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コンシェルジュ・デスクは、

本学の教職員がワークライフバランスを

保ちながら働くことができるように

支援する窓口です。

主に育児や介護の

情報提供を行っております。

必要に応じて他の相談窓口を

ご紹介する場合もあります。

お気軽にご相談ください。
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カウンセリングと

カウンセリングマインド
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カウンセリング・心理療法とは
　こころに何らかの問題を抱え相談に訪れた

者（クライエント）に対し、臨床心理学的な訓
練を受けた専門家（カウンセラー）が実践す
る言語あるいは非言語を媒介とする援助活動

専門的

カウンセラー
（心理療法家）

心理臨床の場

クライエント
（来談者）

クライエント・カウンセラー関係が成立し、共同作業を行う場

図　カウンセリング・心理療法の３要素

髙田知惠子  2002  適応への援助  鈴木清編  [人間理解の科学] ナカニシヤ出版より
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●問題を解決するのはクライエント
●クライエントの持つ健康な側面を発揮
していただく
●カウンセラーはクライエントを大切に
する
●大切にされると力を発揮できる

➡　こころの整理　
➡　自己理解　気づき
➡　問題の理解　
➡　問題解決への現実的な考え
➡　決断
➡　具体的行動　　　
➡　問題解決
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カウンセリングマインドとは
●非専門家がカウンセリング的な態度で
相手に対応すること

●カウンセラー以外の職種の人が相手を
共感的に理解しようとする態度

共感的に相手の話を理解

しようとする態度で会話

ができれば、人間関係も

スムーズにいくでしょう。

普段の生活に役立てるこ

ともできます。

非専門的
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帰るときは、グッタリ…！

本来業務が半分しかできなかった！

なんてことはありませんか？

先週、出会った人

今月、出会った人

今年、出会った人

あなたにとっての困ったさんが思い浮かびますか？書いてみましょう！

こんな人　あんな人
　　　　よく分からない人
何、考えているの？
　なぜ、私にこんなことを？
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話の
終わらない人

すぐ泣く人
いきなり
怒る人

こちらの話を
聞かない人

こちらの非難
ばかりする人 すぐ

落ち込む人

何の相談なのか
わからない人

何度も
来る人

クレームの
多い人
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ストレスを感じるとわき起こる感情とは？

イライラ　焦り　怒り　不満

無気力　落ち込み　自信喪失

手ごたえ　充実感

勉強になる　逆境に強い！

やる気が出る

●一般的に「困ったさん」に
　ネガティブな感情がわき起こる

●たまにポジティブな感情を
　持つこともある
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●子どもが熱を出した

●子どもが言うこときかない

●子どもの成績が悪い

●家族が思い通りに動かない

●親の介護が大変！

先週、出会った人

今月、出会った人

今年、出会った人

あなたが困ったさんに感じたストレスは？費やした時間や労力は？

ない

ない

私ばっかり

大変な思いを

している!!

10



●どんな人か？

学生？ 教職員？ 外部の人？
業者さん？

相手を見る　客観的に観察する
観察ポイント

外見は

●状況を見る …… 相手と自分は
 どんな関係にあるのか？

室内？ カウンターの内外？
利用者と専門家の関係

として対応可能か？

物理的
状況

怒っている？ 不満そう？
困っている？ 落ち着いている？
文句を言いたい？

言動は
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まず聞く・聴く

●聞きますよというサインを示す

●誠実に丁寧に聴く

●なるべく余裕の表情で　

●批判・否定しないで聴く

●相手の話をさえぎらないで、
　なるべく最後まで聴く

●話が終わらないときは枠を示す
（予め枠を示すことも）

「５分なら聞けます」

「ここでならお話しを
　　　　　うかがえます」

聞
く（
聴
く
）雰
囲
気
を

醸
し
出
す

例えば
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●相手を尊重する、真剣に聴く
●相手の健康な側面にアプローチ
●驚いても、多少はポーカーフェース
●ひるまない、卑屈にならない
●ばかにしない、無視しない
●いざとなれば逃げてよい

