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　この冊子は、「ひきこもり」を支える家族のためのコミュニケーション

講座（愛称：「HINTs（ヒント）」）のテキストです。「ヒント」は堺市こころ

の健康センター（堺市ひきこもり地域支援センター）で2014年度から

実施されており、これまでに100名近くのご家族が参加してくださいま

した。これからもより多くのご家族に、よりわかりやすく学んでいただく

ため、講座の内容を改良してテキストとしてまとめました。

　堺市こころの健康センターの「ヒント」の実施方法について簡単に

ご紹介しておきます。「ヒント」は、少し広めの会議室で実施しています。

参加者は4，5名ずつに分かれて小テーブルを囲んで席に着き、それぞれに

ファシリテーターのスタッフが入ります。そして、講師役のスタッフが

テキストの内容を説明したりワークを進行したりします。参加者はテキ

ストを読んだり、講師の説明を聞いたり、ワークに取り組み家族同士で

交流したりします。１セッション1時間半の全3回の講座です。

　当センターではこうした形式で実施していますが、このテキストの活用

方法は自由です。ぜひ、実施場所に合った活用方法を探してみてくだ

さい。もしかしたら、講座ではなく個別の相談のなかで活用いただくこと

があるかもしれません。また、ご家族がご自身の学びのためにお一人で

読まれることもあるでしょう。様々な場面で、このテキストを活用いた

だき、「ひきこもり」について悩むご家族のヒントになれば幸いです。

 

2018年3月　

堺市こころの健康センター　

は じ め に
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　このたびは、家族教室「ヒント」にご参加いただき、ありがとうございます。「ヒン

ト」は、ひきこもりでお困りのご家族を対象とした「ひきこもり」について学ぶワーク

ショップです。

　ひきこもりのご本人が元気になって社会と再び繋がるために、ご家族ができること

はどんなことなのでしょうか。「ヒント」では、ひきこもり状態のご本人への関わり方

の工夫を一緒に考えます。

　講師のスタッフから情報をお伝えするだけではなく、参加者のみなさんと一緒に

学び、一緒に考える時間にしたいと考えています。

よろしくお願いします！

「ヒント」で学ぶ主な内容
　第１回　ご本人との関係の現状をチェック！
　第２回　ご本人との会話の内容を考えよう！
　第３回　ご本人を相談に誘うためのヒント
 

これまでの参加者（ご家族）の声
　「私も社会から孤立していると感じていましたが、
　　少し楽になりました！」
　「会話を工夫して本人と話す時間が増えました！」
　「本人が集団プログラムへの参加を始めました！」

１）家族教室「ヒント」について

第１回第
１
回
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　姓でも名でもいいですし、あだ名など匿名でも構いません。この講座のなかで使う

呼び名を決めてください。

２）ウォーミングアップをしよう！ ～３つの自己紹介～

１、この時間のなかで呼ばれたいお名前は何ですか？

　どんなことでも構いません。あなたのことを少し教えてください。もちろん言える

範囲のことで構いませんよ。

　書けたら、このテキストを持って席を立ってください。

　他の参加者と2人組（ペア）を作って、自己紹介をしましょう。伝え終わったら、

別の人とペアを作って、同じように話してください。できるだけたくさんの人と、自己

紹介ができるようにしてみてください。

３、最近あなたが“はまって”いることは何ですか？

　お忙しいなか思い切って参加してくださった、その理由を教えてください。

２、今日は、どんなことを期待して来られましたか？

ワーク 第
１
回
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　ひきこもりの相談をご利用いただいているご家族みなさんが気になるのは、この

ことだと思います。将来のことをお答えするのは難しいですが、勇気を持って参加

してくださったみなさんについて、はっきり言えることは、今日この講座「ヒント」に

参加したり、このテキストを読んでいただいているということは、みなさんがすでに

解決への一歩を踏み出している、ということです。相談を利用したり講座に参加した

りすることで、現状からの変化はすでに始まっていることは間違いないと言えるで

しょう。

３）「ヒント」で学べること

「うちのひきこもり問題は解決するのでしょうか？」

　この講座「ヒント」には大きく２つの目的があります。ひとつは、ご家族が元気に

なる！ということです。これからひきこもり状態のご本人とのコミュニケーションの

工夫を一緒に学んでいきます。しかし「工夫をする」と言うのは簡単ですが、実際に

工夫を実践するには、そうするための元気が必要です。元気がない状態で工夫のや

り方を勉強しても、「それは無理」「これも無理」「うちとは違う」と思ってしまうのが

自然でしょう。ただし、ひきこもり状態のご本人をサポートしているご家族が、元気

いっぱいになるのも難しい話です。ですから、いまより、ほんの少しだけ元気になる

ことを目的にしたいと思います。過去の参加者から、「私も社会から孤立していると

感じていましたが、他の参加者の方とお話ができて、少し楽になりました！」という

声をいただきました。

　ご家族がこの講座を通じて、ほんの少しだけ元気になって、ほんの少し生活にゆと

りが生まれれば、ご本人とのコミュニケーションについて、ほんの少し工夫ができる

かもしれません。講座では、ご本人とのコミュニケーションを工夫するコツを学び

ます。少しの工夫が、ご本人の状態に小さな変化を生むかもしれません。その小さな

変化が、ご家族やご本人に、元気を与えてくれるかもしれません。そうした工夫をこ

の講座で学びましょう。学んだことについて、いますぐにできなくても構いません。

この講座「ヒント」の目的

１、ご家族が元気になる！

２、ご家族の工夫でご本人との関係が変わる！

第
１
回
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　ひきこもりから社会参加をするためには、ご本人が社会参加の準備（相談機関等

を利用すること、など）を開始することが重要です。それでは、ご本人が相談を開始

するために、ご家族ができることは何でしょうか。

　何よりも重要なのは、ご本人が家で安心して過ごせる環境です。ご本人が、ご家族

との関係で傷つかないと安心できれば、家のなかで会話を交わすことができるで

しょう。

　家のなかで会話をすることができれば、ご家族との関係を通じて、ご本人が社会

参加に向けた自信を取り戻すことができるかもしれません。ご家族と良い関係を

続けるなかで、社会参加に向けて他者に相談してみよう、という気持ちが生まれる

かもしれません。

　このように「ヒント」では、ご家族とのコミュニケーションでご本人が元気になる

ことをめざします。ただし、それぞれのご家族がめざす“次のステップ”は、それぞれ

に異なります。焦らず少しずつ取り組んでいきましょう。

ひきこもりから社会参加の準備までのステップ

覚えておいたことがあとで役に立つことになればうれしいです。過去の参加者から、

「本人と話せる話題が意外とたくさんあることに気づきました」「会話を工夫したら、

本人と話す時間が増えました！」「本人が、センターの集団プログラムに参加できる

ようになりました！」という声をいただきました。

図：ひきこもりから社会参加の準備までのステップ

家で安心して
過ごせる
（傷つかない）

家族との関わりで
自信を取り戻す
（家族と良い関係）

社会参加する
準備を始める
（相談の利用など）

家族とのコミュニケーションで
本人が元気になる

第
１
回
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　参加者のみなさんがこの講座「ヒント」を活用していただくために、下記の3点に

