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❶

　コンシェルジュ・デスクは、秋田大学教職員ならび

に女性研究者支援コンソーシアムあきた参画機関所属

の女性研究者が、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相談窓口です。

　主に育児や介護について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。
　また、こころの相談として臨床心理士の資格を有
する専任カウンセラーへの相談も可能です。
　まずは、お気軽にご連絡ください。

　臨床心理士への相談は、
毎週木曜日で予約制です。
　予約は男女共同参画推進
室にて随時受け付けており
ます。

秋田大学男女共同参画推進室
コンシェルジュ・デスクとは



❷

悩み相談の流れ

気付き

聴　く

声かけ

つなぐ



❸

いつもとちょっと違う感じに気付いたら、

声をかけてみましょう。

調子、どう？



❹

話 す 効 能



❺

話す効能とは？
 （心の浄化作用）

★気持ちがやわらぐ
　安心する
　緊張がやわらぐ

★気持ちの整理ができる

★状況の見直しができ、
　発想の転換がすすむ
　　→問題解決の糸口がつかめる

★自信がついて、
　肯定的に考えられるようになる

★「自分は独りぼっちだ、
　　　誰も分かってくれないんだ」
　という認知が変わる。

❽

場面設定の工夫をしよう

★パーソナルスペースを保つ
　　　相手との距離は、

　　　70 センチ～ 150 センチが適当

★面と向かうと話しづらい
　　　90 度の位置

　　　（視線が外せることで緊張が和らぐ）

★落ち着いた静かな環境、
　プライバシーへの配慮が必要



❻

よい聴き方とは



❼

話を聴こう：傾聴

聴く耳

心

心から耳を傾ける

相手を理解する、気遣う



❽

場面設定の工夫をしよう

★パーソナルスペースを保つ
　　　相手との距離は、

　　　70 センチ～ 150 センチが適当

★面と向かうと話しづらい
　　　90 度の位置

　　　（視線が外せることで緊張が和らぐ）

★落ち着いた静かな環境、
　プライバシーへの配慮が必要



❾

非言語的コミュニケーションも
大事にしよう

メラヴィアンの法則

話し方 言葉 表情・しぐさ

55％

７％

38％

メラヴィアンの法則とは、アメリカの心理学者アルバート・メ
ラヴィアンが提唱した「印象に関する法則」のこと。
人と出会って印象を受ける際、どこから印象を受けるのか実験
を繰り返し、万国共通の法則を発見した。

