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初めに

私は、牧師という仕事に携わって２０年近くになります。その間、数々の

方々と共に、多くの問題解決に携わって参りました。そして、カウンセリングの

場面において、正しく「聞く」という行為が、いかに相手の心を開き、よりよい対

人関係を築いていくための強力な武器になりえるかということを教えられまし

た。そして、この「正しく聞く」力が身に付いてくると、良い対人関係を結ぶこと

が、非常に容易になってくることがわかりました。ここで大切なことは「正しく聞

く」という態度とコツです。ここでの、態度とは聞くときの姿勢（身体の姿勢で

はなく、心の姿勢）を指し、コツとは聞くときの技術を指します。ただ単に「聞

く」というだけでは、その効果は薄いのです。効果のある聞き方は、この聞くと

きの態度とコツをつかむことによって、必ず身につきます。

ですが、「正しく聞く」という行為は、このマニュアルを読んだからといって、

すぐに身につくというような、単なるノウハウでもなければ、ハウツウでもありま

せん。これをお読みになった方々が、実践していく必要のあるものであり、伸

ばしていく能力でもあります。ですが、正しく、適切に取り組むならば、決して難

しいものではありません。そして、これはどんなコミュニケーションにおいても、

基礎となるべきものであり、一生の目に見えない財産にもなります。それはちょ
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うど、ビジネスなどで、セールスレターを書く能力が、一度身に付けてしまえ

ば、一生ものであるのと同じです。「正しく聞く」という能力を伸ばし、育てるこ

とは、一度身に付けてしまえば、すべての人間関係や対人関係を良好に保ち、

実りある人生を歩むための、一生の目に見えない宝を持つことと同じなので

す。

では、今までの内容をまとめてみましょう。

１．「正しく聞く」ことは、すべてのコミュニケーションの基礎となるべきものであ

る。

２．本マニュアルにおいては、この「正しく聞く」という学びにおいて、聞くとき

の態度（姿勢）と、聞くときのコツ（技術）を身に付けることを目標とする。

３．この「正しく聞く」という能力を身に付けるならば、それは対人関係や人間

関係において、スムーズなコミュニケーションをとることができ、よりよい人

との関係を構築することができる。
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４．そして、それは一生の、目に見えない財産となる。

本マニュアルでは、難しい心理学用語や、カウンセリング用語の使用は、

極力控えております。どうしても、そのような用語を載せなければいけない時は、

かならず説明をつけております。誰が実践なさろうとも、できるだけ取り組み易

くまとめたつもりです。
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序説

「口がひとつで、耳が二つあるのは、話すことの倍は聞きなさいという警告で

す」とは、ある人の言葉。身体的な機能という観点からみれば、口はひとつで

も成り立ちますが、耳は二つなければ成り立たないものなのですが、コミュニ

ケーションという観点からみるならば、この言葉はまことに的を得た表現だと思

います。また、日本語のことわざの中に、「沈黙は金、雄弁は銀」ということわざ

があります。ともすれば、うまく話せることの方が重要視されがちですが、昔から

言い伝えられている知恵においても、沈黙（相手の話を聞く時間）はそれに勝

ると言われています。

統計によると、日本人の９０％以上の人が、誰かに自分のことを聞いてほし

いという欲求を持っているとのこと。すなわち、自分のことを話したいと思って

いるのです。しかしながら、残念なことに、ある人は他人のことを聞くほどの時

間がなかったり、またある人は、時間があっても、人の話を聞くことに興味を示

さなかったり、またある人は、人の話を聞く意欲はあっても、聞き方の基本がで

きていないために、話しを聞いてもらっている方は、それほどの心地よさを感じ

ていないというようなケースが多いようです。

また、個々人のコミュニケーションとしての、「話し方講座」などは、数多く
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開かれているようですが、聞き方講座なるものは、現在においても、非常に少

ないのが現実です。正しい聞き方を学ぶことによって、計り知れない益を手に

することができるにもかかわらず…です。これらの事情は、やはり、先述したよ

うに、９０％以上の人が、自分のことを無意識に話したがっているという統計

を見ても、うなずけるように思います。ですが、だからこそ、あなたが数％（９

０％以上の人が、自分のことを話したいと願っているということは、残りの数％

に入れば、聞き役にまわれるということです）の聞き役の側に徹することによっ

て、少なくともあなたが対人関係を結ぼうとしている人とは、良好な関係を結

ぶことができるのです。すなわち、数％の聞き役にまわることにより、あなたに

は、大きな成功のチャンスがまわってくるということなのです。

たとえば、対人関係には、夫婦関係、親子関係、嫁姑の関係、恋人同士の

関係、同僚や上司と部下との関係、商談相手との関係、商売におけるお客さ

んとの関係、教師と生徒の関係、近隣の人間関係、友達関係、 など等、人と

人との関係には、数限りないバリエーションがありますが、この中でも自分の

ことを話したがっておられる９０％以上に属する方々は多く存在するでしょう。

ですが、あなたは残りの、数％の聞き役にまわることで、すべての対人関係に

通じるマスターキーともいうべきものを身に付けることができるのです。
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序説のまとめ

１．９０％以上の人が、自分のことを聞いてほしいと願っているならば、残りの

数％の聞き役に徹して、話している人に満足を与えて、よりよい関係を築い

ていこう。

では、順を追って、聞き方に関する学びを進めていきましょう。
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第１課 なぜ、「正しい聞き方」を、それほど学ぶ必要があるのか？

今まで、「正しい聞き方」が、人と人との関係において、いかに必要であるか

をみてきましたが、もう少し、具体的にその必要性について考えてみましょう。

なかなか、具体的な内容が出てこなくてイライラしておられる方もいらっし

ゃるかもわかりませんが、大切なことですので、いましばらくご辛抱くださって、

読み進めてくださいネ…。

① 現代社会が、人と人との関係に重きを置くようになってきたため。すなわち

時代がコミュニケーションの大切さを要求しているため。

いろんなものを機械任せにできる時代になってきていますが、唯一、

機械に任せることのできないもの、それが人と人とのコミュニケーションであ

ると言われています。それは、人と人とのコミュニケーションが、単なる言葉の

やり取りではなく、心と心の触れ合いであるからです。心と心の触れ合いは、

決して機械が代替できるものではないのです。それに加えて、複雑な社会に

なってきている現代、人の心を理解することのできる人が、いろんな方面に求

められてきています。
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学校派遣のカウンセラーや、医者のコミュニケーション講座、果ては、

熟年夫婦の離婚回避セミナー（出席者の多くは、男性ですが… (--;) ）に

至るまで、一昔前まではなかったような講座やセミナーが頻繁に開かれるよう

になりました。日増しに、コミュニケーションの重要性は強まるばかりです。そ

んな中、コミュニケーションスキル（コミュニケーションをとるための技能）骨

格ともなるべきものが、「正しい聞き方」なのです。「正しい聞き方」を学ぶこと

により、コミュニケーションスキルは、格段に進歩します。反対に、どれだけ他

のスキルを学んだとしても、「正しい聞き方」について学んでいなければ、それ

らは効果を発揮しません。それ程、「正しい聞き方」は、人と人とのコミュニケー

ション、すなわち心と心の触れ合いにおいて重要なのです。

現代社会が、よりよいコミュニケーションを求めているゆえに、その骨格とも

いうべき「正しい聞き方」に注目しなければいけないのです。世の中、「良い聞

き手」を探しています。そんな社会のニーズを満たすことによって、あなたはよ

りよい対人関係を結ぶという目標を達成することができるのです。

② 現代人が、話すことによって“癒し（いやし）”を求めているため。

ストレスの多い現代人ですが、そんな現代人に、様々な形で“癒し（いや
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し）というものが提供されるようになりました。アロマテラピー（香りによるいや

し）、ミュージックテラピー（音楽によるいやし）、アニマルテラピー（動物によ

るいやし）、など等、その他にもたくさんの癒しが提供されています。一昔前ま

では存在しなかったような、このような様々な癒しの手法が出てきた背景には、

先述しましたように、複雑な社会の中で、様々なストレスを抱える現代人が

“癒されたい”と切望するようになってきたことが挙げられます。

少し、前に戻って思い出していただきたいのですが、９０％以上の人が、自

分の話を聞いてほしいという統計が出ていると記しましたが、これは現代人が、

自分のことを話すことによって、ストレスを緩和し、癒しを得たいという願望を

強く持っていることをあらわしているように思います。すなわち、まず、そのストレ

スを和らげることなしには、人とのよい関係を結ぶことはできないということな

のです。そのために、「正しく聞く」ことのできる人が求められているのです。

私のクライアントさんとの、カウンセリングの場においても、ただ聞いて差し

上げるだけで“なんだか、スッとしました”とおっしゃる方が非常に多いのです。

「正しく聞く」という行為は、多くの場合、人を癒すものなのです。

③ 聞き方を知らないために起こる損失回避のためです。
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考えてもみていただきたいと思うのですが、コミュニケーションが円滑に進

み、対人関係が良くなれば、あなたの家庭、職場、学校、近隣、など等で、ど

れほどの生産性が向上することでしょうか？ 現代では、多くの方々が、対人

関係がうまく結べていないがゆえに、本来、力を費やさなければならない分野

に力を使うことができずに、人と人との関係構築という分野に、その力の大部

分が使われているよう思います。これでは生産性は上がりません。この人と人

との関係をよりスムーズに、あまり力をかけずに築いていくために、「正しい聞

き方」のルールを学ぶ必要があるのです。これは先述いたしましたが、「正し

い聞き方」を知らないと、コミュニケーションをうまくとることができません。そし

て、その結果起こる、経済的、精神的、社会的損失などを考えられたことがあ

るでしょうか？ コミュニケーションがうまくいかないために、商談を取り逃がし

た営業マン、家庭内でのいざこざでイライラして仕事に身が入らない課長さ

ん、親子のコミュニケーションがうまくいかず、家庭が崩壊状態の家族、対人

関係が怖くて、正職につけないニートと呼ばれる人達 など等、コミュニケー

ションの中での、聞き方という手法を知らないために、いろんな分野において

損失が出ています。これらの損失回避のためにも、「正しい聞き方」の学びは

とても大切なのです。

「正しい聞き方」を学ぶことにより、本来手にすることのできる効果的な生産
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性というものを手にすることができ、その損失を回避することができるのです。

④ 聖書が聞き方の重要性を強調しているから。

聖書は聞くこと、聞き方について、多くのことを言及しています。

参照 ： マタイ１１：１５、マタイ１３：９、マタイ１３：４３、マルコ４：９、マルコ４：２３、

ルカ８：８、ルカ８：１８、ルカ１４：３５、

ローマ１０：１７、黙示録１３：９ etc.