ついてご協力をお願いします。

　この講座で聞いたことは「ここだけの話」にしましょう。ここだけの話にすること

で誰もが安心して話しやすくなるでしょう。

　参加者のみなさんは、「ひきこもり」について学ぼうとしている、という点で共通し

た仲間です。参加者同士の出会いを大切にしたいですね。過去の参加者には、講座を

通じて連絡先を交換したご家族もいらっしゃいます。ただし連絡先の交換等は義務

ではありません。

　参加者それぞれに状況は違います。ご本人の状況は様々であり、ご家族との関係

も同様です。ですからめざすところも同じではありません。他の参加者の話を聞く

と、自分の家の状況との違いに気づいて、つい比べてしまうものです。そんなとき、

自分も他人も否定しないように意識してみてください。そうすると気持ちよく講座に

参加していただけると思います。

この講座「ヒント」を活用するために

「ヒント」を活用するために
　１、この講座で聞いたことは「ここだけの話」にしましょう
 
　２、出会いを大切にしたいですね
　　　ただし、連絡先の交換等は義務ではありません
 
　３、参加者それぞれに状況は違います
　　　自分も他人も否定しないように意識しましょう

第
１
回
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　「ひきこもり」とは病気の名前ではなく、単に自宅で過ごす時間が長くなっている

人の“状態”を表した言葉に過ぎません。ですから、ひとくちに「ひきこもり」と言って

も、実に様々な状態の人が含まれています。

　これまで堺市こころの健康センターに相談があったご本人の背景を分析すると

（2013～2015年度）、年齢は10代から50代までの人がいらっしゃいました。「ひき

こもり」状態になった時期は、小学校のときから、という人もいれば、40代になって

から、という人もいました。ひきこもり状態の期間の長さは、1年未満から20年以上

と幅があります。これまでの経験についても、仕事をしたことがある人は約55％、

精神科にかかったことがある人は約45％いらっしゃいました。また、自室から出られ

ない人もいれば、毎日外出している人もいらっしゃいます。

　ひとりひとり状態が異なるのですから、当面の目標も、それに必要な支援の内容も

それぞれに違います。そこで、みなさんのご家族の状態と、当面の目標をそれぞれに

考えてみることが大切です。

４）ご本人との関係の現状をチェック！

「ひきこもり」は人それぞれ

第
１
回
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　ひきこもり状態のご本人とご家族の関係についても、様々な状況があります。当面

の目標を考えるために、まず現状の関係について整理してみましょう。

下記のチェックリストを見てください。現在、ご本人との関係は1～10のうちどの状態

でしょうか。どのあたりか大体のところを把握するためのワークです。人間関係は

時と場合により変わることもあるので、選びにくいかもしれませんが、おおよその

感覚でチェックしてみてください。

チェックしてみよう！～現在のご本人との関係について～ ワーク

現在、どの状態の時間が長いでしょうか？

　□１：本人が病気の状態に思われるが、家族を避けており、
　　　　悪化しているように見える

　□２：本人が家族に対して、日常的に暴力をふるう

　□３：普段本人は家族を避けて暮らしているが、
　　　　本人が困ったときは自分から家族に話しかけられる

　□４：たまに見かけたときに、あいさつをする関係

　□５：普段話すことはないが、
　　　　ちょっとした用があるときに声をかけると返事がもらえる

　□６：居間で一緒に過ごす時間がある

　□７：一緒に食事をしている

　□８：一緒に外出している

　□９：一緒に相談支援機関等に通っている

　□10：本人と、本人の将来について、
　　　　落ち着いて話し合うことができる

第
１
回
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　いかがでしたか？　それぞれの状態で当面の目標が異なります。次のリストを参考

にして、当面の目標を考えてみてください。大切なのは小さな変化を積み重ねること

です。焦らずに次の段階をめざすようにしましょう。

第三者（相談支援機関など）の関与がただちに必要かもしれま
せん。相談担当者とその方法を検討しましょう。

チェックしてみたら他の参加者と話し合ってみましょう！

１か２

コミュニケーションの工夫により変化が起こる可能性があります。
まず簡単な会話から。この講座で一緒に取り組みましょう。

３～５

よい関係の時間が多いです。ときどき焦って堂々巡りになって
いないか、この講座でチェックしましょう。

６～８

本人が自分の将来の課題に取り組んでいくでしょう。家族も自分
自身のことに取り組めるように、この講座を通して、さらに元気に
なりましょう。

９～１０

第
１
回
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　ひきこもり状態のご本人にどのように関わるかを考えるにあたって、ご本人の気持

ちを想像してみましょう。下記の表は、「ひきこもり状態の人の不安要素」についての

調査結果です（内閣府「ひきこもりの実態調査」より）。

　空欄になっている第1位は、どんなことだと思いますか？

５）ご本人との関係について今後の目標

ひきこもり状態のご本人の気持ちは？

ひきこもり状態の人の「不安要素」

□第１位（71.2％）
 　　　　　　　　　　　と思うことが多い
 
□第２位（52.5％）
　集団の中に溶け込めない
 
□第３位（50.8％）
　他人がどう思っているかとても不安

その他・・・

　□生きるのが苦しいと感じることがある

　□知り合いに会うことが不安になる

　□人に会うのが怖いと感じる

　□死んでしまいたいと思うことがある

　□絶望的な気分になることがよくある

（内閣府調査,2010より）

第
１
回
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　この第1位には、「家族に申し訳ないと思うことが多い」という項目が入ります。

ひきこもり状態の人の不安要素を見ると、家族に申し訳ないという気持ちがあり

ながら、様々な不安があってひきこもり状態に置かれていることがわかります。そこ

には自ら望んでひきこもっている、という雰囲気は感じられません。

相談場面のひとコマ
　40代のしげるさんは、10年前に仕事を辞めてから自室に籠りがちな

生活を送っていました。あるときから一緒に暮らしているご両親と話さ

なくなり、心配した母親が相談機関を利用することにしました。

　しげるさんのお母さんは、しげるさんが働かないことを心配し、親に

冷たくなってしまったことを嘆いていました。しげるさんは親に対して、

用事のあるときだけぶっきらぼうな言い方で話し、それ以外は話しかけ

ても無視するようでした。

　ある日、ふとしたことをきっかけに、しげるさんご本人が相談機関を

訪れました。母親は、しげるさんが支援者に対して、失礼な態度をして

きちんと話さないのでは、と心配でした。

　しかし、実際の支援者に対するしげるさんの口調はとても丁寧で、

困っている現状を適切な言葉で説明してくれました。支援者が親に対

する気持ちを伺うと、「家族には本当に申し訳なく思っています」と言い

ました。そして「自分がふがいなく、家族に迷惑をかけている」という

苦しみを話してくれました。

第
１
回
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　ひきこもり状態が長く続くと、ご家族としては「本人の性格の問題なので、この

まま何も変わらないのでは」と思い悩んでしまうかもしれません。確かに性格は変

わりにくいかもしれません。一方、コミュニケーションなどの人間関係は意外と変化

しやすいものです。

　たとえば、家ではわりと無口な父親が、仕事の電話をしたときに急に愛想の良い

話し方をしていたことはありませんか。また、接客の仕事をしていて仕事中は明るい

感じの人が、プライベートでは寡黙な人かもしれません。好きなことを話している

ときは楽しそうだったのに、嫌なことを話しているときは怒ったり、避けたりして

しまうことがあるかもしれません。

　つまり、同じ人でも、相手によって、または相手の対応によって、話し方や話す内容

が変わるものなのです。ですから、ご家族がコミュニケーションの工夫をすることで、

ご本人の意外な変化が見られるかもしれないのです。

「関係」は変わることができる

関係は変わることができる
□原則：性格は変わりにくいが、
　　　　関係はその場その場で変化する
□同じ相手でも、違う対応になる

〈親〉
刺激する

という関係

〈子〉
避ける

〈親〉
安心できる

という関係

〈子〉
避けず

第
１
回
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　ご本人との関係について、今後「こうなったらいいなぁ・・」という目標を考えて

