなたと私」という対立の構造を

見えにくくする効果もあります。
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【責任の限界を示す】

「私にはできませんj というと、そのことに対して、あなた個人が

責任をとるように非難されるかもしれません。ですから「制度的にそ

れはできないのですJとか「こちらの施設では、・それはできないこと

になっていますJと答えましょう。

【体を動かす】

ずっと向かい合って、体を互いに前に傾けあっていると、ますます

対決の姿勢に近づいてしまいます。体の向きを変えてみると対決の雰

囲気が薄まることがあります。しかし、その姿勢が拒否のサインとし

て受けとめられないように注意しなければいけません。

【家庭訪問時の注意】

家庭訪問はソーシャルワーカーにとって大事な手段で、すが、同時に

ワーカーが危険にさらされる場面でもあります。どのように気をつけ

るかは場面によって違いますから一般論はありませんが、経験豊富な

ワーヵーの言うことを充分に聞いておく必要があります。以下は、一

般論からの諸注意です。

・揚所を充分にたしかめておく。途中で迷って遅刻すると、自分にも余裕が

なくなるし、クライエントの湿りを招くことがあります。

・蝿所によっては自衛の警報器などを携帯します。

・家に入るときには犬などに気をつけます。

・玄関に入ったときには家のなかに本人以外の人がいるかどうか聞きましょ

う。いる揚合は、副のアポイトメントをとったほうがいし1場合があります。

． ドアを閉めるときに鍵の撮子を覚えておきます。つまり緊急時に、ド？を

聞けて外に出なければいけないとき、鍵を中からどのように聞けるのかを

考えなくてすむようにレます。

・部屋に入ったときは、そこに凶器になりうるものがないかを点検レます。

包丁はもちろんですが、大きな鉄製の灰皿、持ち上げられるようなイス、

桔掘なども攻撃性の強いクライ工ントが使えば凶器になります。

・部屋では力パンを常に体の近くに置き、車のキーはすぐに出せるようにし

ておきます。
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・部屋を出るときには、クライエントに先に歩いてちらいます。そうしない
おそ

