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筋弛緩法 《上腕編》 Ｃタイプ

①親指を包むように握った手が、

肩に近づくように曲げます。

②曲げた腕全体に力を入れ、

１０秒間、ぎゅーっと緊張さ

せます。

③力を抜いて腕を下ろし、

１５～２０秒間、力が抜けた

状態を味わいましょう。

上記のイラストの特徴は、腕や頭など各パーツが貼り絵のようになって
おり、動作を立体的に表す事ができます。また、輪郭線は手で描いたよ
うな緩やかなカーブをつけており、『こころの健康編』に合った温かみ
を感じさせる手描き感を表現しております。

友
達
想
い
強
い
責
任
感

性 格

①親指を包むように握った手が、

肩に近づくように曲げます。

②曲げた腕全体に力を入れ、

１０秒間、ぎゅーっと緊張さ

せます。

③力を抜いて腕を下ろし、

１５～２０秒間、力が抜けた

状態を味わいましょう。

筋弛緩法 《上腕編》 Ｂタイプ

上記のイラストの特徴は、腕や頭など各パーツが貼り絵のようになって
おり、動作を立体的に表す事ができます。また、輪郭線は手で描いたよ
うな緩やかなカーブをつけており、『こころの健康編』に合った温かみ
を感じさせる手描き感を表現しております。

活
発負
け
ず
嫌
い

性 格

07
積極的チャレンジ

いろいろな伝え方があることを知ろう！

アサーションとは…
より良い人間関係を築くために、自分の気持ちや考えをできるだけ
素直に正直に伝え、また、相手の気持ちもきちんと受け止め、大切に
しようとするコミュニケーション（やりとり）のこと。

効果的な対処法の実践２

さあ、やってみよう！
積極的にチャレンジしよう

アサーション

考えてみよう

　あおいさんは吹奏楽部で最上級生として頑張っています。中学生活最後の
演奏会が近づき、練習にも力が入っています。土日も演奏会に向けて頑張っ
ています。それに、高校入試に向けて定期試験の準備もしなければなりません。
　そんな毎日が続いてちょっと疲れていました。今度の週末は久しぶりに部活
が休みなので、自宅でゆっくりしようと考えていました。そんな時、クラス
メイトからの TEL。

『あのね、ちょっと相談があるんだけど。今度の土曜日、
一緒に遊ばない？』

…さぁ、あなたがあおいさんだったら、どう答えますか？

場面

中学3年 「効果的な対処法の実践 2・3」
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さあ、やってみよう！
積極的にチャレンジしよう

アグレッシブ aggressive（攻撃的な自己表現）

　自分の考えや気持ちをはっきりと表現しますが、相手の気持ちを
軽視するので、自分の考えや気持ちの押しつけになってしまいがち
です。相手はイヤな気分になってしまうかもしれません。

ノンアサーティブ non-assertive（非主張的な自己表現）

　自分の気持ちや考えをおさえます。自分の本当の気持ちに正直では
ありません。自分が我

が

慢
まん

すれば大丈夫と考えます。我慢した分、相手
に対して恨みがましい気持ちになることがあります。

アサーティブ assertive（自他尊重的な自己表現）

　自分の気持ちや考えが正直に、率直に、その場にふさわしい形で
表現されます。意見の食い違いが起こった時は、お互いの意見を出し
合い、お互いが納得できる方法を見つけます。そうすると、お互い
満足しさわやかな気持ちになれます。

考えてみよう

イイね！

場面

自分のことだけを考えて、相手の気持ちを配慮しない自己表現

相手を常に優先し、自分のことを後回しにする自己表現

自分の気持ちも相手の気持ちも、両方とも大切にする自己表現

　あなたは友だちにゲームソフトを貸しました。貸してあげてからもう 1 ヶ月くらいたって
いるので、こころの中ではもうそろそろ返してほしいなって思っています。そこへ昨日の放課後、
最近発売されたばかりの別のゲームソフトも貸してほしいと言われました。
　さて、あなたはこんな時、なんて言いますか？

アグレッシブ：

ノンアサーティブ：

アサーティブ：実際にいろいろな言い方を考えて言ってみよう！

ダメよ！

ゴメンね ･･･
実は…

あっ、う、うん

･･･いいよ。

※「アサーティブ（assertive）」は、「主張的な」などと和訳されますが、
ストレス・コントロールの分野では「自分の気持ちや考えを相手に伝えるが、
相手のことも尊重するやり方、自分も相手も大切にしたやり方」のことです。



18

08対人関係の悩みの解決方法
　思春期と呼ばれる時期である中学生の頃は、体の成長とともにこころも、
社会性も発達しますが、ストレッサーとして対人関係の悩みやトラブルも多い
ですね。これからいくつか対人関係の悩みを例に取り上げますので、その背景
にある問題を理解しながら、解決方法を考えてみましょう。

１．自分の意見や好みをストレートに言うことができない。
２．自分の気持ちがわかってもらえないと不機嫌になる。
３．他人の気持ちが理解できず、自分は自分、他人は他人という