みましょう。先ほどやってみたチェックリストを参考に、これからはご本人とこんな

関係をめざしたい！ということをできるだけ具体的に書いてみましょう。

　たとえば、「たまに見かけてあいさつする程度なので、もう少し居間で世間話を

できるようになりたい」「本人と世間話はできるので、家事を手伝ってもらえるように

お願いしたい」「私が相談に通っているのは伝えているので、次は本人を誘いたい」

などはいかがでしょうか。繰り返しになりますが、少しずつ変わることをめざして

いきましょう。

近い将来の目標　～ご本人との関係について～ ワーク

ご本人との関係について、わたしの今後の目標

書いてみたら他の参加者と話し合ってみましょう！

第
１
回
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　ひきこもりのご本人を支えることで、ご家族に負担が生じることがあります。下記

のリストのようなことにこころあたりはありませんか。あてはまるものにチェック

をしてみましょう。

　これらの心身の疲れの原因が、全てご本人にあるわけではありませんが、ご家族自

身の健康状態を把握することはとても大切です。

６）ご家族自身の健康について

ひきこもりのご本人を支えるご家族が受ける影響 ワーク

あてはまることにチェックしてみましょう
　□　本人の世話で疲れる（衣食住など）

　□　身体の調子がよくない

　□　ご近所、親戚関係などから孤立している

　□　心配したり、イライラしたり感情面での影響がある

　□　本人が暴れた（大声を出した）などの辛い記憶がある

　□　本人がトラブルを起こして家族が代わりに対処したことがある

第
１
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　繰り返しになりますが、何よりもご家族自身が元気でいることが最も大切です。

この講座に参加するなど、みなさんはすでにご本人にとってよいことをしているの

です。これからも、できることから始めて、できる範囲で続けていくようにしましょう。

　まず、ご家族自身が元気でいるためには、ご家族自身の楽しみを持つことが大切

です。ご本人が思い悩んでいる状況で、「親が楽しんでいいんでしょうか」と言われる

ご家族もいらっしゃいます。しかし、ご家族に元気がないと、ご本人との関わりに

工夫する余裕がなくなってしまいます。その結果、同じ状況が続き、そのことがご

家族をさらにがっかりさせてしまうでしょう。一方、ご家族が楽しみの時間を持ち、

少し元気になると、ご本人との関わりにちょっと工夫してみようかな、という気持ち

が生まれて、ご家庭の雰囲気が変わりご本人によい影響が出るかもしれません。その

ためにも、ご家族自身が元気でいられる時間を増やしましょう。

　また、相談機関や家族会などをうまく利用しましょう。ご家族が社会と繋がること

は、ご本人にもよい影響があります。「利用する」とは、おいしいところを使うという

ことです。「よくわからない」「そんなことできない」「あたりまえ」と思うことは気に

せず、「おもしろいな」「やってみようかな」と少し思えたところだけを、生活のヒント

にしていただければ、と思います。

ご家族として工夫を続けるために

家族自身が元気でいることが最も大切

家族自身が元気でいられる時間を増やしましょう

家族に
元気がない

状況が
変わりにくい

本人との関わりに
工夫する余裕がない

家族が
元気！

家庭の雰囲気が
変わり

本人によい影響

本人との関わりに
ちょっと工夫してみようかな

第
１
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　最近（２週間くらい）で「よかったこと」を話してみましょう。ご本人との関係に

限らずどんなことでも構いません。具体的に、いつどこでどんなことがあって

よかったのか、書いてみましょう。

やってみよう！　～良いこと探し～ ワーク

最近あった私のよかったこと

　以上で今日の講座は終わりです。お疲れさまでした。今日の講座は、いかがでし

たか？　気になることがあれば、ぜひスタッフにお聞かせください。

　また、今日感じたことを、ぜひ普段相談をしている担当者などに話してみてくだ

さい。さらに新しい発見があるかもしれませんよ。

　それでは、次回もお待ちしています。ご参加ありがとうございました。

書いてみたら他の参加者と話し合ってみましょう！

第
１
回
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１、ここ最近（２週間くらい）であなたにとって「よかったこと」は何ですか？

　ご本人との関係に限らずどんなことでも構いません。具体的に、いつどこでどんな

ことがあってよかったのか、エピソードとして書いてみましょう。

２、エピソードを書けたら、まず2人組になってお互いに伝え合いましょう！

３、次に、各テーブルで、2人組になった相手が話してくれた内容を他のみなさんに伝

えてみましょう！（自分のことを話す自己紹介ではなく、他の人のことをみんなに紹介

する「他己紹介」です）

　本日も家族教室「ヒント」にご参加いただき、ありがとうございます。2回目も

ウォーミングアップから始めたいと思いますので、ご協力お願いします。

１）ウォーミングアップ　～良いこと探し～

第２回

ワーク

他己紹介のやり方
自分ではなく、相手のことをみんなに紹介する

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

先週のこと
なんですが・・・ 各テーブル

うん、
うん・・・ うん、

うん・・・

こちらはAさんです。
Aさんは先週
こんなことが・・・
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　みなさんのご家庭では、ご本人との関係において、下記のリストに書かれたような

ことはありませんか。

　いかがでしたか？

 

　こうした状態に、ひとつでもあてはまるのであれば、ひきこもり状態のご本人が

周囲の関わりに対して過敏になっているのかもしれません。過敏になっているご本人

と関わるには、その状態に配慮したコミュニケーションの工夫が必要になります。

　ところで、ひきこもり状態のご本人はなぜ過敏になってしまっているのでしょうか。

何に対してそれほど敏感になっているのでしょうか。ご本人とのコミュニケーション

の工夫を考えるために、ひきこもり状態に置かれた人のこころの動きについて、考え

てみたいと思います。

２）ひきこもりのご本人の気持ち～なぜご家族の工夫が大切なのか～

ひきこもり状態の人の気持ちを考えてみよう ワーク

あてはまることにチェックしてみましょう
　□　本人に避けられている、と思う

　□　本人のひきこもりを親のせいにされた

　□　会話の途中で、急に本人の機嫌が悪くなった

　□　本人は、母親とは話すが、父親を避けている（またはその反対）

　□　本人から「話しかけるな」というオーラを感じる

　□　本人は、機嫌の良い時と、悪い時の差が大きい

　□　本人は、将来の話になると、黙る（避ける）

　□　本人が「親に申し訳ない」と思っている、とは思えない

　□　本人は、ある種の話題を避けているように感じる

　□　「親の気持ちをわかってくれていない」と感じる

第
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　ひきこもり状態のご本人のこころの状態について考える前に、まず社会参加して