第１課をまとめてみましょう。なぜ、「正しい聞き方」を学ぶ必要があるのか？

それは…

１．現代社会が、コミュニケーションの大切さを重要視してきていますが、「正し

い聞き方」は、その骨格となるものだからです。

２．現代における様々なストレスを、人は話すことによって発散し、そこに癒し

を求めるようになりましたが、そんな人には、「正しい聞き方」をする人が必

要だからです。
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３．良い対人関係を結べないことにより、多くの分野において損失が生まれて

います。その損失を回避し、もっと本来の幸せになるための生産性をあげる

ためには、「正しい聞き方」を通して良いコミュニケーションを持たなければ

いけないからです。

４．聖書が、聞き方の重要性を強調しているから

【第１課 なぜ「正しい聞き方」をそれほど学ぶ必要があるのか？】

の実践に向けて…

１．あなたの中の「聞く」という価値観を変えていきましょう。単なる「聞き役」とい

うような、マイナーなイメージを取り払い、「正しく聞く」という行為が、あなた

のまわりニーズ（必要）を満たし、人を癒し、生産性を上げる力があり、それ

は聖書の強調点でもあるのだと強く信じることが大切です。

２．そして、聞き役にまわっているあなたが、自分にも相手にも、とても役に立

つことを行っているのだと信じることです。（人は自分の行っていることが、

自分にも、他人にも、役に立っていると感じる時に、そこに生き甲斐を見い

出すものだからです）
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第２課 「正しく聞く」ことのメリット（利益）

第１課の「実践に向けて…」の箇所において、「正しく聞く」という行為は、

聞いている自分にとっても、話している相手にも役に立っていると学びました。

やはり、人はひとつの行動をしていて、そこにメリット(利益)がなければ、モチ

ベーション（動機）は下がりますし、それを継続させていくことも難しくなります。

そこで、この第２課では、「正しく聞く」という行為には、具体的にはどんなメリ

ット（利益）があるのか、もっとわかりやすく言えば、どんな得することがあるの

か？！を学んでいきましょう。

① 聞くことにより、相手（話し手）の満足を引き出すことができる。その結果、

今度は、相手（話し手）が、こちら（聞き手）の話しにも耳を傾けてみようと

いう気持ちになる。

今まで学んできました通り、人は自分の話すことを十分に聞いてもらう時に

大きな満足を感じるものです。そして、その結果どうなるか…今度はこちら（聞

き手）の話しも聞いてみようかという気持ちが起きてくるのです。どれだけ聞き

手に徹しろといっても、やはり聞き手も自分のことを話したい時もありますよネ。
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でも、それは相手（話し手）が「十分に聞いてもらった」という満足を感じてから

でないと効果的ではありません。

たとえば、セールスの場合を考えてみましょう。自分の商品を売りたい顧客

に会った瞬間から、商品の説明をまくしたてても、相手は面白くもなんともあり

ません。反対に不快に思うことでしょう。それは相手が話しを聞いてもらって満

足していないからです。賢いセールスマンは、まず相手の話しをよく聞きます。

それは商品に関する質問であったり、不満やクレームであったり、日常生活の

よもやま話しであったりするなど、いろいろでしょう。ですが、共通して言えるこ

とは、まず相手の話しを十分に聞くことに時間をかけるならば、相手の満足を

引き出すことができ、こちらの話しにも耳を傾けてもらいやすくなるということで

す。

② 聞くことにより、相手（話し手）は、話している内容を整理できるようになる。

その結果、こちら（聞き手）も問題点を明らかにすることができる。

人は何気なく話すことにより、案外自分の中で物事を整理することができる

ようになるものです。一番よいのは、しゃべろうとする内容を書き出すということ

なのですが、問題意識のある人ならいざ知らず、普通はそこまで人はしないも
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のです。ですが、話すということになると別です。話すことは書き出すことより

簡単です。特に何も考えないで、自分の今思っていること、考えていることな

どを話すのは、そんなに、難しいことではありません。しかし、話すには相手が

必要になってくるのです。このように、聞き手にまわることにより、話し手の頭の

中を整理させてあげることができるのです。そして、もっと重要なメリットは、聞

き手も、話し手の問題点を的確に捉えることができるようになるということで

す。

カウンセリングの場面などでよくあるのですが、ものすごくパニクッて連絡を

して来られる方がいらっしゃいます。ですが、こちら（聞き手）が落ち着いて、話

しを聞く側にまわって聞いていますと、段々と落ち着いていかれ、最期には、ご

自分で自然に整理をなさり、解決に向かいます。この間、私はうなずいて聞い

ているだけです。たとえ相手（話し手）が整理できなくても、こちら（聞き手）は

相手（話し手）の話しを十分に聞いていますから、問題のポイントとなるところ

を少し指摘して差し上げるだけで、多くの場合、解決に向かいます。

③ 聞くことにより、「聞き手」は、会話（コミュニケーション）の主導権を握るこ

とができる。その結果、「聞き手」が自由に話しの方向性を決めることがで

きるようになる。
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会話（コミュニケーション）の主導権を握っているのは、一見、話し手である

ように思われます。しかし、実は、聞き手こそが、話しの主導権を握っています。

聞き手は、いくつかのキーワードにより、自由に会話を望む方向にもっていく

ことができるのです。これはとても大切なことです。

一般的に、話し手は自分の話しを聞いてもらっているので、その心地よさか

ら、この会話を続けたいと無意識に思うようになります。その時に、聞き手の方

から、たとえば “なるほどー、では、これはどうなの？” と話題を別に振ったり、

“そうなるわけですか…ところで、この場合はどうですか？” というような話題

を変える言葉が出てきても、話し手は多くの場合、それに逆らうことはできない

ものです。そして、今度はそれに沿って話しを始めるはずです。このように考え

ると、コミュニケーション（会話）の主導権は、どちらが握っているかおわかりで

すよネ。

この例からもわかるように、話しの聞き手は自分のもって行きたい方向に、

話題を自由に振ることができるのです。すなわち、コミュニケーションの主導

権は、話し手にあるのではなく、聞き手にあるのだということです。

④ 話し手は情報を出すだけだが、聞き手はいろんな情報を受けることになり、

結果として思わぬことを学ぶことができるようになる。
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聞き手がコミュニケーションの主導権を握っているとはいえ、それは決して

相手に対して優位に立っているわけではありません。あくまで対等の立場でコ

ミュニケーションをもっているのだという点を理解しておかなければいけませ

ん。これを理解しておりませんと、相手から学ぼうとする姿勢が失われてきます。

聞き手というのは結構、情報が多く入ってくるのです。これを自分の学びに結

びつけると、かなり聞き手の勉強になるのです。

私もいろんな方々のカウンセリングの場面で、クライアントさんのカウンセリ

ングをしているのか、自分の勉強をしているのか、時々わからなくなる時があり

ます。(--;) いろんな分野の話しを聞くことができる「聞き手」とい聞くことによ

り、こちら（聞き手）は、相手（話し手）の人格、性格、あるいは親しい人ならば自

分の知らない相手の面を知ることができるようになる。うのは、その気さえあれ

ば、いろんなことを学ぶことができる立場にいるのです。

⑤ 聞くことにより、こちら（聞き手）は、相手（話し手）の人格、性格、あるいは

親しい人ならば自分の知らない相手の面を知ることができるようになる。

人は五感の中で、やはり言葉を通して相手のことを、より深く知ることができ

るようになると思います。会話がなければ、相手のことを知っているつもりでも、
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それは単なる思い込みであったりすることが多いものです。その結果、相手を

誤解したままで、いろんな問題がそこから出てきてしまうということがあります。

相手の話しをしっかり聞きますと、時として、相手の意外な面を知ることができ

たり、“そうかー、そんな風に考えてたんだ…” というようなことも発見すること

があります。聞くという行為は、できるだけ相手を誤解しないで理解し、その理

解に立った上で、相手との関係を築いていくという、健全な対人関係を結ぶ

ことができるのです。

多くの奥様方は、ご主人が話しを聞いてくれないということに不満を持って

らっしゃいます。ご主人様方！！、奥さんが何を考えておられるか、お話しをお

聞きになったことがおありですか？卑近（ひきん）な例ですが、なぜ「ホスト」と

言われる人に、女性がはまりやすいのでしょうか？いろんな理由があるとおも

うのですが、その大きな理由に、「ホスト」の人は（もちろん売れっ子ホストです

が…）、とても聞き上手なのです。そして、その結果、目の前にいる女性が、今

何を求めているのか、何を考えているのかをしっかり把握してから、行動に移り

ます。ですから、女性がつい心を開いてしまうのです。

ご主人が定年を迎えられた、あるご夫婦がいらっしゃいました。あまり会話の

ないご夫婦でしたが、ご主人は、定年の記念にと奥様に内緒で旅行を計画

し、それをある時、打ち明けたそうです！！奥さんの喜ぶ顔が浮かぶようです
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ネ～ と、ところが、～奥様は…切れた(-_-x）そうです。「いつもあなたはそう

なんです！！自分で勝手に決めて！！私になんの相談もなく、自分のやり

たいように、好きなように行動なさってるじゃないですか！！勝手にしてくださ

い！！」……ご主人、ただボー然…。また、悪いことに、ご主人が選んだ旅行

地は、実はご主人が前々から行きたいと思っていた場所だったのです…。

さてさて、このご主人のよくなかった点は…もうおわかりですよネ。そう、コミュ

ニケーション不足です。奥さんの話しを聞く機会をもっと増やさないと、奥さ

んが何を考えてらっしゃるかは理解はできません。奥さんの不満だったのは、

自分のことをご主人が何も理解していない（今なにを考え、どんなことを思っ

ているか等）という点にあったのです。それを理解した上で、旅行計画でも、

奥さんの意見も取り入れて、一緒に立てた方がよかったのです。

聞くことは、相手の考え、人格、感性、意外な面、などを理解する上で、とて

も大切であり、相手をできるだけ正しく理解した上でないと、よい関係を結ぶ

ことはできないものなのです。

⑥ 聞くことにより、こちら（聞き手）は、相手（話し手）の信頼を勝ち取ることが

できるようになる。
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これは、上記の「①聞くことにより、相手（話し手）の満足を引き出すことができ

る。その結果、今度は、相手（話し手）が、こちら（聞き手）の話しにも耳を傾け

てみようという気持ちになる」 と関連する内容です。人は、自分の話しを真剣

に聞いてもらうことによって非常な満足を感じるものです。その結果、話し手は、

聞き手に対して、受け入れられていると感じ、目の前で自分の話しを聞いてく

れている人に対する信頼というものが生まれてくるのです。話をきいてもらうと

いうことは、大切にされているということであり、尊重されているということでも

あるわけで、そのように取り扱ってくれている人に対しては、自然と信頼の気

持ちが起こってくるのは、当然の結果だと思います。また、この逆も考えてみま

しょう。すなわち、信頼関係を築きたいと思うならば、（他にも信頼関係を築く

ための方法はありますが）、まず手始めに、相手の話しをじっくりと聞いてあげ

ることです。これでかなりの部分、相手の信頼を勝ち取ることは可能なので

す。

親子関係などにおきましても、子は親に自分のことを聞いてほしいと願って

いるケースが多いのです。私事で非常に恐縮ですが、３人の娘（高校、中学、

小学）がおります。 私自身、決してよい父親だとは言えないのですが、できる

だけ、それぞれ毎日あった出来事などを真剣に聞くように努力してきました。

今でも、それぞれ毎日あった出来事を話してくれます（もちろん、彼女達なりに
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親には話さない秘密にしていることはありますヨ…(--;)当然だと思います）。

そして、それぞれは、親から受け入れられているという思いは強いようです。何

も難しいことはしていません。ただ、真剣に子どもの話しを聞いてきただけで

す。

聞いてもらうということは、聞いてくれている人に対する信頼を生み出す第

一歩なのです。

⑦ 聞くことにより、聞き手は、話し上手になっていく。

「聞き上手は、話し上手」 という言葉を聞かれたことはないでしょうか？実

は聞く時に注意しなければいけないことは、話す時に注意しなければいけな

いことと、非常に似通っているのです。これは後述致します、「聞く時の心構え

と態度」 「聞き方のノウハウ」 のところでも多く出てくる内容ですので、そこを

参照していただければと思います。たとえば、ひとつ例にあげるならば、私達は、

聞く時に【自分の枠組み】 で聞こうとします。すなわち、自分の考えの枠組み、

自分の思考の枠組み、自分の感情の枠組み、など等です。一つの単語にし

ても、話し手の考えている意味と、聞き手の考えている意味が、必ずしも同一

であるとは限りません。具体例を挙げてみましょう。皆さんは「良いカウンセラ
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ー」という言葉を聞いた時に、どんなことを想像なさるでしょうか？ おそらく、