考えを持つことができない。
４．自分の意見や考えを押しつけてしまう。
５．自分の思いをすぐに実現しようとして、暴力的になる。
６．似たような意見や好みの人と群れて、敵と味方に分かれ、

自分とは異質なものを排除してしまう。

その悩みの背景に、以下のような問題がよく見られます。

対人関係のストレスを減らすための効果的な対処法

より良い対人関係の基本

１．仲間外れにされた。
２．他人に自分の気持ちをわかってもらえない。
３．友人とケンカしてしまった。
４．陰口、悪口を言われている。
５．イヤなことを頼まれたり、させられた。
６．乱暴された。

１．自分の意見や好みを相手に押しつけず、自分と他人の違いを受け入れる。
２．自分の意見や気持ちをアサーティブに表現する。
３．言い過ぎたなと思ったら、素直に謝り、気分転換をはかる。
４．いじめや暴力などには、毅然としてノーと言う。
５．自分だけで抱えこんで悩まずに、相談する。

１．自分や仲間を大切にしながら、それ以外の人も大切にする。
２．暴力をふるわない。
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09 いろいろな問題の解決方法
　よしとくんは最近、自分がいつもスマホばかりいじっている事が心配になってきました。
夕食の時もメールをうっている事が多いので家族から注意されています。友だちといる時にも、
ほかの仲間たちとの連絡サイトが気になってしかたがありません。もちろんベッドに入っても、
ずっとスマホが手放せません。おそらく、そのせいで成績も落ちてきました。そして最近は
先生から「顔色が良くないよ」と言われています。

　よしとくんは勇気を出して保健室の先生に相談してみる事にしました。先生はしばらく考えてくれた後、
こう話をしてくれました。

「よしとくんが、今がんばってその問題を解決できれば、これからまた何か問題がおきた時にも、解決でき
るようになると思うよ。だから本気で解決しようと思うかどうかがとても大切なのよ」
　もちろんよしとくんは「がんばって解決したいです」と答えました。先生といろいろ話し、まず次の３つ
を試してみる事にしました。
　① 夕食の時や友だちといる時などはスマホを手に取らない
　② 週に何回か、スマホを置いて散歩やマラソンなどに出る時間をつくる
　③ 勉強する時間は「スマホのスイッチを切る」というルールをつくる
　それにこころと体が慣れてきたら、また次の相談に進む予定です。

　まゆみさんは進路の事で悩んでいます。テニスで有名なＡ高に行きたいのですが、家族から「Ａ校は家
から遠いので、女の子は心配だ。テニス部は近くの学校にもあるじゃないか」と反対されているのです。
　まゆみさんは、あきらめずに何度もＡ校に行きたいと話しましたが、家族の反対は変わりません。とう
とう「じゃあ、高校へはいかない！」と言って、家族を怒らせてしまいました。
　そこでまゆみさんはもう一度真剣に考えてみる事にしました。家族の心配も分かります。そして反対され
たために自分が意地になっているのだという気もしてきました。実はもう一校、行きたい情報関係の学校も
あるのです。それで、怒らせた事を素直に謝って、次のように話をしてみようと思いました。
　◯ Ａ高に行きたい熱意をもう一度丁寧に伝える
　◯ もしも遅くなる時には必ず、仲間の家族の車に乗せてもらう
　　 時々は父さんにも協力してもらいたい
　◯ こういうことを約束するなら A 校に行ってもよい、という事があったら教えてほしい
　◯ それでもどうしてもダメだという事なら、とても残念だけど、もう一度考えてみる
　丁寧に自分の気持ちを伝えること、そして自分の中に選択肢を持っておくことは、とても
大切だという気がしています。

　みゆきさんのクラスでは英語の時間に１分間スピーチがあります。みゆきさんは英語はきらいではありま
せんが、あがり症で、すぐに赤面するので、皆の前に立つのはとても苦手です。
　いよいよ今日は自分の番が来ます。休もうかとも考えましたが、何とかがんばって登校しました。２時間目、
いよいよ英語の授業がはじまりました。案の定、ドキドキして顔が赤くなってきました。
　その時、みゆきさんは、先生が以前教えてくれた「筋弛緩法」を思い出して、試してみる事にしました。
両肩に力をギューっと入れて 10 秒ほどそのままにします。その後力を抜いてストンと肩をおろし、15 秒

くらいリラックスします。まだドキドキ感はありましたが、顔の赤みは少しとれてきた気が
します。深呼吸しながら、それを数回続けていると、心臓のドキドキも少し落ち着いてき
ました。さあ、そろそろ自分が呼ばれる番です。

「失敗しても大変な事が起きるわけでははない。大丈夫、大丈夫。挑戦、挑戦！」
そう言い聞かせて、「みゆきさん、どうぞ」という先生の声に「ハイ」と力を込めて返事を
して立ち上がりました。