いるときのこころの状態について考えてみましょう。つまり、学校や仕事に順調に

通えているときと、そうでないときのこころの状態の違いについて考えてみたいと

思います。

　学校や仕事などに順調に通えているときは、その人にとって社会のなかに居場所

がある状態と言えます。そんなときは自分のことを、自分自身でも「よくやっている」

と思うことができるでしょう。そうするとご家族に対しても、「家族が見守ってくれて

いる」と肯定的に考えることができるでしょう。このような安定したこころの状態で

あれば、社会とも家族とも比較的良好なやりとり（コミュニケーション）がしやすい

と思われます。

健康なこころの状態

　次のページの図をご覧ください。ひきこもり状態が続くとその人のこころの状態は

思春期のような状態（「思春期心性」と言う）になると言われています。

　社会参加から離れてしまっていると、誰しも「社会のなかに居場所がない」と感じ

てしまうでしょう。ひきこもり状態になるきっかけとして、学校や仕事などでたいへ

んな苦労があったかもしれません。「がんばっても報われない。つらいことしかない」

と深く傷つき、「もう一度社会に出てもどうせうまくいかない」という気持ちがある

かもしれません。社会に見放されたように感じられる状態で、自分自身を肯定的に

捉えられるでしょうか。「自分はダメだ」という気持ちになり、「もうこれ以上傷つき

たくない」と思うことでしょう。

　そして、社会に居場所がないという気持ちを感じていると、家族に対しては、

「こんな自分は家族に面倒を見てもらうしかない」という思いになるでしょう。そこ

には家族への感謝の気持ちもあるでしょうが、むしろ「家族に申し訳ない」という

負い目のような思いが強いかもしれません。

　つまり、ひきこもり状態のご本人は、すでに十分傷ついており、さらに傷つくこと

を避けるために過敏になっている、と想像できます。このような状態のため、社会

や家族からのちょっとした働きかけが強い刺激のように感じられてしまうのです。

そして、その刺激から自分を守るために、殻を被ったような対応をしてしまうので

しょう。

ひきこもりが続いたときのこころの状態

第
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　「自分はダメだ」と思ってしまうような、傷つきやすいこころの状態は、辛く苦しい

ものでしょう。しかしご家族から見たご本人は、表面的にはそれほど辛そうな姿に

見えない場合があります。それは、これ以上傷つきたくないために、自分を守るため

の「殻」のような対応が見えやすくなっているからなのです。

　ご本人は、ご家族に対して本心では「家族に申し訳ない」「家族だけが頼り」という

気持ちを抱きながらも、「せめて家では傷つきたくない」「家族にだけは責められ

たくない」という気持ちとの葛藤状態に置かれています。

　とても不安定で過敏な状態であるため、ちょっとした刺激を受けただけで、冷たい

態度になったり、逆に親を責めたりしてしまうのです。

家族に対する葛藤

ひきこもり状態のこころ

傷つくことに過敏な状態

社
会
の
な
か
に
居
場
所
が
な
い

親
に
面
倒
を
み
て
も
ら
う
し
か
な
い

ひきこもりのこころ

※齊藤万比古（編）（2012）「ひきこもりに出会ったら」より一部改変

自分はダメだ・・・
（これ以上傷つきたくない）
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　過敏な状態でなければ、ご家族が「仕事の調子はどう？」と聞いても、ご本人は

「心配ありがとう。でも大丈夫」などと素直に応えられるかもしれません。一方、自分

で自分を責めている状態で、ご家族から「これから仕事はどうするの？」と聞かれる

と、それは家族から「なぜ早く働かないのか」と自分が責められているように感じ

られてしまうのです。

　すると、表面的には自分を守る殻の部分が出て、「うるさい」と言ったり無視したり

してしまいます。そしてご家族からそうした刺激を繰り返されるほど、守ろうとする

殻がより固くより大きくなってしまいます。暴言、暴力のような激しい反応や全くの

無視といった対応が起こる場合もあるでしょう。

「思春期のこころの状態と言われても・・うちの息子は40代なのに・・」と思われるかもしれま
せん。たしかに思春期と言えば一般的にせめて20代まででしょう。しかし思春期は20代後半に
いったん姿を消すけれど仮の終わりにすぎない、という考え方があります。何かの葛藤が高ま
ったり危機に直面するなどで、思春期のこころがよみがえってくる、というのです。たとえば、
社会で挫折してひきこもり状態になることが、思春期心性を引き起こすと言われています。
つまり、40代、50代であっても思春期心性への配慮が必要な場合もあるのです。

刺激されると殻が強くなる

家では傷つきたくない
→無視、理不尽な反論、暴力

その通りだ・・・
家族に申し訳ない

「仕事しなさい」

参考：終わらざる思春期心性（齊藤万比古、2012）

第
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　もしご本人がこれまで見てきたような過敏なこころの状態であるとすれば、そんな

ご本人にどう話しかければよいのでしょうか。どのような話題であればご本人が刺激

されずに会話に応じやすいのでしょうか。反対にどのような話題がご本人の傷つき

やすさを刺激し、「申し訳ない」「自分はダメだ」という気持ちを強くしてしまうので

しょうか。ご本人との会話の話題を考えてみましょう。

 

１、「話題」を付箋に書き写しましょう
　まず前の画面をご覧ください（※注）。いまから画面に、ひとつずつ「話題」が出

ます。その話題（下線部分）をお手元の付箋に書き写してください。

２、ご本人の気持ちを想像してみましょう
　その話題について、ご本人の気持ちを想像してみましょう。その話題は、ご本人を

刺激するでしょうか。あるいはしないでしょうか。

３、分類して表に貼りましょう
　書いた付箋を【本人との会話の話題を考えるシート】に貼っていきましょう。その

とき、「刺激しない」「やや刺激する」「刺激する」に分類してみましょう。

４、１～３を繰り返す
　次の話題が画面に出ます。同様の手順ですすめてください。

 

　なお、それぞれの家庭で状況が異なるので正解はありません。あるひきこもり状態

の人にとって刺激になる話題が、他の人には大丈夫なこともあるでしょう。かつては

大丈夫だった話題が今は刺激になることがあるかもしれません。また、いまご本人と

会話をする機会がない状態のご家族であっても、ご本人の状態を想像してみる機会

としてこのワークに取り組んでみてください。

３）ご本人との会話の内容を考えよう

ご本人との会話の話題を考えるワーク ワーク

第
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表：「ご本人との会話の話題を考えるワーク」の話題例

５、「刺激しない」話題を追加しよう
　次に、画面に出てこなかったけれど、「刺激しない」話題として思いつくものがあ

れば、付箋に書いて表に追加してください。これまで本人との関係のなかで、どんな

「話題」のときに本人が安心していられましたか。積極的に話さなくても、刺激され

ていなかったのであれば、安心だったのかもしれません。

６、他のご家族から知恵を借りる
　貼り終わったら、他の参加者のシートと見比べてみましょう。そして、他の家族の

シートから参考になる「話題」があれば、さらに自分のシートに追加しましょう。

※注　堺市こころの健康センターの「ヒント」では講師役のスタッフがプレゼンテーション画面に、
「話題」を順に映して実施します。テキストのみで活用する場合は、次の表「ご本人との会話
の話題を考えるワーク　話題例」を参考にしてください。

仕事に関する話
（しごと）

同級生の近況
（同級生）

家計の心配
（家計）

親の体調不良の話
（おや不調）

今日の天気の話
（天気）

今日の夕食の献立
（夕食）

プロスポーツの話
（スポーツ）

テレビドラマの話
（ドラマ）

アーティスト（歌手）
の話

親の健康状態が良い、
という話

（おや・けんこう）

近所にできたお店の話
（おみせ）

季節の草花の話
（おはな）

ペットの話
（ペット）

不景気だねえ
（ふけいき）

宝くじが当たったら、
というもしも話
（たからくじ）

散歩でもしたら？
（さんぽ）

親の旅行（お出かけ）
の感想

（りょこう）

お金足りている？
（おかね）

いつも何やってるの？ 近所の工事の話
（きんじょ）

親の若いときの苦労話
（おや・くろう）

最近読んだ本の話
（本）

パソコンの使い方
（パソコン）

きょうだいの近況
（きょうだい）
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【本人との会話の話題を考えるシート】
本人の気持ちを想像しながら、どの「話題」が本人の気持ちを刺激するか、推測で分類してみましょう。
（本人の「家族に申し訳ない・・」「自分はダメだ・・」という気持ちを刺激するかどうか。）