と背後から襲われる危隣住があります。ただ逃げるときには、そんなこと

を考えている余裕はありませんa 火事のときと同じように持ち物のことは

忘れて、すぐに蒙から出るようにレます。

Exercise 5 

あなたが、受けた攻撃の体験のうち、あなたが話すこと力Tでさることを話し

合いなさい。そレて、そのことを材料にレて攻撃性に対処する練習をするため

のロールプレイを行いましょう。
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42 

受身的なクライ工ント
“Handling passivitγ 

前回の演習では攻撃的なクライエントに向かい合うのがいかに難し

いか、また、それに対して対応を誤ることがいかにワーカーの安全を

危うくするかを学びました。今回は、それとは逆に、おとなしくて自

己主張のないクライエントといかに向かい合うかを学びます。

おとなしいクライエントはワーカーがアサーティプになろうとす

るとき対処しやすい相手であるような印象があります。しかし実際は、

なかなか難しい相手でもあります。たとえば、学生たちが実習先を決

めるお手伝いを私はしていますが、おとなしくて自己主張をしない学

生たちの援助をするのは簡単ではありません。どこに行きたいのか、

はっきり言わないし、こちら側があまり先に先に決めてしまうと、あ

とで「私の意思を無視して決められたJと不満をもらしていたと間接

的に聞くことが多いからです。

なぜ彼らは受身なのか

なぜ一部の人たちはとても受身的なのでしょうか。その理由には、 2

つあると言われています。ひとつは生来の性格として恥ずかしがり屋

であることです。最近の研究によると、一部の乳児は生まれつき恥ず

かしいと思う気持ち（shyness）が強く、その傾向を親が保持するような

育てかたをすると、子どもは恥ずかしがり屋のまま成長します。

もうひとつの理由は子どものときに親から自分の要求を聞き入れ

てもらえなかった経験をしてきた人が、結果として受身的な人間にな

るということです。自分から要求するよりも親が自分の要求を察して

くれるのを待っていたほうが良いと学んでしまうのです。

この2つの理由は訓練によって充分に克服できるものです。ですか

ら自分のことを受身的な人間であると，思っている人もあきらめずに、

自分の行動パターンを変えるように努力してみてください。

ただ、その努力をしない、あるいはできないと感じるときは、それ

は受身的な人が自分の受身的な態度のほうが自分の要求を伝えられ

ると信じているからだと言われています。一見、矛盾しているように



Helping Skills Training 193 

思えますが、たとえば子どもたちのグループと遊んでいて、明るくあ

なたのところに近づいてきて、あなたと話そうとする子どもより、部

屋の隅でじっと遠くから見ている子どものほうが気になったことが

ありませんか。その子は自分の受身的な態度によって、人の注意を引

くことに成功しているのです。どうしても受身的な態度を変えようと

しない人は、これと同じことをオトナの世界でも行いたいと思ってい

るのかもしれません。しかし、このような態度はオトナの世界では相

手を苛立たせるだけになるでしょう。

Exercise 1 

受皐的な態度のほうが相手の気をひくことに成功するが、相手を苛立たせる

ことにもなるということについて、あなだが思いつく事倒を隣の人と話レ合い

なさい。

受身的態度のタイプ

受身な態度にはいくつかのタイプがあります。それぞれのタイプと、

それに対してどう応えたらいいかという例を以下に示します。

【保証を求めるタイプ】

自分の気持ちゃ要求を言うことは危険だと思って避ける。しかし、

相手から「あなたは正しい」 「その方法は間違っていない」などとい

う保証を求めるタイプ。

霊童2盟：「たぶん、私の言うことは間違っていると思うのですけ

どJ 「こう考えると、きっと嫌だと、思われるでしょうねJ

底笠~：「どういう理由で、そう思われるのですかj 「どういう

ことがご希望ですかJ

【決断を避けるタイプ】

自分で決めると自分が責任を負わなくてはいけません。だから自分

で決めないようにします。すると自分が間違ったと責められることも

ありません。

重量~：「あなたにすべてお任せします」 「私は、どちらでもい

いです」

底笠2盟：「どちらがいいのか、おっしゃってくれないと、私も困

ってしまいます」 「あなた自身に決めていただきたいのですJ
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【言い訳をするタイプ】

