
v ⾃分も相⼿も⼤切にする⾃⼰表現について、
⼼理⼠がお話しします。

v ご希望される⽅は、スタッフまで
お申し出ください。

こころメンタルクリニック 第５回セミナー

「⾃分の気持ちを伝える技術」
〜気持ちのよいコミュニケーションに役⽴つ アサーション〜

⽇時︓2018年（平成30年）１１⽉１６⽇（⾦）15〜16時

場所︓こころメンタルクリニック



本⽇の内容

１．アサーションとは何か

２．⾃⼰表現の３つのタイプ

３．うまく表現するための⼼構え

４．実際にやってみましょう

アサーションは、
⼈と⼈とが気持ちよくつ
きあうための鍵だよ
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１．アサーションとは何か

１）アサーションとは
⾃分も相⼿も⼤切にする⾃⼰表現
⼤切にしながら、率直に、素直にコミュニーションを取ること
２）コミュニケーションでの不都合、不満の経験が⼈間関係を壊すもと
となることは、すでに誰もが経験しています
そうした問題に応えるための練習

＝アサーション・トレーニング
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〜⼈間関係の持ち⽅

自分よりも他者を常に優先し、
自分の事を後回しにするやり方

「非主張的」
ノン・アサーティブ

自分の事だけ考えて、
他者を踏みにじるやり方

「攻撃的」
アグレッシブ

第2第1

⾃分の事も考えるが、他者をも配慮するやり方

「アサーティブ」

第3
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２．⾃⼰表現の３つのタイプ



こんなとき、どんな⾔動をしますか？
外食中
注文と違うものが出てきた

親子関係
子どもが深夜に帰ってきた

攻撃的
大声で怒鳴り、もう1皿要求。

要求は通ったが、夕食の雰
囲気は台無し

「何時だと思ってるんだ」

いきなり怒鳴る

非主張的
「まずい」「萎縮」「後悔」

何も言わない

帰ってきたのを見て、何も言
わず、黙って眠りにつく

アサーティブ

テーブルに呼び、替えて
ほしいと頼む

「違うから替えて」⇒「申し訳
ありません、ただ今」

責めるのではなく、しか
し、はっきり自分の気持
ちを伝える
「心配したよ」⇒「ごめん」
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攻撃的な⾃⼰表現の特徴
・その場の主導権を握りたい
・相⼿より優位に⽴とうとする態度
・「勝ち負け」でものごとを
決めようとする姿勢

自分に
不正直

必要以上に
強がり

どこか防衛的

強引さのために
後味の悪いことが多い

相⼿の気持ちや欲求を無視して、⾃分勝⼿な⾏動
を
とったり、⾃分の欲求を押しつけたりする

自分の本意では
なかったことに
気づいて後悔

互いの関係を

ぎすぎすしたもの
にしてしまう
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⾮主張的な⾃⼰表現の特徴
・⾃分の気持ちを表現しない
・あいまいな⾔い⽅
・⾔い訳がましく⾔う
・消極的な態度

自信がない
不安が強い

譲ってあげた
立ててあげた

卑屈な気持ち

相手への甘えや
軽蔑の気持ち

諦 劣
等
感

・重なる
我慢や恨み
・たまる
欲求不満や怒り

・人づきあいが
おっくうになる

・八つ当たりや意地悪を
しかねない

⾃信がなく、不安が強く、
それを隠して卑屈な気持ちになっていることが
多い 第5回こころメンタルクリニックセミナー 7



適切な⾃⼰表現の特徴〜アサーティブな表
現
・⾃分の気持ち、考えなどを
正直に、率直に、その場に
ふさわしい⽅法で表現する

・相⼿が同じように発⾔する
ことをすすめる

お互いの意見が

葛藤を起こすこと
もありうる

一致すれば
ラッキー

アサーションには、歩み寄りの精神があり、
お互いを⼤切にし合ったという気持ちが残る

一人の提案より
満足のいく妥協案を

探り出せる可能性も・・・

お互いの意見を出し合って、
譲ったり、譲られたりしながら、

双方にとって納得のゆく
結論を出そうとする
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⾃⼰表現の３つのタイプを整理すると

攻撃的 非主張的 アサーティブ

⾃
⼰
表
現
の
特
徴

私はOK、
あなたはOKでない

私はOKでない、
あなたはOK

私も、あなたも
OK

強がり 尊大

無頓着 他者否定的

操作的 自分本位

相手に指示

優越を誇る 支配的

一方的に主張する

責任転嫁

引込み思案 卑屈

消極的 自己否定的

依存的 他人本位

相手任せ

承認を期待 服従的

黙る

弁解がましい

正直 率直

積極的 自他尊重

自発的 自他調和

自他協力

自己選択で決める

歩み寄り

柔軟に対応する

自分の責任で行動
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攻撃的 ⾮主張的 アサーティブ
こ
の
タ
イ
プ
に
な
り

