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2022 年 2 月 5 日（土）13：00～16：00 
 
 
 
 
 
傾聴を学ぶ 
テーマ：マイナスをプラスに 

～親の聴き方で子どもは変わる～ 

子を思う親の気持ちも 子どもたちの自己肯定感も

＋（プラス）に・・・ 

講師 松尾 隆義氏 

NPO法人ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ｱﾝﾄﾞ ﾘｽﾆﾝｸﾞ ｱｿｼｴｰｼｮﾝ（P.L.A）

副理事長 
 
□主催者ならびに中原区 PTA 協議会会長宮川直行さ

んより挨拶がありました。 
続いて、1 月 16 日（日）開催された「第 27 回中原区

子ども会議」の報告が「たんぽぽちゃ」（子ども実行委

員会）よりあり、参加者みなさんで聴きました。 
子ども会議の様子は 3～4 ページをご覧ください。 

講演 松尾隆義氏 
始めに・・・私は現在東京にあります

NPO 法人 P.L.A（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ｱﾝﾄﾞ ﾘｽﾆ
ﾝｸﾞ ｱｿｼｴｰｼｮﾝ）と言って、設立 17 周年

を迎える団体で、社会福祉協議会やいろ

んな民間企業、あるいは地域の傾聴ボラ

ンティアのグループの皆さんから依頼を頂いて、そこ

で傾聴ボランティア養成講座とか、あるいはコミュニ

ケーション講座をさせて頂いております。 
この地域教育会議には初めて伺いました。いろいろ

な組織を動かしていくには、その組織に属している人

たちのコミュニケーションがいかにスムーズにいくか、

仕事でもそうですし、その他のこうした会議とか、そ

ういう場でもやはり同じことかなと思っております。

きょうは皆様と一緒に「傾聴」ということを学んでい

けたらいいなと思っておりますのでよろしくお願い致

します。 
Ⅰ.＜傾聴の基本＞ 

傾聴に関してはいろいろな定義があります。ここでは、

「相手に寄り添い、心を込めて耳を傾け、相手の気持ち

を聴くこと」というふうに押さえておきたいと思います。 
□最初の「受容」というのは、文字通り受け入れる、受

け止めるということです。 
この人はどんな気持ちでこんな話をしているんだろう

とか、そんな風に相手に関心を寄せながら聴く。 
□2 つ目は「共感的理解」です。 
自分がその人だったらどんな風に感じるんだろう。そん

なことをイメージしながら相手の気持ちを理解すると

いうことです。 
□3 つ目が「純粋性」とか自己一致と言われるもので、

これがすごく難しいことだと言われています。自分の心

の声に正直になるということです。 
相手の話を聞いていると自分の中に「やだなあ」とか

いろんな気持ちが湧いてくることがあります。人の話を

聞くときには、それを聞いているときの自分の心の動き

にも目を向ける必要があります。 

■講義は途中でしたが、ブレイクアウトルームの準備が

整ったところで・・・2 人一組になりワーク開始・・・ 

2 人一組になり、じゃんけんで勝った人は話す人に、

負けた人は聞く側になる。 

テーマは「コロナで思うこと」「コロナで感じること」

なんでも構わない。（3 分間自由に話し、相手は聞く。 

終了後、話した人は聞く人になり再度 3 分間のワーク） 

 

■ワーク終了後は講義に戻る。 

＜きちんと受け止めてもらった時の気持ち＞ 

わずか 3 分余りですけれども、「コロナについて感じ 

ていること」をということで話して、そして相手の方に

聞いていただきました。いろんな思いがされたと思いま 
す。こうした「傾聴」聴いてもらう体験によって自己 
肯定感が少しずつ増していく、それがまた生きる自信 
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中原区地域教育会議  

「第 33 回教育を語るつどい／第 51 回保護者と教職員のつどい」は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、中

原市民館をホスト会場に Zoom を利用して実施されました。16 名が自宅などから参加され、講師による講演、2 人

1 組になってのワーク等で「傾聴」の大切さを学びあいました。以下はつどいの様子の一部です。 
 
 
 
今年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から書面評決により実施されました。 

教育を語るつどい／保護者と教職員のつどい  

mailto:nck2000@outlook.jp
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にもなるとも言われています。 

 