自分の行為に対する責任を逃れるために言い訳を繰り返すタイプ。

童三!QM：「忙しくてできなかったんで、すJ 「遅刻してしまいまし

た。すみませんj

底笠2盟：「仕事が終わるように、それを優先されていますか」「通

勤途中で、何があったのですか」

【他人を非難するタイプ】

他人を非難しているかぎり自分が責任をとる必要がありません。

童三2盟：「母がいつも、むかつくことを言うんですj 「学校に出

る前に、いつも友達から電話がかかってきて、それで遅刻してしまう

んですJ

底笠!QM：「お母さんにそう言われたとき、あなたはどんなふうに

考えて、怒ってしまうのですか」 「その電話が、あなたの遅刻にどの

ようにつながるのですか」

【疑いを言ってみるタイプ】
よそお

自信なさそうに何が問題なのかわからないように装う。援助を求

めているように見えるが、実はそうではない。

霊童!QM: 「はっきりとはわからないんですJ 「親は、このことに

ついてはわからないと言うんです」

底笠!QM：「そのことで、どんな問題が起きているのだと思います

かJ 「じゃあ、あなた自身はどう思いますかJ

【諦めているタイプ】

自分ではどうしようもないと決めてしまっている。他人を非難する

気持ちが隠されていることがある。

蓋亘2盟：「私は対人関係が苦手で、どうしようもないんで、すJ「子

どもが言うことを聞かなくて、私にはもうどうにもできないんで、すJ

座笠~：「まず、最初の一歩としてどんなことができると思いま

すかJ 「子どもさんがあなたの言うことに耳を傾けるためには、何を

必要としていると思いますか」
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【自分を非難するタイプ】

自尊の感情が傷ついている。諦めている気持ちも入っているだろう。

塗霊~：「私は、どうせ何をやってもダメなんですJ 「私はパカ

なので、お金の管理はまったく下手なんですJ

座笠2盟：「どういうことをして、何をやってもダメだと思うので

すかJ 「お金の管理ができるようになるためには、どういうことを学

ぶ必要があると思いますかJ

【助けたがるタイプ】

助けることによって自分を認められたいと思う。自分が過剰に援助

することによって相手に罪悪感をもたせて、相手に優位になろうと考

えている。

塗宣2盟：「ああ、それも私がさせてもらいますよJ「いいですよ。

どんどん、仕事を私に言ってください」

座釜~：「いいえ、けっこうですJ 「もう、あなたがどれだけ仕

事をかかえていらっしゃるか、いっしょに点検してみましょうかJ

【すぐ合意するが、心からではないタイプ】

反対する意見を言うと、相手から嫌われると，思っている。口では賛

成していても見た目にはそうは見えない。

差亘2盟：「いいですね。それでかまいません」 「きっと、その案

でいいと思います」

座釜~：「いいとおっしゃってはいますが、私には、そう，思って

らっしゃるようには見えないで、すね」 「でも、なんだか不安を感じて

いらっしゃるようですね。どういうことが不安なんでしょうかJ

Exercise 2 

あなたが憂易的な姿勢をとるときは、どのタイプに近いでレょうか。考えて

みてください。まだ、あなたが受身的な態度の人にアサーティブになることが

難レいと感じたとき、それは上のどのタイプの人に近かったでレょうか。隣の

人と話レ合ってください。

Exercise 3 

受身的な態度に対してアサーティブになること力灘しかつだ事倒を考え、そ

れをグループで話し合ってください。できれば、ロールプレイをしてみてくだ

さい。
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43 

信頼を得るために
“Matchingの技法”

おとなしくて自己主張のないクライエントと、いかに向かい合うかを

前回、学びました。このようなクライエントは相手に信頼をよせるこ

とができないから、受身的な態度をとるのだとも理解できます。です

から相手と信頼関係をつくるようにワーカーの側で努力すればいい

のです。攻撃的になるクライエントも、ワーカーを信頼できないから

攻撃して、自分の思い通りにワーカーを動かそうとしているのだとも

考えられます。

信頼とは相手の未知の部分（これから取る行動、過去に行ったが知

られていない行動など）をも良いものだと信じることと定義できます。

信頼関係をつくるのには通常、長い時聞が必要ですが、専門的援助者

になる人は短い期間で相手からの信頼を得ることが必要になります。

信頼されやすい人

頼れる

態度が一貫している
信怠がある
誠実

J伽を聞いている

受容的

親切

協調的

寛容

公平

正義を重んする
人を裏切らない
裏表がない

嘘をつかない
秘密を守る
約束を守る
純粋である

レっかりしている
人情家

信頼されにくい人

頼りない
態度がよく変わる

信愈がない

不誠虞

I似を閉ざしている

拒絶的

冷淡

競争I~＼が強い

偏狭

えこひいき
不正を行う
平気で裏切る
裏表がある

嘘をつく
秘密を漏らす
約束をやぷる
不純である
ふらふらレている
訂算的



Helping Skills Training 197 

そこで信頼されやすい人とはどんな人なのかを信頼されにくい人と

の対比で考えてみましょう。ある人は左下に提示したような表を作っ

ていますlo

Exercise 1 

あなたが、ひとりの人を信頼しようとするとき、その人がどんな人であれば、

あるいは、どのようにふるまえば信頼しますか。あなたが信頼しやすい人のタ

イプをたすねているのです。左下のリストを参考にレながら〈リストにないも

のでちょい〉、 5つほどのタイプをあげてみてください。

① 

② 

③ 

＠ 

⑤ 

Exercise 2 

上にあげた5つのタイプのうち、自分自身が「信頼される人」になろうとす

るとき、重要視する順に番号をつけてください。

Exercise 3 

人が信頼されるだめには重要だと思っているのに自分が信頼されるだめには

重要ではないと思っている項目がありませんか。あれば、それがどうしてなの

か話し合ってみましょう。

1 Nelson-Jones, R. (1986). Human Relationship Skills：’rraining and Self・ Help. 
Sydney: Holt, Rinehart and Winston., p. 99. 
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マッチング