刺激しない

わからない

1 2 3
やや刺激第

２
回
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※それぞれの家庭で事情が異なるため正解はありません。

4 5
する 刺激する 第

２
回
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　いかがでしたか？　ひとつずつご本人の気持ちを想像してみることで、「こんな

話題が刺激に感じていたのかもなあ」という発見があったかもしれません。また、

「刺激しない話題」が意外と多いように思ったかもしれません。あるご家族は、

「本人に話しかける言葉がないと思っていましたが、このワークをやってみたら意外

と話せる話題が多いと思って安心しました」とおっしゃっていました。

　完成したシートは、あなたが想像したご本人の気持ちによるものです。このシート

をぜひ、他のご家族や、相談の担当者に見せていただきたいと思います。このシート

について話し合うことで、さらに新しい発見が得られるかもしれません。

　また、今日作ったシートは、あくまで現時点での状況に過ぎません。今後、状況が

変われば分類も変わることでしょう。しばらく経ってから再びこのワークに取り組ん

でみることで、ご本人との関係の変化に気づくことがあるかもしれません。

シートを活用しよう

第
２
回



－28－

　今回も最後に、ご家族自身の健康について考えるワークをしましょう。

下図をご覧ください。わたしたちが日ごろのストレスと上手に付き合って健康に暮ら

していくためには、自分にとってのストレスのサインに気づき、そして対処法を実践

することが大切です。たとえば、「私はストレスを感じると肩こりがひどくなる」

「しんどいとき甘いものが欲しくなる」「イライラしたり嫌なことが頭から離れなく

なりがち」などにこころあたりはありませんか。こうしたストレスのサインを意識して

みましょう。自分なりのストレスのサインに気づくことによって、ストレス対処法を

意識的にやってみることができるのです。

４）ご家族自身のストレスケア

あなたのストレス対策は？ ワーク

ストレスと上手に付き合うために

ストレスの
元

ストレスの
対処法

いろいろあるとよい

ストレス反応
（ストレスを感じるサイン）

□ ストレスに対処するためには、まず自分にとっての
　 ストレスのサインに気づくことが大切です

第
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　あなたのストレス対処法は何ですか。あなた自身がストレスを感じたとき、どうして

いますか。どんなことでも構いませんので、教えてください。他のご家族の参考に

なるよう、たくさん挙げてくださると助かりますので、思いつくことをいろいろ書い

てみましょう。

　書けたら他の参加者と話し合ってみましょう。他のご家族が工夫していることで、

参考になることがあれば、書き足しておきましょう。

　ストレスの対処法はたくさんあると良いので、本日の講座で知った様々な方法を

ぜひ参考にしてみてください。また、ひとつの方法に偏るのではなく、生活の様々な

場面に合うように、いろいろと試してみることをお勧めします。

 

　以上で今日の講座は終わりです。お疲れさまでした。今日の講座は、いかがでし

たか？　気になることがあれば、ぜひスタッフにお聞かせください！

　また、今日感じたことを、ぜひ普段相談をしている担当者などに話してみてくだ

さい。さらに新しい発見があるかもしれませんよ。

　それでは、次回もお待ちしています。ご参加ありがとうございました。

第
２
回
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１、ここ最近（２週間くらい）であなたにとって「よかったこと」は何ですか？

　ご本人との関係に限らずどんなことでも構いません。具体的に、いつどこでどんな

ことがあってよかったのか、エピソードとして書いてみましょう。

２、エピソードを書けたら、まず2人組になってお互いに伝え合いましょう！

３、次に、各テーブルで、2人組になった相手が話してくれた内容を他のみなさんに

伝えてみましょう！（自分のことを話す自己紹介ではなく、他の人のことをみんなに

紹介する「他己紹介」です）

　本日も家族教室「HINTs（ヒント）」にご参加いただき、ありがとうございます。

3日目の今回がいよいよ最終回です。今回もウォーミングアップから始めたいと思い

ますので、ご協力お願いします。

１）ウォーミングアップ　～良いこと探し～

第３回

ワーク

他己紹介のやり方
自分ではなく、相手のことをみんなに紹介する

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

先週のこと
なんですが・・・ 各テーブル

うん、
うん・・・ うん、

うん・・・

こちらはAさんです。
Aさんは先週
こんなことが・・・

第
３
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　ひきこもり状態のご本人が、自宅を中心とした生活のなかで少しずつ元気になって

いくためにはどうすればよいのでしょうか。自宅での過ごし方や、ご家族が協力でき

ることについて考えてみましょう。

　これまで、このテキストで、ご本人のことを「ひきこもり状態にある人」と言って

きましたが、実は「ご本人＝ひきこもり」というのはひとつの見方に過ぎません。

もちろん、ひきこもり状態にあることは確かなのですが、ひきこもりと関係のない、

いろんなご本人があるという見方もできます。自分のなかに「いろんな私」があって

全体で私である、という考え方です。

　たとえば、ご本人には「ひきこもり状態の私」の他に、「家族の一員としての私」や

「○○が好きな私」などという側面もあります。こうした側面は、社会参加している

かどうかと関係がないはずです。

　ご本人が、自分がひきこもり状態であることを意識して「ひきこもりの私」が大きく

なってしまうと、元気は出にくいでしょう。一方、「それ以外の私」が大きくなること

で、「ひきこもりの私」は相対的に小さくなります。その結果、元気が出やすくなる

かもしれません。

２）ひきこもりから元気になるために

「ひきこもり」以外の「いろんな私」を意識する

「ひきこもり」の私

「ひきこもり」の私

家族の一員
としての私 〇〇が好きな私

全体でいろんな私

□ 自分がひきこもり状態であることを意識すると、
　 ひきこもりの私が大きくなり、元気がなくなる

□ それ以外の私が大きくなることで、ひきこもりの
　 私は相対的に小さくなる → 元気が出てくる

第
３
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　下図をご覧ください。ひきこもり状態のAさんとBさんの自宅での過ごし方を示し

ています。Aさんは、朝起きてからずっと「ひきこもりの自分はダメだ」とくよくよ

して過ごしています。もしかしたら周囲から刺激されて、そのことを意識させられて

いるのかもしれません。この状態では、一見家でゆっくり休んでいるようで、いつ

までも元気が出ないでしょう。また、くよくよするのが辛すぎて、家族に八つ当たり

してしまうかもしれません。

　一方で、Bさんは、気分転換の時間をうまく持てていたり、家族との刺激されない

会話をしていたり、家の手伝いをしています。もちろん朝起きたときや寝る前には、

ふと「このままではダメだ」と考えているかもしれませんが。Bさんのような過ごし方

であれば、少しずつ元気になっていき、やがてきっかけがあれば何かを始められる

ことになるかもしれません。

　このように、ご本人が自宅で元気になっていくには、「ひきこもりの自分」を意識し

ない時間を増やすことが大切なのです。ご本人が少しずつAさんの状態からBさんの

状態になれるように、ご家族としてどのような協力ができるか考えてみましょう。

元気が出やすい自宅での過ごし方は？

（Aさんの一日の過ごし方）
起床

「ひきこもり」のことを
考えている時間

（こんな自分はダメだ・・）

「ひきこもり」のことを考えている時間
（こんな自分はダメだ、
家族に申し訳ない・・）

その他の時間
（気分転換）

就寝

（Bさんの一日の過ごし方）
起床

ひきこもり
を考える

ひきこもり
を考える

気分転換
（好きなこと
をしている）

気分転換
（好きなこと
をしている）

家の用事の
手伝い等

家族との会話
（刺激されない）

就寝

AさんとBさんでは、どちらが元気になりやすいか

第
３
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　これまでご本人とのコミュニケーションの工夫を考えてきましたが、ご家族が工夫