ネット依存の問題解決 ～よしとくんの問題～

進路の問題解決 ～まゆみさんの問題～

緊張した時の問題解決 ～みゆきさんの問題～

相 談

アサーション

リラックス
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10
気 軽 に 相 談
効果的な対処法の実践３

さあ、気軽に相談しよう！

ワークシート

お父さん

お母さん

兄弟

姉妹

おじいちゃん

おばあちゃん

いとこ

担　任 （　　　　　 　　）先生

保健室 （　　　　 　　　）先生

顧　問 （　　　　 　　　）先生

（　  ）学年 （　　　 　　　　）先生

校長先生

教頭先生

　　　　 （　　　　 　　　）先生

支援員の（　　　　 　　　）先生

事務員の（　　　　 　　　）さん

ない

相談しない

ある

相談する

スクール
カウンセラー

あなたの困りごと（ストレッサー）は何ですか？

ストレスがたまった時、誰かに相談したりしますか？

ストレスは？

お家では？ 学校では？ 友だちは？ 左にあげた
以外の人達

ためようと思わなくても自然にたまってしま
うのが、ストレスです。時々、自分自身の
こころと体の様子を振り返ることが大切です。

誰かに話すことで
ちょっと気が楽に
なったり、イライラ
がおさまったりし
ますよ。
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相談

こころのこりをほぐそう
～リラックス、チャレンジ、相談のすすめ～　

　学校、友だち、家庭のことで相談した
い中学生の皆さん、お電話待っています。
光が見えてくるかも…

　顔も名前も知らないあなただから、
話せました。だれかに聞いてもらうだけ
で楽になれた…

話すとホッとするよ、その悩み

　一人で悩まずにお電話ください。
　どうしたらいいか、一緒に考えます。
相談は無料、相談内容の秘密は守ります。

学校生活の中で友だちとケンカしたり

テストの結果が良くなかったりして

落ち込んだりすることもあるよね

また、ほかにも部活や受験のことなどで

いろいろ悩んでいることがあるかもしれないね

もしかすると　イジメにあっていて

つらく悲しいって思っている人もいるかもしれない

でもね　あなたは決して一人ぽっちではないよ

あなたのことを心配している人は必ずいるよ

ストレスとうまくつき合っていけるように

今回　学んだ呼吸法や筋弛緩法　アサーションという方法を

ふだんの生活のなかで使ってもらえたらいいなって思います

あなたにはイヤなことやイライラを和らげる力があるんだよ

悩んだ時は友だちでもいいし先生でもいいよ　ほかの誰かに話してごらん

きっと大丈夫

沖縄県教育委員会　親子電話相談

　家族や学校の先生、友だち、スクールカウンセラーなど、直接会って
相談しにくいなぁって人は、下記の電話番号でも相談できます。

沖縄いのちの電話

沖縄県警少年課：少年サポートセンター ( ヤングテレホンコーナー )

子どもの人権 110 番

月～土　９:00 ～ 22:00 まで

年中無休　10:00 ～ 23:00 まで

月～金　９:30 ～ 18:15 まで

月～金　８:30 ～ 17:15 まで

098-869-8753

098-888-4343

0120-276-556

0120-007-110

匿
とく

名
めい

でも
OK だよ

いっしょに
考えていこう
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わたしのこころのタネは・・・

考えてみよう

わたしのこころのタネは・・・

わたしのこころのタネは・・・

わたしのこころのタネは・・・

わたしのこころのタネは・・・

自分を元気づける“こころのタネ”
 あなたを元気づけるこころのタネは…

　うまくいかない時にこそ、鏡の前に立って『よくやってるよ！』
『Don't over do it!（がんばり過ぎなくていいよ）』と自分に
語りかけてみます。気分がスーッと楽になることがあります。

勝連　啓介

　きつくなった時、元気が出ない時は、今やれていることに注目しながら
『よくやってる。出来てるじゃん。』って自分自身の頑張りをほめるよ
うにしています。人からほめられた時もそうですが、自分で自分をほめる。
そうするとなんだか嬉しくなって、「また頑張ってみようかな…」って
思えます。 稲田　政久　

　うまくいかなくなった時にも、ちょっと一休みして「何とかなる！」
とあきらめない。いやなことを経験しても、「これはきっと役に立つ！」
と良い面を考える。　　　　　　　　　　　　　　　　 山本　和儀

　困ったことが起こったら「どっちに転んでもシメタを探せ！」とつぶやいて、
好きな〈映画〉と〈coffee〉と〈車〉に囲まれながら「で、何がシメタなんだろう？」と
のんびり考えるのが好きです。

喜友名　一　

　忙しい時、 大変な時には、とっておきの本を手に取ります。 主 人 公 の
「困ったら  たすけてって  いっちゃえばいいんですよ」「全部ひとりでは
もてませんよ」（リラックマ生活～だらだらまいにちのススメ～　コンドウ　アキ著　主婦と生活社刊）

などの言葉にホッとして、少し元気になれます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白井　和美　