さて、ここでクライエントと信頼関係をつくる技法を一つ、紹介しま

しょう。これはマッチングと呼ばれるもので、そこには身体のレベル、

声のレベル、言葉のレベル、話題のレベル、表現のレベルの 5つのレ

ベルがあります。

第一の身体的レベルのマッチングとは、身体のレベノレで相手と合わ

せることです。たとえば立った姿勢の人に対しては立って向かいあい

ます。座っている人には座って向かいあいます。相手が緊張して身体

をこわばらせているときには、ワーカーも、やや緊張ぎみに座ります。

相手がリラックスしているときはリラックスして座ります。

回線の高さを閉じにするということが一般に言われますが、目線の

高さだけではなく身体全体を一致させるのです。服装も似たものを着

ると相手に安心感を与えることができるでしょう。ただし、言うまで

もありませんが、相手が不自然に感じるほど似たような動作をすると

逆効果です。

第2のレベルの声のマッチングとは、たとえば、相手がゆっくりと

話すときは、ゆっくりと話します。低い声で話すときは、こちらも低

めの声で話すほうがいいでしょう。これも身体のレベルと閉じように

不自然なまでに似たような声で話すと相手はからかわれているよう

な気持ちになってしまいます。しかし適度に同じような様子であると、

クライエントはワーヵーを信頼しやすくなると言われています。

第3のレベルとして言語的なマッチングがあります。たとえば、自

分が使う方言を相手も使ってくれると安心や親しみを感じた経験が

あるでしょうロ若者と話すときは若者のような言葉を、お年寄りと話

すときはお年寄りが使うような言葉を使うと信頼関係を築きやすく

なります。礼儀正しければ良いというわけではなく相手が示してくれ

ている程度になら、ざっくばらんな調子で話したほうが、相手の信頼

感が大きくなることがあります。

第4のマッチングのレベルは、話題を合わせることです。何を話す

かということは、人によって違うでしょう。ある人は人間関係のこと

ばかりを話し、ある人は事実ばかりを話し、ある人は昔のことばかり

を話すでしょう。たとえば、いっしょに映画を見ても、その映画をつ

くるための資金について話す人もいれば、映画に出てきた俳優の私生

活について語る人もいると思います。また映画を見ているうちに思い

出した感情を語る人もいれば、歴史上の事実を思い出す人もいるでし
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ょう。映画を芸術の観点から批判する人もいるでしょう。つまり同じ

く映画を見ても、それについて語る視点は千差万別です。それにあわ

せることによって相手の信頼感を得ていくのです。

そして最後に表現のレベルのマッチングがあります。たとえば、人

は視覚的に表現するときと、聴覚的に表現するときがあります。視覚

的に表現するとは「こういうことを見たJ 「素晴らしい風景だった」

「色があざやかだったj 「心配そうな顔をしていたJと、見たことを

中心に話をすることです。そういうクライエントに対しては、自分も

視覚的に表現する話をすると良いでしょう。

また聴覚的に表現するとは「あの人はこういうことを言っていたj

「その部屋は物音ひとつしなかったJ 「とてもにぎやかだったJ 「怒

鳴って、なにやら叫んでいた人がいたJなど、聞いたことを中心に話

すことです。こういうクライエントに対してはワーカーもまた聴覚的

に話を進めると良いのです。

また気持ちを重視して表現する人がいます。たとえば「私は悲しか

った」 「周りの人は喜んでくれたj 「その人に負けて悔ししリ 「あの

人は得意そうでしたよJなどという表現です。それに対してはワーカ

ーも感情を重視した話しかたをすると、マッチングを行うことになり

ます。もちろん、必ずしも感情ばかりを話していてはソーシャルワー

クの援助にはなりませんが、少なくとも、このタイプのクライエント

とは信頼関係をつくることができます。

一方で、論理を中心に話す人もいます。たとえば「これをやったこ

とは無駄だったと思うj 「それをしなければ、いまの仕事が進まない

のです」 「AとBとを比べたら、 Aのほうが費用の面で得だというこ

とがわかったのですJといった表現です。これもマッチングが可能で

す。ただし、援助のためには感情にも焦点を当てて会話を進めていか

なければならないことは言うまでもありません。

Exercise 4 

2・3人のペア〈グループ〉を作って、ワー力一役、クライ工ント役、観察書

役を決めます。そレて、上の5つのレベルのマッチングを行い、相手との信頼

関係をつくるための対話を行ってみなさい。



200 

あとがき
“これまでの流れなど’