を重ねることで、ご本人とどのような関係をめざせばよいのでしょうか。

　もちろん家庭の雰囲気は家によって違いますし、親子関係のあり方や考え方も

様々ですので、正しい答えがあるわけではありません。この講座「ヒント」では、あく

までひとつの参考として次のような関係を提案したいと思います。

　ご本人がひきこもり状態の場合、経済的にはご家族にお世話になっていることが

ほとんどだと思います。その点についてはご家族に頼っているわけですが、それ以外

の部分では、上記のように、あたりまえの対等な関係をめざすことをおすすめしたい

と思います。

３）コミュニケーションの工夫を学ぼう

ご本人とどのような関係をめざすか

・最近あったちょっとしたことを報告しあえる関係
例：さっき食べたお菓子がおいしかった。昨日のテレビがおもしろかった、

というようなことを報告し合える。

 
・ちょっとした困りごとを相談できる関係
例：電化製品の調子が悪い、どう思う？

　　ちょっと風邪気味でしんどい、というようなことを相談できる。

 
・頼みごとがあるときに、お願いできる、それができることなら手伝って

あげられる関係
例：電球が切れたので、「かえてもらっていい？」と頼める。「いいよ」と応じ

てもらえる。

 
・でも無理なら（嫌なら）断ることができる、断られても悪化しない関係
例：「いま忙しいから無理」と断られる。「わかった」と応じられる。

 
・「家族のこと」について一緒に話し合える関係
例：（みんなで使っている）電化製品を買い替える場合、「いつにしようか、

どんなものにしようか」と話し合える。

第
３
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　ひきこもり状態のご本人とのコミュニケーションは、自転車の運転などと同じで、

知識でわかるだけでなく練習して身に着けていくことが大切です。ここからは、コミ

ュニケーションの工夫を実際に練習してみましょう。

　ご本人が元気になるコミュニケーションを学ぶには、次の3つのステップが大切

です。それは、①傾聴する（話を聴く）、②ほめる（認める）、③伝える、という順番

です。

　ご家族として、ひきこもり状態のご本人にいろいろと伝えたいことがあるかもしれ

ません。伝えたいことをお話する前に、傾聴したりほめたりといった土台をしっかり

作っておくことが重要です。土台が弱いまま、伝えるコミュニケーションを増やして

しまうと、関係は不安定になってしまうからです。

　そこでまず、傾聴したり、ほめたりするコミュニケーションの練習をしてみましょう。

コミュニケーションを学ぶ３つのステップ

□ ①傾聴する

□ ②ほめる

□ ③伝える 伝える

「伝える」前に
土台作りが重要

逆になると
不安定ほめる

（本人のできているところを認める）

傾聴する
（本人の気持ちを想像する）

第
３
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　それでは、まず「傾聴する」練習をしてみましょう。

　「傾聴する」というのは、相手の話を聴くことなのですが、そのときに大切なのは

相手の気持ちを想像することです。相手の話を聴きながら、その人の気持ちを想像

して、いろいろな気持ちを感じることが重要です。

　「家では本人が全く話をしないので傾聴できない」というご家族がいるかもしれ

ません。その場合は、前回のワーク“ご本人との会話の話題を考えよう”で取り組ん

だように、ご本人の気持ちを想像する時間を持ってみましょう。相談の担当者と

ご本人の気持ちを考えたりすることが、今後ご本人の話を傾聴するための準備になる

と思います。

コミュニケーションの工夫（１）～話を聴く～

１、“最近困ったこと”（ご本人との関係以外でもかまいません）を下の枠に書いて

みましょう。

　あとで話してもらいますので、話せる範囲のことでかまいません。

２、ペア（または3人組）になりましょう。

３、「話し手」になる人と「聞き手」になる人を決めましょう。

　あとで役割を交替します。

４、合図を出しますので、話し手は“最近、困ったこと”を話してください。

　聞き手の人は傾聴してください。下記のヒントを参考にして、話し手の話を遮ら

ないで聴く練習をしてみましょう。１分程度で「終わります」と合図を出します

ので、それまで話してみてください。

傾聴する練習をやってみよう！ ワーク

第
３
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５、ペア（または3人組）のなかで役割を代えて３～４を繰り返します

傾聴のやり方のヒント
・話を途中で遮らない（話し終えるのを待つ）
 
・相手の方を向いて、うなずく、相槌を打つ
 
・話している相手の気持ちを察する（想像する）
（困った話の場合：悲しかったのかなぁ、腹が立ったのかなぁ、しんど
かったのかなぁ、イライラしたのかなぁ、さびしかったのかなぁ、など）

第
３
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　「傾聴する」練習をした次は、「ほめる」練習をしてみましょう。

　“話し上手はほめ上手”ということわざがあるようにコミュニケーションにおいて

相手をほめることは大切です。

　ですが、いきなり「ほめましょう」と言われても、「ひきこもっている本人に、ほめる

ところはありません」という気持ちになるかもしれません。ここでの「ほめる」練習

は、たとえば学校のテストで良い点数を取ったり仕事の業績があがったりしたことに

対してご褒美を与えることなどではありません。

　日常生活のなかで、ご本人ができていることを具体的に探して、それをご家族が

認めることです。ちょっとしたことでも人から認められると、うれしい気持ちになる

と思います。

コミュニケーションの工夫（２）～上手にほめる（認める）～

　“その人が日常生活のなかで具体的にできているところ”を探して、それを認める

ことがほめることになります。ですから、ほめるためにはまず、相手の話をよく聴い

たり（傾聴）、相手の行動をよく観察することが必要になります。

　相手の話を聴いているなかで、「あ、それはいいな」と思ったことを覚えておきま

しょう。そして、相手が話し終わったら、そのことを指摘しましょう。たとえば、

「（相手の言ったことや、したことについて）～したのは、いいことですね」と言った

り、「（相手の考えや気持ちなどについて）～が、いいなと思いました」と伝えたり

すると、相手は「自分のことを認めてもらえた（ほめてもらえた）」と感じるかも

しれません。言われた相手がうれしく感じたら成功です。反対にこちらがほめた

つもりでも、相手が嫌な気持ちになったら残念ながらほめたことになりません。

　相手がほめられた、と感じるためには、事実を伝えるだけでもよい場合があり

ます。つまり、「～をがんばったんだね」と言わず、「～したんだね」と指摘しただけで

相手は、「（自分のしたことに）気づいてくれたんだ！」と感じて、うれしくなるかも

しれないのです。たとえば、ご家族の誰かが散髪に行って帰宅したとき、「散髪した

んだね」と言われれば、気づいてもらえたと感じるかもしれません。「その髪型、似合

うね」と言われたらどうでしょうか。素直にうれしいと感じるかもしれませんが、

はっきりほめられると照れくさくて嫌がられるかもしれませんし、どう感じられるか

はあなたとの関係によるでしょう。

ほめるやり方のヒント

第
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１、さきほどのワーク“傾聴する練習をやってみよう！”のなかで、ペアの相手が