●自分一人で抱え込まない
「お待ちください」

「私どもの施設では…ということになっています」

「私の一存では決められませんので…」

…など。

コミュニケーションスキルが高いと、次に「困ったさ
ん」に出会っても余裕を持って対処することが可能と
なる。

「困ったさんへの対応 ⑷  危険な時」参照
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●自分一人で対処しない　
●上司・仲間に助けを求める
●他の人が巻き込まれないよう避難誘導する
●逃げる（逃げてよい）
●日頃より危機管理システム・防犯システム
　の確認を

●ネットワーク確認

例えば … 退路の確保
　　　　  防犯ブザー・消火器等点検

例えば … 電話　携帯　メール

相手が攻撃的・暴力的な時
危険を回避する

14



●コミュニケーションはキャッチボール

返す・フィードバック

1自分の理解したこと、
　感じたことを相手に伝える

2相手がそれを理解したか
　どうか、みる

3確認する
　　 OKだったら

4次にいく

る

ら

か

…という
お話でよろしい
ですか？

そうなんです。
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　「ハイ、はあ、なるほど」、うなずき

　「～ということなのですね」

　「あなたは～と感じるのですね」

　「話しても大丈夫ですよ」
　「緊張しているのかな？」

　「～と聞いてみたいのですね」　　

　「～と聞くのはそれが気になるから？」

受　　　容

繰 り 返 し

感情の反映

激　　　励

質問への対応

受受　　　容
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先手必勝！
困ったさんに言葉・態度のプレゼント

良い循環
経済的かも!?

●それは自分へのプレゼントにも
　なる

●「情けは人のためならず」
●つきあいやすくなる

●自分の幸せ　　相手へのおすそ分け
●笑顔は体に良い
●地球にやさしい、エコフレンドリー
●結局うまく行く

先先先手手必必勝勝！！
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～ 自分を知ろう ～



●相手への感情は自分のこころの
反映

●相手にイライラする場合　
　　 自分の余裕のなさ？

●予想外の出来事には　
　　 うろたえ・混乱

●能率第一主義だと　
　　 見えてこない
　　  もの・ことがある
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コミュニケーションスキルが高ければ、
いろいろなことがスムーズに！

しっかりやることで「言った」「言わない」
の問題は生じにくい！

相談にあたる人のコミュニケーションとは
●来談者とのコミュニケーション
●スタッフ間のコミュニケーション

コミュニケーションスキルとは
●相手の話を聞く
●相手の用件を理解する
●自分の伝えたいことを整理する
●相手に分かるように伝える
●相手が理解したか確認する

基本！
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自分の内面を知っておこう

自分の
感じ方は？方は？

価値観、
世界観は？
価
世性格は？

行動
傾向は？

ものの
見方は？

値観、 行動

自分の
考え方、思想、
信条は？

観は？ 傾向は？

の
は？

ジェンダー観、
男女のあり方
については？
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自分のクセを知っておこう

●自分の声は？

●自分の表情は？

●手の動かし方は？

●歩き方は？

●姿勢は？

声の大きさ

声の高さ
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自分を知り、自分の気持ちを振り返る
ように心掛けることで、より良い相談
業務（サービス提供）が行えるように
なる

●自分の役割の理解
●部署内での情報共有、意見交換
●情報の取扱い … 守秘
●他職種の理解
●他職種へのつなぎ（連携）
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◆ ストレスとトラウマからの回復

村尾泰弘・髙田知恵子

北樹出版　2004

◆ 子ども　おとな　社会

髙田知惠子編著

北樹出版　2010

社会
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このリーフレットについて

このリーフレットは平成23年11月16日に行われた「第
５回男女共同参画推進室コンシェルジュ・デスク相談

員研修会」で教育文化学部 教育心理学講座 教授 髙田
知惠子先生のご講演をもとに作成いたしました。

秋田大学　男女共同参画推進室コロコニ
コンシェルジュ・デスク

ご相談方法
TELから 018-889-3183
相談専用E-mailから coloconi@jimu.akita-u.ac.jp
ホームページから http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/
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