良いアドバイスをくれるのが、良いカウンセラーだとお考えになると思うので

す。もちろん、適宜簡単なアドバイスする時もありますが、まともなカウンセラー

であるならば、カウンセリングの最終ゴールは、クライアント自身が、自分で解

決にまで到達するように、手助けすることであり、最終的な答え（アドバイス）を

与えることではないということを知っているはずです。自分で問題点に気付か

なければ、本当の解決ではないのです。ですから、「良いカウンセラー」という

のは、クライアントが、自分自身の問題点に気付くように、うまく手助けして、

導ける人のことなのです。

このように、一つの言葉でさえ、それを理解する枠組みが違っていれば、お

互いに理解しあうことは非常に困難です。話しを聞くときには、この点を十分

に考えながら聞いてあげることが必要なのです。同じことが、話しをする時に

も言えるのです。たとえば、人前で話しをする時に、自分が話している言葉の

枠組みを、聞いておられる方々は理解しながら聞いておられるだろうか、という

ことを考えて、もし、違うようなら、その枠組みをまず説明しなければいけません。

このように、聞く時に注意しなければいけないことは、話す時に注意しなけれ

ばいけないことと、よく似ています。それゆえ、良き聞き手になるということは、

良き話し手（特に人前で話すこと）になる準備を、知らず知らずの内にしてい
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ることになるのです。

第２課をまとめてみましょう。「正しく聞くこと」 のメリット（利益）とは？

それは…

１．聞くことにより、相手（話し手）の満足を引き出すことができる。その結果、今

度は、相手（話し手）が、こちら（聞き手）の話しにも耳を傾けてみようという

気持ちになる。

２．聞くことにより、相手（話し手）は、話している内容を整理できるようになる。

その結果、こちら（聞き手）も問題点を明らかにすることができる。

３．聞くことにより、「聞き手」は、会話（コミュニケーション）の主導権を握ること

ができる。その結果、「聞き手」が自由に話しの方向性を決めることができ

るようになる。

４．話し手は情報を出すだけだが、聞き手はいろんな情報を受けることになり、

結果として思わぬことを学ぶことができるようになる。
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５．聞くことにより、こちら（聞き手）は、相手（話し手）の人格、性格、あるいは親

しい人ならば自分の知らない相手の面を知ることができるようになる。

６．聞くことにより、こちら（聞き手）は、相手（話し手）の信頼を勝ち取ることがで

きるようになる。

７．聞くことにより、聞き手は、話し上手になっていく。

【第２課 「正しく聞くこと」 のメリット（利益）】

の実践に向けて…

１．まず、第一に、誰でもよいので、できるだけ多く話し聞く機会を持ちましょう。

家族、同僚、友人、誰でもよいのです。

２．次に、上に挙げた、「聞くことのメリット」 をひとりにひとつづつ当てはめて

話しを聞いてみましょう。たとえば、奥さんの話しを聞くとき、４番の「聞き手

はいろんなことを学ぶことができる」ということを考えながら、奥さんの話しか
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ら学ぶべきことを探してみましょう。ここで大切なことは、ひとりの人の話しを

聞く時に、上記の 1～７をすべて考えながら聞くのはやめましょう。最初から

それは無理です。注意が散漫になります。まずは、ひとりに対して、上記の

一つのポイントだけを考えながら聞く訓練をしてみましょう。

３．ここでの実践で大切なことは、聞くことのメリットを考えながら、聞くという行

為自体に慣れていただくことです。ですから、必ずしも先述したように、ひと

りの話しを聞く時に、最終的に１～７のポイントをすべてを考えながら聞かな

くてもよいということです。聞くという行為自体、真剣にやれば、結構疲れる

ものです。私など、時々カウンセリング自体、嫌になる時があります…

(>_<) ですが、これも練習です。習うより慣れろですネ！！頑張ってくだ

さい！！ ヾ(^-^)ゞヾ(._.)〃ヾ(^0^)ゞヾ(._.)〃
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第第３３課課 「「正正ししくく聞聞くく時時」」のの態態度度（（姿姿勢勢））

ささてて、、そそれれでではは、、よよううややくく具具体体的的なな内内容容にに入入っってていいききままししょょうう。。ままずず、、「「正正ししくく聞聞

くく」」時時のの、、態態度度（（姿姿勢勢））にに関関ししててでですす。。ここれれはは、、ももうう少少しし窮窮屈屈なな言言葉葉でで言言ええばば、、

心心構構ええでですす。。どどんんななここととををすするる時時ににででもも、、心心構構ええとといいううももののはは大大切切でですす。。よよいい心心

構構ええががででききてていいまませせんんとと、、よよいい結結果果をを出出すすここととははででききまませせんん。。特特にに、、聞聞きき方方とといい

ううここととににつついいてて学学ぶぶととききにに、、そそれれはは心心とと心心のの触触れれ合合いい、、ああるるいいはは心心とと心心のの接接点点

ににつつななががるるももののでですすかからら、、どどののよよううなな聞聞きき方方ををすするるかかとといいうう心心構構ええ（（心心のの姿姿勢勢））

とといいううももののはは非非常常にに重重要要ななののでですす。。でですすがが、、そそんんななにに難難ししいいここととででははあありりまませせんん

ののでで、、ひひかかなないいでで((^̂^̂ゞゞ ﾎﾎﾟ゚ﾘﾘﾎﾎﾟ゚ﾘﾘ……くくだだささいいネネ。。

①① 真真剣剣にに集集中中ししてて聞聞くくとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

当当たたりり前前でですすがが、、人人のの話話ししをを聞聞くくととききはは、、真真剣剣にに聞聞かかななけけれればばいいけけまませせんん。。

小小ささいい頃頃、、母母親親ののおお説説教教をを右右かからら左左へへ流流ししてていいたた時時にに、、「「人人のの話話ははちちゃゃんんとと聞聞

ききななささいい！！！！」」とと大大目目玉玉をを何何度度ももくくららっったた経経験験がが？？何何度度ももあありりまますす。。((----;;)) 私私

達達がが相相手手のの話話ししをを聞聞くく時時にに、、上上のの空空((ううわわののそそらら))でで聞聞いいてていいまますすとと、、相相手手はは敏敏

感感ににそそれれをを察察知知ししまますす。。
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私私はは以以前前、、ああるるカカウウンンセセリリンンググのの時時にに、、忙忙ししくくてて昼昼食食をを抜抜いいてて昼昼かかららののカカウウ

ンンセセリリンンググにに臨臨んんだだここととががあありりまますすがが、、猛猛烈烈ににおお腹腹ががすすいいてて、、ああろろううここととかか、、カカウウ

ンンセセリリンンググのの最最中中にに、、晩晩御御飯飯ののここととをを考考ええてていいままししたた。。そそのの時時にに、、ククラライイアアンントト

ささんんかからら、、「「聞聞いいててくくだだささっっててまますす？？」」とと不不意意打打ちちををくくららいいままししたた。。ドドキキッッととししままししたた。。

相相手手にに対対ししててもも、、申申しし訳訳ななくく、、自自分分ににもも腹腹がが立立ちちままししたた。。ななんんととかかそそのの場場はは、、うう

ままくくややりり過過ごごししままししたたがが、、相相手手ににははわわかかるるももののななののでですすねねーー。。そそれれ以以来来、、食食事事

だだけけははちちゃゃんんととととっっててかからら？？！！カカウウンンセセリリンンググににはは臨臨むむよよううににししてていいまますす。。((^̂^̂ゞゞ

ﾎﾎﾟ゚ﾘﾘﾎﾎﾟ゚ﾘﾘ

世世のの中中、、真真剣剣にに取取りり組組ままなないいももののはは、、そそれれななりりのの結結果果ししかかででなないいよよううににななっっ

てていいるるとと思思いいまますす。。「「聞聞くく」」 とといいうう行行為為をを通通ししてて、、相相手手ととののよよりりよよいい関関係係をを築築ききたた

いいののででああるるななららばば、、少少ななくくとともも相相手手のの話話ししはは、、他他にに何何もも考考ええずずにに、、集集中中ししてて聞聞くく

ののがが礼礼儀儀でですす。。そそれれががななけけれればば、、聞聞くくたためめのの、、どどんんななノノウウハハウウやや技技能能ががああっってて

もも、、決決ししててそそれれららがが有有効効にに用用いいらられれるるここととははあありりまませせんん。。ままたた、、中中途途半半端端なな聞聞きき

方方ををししてていいててもも、、相相手手はは、、「「本本当当にに聞聞いいててももららっったた！！！！」」 とといいうう満満足足感感もも感感じじ

なないいででししょょうう。。聞聞くくととききににはは、、心心ここここににああららずず、、ででははダダメメななののでですす。。真真剣剣にに集集中中しし

ままししょょうう！！！！



- 29 -

②② 相相手手とと同同等等のの立立場場でで聞聞くくとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

相相手手のの話話をを聞聞くくととききはは、、必必ずず相相手手とと同同等等のの立立場場でで聞聞かかななけけれればばいいけけまませせんん。。

私私ののととこころろににカカウウンンセセリリンンググをを受受けけにに来来らられれるる方方はは、、最最初初ははかかななりり緊緊張張ななささっってて

来来らられれまますす。。そそれれはは当当たたりり前前でであありり、、そそのの理理由由ににはは、、いいろろいいろろああるるののでですすがが、、そそ

のの中中ののひひととつつにに、、どどううししててもも、、私私（（ｶｶｳｳﾝﾝｾｾﾗﾗｰー））がが、、話話をを聞聞いいててくくれれるる先先生生でで、、

相相手手（（ククラライイアアンントト））がが話話をを聞聞いいててももららうう生生徒徒とといいううよよううなな上上下下関関係係をを感感じじらられれるる

よよううななののでですす。。でですすかからら、、最最初初にに私私のの方方かからら、、 ““率率直直にに申申しし上上げげてて、、○○○○ささんん

（（ククラライイアアンントトささんんののおお名名前前））がが考考ええてておおらられれるるほほどど、、私私はは立立派派なな人人間間じじゃゃなないい

でですすかからら。。いいろろんんななここととでで悩悩むむしし……、、嫌嫌ににななるるしし……でで、、提提案案ななんんでですすがが、、対対等等

ででいいききまませせんんかか。。私私ののこことと、、抱抱ええてていいるる問問題題をを一一緒緒にに解解決決ししてていいくく仲仲間間だだとと考考

ええてていいたただだけけまませせんんかか？？”” ここののよよううにに申申しし上上げげるるとと（（事事実実、、私私はは本本当当ににここののよようう

にに思思っってていいるるののでですす））、、ととててもも緊緊張張ががほほぐぐれれ、、リリララッッククススししてて話話しし始始めめらられれまますす。。

病病気気のの人人ををおお見見舞舞いいにに行行くくととききやや、、ちちいいささなな子子どどももとと話話すすととききをを想想像像ししててみみ

てて下下ささいい。。病病院院ににおお見見舞舞いいにに行行くくととききにに、、ベベッッドドササイイドドかからら見見下下ろろししてておお話話ししささ

れれるるででししょょううかか？？ややははりり、、病病人人のの目目線線ににままでで身身体体をを沈沈めめてて話話ししををななささるるででししょょうう。。

そそれれにによよっってて、、病病気気のの方方はは、、安安心心すするるののでですす。。ままたた、、小小ささなな子子どどももとと話話ををすするる時時

にに、、多多くくのの大大人人はは上上かからら見見下下ろろししてて話話ををししまますすがが、、一一番番良良いいののはは、、子子どどもものの目目
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線線ままででししゃゃががんんでで、、同同じじ高高ささのの目目線線でで話話ををすするるここととでですす。。ここれれにによよりり、、子子どどももはは