や
す
い
状
況

有利な立場や地位にあるとき。
非主張的自己表現を続けたあ
げく、親しい人に自分の思いを
爆発させたり、押し付けたりし
て攻撃的になることもある

人生経験が少なく、弱い立場
や低い地位にあるとき。

自分や相手の立場や
地位にこだわらずに、
ありのままを表現でき
る

相

性

• 相手が非主張的な時

思いが通るので、自分の方が
優位に立ち、勝ったような気分
になる。

• 相手が攻撃的な時

自己主張の押し付け合いや喧
嘩になることも。

• 相手が攻撃的な時

気づかないうちにパワハラを
受けたり、不本意なことに加
担したりすることもある。

• 相手が非主張的な時

互いに思いが伝わりにくいの
で、話は弾まず、わかり合え
ず、気が合うかもしれない人と
の出会いのチャンスを逃して
しまうことも。

相手が非主張的でも
攻撃的でも、その人の
思いを理解しようとし、
自分の思いも理解して
もらおうとする。違いを
わかり合うことで、互い
の視野が広がり、つき
合いが楽しくなる。
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では、あなたの⾃⼰表現タイプは？

•⽇常的に関係のある家族、友⼈、職場の上司、隣⼈、親戚などと、どの
ようなつきあい⽅をしているでしょう︖
•多くの⼈は、
ある特定の⼈との関係
ある種の特定の状況

•原因＝⾃分の⾏動パターンが習慣化
⇒まずアサーションできない場⾯に気づく

•対策＝攻撃的、⾮主張的な⾔動に意識する
⾏動を変えるチャンスと思う︕

アサーションができなくなる
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⾮主張的や攻撃的なのは、どうして？

「全般的に非主張的」

自己否定的で、いつも不安で、緊張度の高い生活を送る

「全般的に攻撃的」

孤立しやすく、いつも愛情飢餓に陥っている

「全般的に非主張的」と「全般的に攻撃的」を交互に

「内弁慶」。会社では従順だが、家庭では暴君

表⾯的な平静さや強がりの裏では・・・

⼼の奥では不安がいっぱい、不安定
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なぜ、不安定なのでしょう？
常に周囲との関係

を意識

自分の気持ちに
正直になれない

自己表現が
自己欺瞞的

それを見破られまいと
さらに周囲の状況に

神経質に

ますます
不安を高める

そこから抜け出すための手立て 自分を好きになるための援助

自己嫌悪

心の疲れ不安 緊張

投げやりな
気持ち

孤独感

必要！ 第5回こころメンタルクリニックセミナー 13
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１）⾃分をオープンにしてみ
よう

⾃分を知らせないで、⼈と仲良く
なったりすることはない

３．うまく表現するための⼼構え

⾃分の好きなものは〇〇

⾃分は今こう感じている

⾃分は〇〇に賛成だ

⾃分の考えはこうだ

⾃分の名前は〇〇
l コミュニケーションの⽬的は、⾃分を
理解してもらいたいから。

l 感情や意思を表⽰しないままだと、
誤解されることもある。



２）積極的に相⼿の話に⽿を傾けよう
「聴く」というアサーション
相⼿の気持ちをきちんと聴くという⾏為は、
決して受⾝的なことではなく、積極的、能動的なこと

共感≠同感、同情
人

話 聴

手

相手の話題に関心がない⇒相手への関心まで放棄すること・・

相手の気持ちに
しっかり耳を向ける

相手に
関心を持つ

相手のことが
わかってくる 安

心

自分にも話したいことが出てくる

話しが複雑で、混乱していたり、不安定になっている人には
急がせず、割り込んだりせず、じっくり聴くことが大きな助け

相⼿に関⼼を持てば、相⼿のことが
よくわかり、⾃分も話したいことが出て
くる

うまく話せない人、
非主張的な人に有効
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３）おまけ情報で、会話をスムーズに
運ぼう