話し方

表情・しぐさ

うなづき
笑顔
ゆったりと座る
相づち

相手の喋るペース・

体勢に合わせる



10

聴き方・対応の仕方の
ポイントとヒント



11

聴 き 方 の ポ イ ン ト

④意図的に話を
　引き出さない

もしよかったら、話を
聞かせてくれる？

③「なぜ」
　「どうして」は
　要注意

③「なぜ」
　「どうして」は
　要注意

②評価者に
　ならない

①話を受けて
　共感する



12

対応のポイント
 （①話を受けて共感する）

★相手の人の体験を大切にする。

　　なるほど・そうなんだ・・・相づちを大切に。「受容」

★相手の使った言葉を使いながら共感する。

　　　　　　　　　　　　　　　　「繰り返し」

★自己流に解釈しないよう、折々、自分の

理解に対する相手の人の気持ちや考え方

を聞き、ズレがないかを確認する。

最近、イライラしてて。

子どもの泣き声もうるさくて、

怒鳴りたくなるんです。

最近、イライラしてて。

子どもの泣き声もうるさくて、

怒鳴りたくなるんです。

そうですか。子どもさんの泣き声が
うるさくて怒鳴りたくなる位、今、
きついんですね。

そうですか。子どもさんの泣き声が
うるさくて怒鳴りたくなる位、今、
きついんですね。

神経質になってご自分でも変だと

思うんですね。

神経質になってご自分でも変だと

思うんですね。
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対応のポイント
（②評価者にならない）

×聞き手が自分の意見ばかりを考えてしまう。

×話を途中でさえぎり、言葉をはさんだりし

て、相手の話の腰を折ってしまう。

×話し手を批判する。

×「こうすればいい」など結論を急ぐ、

　批判的なことを言う。

16

対応のポイント
 （④意図的に話を引き出さない）

★話したくなければ、話さなくてもいい

　「無理に話さなくてもいいよ。ただ心配しているよ。」

　という気持ちが伝わるのが大事。

★好奇心から意図的に話を引き出さない。

　不必要に話を深めない。

★相手が嫌がりそうなことは後回しにし、

　信頼関係ができてから聞く。

　（何を考えるために必要かを前置きし、
　　「もし差しさわりなければ」と断ってから聞く）



14

対応のポイント
（③「なぜ」「どうして」は要注意）

「そうされた理由が何かあるのでしょうか？」

　　＝　一緒に考えていく姿勢

ＷＨＹ　でなく、　

ＨＯＷ　で　聴く

★「なぜ」「どうして」は相手を非難したり

　叱ったりするときに使われるので、責め

　られたと受け取られてしまうこともある。

★落ち込んでいる時は些細な言葉に敏感に

　なってしまうことも多いので注意が必要。
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ＷＨＹを使わないテクニック
～頭の中で場面をリアルに想像しながら聴く～

★相手の話を聴きながら、あたかも

　映画監督になったように、場面をリアル

　に想像してみる。

 「それは大変でしたね」

 「よく今まで頑張ってこられましたね」

相手の体験をなぞるようにして理解し、その上で、自身の
中に生まれる感情を大切にし、話を聴いていく。

 「そこのところをもう少し教えてくれ 

 ますか？」

 「この点はどう理解したらいいかな？」

分からないところを質問してみる。

興味本位で聴くのではなく、相手を理解する

ための質問であることが大切。

支 持支 持

質 問質 問



16

対応のポイント
 （④意図的に話を引き出さない）

★話したくなければ、話さなくてもいい

　「無理に話さなくてもいいよ。ただ心配しているよ。」

　という気持ちが伝わるのが大事。

★好奇心から意図的に話を引き出さない。

　不必要に話を深めない。

★相手が嫌がりそうなことは後回しにし、

　信頼関係ができてから聞く。

　（何を考えるために必要かを前置きし、
　　「もし差しさわりなければ」と断ってから聞く）



17

話を終えるとき

要 約要 約
相手の話を共感的に聴いた上で、

「こういうことですね」と話をま

とめ、理解に大きな間違いがな

いか、確認する。

★言い足りないことや、気になっていること

がないかどうかを尋ねる。

★話したことに対する、ねぎらいの気持ちを

　伝える。

　→「自分は独りぼっちだ、誰も分かってくれ

　　　ないんだ」という認知が変わる。



18

つ　な　ぐ

★「いつでも相談に乗るからね。」

　「時々、声を掛けるね。」

　「これからどうすれば、助けになるかな？」

　　　サポートをつなぐ

　　　（サポートを継続しながら様子をみる）

★「○○に相談してみたら？助けになるかもよ。」

　　　必要な関係機関につなぐ

★ 自殺など緊急性が高い場合は、相手を帰さ

ず、関係部署に相談する。

19

こんな風に思ったら
～悩んでいる人への接し方～

★「なんとかしてあげたい」「なんとかならな
いのか」と思っても焦らない

 　相手のペースを大事に

★「気のせいじゃないか」は NG

 　叱咤激励せず、相手の気持ちを

 　受け止めよう

★「変なことを言って傷つけるんじゃないか」
と思っても

 　腫れ物に触るようにせず、

 　必要以上に気を遣わず、

 　いつもどおりに接する



18

つ　な　ぐ

★「いつでも相談に乗るからね。」

　「時々、声を掛けるね。」

　「これからどうすれば、助けになるかな？」

　　　サポートをつなぐ

　　　（サポートを継続しながら様子をみる）

★「○○に相談してみたら？助けになるかもよ。」

　　　必要な関係機関につなぐ

★ 自殺など緊急性が高い場合は、相手を帰さ

ず、関係部署に相談する。

19

こんな風に思ったら
～悩んでいる人への接し方～

★「なんとかしてあげたい」「なんとかならな
いのか」と思っても焦らない

 　相手のペースを大事に

★「気のせいじゃないか」は NG

 　叱咤激励せず、相手の気持ちを

 　受け止めよう

★「変なことを言って傷つけるんじゃないか」
と思っても

 　腫れ物に触るようにせず、

 　必要以上に気を遣わず、

 　いつもどおりに接する



20

memo



　このリーフレットは、平成 26 年 10 月 30 日に行われた「平

成 26 年度　コンシェルジュ・デスク相談員研修会」におき

ましてご講演をしていただきました秋田大学男女共同参画推

進室コンシェルジュ・デスク専任カウンセラーの臨床心理士

　小野貴子氏の講演内容にもとづいて作成いたしました。

電          　 話　０１８－８８９－３１８３

相談専用 E-mail coloconi@jimu.akita-u.ac.jp

ホームページから http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/　

このリーフレットについて

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

ご
相
談
方
法
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