大大人人がが自自分分とと対対等等ににななっってて話話ししててくくれれてていいるるとと感感じじるるののでですす。。

以以上上ののよよううなな理理由由かからら 「「聞聞きき手手ででああるる私私とと、、話話しし手手ででああるるああななたたはは、、同同等等のの

関関係係でですす。。」」とといいうう気気持持ちちとと態態度度でで接接すするるここととががととててもも大大切切でですす。。

③③ ああななたたのの心心ををででききるるだだけけオオーーププンンににすするるとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

ああななたた自自身身がが心心にに「「垣垣根根」」をを作作っってて、、““ここここままでではは入入っっててききててももいいいいけけどどここここ

かかららはは立立ちち入入りり禁禁止止””とと防防衛衛すするるなならら、、相相手手ははななかかななかかああななたたにに心心をを許許ししてて、、

多多くくをを語語っっててははくくれれまませせんん。。聞聞きき手手ににととっっててのの大大切切なな心心構構ええとと姿姿勢勢はは、、心心のの垣垣

根根ををででききるるだだけけ取取りり払払ううここととでですす。。聞聞きき手手のの心心のの垣垣根根がが高高すすぎぎまますすとと、、相相手手はは

防防衛衛本本能能をを働働かかせせてて、、心心のの内内ににああるるいいろろんんななここととをを話話すすここととががででききななくくななりりまま

すす。。そそのの結結果果、、相相手手はは、、話話すすここととにによよるる満満足足をを得得るるここととががででききななくくななりり、、聞聞きき手手

のの方方もも、、十十分分なな情情報報をを相相手手かからら得得るるここととががででききななくくななりりまますす。。ここれれでではは、、よよいい関関

係係をを結結ぶぶここととははででききまませせんん。。

学学生生のの頃頃、、私私のの友友人人のの一一人人にに、、会会話話ををすするる時時にに、、口口にに手手をを当当てててて話話すすククセセ

ののああるる人人ががいいままししたた。。普普段段ははななんんととももなないいののでですすがが、、いいっったたんん会会話話ににななりりまますす
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とと、、話話ししてていいるる時時ででもも、、聞聞いいてていいるる時時ででもも、、口口にに手手をを当当ててるるののでですす。。ここれれははああまま

りり気気持持ちちののよよいいももののででははあありりまませせんん。。すすななわわちち、、会会話話時時にに口口にに手手をを当当ててるるここととでで、、

「「僕僕ににここれれ以以上上ははいいっっててくくるるなな」」 とといいうう規規制制ををかかけけらられれてていいるるよよううでで、、ススムムーーズズ

なな会会話話ががででききななかかっったたよよううにに記記憶憶ししてていいまますす。。

聞聞きき手手はは、、相相手手がが話話ししややすすいい雰雰囲囲気気作作りりににもも気気をを配配るる必必要要ががああるるとと思思いいまま

すす。。そそのの雰雰囲囲気気作作りりにに最最もも効効果果的的ななののがが、、自自分分のの心心のの垣垣根根（（心心ののババリリアア））ををはは

ずずししてて、、話話しし手手がが、、ああななたた（（聞聞きき手手））ののふふととこころろにに入入りりややすすくくすするるここととでですす。。

④④ ここれれははどどちちららかかとといいううとと、、ココミミュュニニケケーーシショョンン後後ののここととでですすがが、、相相手手のの話話はは決決

ししてて、、外外部部にに漏漏ららささなないいとといいうう態態度度とと姿姿勢勢をを堅堅持持ししままししょょうう。。

カカウウンンセセララーーににととっってて、、カカウウンンセセリリンンググ内内容容のの守守秘秘義義務務はは当当然然ののここととでですす。。クク

ラライイアアンントトささんんはは、、カカウウンンセセララーーをを信信頼頼ししたたかかららここそそ、、心心のの内内面面ををいいろろいいろろとと話話

さされれるるわわけけでですす。。でですすかからら、、カカウウンンセセララーーはは、、職職業業的的ににここのの守守秘秘義義務務ががああるるのの

とと同同時時にに、、道道義義的的ににももここれれはは義義務務ななののでですす。。話話ししたた内内容容がが、、仮仮にに外外部部ににででもも

漏漏れれたたりりししまますすとと、、そそののカカウウンンセセララーーははいいっっぺぺんんでで信信頼頼をを失失っっててししままいいまますす。。クク

ラライイアアンントトささんんのの秘秘密密をを外外部部ににももららすすよよううなな人人はは、、カカウウンンセセララーーででははなないいののでで
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すす。。

ととこころろでで、、良良いい聞聞きき手手ににななろろううととししてておおらられれるるああななたたもも、、カカウウンンセセララーーででななくくてて

もも、、話話ししてていいるる相相手手のの秘秘密密をを外外部部にに漏漏ららささなないいとといいうう姿姿勢勢とと態態度度がが必必要要ととさされれ

まますす。。再再確確認認ししてておおききたたいいののでですすがが、、良良いい聞聞きき手手ととななるるののはは、、そそれれ自自体体がが目目的的

ででははななくくてて、、そそれれをを通通ししてて、、「「よよいい人人間間関関係係をを築築くく」」ここととがが目目的的ななわわけけでですす。。そそうう

ででああるるななららばば、、どどれれだだけけ上上手手にに相相手手のの話話がが聞聞けけてて、、そそのの人人とと良良いい対対人人関関係係をを

結結ぶぶききっっかかけけががででききたたととししててもも、、聞聞いいたた話話をを他他人人にに無無遠遠慮慮にに漏漏ららししてて、、そそののここ

ととがが相相手手にに伝伝わわるるななららばば、、どどれれだだけけ｢｢正正ししくく聞聞くくこことと｣｣ががででききててもも、、相相手手ののああなな

たたにに対対すするる信信頼頼ははいいっっぺぺんんでで吹吹きき飛飛んんででししままいい、、そそれれままでで積積みみ上上げげててききたたもものの

をを台台無無ししににししててししままううののでですす。。

人人はは、、他他人人のの秘秘密密をを知知っっててししままっったたらら、、そそれれをを誰誰かかににししゃゃべべりりたたくくななるるももののでで

すす。。そそししてて他他人人ももそそれれをを聞聞ききたたいいとと願願うう習習性性ががあありりまますす。。おお昼昼ののワワイイドドシショョーー番番

組組がが流流行行るるののはは？？！！そそののたためめでですす。。「「他他人人のの秘秘密密をを覗覗きき見見たたいい、、他他人人のの秘秘密密

ををししゃゃべべりりたたいい」」 とといいうう願願望望ををつついい出出ししててししままっったたががゆゆええにに、、せせっっかかくくのの良良いい関関

係係がが崩崩れれててししままっったた例例をを、、私私ははたたくくささんん知知っってていいまますす。。よよくくああるる「「ココココだだけけのの話話ヨヨ

……」」はは非非常常にに危危険険でですす。。ななぜぜなならら、、そそれれはは絶絶対対にに「「ココココだだけけ」」ににととどどままるるここととはは

なないいかかららでですす。。人人ととよよいい関関係係をを結結びびたたいいとと願願ううののででああるるなならら、、相相手手かからら聞聞いいたた

話話はは決決ししてて漏漏ららささなないい態態度度とと姿姿勢勢がが必必要要でですす。。
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そそれれでではは、、第第３３課課ををままととめめててみみままししょょうう。。「「正正ししくく聞聞くくとときき」」 にに求求めめらられれるる態態度度

とと姿姿勢勢？？ そそれれはは……

１１．．真真剣剣にに集集中中ししてて聞聞くくとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

２２．．相相手手とと常常にに同同等等のの立立場場でで聞聞くくとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

３３．．ああななたたのの心心ををででききるるだだけけオオーーププンンににすするるとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

４４．．相相手手のの話話はは決決ししてて、、外外部部にに漏漏ららささなないいとといいうう態態度度とと姿姿勢勢。。

【【第第３３課課 「「正正ししくく聞聞くくとときき」」 のの態態度度とと姿姿勢勢】】

のの実実践践にに向向けけてて……

１１．．ここれれらら四四つつのの正正ししくく聞聞くくととききのの態態度度とと姿姿勢勢をを実実践践ししてていいくくたためめににはは、、相相手手

（（話話しし手手））をを中中心心にに考考ええててああげげるる思思考考とと感感情情がが必必要要でですす。。ああくくままでで、、話話しし手手

はは、、自自分分をを中中心心にに考考ええててももららっってて、、ははじじめめてて受受けけ入入れれらられれてていいるるとと感感じじるるのの

でですす。。聞聞きき手手がが自自分分中中心心にに考考ええてていいててもも、、話話しし手手はは満満足足ししまませせんん。。そそのの意意
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味味でで、、話話しし手手のの「「わわががまままま」」？？！！をを受受容容すするる「「大大ききささ（（大大人人のの部部分分））」」をを持持ちちまま

ししょょうう。。

２２..話話しし手手のの「「わわががまままま」」？？！！をを受受容容ししててもも、、決決ししててああななたたはは損損ををすするるわわけけでではは

あありりまませせんん。。人人ににはは大大人人のの部部分分とと、、子子どどもものの部部分分ががあありりまますす。。ああななたたがが、、大大人人

のの部部分分でで聞聞いいててああげげれればば、、今今度度はは必必ずず、、ああななたたのの子子どどもものの部部分分もも？？！！受受

容容ししててももららええるるよよううににななりりまますす。。ああななたた自自身身がが少少ししずずつつ、、ここれれららのの態態度度とと姿姿勢勢

をを養養っってていいききままししょょうう。。
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４４課課 聞聞きき方方ののノノウウハハウウ（（具具体体的的にに正正ししくく聞聞くくたためめののココツツとと技技術術））

そそれれでではは、、実実際際にに人人のの話話をを聞聞くく時時にに気気ををつつけけるるべべききココツツとと技技術術ににつついいてて話話

をを進進めめてていいききままししょょうう。。ここのの中中ににはは、、相相手手をを納納得得ささせせ、、聞聞くくここととにによよっってて相相手手をを会会

話話にに引引きき込込むむたためめのの、、大大切切ななノノウウハハウウがが記記さされれてていいまますす。。注注意意深深くく、、ひひととつつひひとと

つつをを考考ええててみみててくくだだささいいねね。。

①① 常常にに相相手手のの枠枠組組みみでで話話をを聞聞くく。。決決ししてて、、自自分分勝勝手手にに、、自自分分のの枠枠組組みみでで

相相手手のの話話をを理理解解ししよよううととししなないい。。

ここれれはは、、「「第第２２課課 「「正正ししくく聞聞くく」」ここととののメメリリッットト（（利利益益））」」 のの中中のの 「「⑦⑦ 聞聞くくこことと

にによよりり、、聞聞きき手手はは、、話話しし上上手手ににななっってていいくく」」 のの部部分分ででもも少少しし触触れれままししたたがが、、人人

はは知知ららずず知知ららずずのの内内にに、、自自分分のの考考ええやや自自分分のの経経験験ををももととににししてて、、相相手手をを理理解解

ししよよううととししまますす。。そそれれはは、、たたととええばば、、黄黄色色いいササンンググララススををかかけけてて外外界界をを見見るる時時にに、、

すすべべててがが黄黄色色ががかかっってて見見ええるるののとと同同じじよよううななももののでですす。。ああななたたのの考考ええやや経経験験とと

いいうう色色メメガガネネをを通通ししてて相相手手ののここととをを理理解解ししよよううととすするるななららばば、、すすべべててああななたた色色のの

世世界界ににななりりまますすよよネネ。。ででももそそれれはは相相手手がが本本当当にに理理解解ししててほほししいいとと思思っってていいるるここ

ととででははなないい場場合合がが多多いいでですす。。大大切切ななののはは、、自自分分のの色色メメガガネネををははずずししてて相相手手をを
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理理解解すするるとといいうう努努力力でですす。。