＜聴く時の留意点＞ 

実際に聴くとき、傾聴するときの留意点がいくつか

あります。 

①座る位置  

今日はオンラインですけど、対面を想定していただい

て、真向かいよりも 120 度ぐらい斜め向き、そんな形

で、大体 1m から 1ｍ20cm ぐらいの距離が適度だと言

われています。 
いまはコロナでなかなかソーシャルディスタンスとい

うことで距離が難しいですけども、一般的にはそのよ

うに言われています。 

②表情 

特に表情の中で視線が大事だと言われていますが、一

般的に我々日本人は相手の眼を見ながら話すことは苦

手だと言われています。 
お互いに見つめ合っていたら緊張感を持たれやすい。

そういう意味では相手の目をずーっと見るのではなく、

少し下、口元とか顎辺りを基本的には見ていて、時々

相手の目を見る。そんな風な表情、あるいは視線の持

って行き方がいいと言われています。 
③「うなずき」 

今日はオンラインで顔を映さずに行っているので、聴

いていただいている皆さんの表情や、あるいはうなず

きが全くわかりません。そのため話しにくい。 

そういう意味で、対面のときにはうなずくということ

が必要です。ゆっくりとした大きなうなずきがいいと

言われています。 
④「動作」とか「態度」             

（以降紙面の関係で項目のみ） 

⑤聞き取りやすい話し方 ⑥そして声のトーン 

⑦「あいづち」☆1 つが「同意を示す」あいづち。 

☆2 つ目が「驚き」「感動」を表すあいづち。 
☆3 つ目が「うながし」のあいづち。 
⑧「繰り返し」 ⑨「確認」 ⑩「要約」 ⑪「沈

黙」 ⑫「質問」5 つの W と 1 つの H によって相手

に問いかける質問です。 

・・・休憩後、講師の要望もあり参加者に協力頂き

画面に顔を映して講義を継続・・・ 

Ⅱ.ワーク 

ある親子、母親と娘のルナちゃんとの二人の会話を、

二人のスタッフが「会話Ⅰ」と「会話Ⅱ」の 2 種類の

パターンで会話します。 

場面は、娘のルナちゃんが学校から帰ってきたらお

母さんがアイロンかけをしていた場面です。 

「会話Ⅰ」での会話 

ルナちゃん・・・ただいま、お母さん、ねえ聞いて 

お母さん・・・なあに、今忙しいからあとでね 

ルナちゃん・・・ねえ、いま聞いて 

お母さん・・・何なの、しょうがないわね 

同じ場面を「会話Ⅱ」では 

ルナちゃん・・・ただいま、お母さん、ねえ聞いて 

お母さん・・・お帰り、どうしたの 

ルナちゃん・・・先生に怒られちゃったの、こうじ君が

悪いのにルナちゃんだけだよ怒られたの 

お母さん・・・あらー、ルナちゃん悪くないのに怒られ

ちゃったの 

（こんなふうに会話が続きます） 

参加者はこの会話を二人1組に分かれたブレイクアウ

トルームで聞き、手元の用紙に「会話Ⅰ」を聞いたとき

の感想、「会話Ⅱ」を聞いたときの感想、普段の自分の

会話と比べての感想。を書き込みます。 

参加者は記入を終えたらメイン会場に戻り、ミュート

を解除して、各自書き込んだメモを参考に感想を話します。 

 

参加者の感想は 

☆理想は「会話Ⅱ」なんだけれども、普段は「会話Ⅰ」

になっているなと感じたので、まず子どもの話を聞いて

あげて、子どもが楽になるのはどういう気持ちになると

きか考えたいなと思いました。 

☆話し方は気をつけるようにはしているけれども、お父

さんが子どもとお風呂に入るときなんか上手に傾聴が

できているなと思った。 

等々の感想を述べられていました。 

 

その後、具体的な面での一般的に言えることの講義、

例えば、自分の子ども時代を思い起こしてみて気が付く

こと等が話されました。 

まとめでは、マイナス（ネガティブ）言葉をプラス（ポ

ジティブ）言葉に変換してみる課題に挑戦してみました。 

例として、「優柔不断⇒じっくり考える」優柔不断と

言いますとマイナスに感じますよね。でも、プラスに置

き換えると、じっくり考えるともいえます。 
そのように、例えば「飽きっぽい⇒好奇心旺盛」、「わが

まま⇒芯がしっかりしてい

る」などで各自置き換えてみ

ました。 
 

■最後に 

やわらかい心を取り戻す 

講師の先生が印象に残った言葉として、矢作直樹先生

の「身体を壊してまでやるべきことはこの世にはないん

だ」という言葉を紹介。そして「日々自然の美しさを味

わう」ことが心を豊かにする。また、長くゆっくり呼吸

することが必要ですとおっしゃっておりました。 

■閉会あいさつ 

中原市民館長石川栄司氏が感想をのべ閉会となりました。 
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会場スタッフの様子 
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第 27 回（2021 年度）中原区地域教育会議「子ども会議」の報告
 