関係がうまく流れない会話には、
「無料の情報」「おまけの情報」が⽋け
ている

• 「はい」「いいえ」だけでは、会話は途絶えがち
• 情報や関係性を広げ、深めるには⾃分の返事
のレパートリーや相⼿に伝えたい情報を加える



４）質問を使い分けよう

「閉じた質問」
・「はい」と「いいえ」で答えがすんでしまう質問

・物事の結果をはっきりさせたい時に有効

・内気な人、律儀な人は悪気がなくても会話が途切れる

・明確で端的な返事がほしい時に有効

「開かれた質問」
・「はい」「いいえ」だけでは答えがすまない質問

・話を広げ、新たな視点や考えを引き出すのに役立つ

・答える人が話したい事を自由に話せる

・多くの情報が得られる
質問する側も思いもしな
かったことが出てくる可能
性がある

⽬的に応じて「開かれた質問」と「閉じた質問」を適切に使
い分ける第5回こころメンタルクリニックセミナー 17



⾮⾔語的アサーション

視覚的なもの 聴覚的なもの
視線 表情 姿勢 動作

⼈と⼈との距離
⾝体的接触の仕⽅
服装 など

声の⼤きさ 声の調⼦
話し⽅の流暢さ 話す速度
声の明確さ 反応ﾀｲﾐﾝｸﾞ
余分な⾳の有無 など

⾮⾔語的アサーションには、
「視覚的なもの」と「聴覚的なもの」がある
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５）⾔葉以外の表現もアサーティブに



４．実際にやってみましょう

就業時間終了30分前です。
Ø あなたが（今夜は同期⼊社の飲み会、この分なら
⼗分間に合うな、久しぶりだなあ〜）と思っていると・・・

Ø 上司から、突然、声がかかりました
「君︕ちょっと残ってこれを処理してくれないか︖」

Ø （エエッ︕またか・・・・）と内⼼思ったあなたは、
上司に何と⾔いますか︖



率直に⾔いにくい場合は、
⾃分の気持ちや考えの伝え⽅を⼯夫しましょう

１
• まず、①相⼿のことは考えず、⾃分の⾔い分を優先す
る「強い⾔い⽅」を考える

２
• 次に、②⾃分の気持ちを抑えて、相⼿の都合を優先
する「弱い⾔い⽅」を考える

３
• そのうえで、①と②を組み合わせて、その中ほどにある、
バランスのよい「ほどほどの⾔い⽅」を考えてみる



強い
• 「また残業ですか︖」「いつも私じゃないですか」「たまには定時に
帰らせてくださいよ」「他のスタッフはさっさと帰るのに」

弱い
• 「はい、わかりました」「・・・(無⾔で仕事を受け取る)」
• 態度には出さないがあきらめと怒りを感じている

ほどほど

• 「どのくらいの分量でしょう︖お急ぎですか︖ 実は今⽇は予定
があって、定時であがりたいと思っていました。明⽇朝早めに出
勤して間に合うのでしたら、助かるのですが。」

このケースでは、

とっさにこうした⾔い回しが浮かんでくるのは難しいです。
⼗分に伝えられなかった時に、振り返って練習することで実⾏できるようになります。



①会話でのコツ〜気持ちや考えを伝えるとき

み・かん・てい・いな
⾒る

否と⾔われた
ときの代案感じる

提案する
客観的事実をあげる

⾃分がどう感じているかを
⾔葉にする

どうしたら⾃分は助かるか具
体的な解決策を提案する

提案は⾃分の考えなので、相⼿がNoと
⾔う場合に備えて代案も考える



②議論でのコツ〜議論の場で問題を解決するセリ
フ
＜問題解決のためのアサーション〜DESC法＞

describe：描写

対応しようとする
状況や相手の言動

を描写する。

客観的・具体的・特
定の事柄、言動で、

相手の動機、意図、
態度ではない。

express, explain,
emphasize：

表現、説明、共感

状況や相手の

行動に対する
自分の気持ちを

表現したり、説明
したり、相手の気

持ちに共感する。

specify：特定の提案

相手に望む行動、妥
協案、解決策などを

提案する。

具体的・現実的で、
小さな行動の変容

についての提案を
具体的にする。

choose：選択

肯定的、否定的結
果を考えたり、想像

したり、それに対し

てどういう行動をす
るか選択肢を示す。

具体的、実行可能
なもの。相手を脅か

さないもの。

D E S C

提案には、賛成も反対もあることを
覚悟して対応を準備すると

⇒ゆとりができ、言動の幅が広がる

表現につまづいたり、
困ったりしたとき

DESCをつくってみよう 23



最後に・・・
•⾃分の思いを伝えるために、

適切な⾔葉や⾔い⽅を学ぶ機会をつくりましょう。
•対⼈関係は、いつもうまくいくとは限りません。
•それでも、アサーティブに

⾃分の気持ちや考えを⼤切にし、
相⼿の気持ちや考えも⼤切にするなら、

誤解や嫌な感情は、⼩さな芽で解消します。
少なくとも悪い⽅向には発展しないでしょう。
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