親親子子関関係係のの中中でで、、子子どどもものの服服装装がが急急にに派派手手ににななっったたりり、、髪髪をを染染めめ始始めめたたりり

すするるとと、、ととててももああわわててるる親親御御ささんんががいいららっっししゃゃいいまますす。。そそししてて、、親親はは「「服服装装のの乱乱れれ

はは、、心心のの乱乱れれ」」とといいうう色色メメガガネネでで子子どどももをを見見よよううととししまますすののでで、、ななかかななかか親親子子がが

理理解解しし合合ううここととがが難難ししいいののでですす。。ままずず、、親親ののそそのの色色メメガガネネををははずずししてて、、そそのの子子をを

見見よよううととすするる時時にに、、案案外外今今ままでで見見ええななかかっったたももののがが見見ええたたりりすするるここととがが多多いいのの

でですす。。ここれれはは親親子子関関係係ののカカウウンンセセリリンンググななどどででよよくくああるるここととでですす。。

人人のの話話をを聞聞くくととききもも、、ここれれををままっったたくく同同じじでですす。。自自分分のの尺尺度度（（ももののささしし））でで、、相相

手手のの話話ししをを聞聞いいててもも、、相相手手をを理理解解すするるどどこころろかか、、相相手手もも受受けけ入入れれててももららっってていい

るるとといいうう満満足足感感ははなないいででししょょうう。。相相手手のの立立場場にに立立つつななららばば、、相相手手のの話話ししてていいるる

内内容容をを正正確確にに聞聞くくここととががででききるるののでですす。。
（（尺尺度度がが違違ううののでで、、そそれれぞぞれれ同同じじよよううにに計計るるここととががででききなないい））

「「正正ししいい聞聞きき方方」」 鉄鉄則則そそのの１１

自自分分のの考考ええ方方のの枠枠組組みみでで相相手手のの話話をを聞聞かかなないい。。話話をを聞聞くく時時はは、、相相手手のの枠枠組組

みみ（（立立場場））でで話話をを聞聞くくべべしし！！！！

あなたの
ものさし

相手の
ものさし
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②② 相相手手のの話話をを、、決決ししてて途途中中ででささええぎぎららなないい。。相相手手がが満満足足をを感感じじるるととこころろままでで、、

聞聞くく。。

私私達達はは相相手手がが話話ししてていいるるののにに、、つついいつついい途途中中ででそそれれををささええぎぎっってて自自分分のの意意

見見やや考考ええをを言言いいたたくくななるるももののでですす。。でですすがが、、そそうういいっったた行行為為はは、、自自分分ののここととししかか

考考ええてていいなないい行行為為でですす。。「「正正ししくく聞聞くく」」ここととがが、、最最終終的的にに相相手手のの信信頼頼をを勝勝ちち取取りり、、

良良いい対対人人関関係係をを結結んんででいいくくとといいううここととをを認認識識すするるなならら、、相相手手ののここととをを考考ええてて、、相相

手手がが満満足足ででききるるよよううにに聞聞かかななけけれればばいいけけまませせんん。。そそののたためめににはは、、相相手手のの話話をを途途

中中ででささええぎぎるるののはは論論外外でですす。。ささええぎぎらられれたた段段階階でで相相手手がが感感じじ始始めめてていいたた心心地地

よよささがが、、どどここかかにに吹吹っっ飛飛びびまますす！！！！

ああるる時時、、我我がが家家にに車車のの飛飛びび込込みみセセーールルススのの人人ががややっっててききままししたた。。私私はは少少しし

興興味味ががああっったたののでで、、話話をを聞聞ここううとと思思いい、、自自分分のの方方かかららそそのの車車ににつついいてて話話ををしし始始

めめままししたた。。ととこころろががすすぐぐににそそのの人人はは、、私私のの言言葉葉をを制制ししてて、、そそのの車車ののセセーールルススポポ

イインントトをを延延々々とと話話しし始始めめたたののでですす。。私私はは急急にに興興ざざめめししててししままいい、、そそれれ以以上上話話をを

聞聞くくののがが億億劫劫ににななっっててししままいいままししたた。。ここののセセーールルススママンンはは、、セセーールルススポポイインントト

をを私私にに伝伝ええるるここととだだけけががセセーールルススだだとと勘勘違違いいななささっってていいたたよよううでですす。。おお客客にになな

るるかかももししれれなないい私私かからら「「何何をを求求めめてていいるるかかをを聞聞きき出出すす」」ここととがが、、ままずず必必要要だだっったた

とと思思ううののでですす。。そそれれ以以上上にに、、おお客客ででああるる私私はは、、自自分分のの話話をを途途中中ででささええぎぎらられれてて
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ししままっったた段段階階でで、、購購買買意意欲欲がが失失せせててししままっったたののでですす。。……いいかかががででししょょううかか？？

話話のの途途中中でで、、相相手手がが話話ししてていいるるここととにに関関ししてて、、自自分分のの考考ええをを述述べべるるここととがが、、

当当面面ののああななたたのの仕仕事事ででははあありりまませせんん。。ああななたたののすすべべききここととはは、、ままずず自自分分のの意意見見

をを横横ににおおいいてておおきき、、相相手手のの話話をを、、最最後後ままでで聞聞いいててああげげるるここととでですす。。そそれれだだけけでで

相相手手はは満満足足ししててくくれれるるででししょょうう。。そそししてて、、そそれれはは結結果果的的にに、、よよりりよよいい対対人人関関係係をを

築築くく基基礎礎ととななっってていいくくののでですす。。

「「正正ししいい聞聞きき方方」」 鉄鉄則則そそのの２２

決決ししてて相相手手のの話話をを途途中中ででささええぎぎららなないい。。ああななたたののすすべべききここととはは、、相相手手のの話話をを相相

手手がが満満足足すするるままでで聞聞くくここととででああるる。。人人のの話話はは最最後後ままでで聞聞くくべべしし！！！！

③③ 相相手手のの話話をを、、決決ししてて否否定定ししなないい。。

私私達達はは皆皆いいろろんんなな価価値値観観やや基基準準をを持持っってていいまますすののでで、、自自分分のの価価値値観観やや基基

準準にに反反すするるここととをを聞聞くくとと、、つついいつついいそそれれをを否否定定ししががちちでですす。。でですすがが、、今今ああななたたがが
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ししよよううととししてていいるるここととはは、、相相手手のの意意見見がが正正ししいいかか、、間間違違っってていいるるかかをを判判断断ししたたりり、、

相相手手のの話話がが自自分分のの価価値値観観やや基基準準にに合合っってていいるるかかどどううかか等等をを判判断断すするるここととでで

ははあありりまませせんん。。相相手手がが思思っってていいるるこことと、、考考ええてていいるるここととをを受受けけ入入れれるるここととでですす。。人人

ははままずず自自分分のの話話ししてていいるるここととをを否否定定さされれずずにに聞聞いいててももららううここととにに満満足足をを感感じじまま

すす。。そそししててそそれれはは聞聞いいててももららっってていいるる人人にに、、受受けけ入入れれらられれてていいるるとと感感じじるるこことととと

同同じじななののでですす。。

ああるる会会社社ででのの話話でですす。。ＫＫ部部長長ささんんはは、、ああるるププロロジジェェククトトをを進進めめるるににああたたっってて、、

部部下下かかららいいろろんんななアアイイデデアアをを募募っったたそそううでですす。。何何人人かかのの部部下下ががいいくくつつかかののアアイイ

デデアアをを持持ちち寄寄りり、、会会議議がが開開かかれれままししたた。。ひひととりりひひととりりががアアイイデデアアをを順順番番にに話話しし始始

めめままししたたがが、、ここののＫＫ部部長長ささんんはは、、ひひととつつひひととつつののアアイイデデアアのの否否定定的的なな部部分分だだけけ

をを強強調調しし、、（（良良いい点点もも数数々々あありりままししたたがが））すすべべててのの部部下下ににややりり直直ししをを命命じじままししたた。。

部部下下達達のの士士気気はは…………当当然然低低下下ししままししたた。。((----;;))

ままずず受受けけ入入れれらられれてて（（否否定定さされれずずにに認認めめらられれてて））、、改改善善点点にに対対すするる着着手手をを命命じじ

たたなならら、、そそれれななりりににややるる気気はは出出たたででししょょううネネ。。

決決ししてて相相手手のの話話をを否否定定ししてて、、自自分分のの考考ええをを相相手手にに押押しし付付けけててははいいけけまませせんん。。

思思いい出出ししてて下下ささいい、、ここのの学学びびはは相相手手のの話話をを「「正正ししくく聞聞くく」」 とといいうう主主題題でであありり、、自自

分分のの考考ええをを相相手手にに伝伝ええるる学学びびででははなないいののでですす。。否否定定せせずずににままずず受受けけ入入れれてて

ああげげてて下下ささいい。。
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そそれれにに私私たたちち人人間間はは「「間間違違いいをを犯犯ししややすすいいもものの」」でですす。。自自分分がが持持っってていいるる価価

値値観観がが絶絶対対正正ししいいととはは限限りりまませせんん。。でですすかからら自自分分のの枠枠組組みみやや価価値値観観ををいいっったた

んん横横ににおおいいてて相相手手のの話話をを聞聞ここううととすするるとときき、、自自分分のの過過ちちにに気気づづきき、、正正ししいい枠枠組組

みみやや、、価価値値観観をを発発見見すするるここととににななるるかかももししれれまませせんん。。ままたた今今ままでで以以上上のの広広いい視視

野野をを養養ええるるききっっかかけけととななるるここととももああるるののでですす。。

人人ははいいつつもも「「ももししかかししたたらら、、私私はは間間違違っってていいるるかかももししれれなないい」」とと思思うう謙謙虚虚ささがが

必必要要ででああるる、、とと私私はは考考ええてていいまますす。。

「「正正ししいい聞聞きき方方」」 鉄鉄則則そそのの３３

相相手手のの話話をを決決ししてて否否定定ししなないい。。たたととええそそれれがが自自分分のの価価値値観観やや感感性性、、基基準準にに合合

わわななくくててもも、、ままずず相相手手をを受受けけ入入れれててああげげるるべべしし！！！！

④④ 会会話話のの中中ででのの、、聞聞きき手手のの効効果果的的ななリリアアククシショョンンににつついいてて……

会会話話のの中中でではは、、相相手手のの話話にに対対すするる効効果果的的ななリリアアククシショョンンとといいううももののがが存存在在

ししまますす。。ちちょょっっととししたたここととでですすがが、、効効果果はは抜抜群群でですす。。ここれれららををおおぼぼええてて実実践践ななささるる

だだけけででもも、、会会話話（（ココミミュュニニケケーーシショョンン））にに信信頼頼感感がが生生ままれれまますす。。すすべべててののリリアアクク



- 41 -

シショョンンののポポイインントトはは、、決決ししてて相相手手のの話話ををささええぎぎららなないいこことと、、そそししててささりりげげななくく（（リリアア

ククシショョンンをを））すするるここととでですす。。

◆◆◆◆ 言言葉葉にに関関すするるリリアアククシショョンン ◆◆◆◆

aa.. 時時々々相相手手のの話話をを要要約約すするる。。

よよくく使使わわれれるるフフレレーーズズ……

⇒⇒ 「「とといいううここととはは、、つつままりり～～ななののでですすねね」」

「「ななるるほほどど……つつままりりそそれれはは、、～～とといいううここととななんんでですすねね？？」」 ななどど等等

決決ししてて相相手手のの話話ししををささええぎぎるるののででははななくく、、ひひとと段段落落つついいたたととこころろでで、、相相手手のの

話話ししてていいるるここととをを要要約約ししててああげげるるここととでですす。。話話しし手手はは、、そそううさされれるるここととにによよっってて、、

自自分分のの話話をを真真剣剣にに聞聞いいててくくれれてていいたたんんだだ、、とといいううここととをを感感じじるるとと同同時時にに、、自自分分

のの話話ししててききたたここととをを確確認認すするるここととががででききるるももののななののでですす。。ポポイインントトはは、、要要約約すするる

前前にに、、上上記記ののよよううにに「「……とといいううここととはは」」ととかか「「ななるるほほどど……」」とといいううよよううななワワンンククッッシショョ

ンンににななるる言言葉葉をを入入れれるるここととでですす。。そそれれはは、、今今ままででのの話話をを肯肯定定すするる類類いいのの言言葉葉
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ででああるる方方ががよよいいでですす。。ななぜぜなならら、、““今今ままででおお話話ににななっったたここととはは理理解解ししてて受受けけ入入