話してくれたお話の内容を思い出してみましょう。

 

２、ペアの相手が話した“最近困ったこと”のエピソードのなかで、“話し手の人が

していること”は何だったでしょうか？　そのエピソードのなかで、話し手の人は何を

していましたか？　下の枠に、「○○さんは、～していた」と書いてみましょう。

ほめる練習をやってみよう ワーク

ワークのすすめ方（傾聴→ほめる）

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

先週のこと
なんですが・・・

うん、うん・・・
（傾聴）

そうなんですよ！
ありがとうございます

困っているなか、
こんなことを

されていたんですね
（ほめる）

第
３
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３、もう一度同じペアになって、傾聴の練習からやってみましょう。先ほどと同じよう

に1分程度話を聞いてください。もし、その話を聞いてみて、エピソードのなかで

“話し手がしていること”がわからなかった場合、最後に、「それで、どうされたので

すか？」と質問してみましょう。すると、その困ったエピソードのなかで、話し手が

したことを話してもらえます。

 

４、1分間の傾聴と、（必要であれば）「それで、どうされたのですか？」という質問の

回答が終わった頃に、こちらから合図を出します。そこで、聞き手の人は、２で書いた

こと（または３で聞いたこと）を思い出して、「（その困ったことに対して、あなたは）

～をされたのですね」と指摘してみましょう。

※不自然な感じになると思いますが、あくまで練習です。パターンを覚えると思って

取り組んでみてください。指摘する以外に、アドバイスをしたくなるかもしれません

が、ここではしないでおいてください。

 

５、ペア（または3人組）のなかで役割を代えて１～４まで繰り返します。

 

６、最後に、各テーブルで、ペアになった相手が話してくれた内容を他のみなさんに

伝えてみましょう！　

 

※やってみるのが難しいと感じたら次の表の例をご覧ください。

最近、困った話

ワーク“ほめる練習をやってみよう”の例

「風邪気味でしんどかった。手洗い
うがいしたり、早く寝るようにしたが、
体調がすぐれず困った」

「部屋にこもる息子に手紙を買いたが、
返事がないので困っている」

「息子が、親に対してうらみつらみを言う
ので困っている。話を聴いてあげたいが、
しつこいのでうんざりする」

「手洗いうがいをしたんですね」
「早く寝て身体を休めたんですね」

「息子さんに手紙を書いたんですね」
「息子さんと関わろうとしたんですね」

「話を聴いてあげようとしたんですね」
「うんざりするほど、とりあえず聞いて
あげているんですね」

その人がしていたこと
ほめる（認める）ポイント

第
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ほめるやり方のヒント　応用編
　　　　　～ほめるのが難しいときは？～
　相手ができていることを指摘しようにも、どうしても見つからない。
そんなときは、どうすればよいでしょうか。次のような方法を試して
みてください。
 

１、その人が「しなかったこと」は何か？
例：傾聴していて「自分が同じ立場なら投げ出してしまいそうなたいへん
な状況だ」と感じた。しかしその人は投げ出していなかったのであれば、
その点を指摘する。
 

２、「しんどい」「苦しい」という辛い話が続く
　その人は、大きな困難に対して「なんとかしようとしている」から
苦労しているのかもしれません。「苦しいけどなんとかしたい気持ちも
あるんですね」などと伝えてみる。
 

３、どうしても、その人の欠点しか見えない場合、“対処法”と考え
てみる
　たとえば、“問題から逃げてばかり”に見える人は、“うまく距離を
とっている”と言えるかもしれません。また、“ご本人にガミガミ言って
しまう”人は、“ご本人に向き合おうという気持ちが強い”と言えるかも
しれません。

第
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　いよいよ家族教室「HINTs（ヒント）」の最後のワークです。ひきこもり状態の

ご本人の「いいとこ探し」をしてみましょう。

　さきほどのワーク“ほめる練習をやってみよう”を参考に、みなさんのご家庭で、

ご本人が「できていること」は何かを考えてみましょう。

　ご本人が個人的にやっていることでも、ご家族の一員としてやってくれていること

でも、何でも構いません。思いつくことを書いてみましょう。

　書いたことを各テーブルで伝え合ってみましょう。話をするのは、伝えられる範囲

のことだけでかまいません。（言いにくいことは言わないでおきましょう。）

ご本人のいいとこ紹介 ワーク

第
３
回



－42－

　ご本人の話を聴いたり、できているところを見つけて指摘したりといったコミュニ

ケーションの工夫ができるようになったら、いよいよご家族の気持ちを伝える方法に

ついて考えてみましょう。

　ご家族の気持ちをご本人に伝える際に、最も大切なことは、ご本人が「親から何を

言われるのだろうか、責められるのではないか」という不安で敏感になり、警戒して

いる状態である可能性が高いということです。第1回で学んだように、ひきこもり

状態が続いているご本人は、ご家族に対して負い目を感じてしまっている分、ご家族

から話しかけられると、上から言われているように感じやすいのです。ご家族として

は、「家族なのだから気を遣わずに思っていることを話したい」という気持ちがある

かもしれませんが、ご本人がこうした状態のため伝える工夫が必要なのです。具体的

には次の工夫を参考にしてください。

コミュニケーションの工夫（３）～気持ちを伝える～

・丁寧に話す
　厳しい口調に感じられてしまうと、それだけでコミュニケーションを拒否

されてしまうかもしれません。

・肯定的に話す
　否定的な言い方より、肯定的な言い方が伝わりやすいでしょう。

・アイ・メッセージで話す
　アイ・メッセージとは、「私（I）」を主語にして話す言い方です。その反対は

「あなた（You）」を主語にして話す言い方になります。たとえば、「どうして

（あなたは）わかってくれないの？」という言い方をアイ・メッセージで言い換え

ると、「（わたしは）心配なんだけど」などになります。また、「早く相談に行き

なさい」という言い方をアイ・メッセージで言い換えると、「一回一緒に行って

くれたらうれしいな」などになります。

・命令ではなく提案する気持ちで話す
　「～しなさい」より「～したらどうかな」の方が伝わりやすいでしょう。

・提案や助言が受け入れられなかったらすぐに引っ込める
　ご本人の断る権利を保障しておくとコミュニケーションが途切れずに続け

やすくなります。

第
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　最後に、ひきこもりのご本人を相談に誘うための工夫について考えてみましょう。