Richard Nelson-Jonesの HumanRelationship Skill: Tr国ning

and Self-Helpという本をみつけたのは 1988年の春休みにメルボル

ンの政府刊行物を取り扱う大きな本屋を訪れたときでした。タイトル

にセルフヘルプの文字をみつけて、セノレフヘルプを研究テーマにして

いた私は、この本を取り上げました。内容は私が関心をもっていたセ

ルフヘルプグループとは全く違うものでしたが、演習ばかりが体系型

的に並べられているのを見て興味深く思いました。いつか役にたつの

ではないかと思って、その場で買いました。 （なお、その本の全訳は

1993年に誠信書房から「思いやりの人間関係スキルJとして販売さ

れています。私はこのテキストを作るにあたり、その訳書を参考には

しませんでしたが、みなさんが読んでみるのは良いかもしれません。）

それから 3年後、社会福祉援助技術演習（2006年度より社会福祉

演習となる）を私も担当することになり、いよいよこの本が役にたっ

かもしれないと積んだままになっていたのを取り出し読みはじめま

した。時間の合聞を見つけて少しずつ私なりに解釈して作り直して、

1991年 4月に「援助技術演習ノート（ver.1）」として印刷しました。

翻訳とか抄訳いうものではなく、演習とその説明にざっと目を通し、

私なりに消化してそれを簡略にまとめたものです。原著の演習に関す

る説明の部分は、私が書いたものよりもずっと長くなっています。

Ver.I.の内容は人間関係を発展させるスキルで終わっていましたが、

ver.2.になって傾聴のスキルまでを含めました。Ver.3では怒りとスト

レスに対処するスキルを含めました。 Nelson-Jonesの本には他に、

葛藤解決のスキル、スキルの向上と維持のためのスキルが論じられて

いました。 Ver.4では、これらを含めて作り直す予定でした。

Ver.4で目指したこと

こうして作り上げたver.3のテキストで、 1998年度から 2000年度ま

で3年間の授業を行いました。そこでNelson-Jonesの前掲書に基づ

いた（ver.1から続けてきた）テキストの構成を根本的に見直さなけ

ればいけないと考え始めました。その理由は以下の 3点でした。
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第一に、 Nelson-Jonesの前掲書は、まず深い自己開示を求める演

習から始められていましたが、これは自己開示に慣れていない学生た

ちには厳しすぎたということです。特に自己の家族の様子を振り返り、

そこで自己覚知を得ょうというアプローチが展開されていましたが、

学生たちの中には大きな心理的抵抗をもっ人が何人もいました。

第二に、自己の生育歴を振り返ることによって自己覚知を得ょうと

いう方針が Nelson-Jonesの前掲書では使われていましたが、学生た

ちのなかに未だ自分の家族を充分に振り返ることができない、いわば

「親離れできていなしリ若者が目立ってきたことです。何人かの学生

にとっては、両親を「もともと他人どうしだ、った一組の男女」として

見ることができず、どうしても自分を中心とした母親と父親という関

係でしか見ることができないようでした。特に「私は母が嫌いだ。母

のようになりたくないと，思ったから、自分は母の影響を受けていると

は思えないJという意見がグ、ループの数人から出てきたとき、私はそ

の学生たちの幼さを感じ、生育歴を振り返る演習に導いていくには私

は力不足だと思いました。

第三に、 Nelson-Jonesの前掲書は、人間関係のスキル一般を扱っ

ており、したがってソーシャルワーカーのための援助演習としてはや

や心理学的なカウンセリングを連想させるものが多かったり、あるい

は援助に直結しないスキルに多くの時聞が使われていたりするよう

に思えました。

そこで ver.4では以下の 2点の工夫をしました。ひとつは、

Nelson-JonesのPracticalCounselling and Helping Skillsを新しく

使い、援助に直結する内容を増やしたということです。またMcBride

のτ'heAssertive Social Workerを使って、アサーションの演習を、

できるだけソーシャルワークの視点、から展開されたものとして増や

したということです。

最新版の ver.5はver.4とほとんど変わりません。誤宇・脱字を直

し、不適切な問題の字句を訂正しました。さらに 2004年度より通年

から半期の授業になってしまったので、明らかに行なう時間がないと

思われるセッションを省き 12ページだけ短くしました。

通年授業から半期になってからの変更点

すでに述べたように、この授業は通年授業として始まったのですが、

2004年度より半期の授業になりました。したがって、これまで使用
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していたテキストの半分しか授業で使えないことになりました。そこ

でver.5ではテキストの量を半分に減らすということも可能でしたが、

あえでそうしませんでした。なぜなら、半期では伝え切れないものを、

このテキストが伝えてくれると考えたからです。また「自宅での課

題Jを増やすことによって、短い授業期間をある程度カバーできると

思ったからです。

授業期間中に触れることができない話題もたくさんテキストには

含まれていますが、みなさんが実習中あるいは就職後、福祉現場に出

るときに振り返っていただく機会があれば、嬉しく思います。

なお後述するように、毎年、私の援助演習を履修する人は人数的に

限られています。少人数だけに一冊あたりのテキストの制作費はかな

り高くなり、したがって頒価も高くなっていますが、どうかご理解い

ただきたいと思います。

履修者数（途中で止めた人を除く）

年度 学生数 使用テキスト

1991 10人 ver.1 

1992 4人（うち大学院生2人） ver.1 

1993 3人（うち 4年生 1人） ver.1 

1994 7人（うち4年生3人） ver.1 

1995 11人（うち4年生2人） ver.2 

1996 18人 ver.2 

1997 研究休暇のため開講せず

1998 16人 ver.3 

1999 13人 ver.3 

2000 11人 ver.3 

2001 20人 使用せず

2002 19人 ver.4 

2003 13人 ver.4 

2004 研究休暇のため開講せず

2005 16人（うち4年生 1人） ver.4 
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