れれててまますすよよ”” とと暗暗にに相相手手ににここととわわりりをを入入れれるるここととににななるるかかららでですす。。でですすかからら、、（（いい

ききななりりままととめめ始始めめててししままううよよりり））ここうういいっったたワワンンククッッシショョンンをを入入れれるる方方がが「「信信頼頼感感をを

生生みみ出出すす」」とといいうう点点ででよよりり効効果果的的ななののでですす。。

bb.. 時時々々相相手手のの話話ししにに対対ししてて、、質質問問すするる。。

よよくく使使わわれれるるフフレレーーズズ

⇒⇒ 「「そそれれははどどうういいうう意意味味でですすかか？？」」

「「そそのの言言葉葉のの意意味味ををおおししええてていいたただだけけまませせんんかか？？」」 ななどど等等

話話ししてていいるる内内容容にに関関ししてて、、質質問問すするるここととはは、、ここちちららのの謙謙虚虚ささをを相相手手にに知知ららせせるる

ここととににももななりりまますすしし、、何何よよりりもも正正ししくく相相手手のの話話ししをを理理解解ししななががらら、、正正確確にに会会話話をを

進進めめてていいくくたためめにに必必要要ななここととでですす。。疑疑問問ががああっってて、、ああいいままいいななまままま会会話話をを進進めめ

てていいくくとと、、誤誤解解をを生生むむ原原因因ににももななりりまますす。。ままたた、、ここれれはは話話しし手手がが聞聞きき手手にに教教ええるる

とといいうう形形ににななりりまますすののでで、、話話しし手手ののププラライイドドををくくすすぐぐるるここととににももななりり、、（（ああままりりよよいい

表表現現ででははあありりまませせんんがが……）） よよりり深深いい満満足足感感をを話話しし手手にに与与ええななががらら会会話話をを進進めめ

てていいくくここととががででききるるよよううににななりりまますす。。ポポイインントトはは、、相相手手にに教教ええててももららううわわけけでですすかか
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らら、、真真剣剣にに学学ぶぶ姿姿勢勢でで質質問問すするるとといいううここととでですす。。

cc.. 時時々々、、相相手手のの話話をを聞聞きき返返すす。。

よよくく使使わわれれるるフフレレーーズズ

⇒⇒ 「「ごごめめんんななささいい、、ももうう一一度度おお願願いいででききまますすかか？？」」 ななどど等等

聞聞いいてていいるる内内容容をを、、聞聞きき返返すすとといいうう行行為為はは、、相相手手のの信信頼頼ををななくくすす行行為為でではは

けけっっししててあありりまませせんん。。““聞聞きき手手がが話話ししてていいるる内内容容をを相相手手にに聞聞ききななおおすすののはは、、ああなな

たたののここととをを聞聞いいててまませせんんででししたたとと認認めめるるここととににななりり、、適適切切ででなないいののでではは……””とと考考

ええるる人人ががおおらられれるるかかももわわかかりりまませせんんがが、、ここれれはは決決ししてて逆逆効効果果ででははあありりまませせんん。。

自自分分がが理理解解ででききななかかっったたここととをを正正直直にに相相手手にに伝伝ええるるここととはは、、かかええっってて聞聞きき手手のの

誠誠実実ささををアアピピーールルすするる機機会会ととななりりまますす。。ポポイインントトはは、、ああくくままでで低低姿姿勢勢ななおおかかつつ、、

謙謙虚虚にに行行ううここととでですす。。
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dd.. 時時々々、、相相手手ののつつららいい経経験験ををねねぎぎららうう言言葉葉ををかかけけててああげげたたりり、、相相手手のの嬉嬉ししかか

っったた経経験験ををととももにに喜喜んんででああげげるるここととをを伝伝ええるる言言葉葉をを入入れれるる

よよくく使使わわれれるるフフレレーーズズ

⇒⇒ 「「そそれれはは大大変変ででししたたねね……」」

「「そそれれははつつららいい経経験験ををななささいいままししたたねね……」」

「「そそれれははよよかかっったたでですすねね！！！！」」

「「そそれれはは嬉嬉ししかかっったたででししょょうう！！！！」」 ななどど等等

人人はは自自分分のの経経験験にに対対すするる同同意意をを求求めめるるここととがが多多いいももののでですす。。誰誰ししもも、、自自分分

がが一一番番つつららいい経経験験ををししててききたた？？！！とと思思っってていいるるももののでですす。。ままたた、、嬉嬉ししいい経経験験をを

ししたたらら、、相相手手にに共共感感ししててももららいい、、同同じじよよううにに喜喜んんででほほししいいももののでですす。。

聞聞きき手手ででああるるああななたたはは、、話話しし手手がが「「私私がが一一番番苦苦労労ししててききたたんんでですすよよ」」 とといいうう

よよううなな話話ををさされれたたらら、、どどののよよううななリリアアククシショョンンででここたたええまますすかか。。心心のの中中でで「「ああんんたた

がが一一番番苦苦労労ししたたんんじじゃゃなないいよよ。。世世のの中中ももっっとと苦苦労労ししててるる人人がが、、わわんんささかかいいるる

よよ！！！！」」 とと反反応応すするるででししょょううかか？？ ででもも、、そそれれでではは本本当当ののココミミュュニニケケーーシショョンンはは

成成立立ししまませせんん。。確確かかにに話話しし手手のの苦苦労労話話にに、、ああななたたはは同同意意ででききなないいかかももししれれまま

せせんん。。でですすがが、、話話しし手手もも、、他他ににもも苦苦労労ししてていいるる人人ががたたくくささんんいいるるここととははああるる程程度度
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わわかかっってていいるるののでですす。。（（たたままにに、、ままっったたくくわわかかっっててなないい人人ももいいららっっししゃゃいいまますすがが……

((----;;))）） でですすがが、、そそれれをを踏踏ままええたた上上でで、、相相手手ははああななたたにに自自分分のの苦苦労労ををわわかかっっ

ててほほししいい、、同同意意ししててほほししいいとと無無意意識識にに願願っってていいるるののでですす。。ここれれはは聞聞きき手手のの信信頼頼

度度をを上上げげるるたためめににはは、、ままたたととなないいチチャャンンススでですす。。ねねぎぎららいいのの言言葉葉ををかかけけててああげげ

るるななららばば、、ききっっとと話話しし手手ははああななたたをを信信頼頼ししててくくれれるるででししょょうう。。ここのの人人はは自自分分ののこことと

ををわわかかっっててくくれれてていいるるとと……。。

ままたた、、聞聞きき手手ででああるるああななたたはは、、話話しし手手がが「「最最近近、、私私ははここんんなないいいいここととががあありりまま

ししててねね」」 とといいううよよううなな話話ををさされれたたらら、、どどののよよううななリリアアククシショョンンででここたたええまますすかか？？心心

のの中中でで、、「「ふふ～～んん、、人人のの自自慢慢話話ななんんかか、、ああんんままりり聞聞ききたたくくなないいしし……」」 とと反反応応すするる

ででししょょううかか。。ここれれももままたた本本当当ののココミミュュニニケケーーシショョンンをを成成立立ささせせるる態態度度ででははあありりまま

せせんん。。人人はは自自分分のの喜喜びびをを、、一一緒緒にに喜喜んんででくくれれるるとと嬉嬉ししいいももののでですす。。聞聞きき手手ででああ

るるああななたたががそそれれにに同同意意すするるななららばば、、話話しし手手はは、、自自分分のの嬉嬉ししいい話話にに同同意意ししててくくれれ

たた人人ととししてて、、ああななたたにに好好意意をを寄寄せせるるははずずでですす。。考考ええててみみてていいたただだききたたいいののでですす

がが、、相相手手のの嬉嬉ししいい話話にに同同意意ししたたととてて、、ああななたたはは何何のの損損ももししなないいとといいううここととでですす。。

そそううででああるるななららばば、、ここここででももままたた、、聞聞きき手手ででああるるああななたたのの信信頼頼度度をを上上げげるる、、ままたたとと

なないいチチャャンンススななののでですす。。

ポポイインントトはは、、「「喜喜ぶぶ者者ととととももにに喜喜びび、、泣泣くく者者ととととももにに泣泣くく」」でですすねね！！！！
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◆◆◆◆ 動動作作、、表表情情ななどどにに関関すするるリリアアククシショョンン ◆◆◆◆

aa.. 相相手手のの話話にに対対ししてて常常ににううななずずききをを返返すす。。

自自分分がが話話ししてていいるる内内容容にに関関ししてて、、ううななずずいいてて聞聞いいててももららううとと、、理理解解さされれてていい

るる気気持持ちちににななるるももののでですす。。ここののよよううななちちょょっっととししたた表表情情やや動動作作にによよるるリリアアククシショョンン

はは、、相相手手ににここちちららのの気気持持ちちをを伝伝ええるるとといいううここととににおおいいてて、、非非常常にに効効果果ののああるるもものの

でですす。。そそれれはは理理解解ししてていいまますすよよ、、とといいううササイインンをを送送っってていいるるここととにに他他ななりりまませせんん。。

私私ははここれれをを““ううななずずキキンンググ””？？！！（（爆爆）） とと呼呼んんででいいまますすがが、、ここれれががあありりまませせんんとと、、

会会話話のの進進みみ具具合合いい、、とといいいいままししょょううかか、、会会話話ののややりり取取りりががススムムーーズズにに進進ままなないい

ももののでですす。。試試ししにに、、ままっったたくくううななずずくくここととををせせずずにに相相手手のの話話をを聞聞いいててみみてて下下ささいい。。

ききっっととギギククシシャャククししたた会会話話ににななるるとと思思いいまますす。。ああるるいいはは、、会会話話のの中中でで、、ううななずずきき

のの反反対対のの首首をを横横にに振振るる否否定定ののリリアアククシショョンン（（いいわわゆゆるる子子どどもも言言葉葉でで言言ええばば、、

““イイヤヤ、、イイヤヤ”” でですす）） でで、、会会話話ををししよよううととししててみみててくくだだささいい。。ききっっとと会会話話ででききななくく

ななりりまますすかからら……。。 実実はは、、私私達達はは知知ららずず知知ららずずののううちちにに会会話話のの中中でで、、ここののううななずずきき

をを取取りり入入れれてていいるるののでですす。。ままっったたくくううななずずききののなないい会会話話ははほほととんんどど存存在在ししなないいはは

ずずでですす。。私私達達ががそそれれにに気気付付いいてていいなないいだだけけななののでですす。。私私達達がが会会話話のの中中でで、、

無無意意識識にに行行っってていいるる、、ここのの““ううななずずきき”” はは、、私私達達のの会会話話ががススムムーーズズにに進進んんでで
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いいくく一一役役をを担担っってていいるるののでですす。。