これまでに一緒に学んできたことを踏まえて、どのような誘い方がよいのかについて

考えて実践してみましょう。

　初めてご本人を相談に誘ってみる場合、どのようなタイミングで声をかければよい

のでしょうか。タイミングよく誘うために大切なことは、家族が継続的に相談に

通い、支援担当者と一緒にそのタイミングを考えることです。

　“やってみせ、説いて聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ”という

言葉があります。最初の「やってみせる」というポイント、まず「家族が相談に通う

ことで元気になる」という姿をご本人に見せることが大切です。そうすればご本人が

「相談に通えば、自分も元気になれるかもしれない」と思うかもしれません。

　そして相談に誘うタイミングとしては、ご家族が通っていることについてご本人

が気にして聞いてきたときがよいと言われています。「なんで行ってるの？」「オレ

（わたし）のこと話してるの？」などと言ってきたときがチャンスです。また、ご家族の

行動が変わったことをご本人が気にして聞いてきたときも同様です。「なんで急に

そんなことをするように（しないように）なったの？」「最近変だよ」などの発言が

聞かれたら、少し関心が出ているのかもしれません。

　具体的な誘い方（伝え方）について、次のコラムにまとめてみました。「1万回ダメ

でも1万1回目にうまくいくかもしれない」という歌があります。コミュニケーション

の工夫をして相談に誘ってみるということは、何度でもやってみることができます。

根気強く続ける気持ちを保つためにも、ご家族が相談を継続的に利用したり、

ご家族の交流会に参加したりすることをお勧めします。

４）ご本人を相談に誘うためのヒント

第
３
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相談に誘うためのヒント 

・「試しに行ってみる」という言い方にする
　ご家族としてはご本人に対して、「1回だけでなく、できるだけ続けて相談に

通って欲しい」という気持ちがあるかもしれません。しかし、ご本人がもし

「相談に1回行ったら、その後も続けることを家族が期待している」という

プレッシャーを感じているとしたら、「途中でやめたら家族を今よりもがっかり

させてしまい、申し訳ない」という思いになり、「だったら最初から行くのを

止めておこう」と考えてしまうかもしれません。“千里の道も一歩から”です。

最初の1回を「試しに行ってみたら」と提案してみましょう。

 

・「行きたくないかもしれないけど」という言葉を付け加える
　初めての場所に行くときは誰しも、「行ってみようかな、やっぱりやめて

おこうかな」と揺れる気持ちがあるものです。「行ってみよう」という前向きな

気持ちよりも、「やめておこうかな・・」という後ろ向きな気持ちの方に配慮

して、行きたくない気持ちも尊重しながら話すと伝わりやすくなります。

 

・相談のメリットを適切に伝える
　相談を利用するとどうなるのかについて、適切に伝えましょう。「1回行って

みたら、どんな場所かわかるよ」「私は（家族は）話すことで気持ちが楽に

なったよ」というあたりが適切な表現だと思います。ご家族としては応援

したいあまり、「行けば絶対によくなるよ」「あなたの気持ちを全部わかって

もらえるよ」と言いたい気持ちがあるかもしれません。大げさに伝えすぎて

過剰な期待を持たせてしまうと、それが失望に変わる可能性も高くなるので

気をつけましょう。

・利用料についての情報を伝える
　ひきこもり状態のご本人はご家族に対して、「すでに経済的に迷惑をかけて

いるのにこれ以上の負担を増やしたくない」と考えているかもしれません。

相談の利用が無料であれば、そのことを伝えることで気持ちの負担を和らげ

られるかもしれません。
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・ご本人の担当者が、ご家族の担当者と違う人にもできる
　ひきこもり状態のご本人は、「自分が相談に行って話したことが、全て家族に

伝わるのではないか」と心配しているかもしれません。また、「支援者を通じ

て、家族の自分に対する願いを聞かされるかもしれない」と思っているかも

しれません。ご家族の担当者と話をすることに不安を感じていそうなので

あれば、ご家族の担当者と違う人がご本人の話を聴くことができる、という点

を伝えましょう。

・本人の行きやすい方法で行けることを伝える
　ひきこもり状態のご本人にとって、目的地に行くこと自体がたいへんなこと

です。普段から外出しているご本人であっても、徒歩や自転車で行ける圏外に

は出かけていない人も多いでしょう。相談機関までどのような方法で行くこと

になるのか、といった情報を丁寧に伝えましょう。車で行くのか、電車やバスを

使うのか、どの道を通るのか、などです。

　また、ご家族と一緒に行動したくない人であれば、ご家族と現地集合でも

よいと伝えることが大切かもしれません。もし一人で行きたそうなのであれば、

ご家族が代わりに相談予約を入れておくことを提案できますし、その予約時間

はいつでも変更できることを付け加えておくと安心してもらえるでしょう。

・次の予約日に一緒に行くことができる、と伝える
　ご家族の相談日に、一緒に来談する方法をめざすのであれば、次の予約日

に一緒に行くことができるよ、と提案しましょう。ご家族の相談予約日に

ついて、居間にかけたカレンダーに印をつけておくのもひとつの方法です。

また、一緒に来談することをご家族からご本人に声をかけるのであれば、2日前

か前日に伝えましょう。早く伝えすぎると、「行こうかな、やめておこうかな」

という悩む期間が長くなりすぎて、当日には疲れてしまう、という心配があり

ます。
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　講座の1回目の冒頭で取り上げたこの疑問について、いまみなさんはどう感じて

いますか。

　この講座を修了してくださった人について、はっきり言えることは、他の参加者の

人と一緒に、変化への一歩を踏み出すことができた、ということです。現状からの

変化にチャレンジしたみなさんの勇気に、こころから敬意を表したいと思います。

 

　家族教室「ヒント」にご参加いただき、誠にありがとうございました。本当に

お疲れ様でした。

　これで家族教室「ヒント」は終わりです。いかがでしたか？　最後に、みなさんが

感じたことを教えてください。

 

※各テーブルで、感想（よかったこと、学んだこと など）を伝えあってみましょう！

 

　また、この講座で感じたことを、ぜひ普段相談をしている担当者や、他のご家族

などに話してみてください。さらに新しい発見があるかもしれません。

５）「うちのひきこもり問題は解決するのでしょうか？」

第
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　堺市こころの健康センターでは「ひきこもり地域支援センター（成人期）」を併設し、ひきこもり
対策に取り組んでいます。ひきこもりで悩むご本人やご家族からの相談に応じるとともに、関係
機関のネットワークを構築し、支援体制の整備を行っています。
　相談では、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門職が応じています。下記の連絡先
までご相談ください。ひきこもりの背景等の事情に応じて、より適切な他機関を紹介する場合が
あることをご了承ください。
　なお、来所相談は予約制になっているため必ず事前にご予約ください。

　堺市こころの健康センターでは、ひきこもりの集団支援を「サカイ式すべらないグループワーク
（SSG）」という独自の方法で実施しています。それは、ひきこもり状態の本人の興味関心はさま
ざまなので一人ひとりに合ったテーラーメイドのプログラムを提供しようとする試みです。また、
久しぶりの集団参加に取り組みやすいように、全てその場限りのグループワークにしているのも
特色です。これらの工夫により、個別相談を利用している本人が相談を続けていくほど、グループ
ワークに参加できるようになっていくことがわかりました（37回相談を利用した者の80％が
グループワークに参加）。また、グループワークの利用者は、その後さまざまな社会参加に繋がって
います。下図の通り利用者の72.6%が次の活動を開始するに至りました。その際、グループワーク
の利用後にいきなり就職等をめざすのではなく、ボランティアや職業体験など他の活動機会を
積極的に活用することで、一人ひとりにあった社会との繋がり方を見つけやすくなるようです。

堺市こころの健康センターについて

〒590-0808　堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号　堺市立健康福祉プラザ3階
TEL.072－245－9192（代表）年末年始、祝日を除く平日午前9時～午後5時半
FAX.072－241－0005
TEL.072－241－0880（ひきこもり相談専用）年末年始、祝日を除く平日午前10時～12時

堺市こころの健康センター（堺市ひきこもり地域支援センター）

参考：堺市こころの健康センターのひきこもり支援の実際

図：堺市こころの健康センターにおけるグループワーク利用者の主な転帰の割合
※平成24～26年度（3年間）の利用者62名の分析

就労
47％

デイケア・居場所
2％ 就学、就労準備、

ボランティア
24％

社会参加なし
27％
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