2022 年 1 月 16 日（日）13：00 開始 

会場：中原市民館多目的ホール、他 

※ケーブルテレビ iTSCOM の取材が入りました。 

 
はじめに・・・「たんぽぽちゃ」（子ども会議子ども

実行委員会）は 1 月 16 日に向けてこの 1 年間、どう

すればコロナ禍の中でも開催できるのか幾度も話合

い、準備万端で当日を迎えました。 
当日の参加者は、33 人(子ども 13 人・大人 20 人/

内サポーター3 人)。 
後半の発表の場では、子どもと大人との活発な意

見交換があり、子どもたちの準備した企画で楽しい

ひと時となりました。 
全体の司会・進行、アイスブレーキング等企画ご

との説明、分科会終了後のまとめや発表、全て「た

んぽぽちゃ」のメンバーで役割を分担してテキパキ

と進めていたのが印象的です。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《アイスブレーキング》 

実行委員長あいさつの後、注意事項の説明があり

早速アイスブレーキングです。 
今回は、運動するゲームは避

けて折紙飛行機飛ばしで楽し

みました。（写真左は完成した形、

下は飛ばしている様子） 

《DVD（川崎市子どもの権利条例）視聴》 

この企画は恒例となっていて、「たんぽぽちゃ」の

活動の基本に据えられています。約 10 分にまとめら

れたビデオを参加者全員で観て次のステージ「子ど

も分科会」「大人分科会」に臨みます。 
《分科会》 

「第一分科会」（小学生）、「第二分科会」（中・高生）、

「大人分科会」（引率の親、スタッフなど）、3 つの

分科会には、サポーター（「たんぽぽちゃ」を卒業し

て大学生、社会人となられても継続して子ども会議

をサポートしている）がそれぞれ入り、分科会をサ

ポートしている。 
分科会で話し合うテーマは、「前の生活 今の生活 

自分の変化発見しよう」です。今回は、新型コロナ

ウイルスによって変化した生活を話し合うことで、

自分の変化に気が付くのではないかと考えたようです。 

       大人分科会の様子 
《全体会》 

それぞれの分科会で活発に発言された様子は、全

体会での発表を聞いているとわかります。 

全体会の様子 
☆第一分科会発表の様子 
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・生活の変化を考えることで、悪かったことよりも、

好きなこと、趣味が増えたこと、YouTube で好きな

人が増えたことで推しが増えたというように、好き

な人や楽しみが増えたなど、良かったと思えるポジ

ティブな部分も考えてみようというまとめです。 
・サポーターは、緊張していたと思うけれど、付箋

を観てわかるようにたくさん答えてくれて、進めや

すかったし楽しく参加できたと発言していた。 
 
☆第二分科会発表の様子 

中学生、高校生の集まりだったので、何かを始め

たり、1 人での自粛時間が出来たことの悩みや、夜

中まで友達と電話した等の発言があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆大人分科会発表の様子 

大人からは、子ども

の学校が休みになった

こと、大人も家で仕事

をするようになったこ

とで家族が揃うことが

多くなったという話が、良かった点として出ていま

した。 
また、子どもたち中に「イベントが中止になっち

ゃった」“でもコロナだからしょうがないよね”、“ど

うせそうだろうと思っていました”そういうあきら

めの様子があるんじゃないかなという話がありまし

た。 

☆質疑応答の様子 
・“家族全員が家にいるようになった”との発言に対

して、一緒にごはんを食べたり家事を分担したりと

良いこともあるけれども、長い期間になるとイライ

ラが溜まってきて喧嘩だとかぎくしゃくすることも

あるので、ずっと家にいるのはどうなのかな。 
・大人からの意見で“あきらめが早くなっているの

ではないか”という意見には、確かにそうかも知れ

ないと感じるけれども、例えば「鬼ごっこできない

よ」という意見に対して、「じゃあしっぽとりやろう」

そんな風に代替案を出す人が増えたと思う。 
・高校生からは、やりたいけど難しいというところ

で行事がほぼなくなってしまい、このまま卒業する

のはとても心のこりだ。 
・行事が無くなったという意見に対しては、先生た

ちも、“じゃあどうしたら実現できるのか”と悩みな

がら考えていると思うので、学校でも家庭でも、子

どもも一緒に「どうすればできるのか」考えて意見

交換することが大事かなあ。 
・国際高校に通っている参加者からは、海外と交流

が多く、海外留学する予定だったけれども無くなっ

てしまった。でも、生徒側と先生側との意見の交流

は盛んにおこなわれていて、コロナ禍でもいろんな

ことができている。 
・常にマスクをしているので、相手がどう思ってい

るのか、相手も私のことをどう思っているのかわか

りづらくて、しゃべるけど、コロナ禍になって感情

とかがわかりづらいと思いました。 
 等々、活発な意見交換がされていました。 
《講評》 

中原市民館石川栄司館長より、私も DVD の子ども

の権利条例を一緒に観て子どもの権利について再認

識するとともに、みなさんの発表を見て活発な議論

がされたのかなと思いました。市民館としてもコロ

ナ禍の中で、できるところからやっていきたいと、

まとめの挨拶がありました。 
 
 
 
 
 

「お知らせ」 

令和 4 年度中原区地域教育会議総会 

5 月 24 日（火）中原市民館 18：30 開始 
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