私私達達がが普普段段、、無無意意識識にに行行っってていいるるここととをを、、意意識識的的にに用用いいるるななららばば、、そそれれはは特特

にに強強烈烈なな武武器器ととななるるここととをを、、ああななたたははごご存存知知ででししょょううかか？？ 相相手手のの話話にに応応じじてて、、

いいろろんんななううななずずききかかたたをを研研究究しし、、相相手手にに自自分分がが真真剣剣にに話話ししをを聞聞いいてていいるるここととをを

伝伝ええてて下下ささいい。。たたととええばば、、相相手手のの話話ししにに対対ししてて、、素素早早くく““ウウンン、、ウウンン””ととううななずずくくよよ

りりもも、、じじっっくくりりとと““ウウ～～ンン、、ウウ～～ンン”” ととううななずずくくほほううががよよりり効効果果的的でですす。。じじっっくくりりううなな

ずずくくここととはは、、そそのの会会話話のの雰雰囲囲気気ををととててもも落落ちち着着いいたたももののとと変変ええるるここととががでできき、、とと

ててもも安安心心ししてて話話ををすするるここととががででききるるももののななののでですす。。たたかかがが““ううななずずきき”” さされれどど

““ううななずずきき”” ななののでですす。。

bb.. 基基本本的的にに、、相相手手のの目目をを見見ななががらら聞聞くく。。

日日本本人人はは相相手手のの目目をを見見てて話話ををすするるののがが非非常常にに苦苦手手なな民民族族ののよよううなな気気ががしし

まますす。。特特ににシシャャイイ（（恥恥ずずかかししががりり屋屋））なな人人はは、、ここれれががととててもも苦苦手手ななよよううでですす。。何何をを

隠隠そそうう私私もも非非常常にに苦苦手手でですす……((----;;)) 実実はは私私ははととててももシシャャイイななののでですす。。ななののにに

人人とと話話をを交交わわすすここととがが基基本本ののカカウウンンセセララーーややっっててまま～～～～すす！！！！ななぜぜななんんだだろろ

うう…… ((^̂^̂ゞゞ ﾎﾎﾟ゚ﾘﾘﾎﾎﾟ゚ﾘﾘ…… ままああ、、個個人人的的ななここととはは置置いいてておおくくととししてて、、相相手手のの目目をを

見見てて聞聞くくここととはは非非常常にに重重要要でですす。。でですすがが、、ここののここととにに関関ししてて気気付付いいたたここととががひひ
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ととつつあありりまますす。。そそれれはは、、終終始始、、相相手手のの目目ををずずっっとと見見続続けけてて話話ししたたりり、、聞聞いいたたりりすす

るるここととはは、、おお互互いいにに結結構構、、窮窮屈屈だだとといいううここととでですす。。目目をを合合わわせせたたりり、、目目ををそそららししたた

りり（（目目ををそそららすすののででああっってて、、目目ををそそむむけけるるののででははあありりまませせんん））、、すするるここととががああっっててもも

いいいいとと思思いいまますす。。ここれれがが 「「ｂｂ..基基本本的的にに相相手手のの目目をを見見てて聞聞くく」」 とと書書いいたた理理由由なな

ののでですす。。ままっったたくく目目をを見見てて聞聞いいたたりりししなないいここととはは、、ややははりり相相手手にに対対ししてて失失礼礼でですす。。

そそのの意意味味でで基基本本的的ににはは相相手手のの話話ししをを、、目目をを合合わわせせてて（（相相手手がが目目ををそそららししてていい

ててもも））聞聞ききまますすがが、、時時ににはは目目ををそそららすすここととももおお互互いいののたためめにに？？！！はは必必要要ななこことと

ななののかかももししれれまませせんん。。ちちななみみにに私私はは自自分分がが話話すす時時はは、、（（自自分分のの））目目をを少少しし相相手手

のの目目かかららそそららしし、、聞聞いいてていいるる時時はは、、目目をを合合わわせせるるよよううににししてていいまますす。。ここれれでで大大体体うう

ままくくいいききまますす。。ポポイインントトはは、、柔柔和和なな視視線線ををももっってて相相手手をを見見つつめめるるここととでですす。。そそううすす

るるとと、、相相手手はは非非常常にに安安心心をを感感じじまますす。。でではは、、どどここにに視視線線ををむむけけるるかか？？とといいううととそそ

れれはは相相手手のの目目とと目目のの間間、、つつままりり眉眉間間のの辺辺りりをを見見てていいまますす。。

cc.. 相相手手のの話話にに対対ししてて、、常常ににああななたたのの喜喜怒怒哀哀楽楽ををああららわわすす。。

相相手手のの話話ししをを聞聞くく時時にに、、能能面面ののよよううなな顔顔ををししてて話話をを聞聞くく人人ががいいまますす。。ここれれはは

聞聞くくとといいうう行行為為ににおおいいてて、、どどれれだだけけ一一生生懸懸命命にに聞聞いいたたととししててもも、、効効果果はは半半減減しし

ててししままいいまますす。。人人がが話話ししてていいるるここととのの中中ににはは、、思思わわずず““飛飛びび上上ががっっててししままううよよううなな
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嬉嬉ししいいこことと””やや反反対対にに““ムムッッ””とと来来るるよよううなな腹腹立立たたししいいこことと、、ははたたままたた、、死死ににたたいい

とと思思ううよよううなな““悲悲ししいい出出来来事事””ままでで含含ままれれてていいるるよよううななここととがが多多いいわわけけでですす。。にに

ももかかかかわわららずず、、ああななたたががそそれれにに対対ししてて無無感感動動、、無無表表情情でで聞聞いいてていいるるよよううにに感感じじ

ささせせたたらら、、相相手手はは興興ざざめめししててししままううででししょょうう。。でですすかからら、、相相手手のの話話ににははああるる程程度度、、

ああななたたのの喜喜怒怒哀哀楽楽ををああららわわすす必必要要ががああるるののでですす。。聞聞くく側側はは冷冷静静にに聞聞くく必必要要がが

ああるるわわけけでですすがが、、そそのの冷冷静静ささがが、、相相手手にに““冷冷たたいい”” とと思思わわれれたたららよよくくあありりまませせんん。。

かかとと言言っってて、、我我をを忘忘れれてて、、相相手手のの感感情情ととととももにに浮浮いいたたりり沈沈んんだだりりししててももいいけけなな

いいののでですす。。

カカウウンンセセリリンンググににおおいいててはは、、『『共共感感』』 とといいうう手手法法ががあありりまますす。。ここれれにに似似たた表表現現

ととししてて『『同同情情』』 とといいうう言言葉葉ががあありりまますす。。『『同同情情』』とといいううののはは、、相相手手のの気気持持ちちにに同同化化

ししてて、、一一緒緒にに舞舞いい上上ががっったたりり？？！！一一緒緒にに落落ちち込込んんだだりり？？！！すするるここととでですす。。ししかか

しし、、『『共共感感』』とといいううののはは、、常常にに客客観観的的にに見見ななががらら、、相相手手とと同同じじ気気持持ちちをを共共有有すするる

ここととでですす。。ここのの『『共共感感』』がが、、良良いい聞聞きき手手ににはは必必要要ななののでですす。。たたととええばば、、そそれれをを言言

葉葉ででああららわわすすととししたたらら、、““そそれれははひひどどいいねね～～””ととかか ““ああるるああるる、、～～そそんんなな嬉嬉ししいいここ

とと”” ““つつららいい経経験験ををななささっったたののでですすねね……”” ななどど等等。。そそれれとと共共にに、、ああななたたのの表表情情

ななどどもも、、““ひひどどいいねね～～”” とといいうう時時ににはは、、少少しし眉眉間間ににししわわをを寄寄せせたたりり、、““嬉嬉ししいい””をを

ああららわわすす時時ににはは、、口口元元ををおおおおいいにに緩緩めめててみみたたりりななどど。。そそううすすれればば相相手手はは「「私私ののここ

ととををここのの人人ははわわかかっっててくくれれてていいるる」」とと次次第第にに次次のの話話へへととつつななげげてていいくくここととががでできき
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るるののでですす。。反反対対にに自自分分のの話話すすここととにに相相手手がが『『共共感感』』ししててくくれれてていいなないい、、とと感感じじたた

らら興興ざざめめすするるももののでですす。。そそししてて、、ややががてて自自分分がが話話ををささせせらられれてていいるるとと思思いい始始めめ

るるここととににななりり、、最最悪悪のの結結果果をを招招ききまますす。。話話すす者者とと、、聞聞くく者者はは、、互互いいにに思思いいとと感感情情

ににおおいいてて、、一一体体感感がが必必要要ななののでですす。。そそののたためめにに、、聞聞きき手手はは、、話話しし手手にに対対ししてて、、

ああるる程程度度のの喜喜怒怒哀哀楽楽をを表表現現（（頭頭でで思思ううだだけけででははななくく、、表表現現すするるここととがが大大切切））でで

ききまませせんんとと、、会会話話はは良良いい方方向向へへとと進進んんででははいいかかなないいももののななののでですす。。

dd.. 正正面面をを向向かかいい合合ううののででははななくく、、ででききるるだだけけ斜斜めめかからら。。

ここれれははどどちちららかかとといいううとと、、会会話話ををすするる時時のの、、実実際際のの位位置置関関係係にに関関すするるここととでで

すす。。会会話話ははででききるるななららばば、、おお互互いい正正面面をを向向かかいい合合ううよよりりはは、、斜斜めめかからら話話ししたたりり、、

聞聞いいたたりりすするるほほううがが、、人人はは安安心心すするるももののでですす。。正正確確ににはは、、「「話話しし手手ははここちちららのの角角

度度かからら、、聞聞きき手手ははここちちららのの角角度度かからら」」とといいううよよううなな会会話話のの位位置置とといいううももののががああるるのの

でですすがが、、厳厳密密ににそそここままででここだだわわるる必必要要ははなないいとと思思いいまますす。。でですすがが、、正正面面をを向向かか

いい合合ううよよりりもも、、９９００度度のの角角度度でで会会話話ををすするる方方がが、、よよりり効効果果的的でですす。。ここれれはは先先述述しし

たたよよううなな、、特特にに恥恥かかししががりり屋屋ささんんににととっっててはは、、ととててもも楽楽なな位位置置関関係係でですす。。ななぜぜなな

らら、、目目ををそそららすすののがが非非常常にに容容易易だだかかららでですす。。正正面面をを向向いいてていいまますすとと、、目目ををそそららすす

時時ににはは、、明明ららかかににそそららししてていいまますすとといいうう形形ににななりりまますすがが、、おお互互いいがが９９００度度のの角角度度
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でで話話ししををししてていいまますすとと、、目目ををそそららすすののがが比比較較的的楽楽ななののでですす。。一一例例ととししててはは、、下下

図図ををごご参参照照下下ささいい。。

「「正正ししいい聞聞きき方方」」 鉄鉄則則そそのの４４

聞聞いいてていいるる時時ののリリアアククシショョンンをを通通ししてて、、相相手手にに聞聞きき手手のの熱熱意意をを伝伝ええるるべべしし！！！！

◆◆◆◆ 言言葉葉にに関関すするるリリアアククシショョンン ◆◆◆◆

●● 時時々々、、相相手手のの話話をを要要約約すするる。。

●● 時時々々、、相相手手のの話話にに対対ししてて質質問問すするる。。

●● 時時々々、、相相手手のの話話をを聞聞きき返返すす。。

●● 時時々々、、相相手手ののつつららいい経経験験ををねねぎぎららうう言言葉葉ををかかけけたたりり、、相相手手のの嬉嬉ししかかっったた経経

験験ををととももにに喜喜ぶぶ言言葉葉をを入入れれたたりりすするる。。

相手は↑向き
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◆◆◆◆ 動動作作、、表表情情にに対対すするるリリアアククシショョンン ◆◆◆◆

●● 常常にに話話にに対対ししててううななずずききをを返返すす。。

●● 基基本本的的にに相相手手のの目目をを見見ななががらら聞聞くく。。

●● 相相手手のの話話にに対対ししてて、、聞聞きき手手ででああるるああななたたのの喜喜怒怒哀哀楽楽ををああららわわすす。。

●● 正正面面をを向向かかいい合合ううののででははななくく、、ででききるるだだけけ斜斜めめかからら。。
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付付録録 １１

人人のの話話がが聞聞けけなないい３３つつののタタイイププのの人人達達

良良いい聞聞きき手手ににななっってて、、良良いい対対人人関関係係をを結結ぶぶとといいううののがが、、本本ママニニュュアアルルののゴゴーー

ルルでですすがが、、どどううししててもも良良いい聞聞きき手手ににななれれなないい人人ががいいるるこことともも事事実実でですす。。そそれれらら

のの人人はは、、下下記記のの３３つつののググルルーーププにに分分類類ででききるるよよううにに思思いいまますす。。

①① ししゃゃべべりり好好ききのの人人

ととににかかくくししゃゃべべるるののがが好好ききなな人人ががいいまますす。。聞聞くくよよりりもも話話すす方方がが大大好好きき？？！！とといい

うう人人でですす。。でですすがが、、不不思思議議ななここととにに、、ここののよよううなな人人のの周周りりににはは、、そそのの人人のの話話ししをを

比比較較的的よよくく聞聞いいててくくれれるる人人がが集集ままるるよよううでですすねね……。。いいええ、、ひひょょっっととししたたらら、、誰誰もも口口

ををははささむむここととががででききずずにに、、そそのの結結果果、、聞聞きき手手ににななっってていいるるののででししょょううかか。。((----;;))

ここののタタイイププのの人人はは、、無無理理ややりり聞聞きき手手ににななららななくくててもも、、会会話話ををああるる程程度度リリーードドでできき

るるののかかももししれれまませせんん。。でですすがが、、会会話話ををリリーードドででききててもも、、深深いいココミミュュニニケケーーシショョンン

ををととるるここととははででききまませせんん。。女女性性にに多多いいタタイイププでですす。。
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②② 聞聞くく耳耳をを持持たたなないい人人

聞聞くく耳耳をを持持たたなないい人人ととはは、、ももととかからら人人のの話話にに興興味味をを示示ささなないい人人でですす。。何何かか違違

うう方方向向にに興興味味ががああっってて、、人人ががどどれれだだけけ話話ししををししててもも、、音音声声でではは入入っってていいるるののでで

すすがが、、心心ここここににああららずずのの人人でですす。。ここののタタイイププのの人人はは、、聞聞くくとといいううここととににななんんらら重重要要

性性をを感感じじてていいなないい人人でですす。。男男性性にに多多いいタタイイププでですす。。

③③ 自自分分がが一一番番だだとと思思っってていいるる人人

自自分分がが一一番番だだとと思思っってていいるる人人はは、、人人のの意意見見（（話話））にに耳耳をを傾傾けけまませせんん。。謙謙虚虚ささ

ががあありりまませせんんののでで、、自自分分ののややるるここととがが一一番番だだとと思思っってていいまますす。。そそのの結結果果、、人人のの

話話ななどど聞聞くく必必要要ははなないいとと考考ええてていいまますす。。ここののタタイイププのの人人はは、、聞聞くくとといいううここととにに対対

ししてて、、時時間間のの無無駄駄だだとと考考ええるる人人でですす。。男男性性にに多多いいタタイイププでですす。。
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付付録録 ２２

※※ ももしし、、話話しし手手がが極極端端にに内内向向的的なな性性格格ででああっったたりり、、恥恥ずずかかししががりりややででああっっ

てて、、ななかかななかか会会話話がが進進ままなないい場場合合ににはは、、聞聞くくとといいうう姿姿勢勢をを崩崩ししてて、、いいろろんんなな

話話題題をを提提供供ししてて、、ここちちららかからら進進んんでで話話ししててみみるるこことともも必必要要でですす。。話話しし手手がが話話

しし始始めめたたらら、、聞聞きき手手はは、、徐徐々々にに話話すすウウェェイイトトをを落落ととししてて、、話話しし手手にに話話ををしし

ててももららううよよううににししままししょょうう。。基基本本的的ににはは、、初初対対面面のの人人ととはは、、話話がが弾弾ままなないいこことと

がが多多いいでですすののでで、、五五分分五五分分でで、、ここちちららかかららもも話話ししかかけけてて、、話話題題をを提提供供ししまましし

ょょうう。。そそししてて、、相相手手がが話話すすここととにに違違和和感感ををおおぼぼええななくくななっっててききたたらら、、徐徐々々にに、、

聞聞きき手手ででああるるああななたたはは、、話話すす量量をを減減ららししてていいききままししょょうう。。

※※ 話話ししのの途途中中でで、、話話しし手手以以外外のの、、誰誰かかにに注注意意をを向向けけななけけれればばいいけけなないい時時やや、、

話話しし手手以以外外のの誰誰かかにに話話ししかかけけななくくててははいいけけなないい時時ににはは、、今今話話ししてていいるる話話

しし手手のの肩肩ななどどにに、、軽軽くく手手をを置置くく。。ここれれはは、、「「ココミミュュニニケケーーシショョンンがが他他人人にに変変わわ

っったたけけれれどどもも、、ししばばららくく待待っっててくくだだささいいねね。。ああななたたととのの会会話話ははままだだ続続いいてていいまま

すすよよ」」 とといいううここととををアアピピーールルすするるののにに効効果果的的なな方方法法でですす。。（（たただだしし話話しし相相

手手がが異異性性のの場場合合はは細細心心のの注注意意がが必必要要ででああるるここととはは言言ううままででももあありりまませせんん。。

ごご注注意意をを！！））
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※※ 会会話話をを持持つつ、、シシチチュュエエーーシショョンン（（環環境境））ののこことともも考考慮慮にに入入れれるるここととはは大大切切でで

すす。。騒騒々々ししいい場場所所ににおおいいててはは、、落落ちち着着いいたたココミミュュニニケケーーシショョンンをを持持つつここととはは

困困難難でですす。。話話しし手手以以上上にに、、聞聞きき手手のの集集中中力力がが散散っっててししままいいまますす。。会会話話をを持持

つつ環環境境もも考考ええままししょょうう。。

※※ 精精神神的的なな病病ををももたたれれてていいるる方方、、たたととええばば、、躁躁鬱鬱（（そそううううつつ））病病、、統統合合失失調調症症

ななどどのの方方々々へへはは、、上上記記でで学学んんだだののととはは違違ううアアププロローーチチがが必必要要ににななりりまますす。。

多多くくはは精精神神科科ににかかかかっってておおらられれ、、投投薬薬等等のの処処方方をを受受けけてておおらられれまますす。。そそしし

てて、、特特別別なな知知識識がが必必要要ににななりりまますす。。たたととええばば、、躁躁鬱鬱（（そそううううつつ））病病のの人人ににはは、、

励励ままししたたりり、、頑頑張張るるよよううにに説説得得すするるののはは厳厳禁禁でですす。。ここれれはは絶絶対対ににししててははいいけけ

まませせんん。。普普通通でではは通通用用すするる手手法法がが、、通通用用ししなないい場場合合ががあありりまますす。。でですすがが、、

根根気気強強くく聞聞いいててああげげるるここととはは、、決決ししてて害害ににははななりりまませせんんののでで、、そそれれ以以上上ののアア

ドドババイイススやや、、アアププロローーチチににはは慎慎重重ににななっっててくくだだささいい。。（（とといいううよよりりもも、、聞聞くくだだ

けけでで、、そそれれ以以上上ののアアププロローーチチははすすべべききででははなないいとと思思いいまますす）） 誤誤解解ののなないい

よよううにに付付けけ加加ええまますすがが、、身身体体がが病病気気ににななるるよよううにに、、心心もも病病気気ににななるるここととももああ

りりまますす。。心心のの病病にに偏偏見見をを持持たたれれなないいよよううにに切切望望ししまますす。。身身体体のの病病気気がが治治癒癒

すするるよよううにに、、心心のの病病気気もも、、適適切切なな処処置置がが施施さされれれればば、、治治癒癒すするるももののななののでで

すす。。
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最最後後にに……

私私はは牧牧師師ととししてて、、カカウウンンセセリリンンググをを長長年年ささせせてていいたただだいいたた者者ととししてて、、様様々々なな

方方々々のの悩悩みみやや問問題題ををおお聞聞ききししててききままししたた。。そそんんなな中中でで、、特特ににカカウウンンセセリリンンググのの

技技法法ななどどをを学学んんだだここととののなないい方方ででもも、、手手軽軽にに行行ええてて、、よよいい対対人人関関係係をを築築くくこことと

ののででききるる方方法法ががなないいかかとと模模索索ししてて参参りりままししたた。。そそししてて、、（（ここれれががすすべべててででああるるとと

はは言言いいまませせんんしし、、絶絶対対的的なな方方法法ででははあありりまませせんんがが））、、

「「人人のの話話をを『『正正ししくく聞聞くく』』ここととがが、、人人とと人人ととのの良良いい関関係係をを築築くくたためめのの

非非常常にに有有効効なな手手段段ででああるる」」

とと思思ううにに至至りりままししたた。。ここののママニニュュアアルルのの中中ににはは、、専専門門的的すすぎぎてて入入れれるるここととののでできき

ななかかっったた項項目目もも数数多多くくあありりまますすがが、、基基本本的的ななここととはは網網羅羅（（ももううらら））ししたたつつももりりでですす。。

私私のの願願いいはは、、ひひととりりででもも多多くくのの方方がが、、よよりり正正ししくく聞聞くくとといいううここととをを学学んんででいいたただだいい

てて、、周周りりのの人人とと、、よよいい関関係係をを築築いいてていいたただだくくここととでですす。。私私達達ははひひととりりでではは生生ききてて

いいくくここととははででききまませせんん。。よよりりよよいい対対人人関関係係のの中中でで、、人人生生ははよよりり多多くくのの成成功功のの実実をを

結結びびまますす。。ああななたたががここののママニニュュアアルルをを通通ししてて、、そそののよよううなな実実をを少少ししででもも結結んんでで

いいかかれれまますすよようう心心よよりりおお祈祈りりししてていいまますす……。。
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連連絡絡専専用用メメーールルアアドドレレスス tthhcc@@tt--kkiibboouu..ccoomm

ホホーームムペペーージジ hhttttpp::////tt--kkiibboouu..ccoomm

テテレレフフォォンンメメッッセセーージジ ００８８５５７７－－２２７７－－３３２２３３７７

⇒⇒ 初初めめててのの方方ににもも、、わわかかりりややすすくく聖聖書書ののおお話話がが、、２２４４時時間間いいつつででもも

電電話話でで聞聞けけまますす。。録録音音でですすののでで、、だだままっってて数数分分間間ききくくだだけけでですす。。

ななおお、、教教会会ののホホーームムペペーージジででもも、、同同じじ内内容容をを毎毎日日聞聞くくここととがが

ででききまますす。。

教教会会のの礼礼拝拝時時間間 毎毎週週日日曜曜日日 午午前前１１００：：３３００～～１１２２：：００００

初初めめててのの方方ででもも、、気気軽軽ににごご参参加加いいたただだけけまますす。。

イイエエススキキリリスストト 鳥鳥取取希希望望教教会会（（単単立立・・ペペンンテテココスステテ系系））

〒〒６６８８００－－００９９３３４４ 鳥鳥取取市市徳徳尾尾５５８８－－１１３３

TTEELL ００８８５５７７－－２２１１－－３３６６６６３３


