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私たちの生活の中には、さまざまなストレスがあるといわれています。ス
トレスを経験したことがない、ストレスという言葉を使ったことがないとい
う人は、いないのではないでしょうか。
ストレスという言葉にはなじみがありますが「ストレスとはどういったも

のか」、「ストレスに対して何ができるか」などはあまり理解されていないよ
うです。
この冊子では「ストレス」についてなるべく簡単に理解できるように、そ

して「ストレス対策」に誰もが取り組めるように紹介しています。

ストレスとは、もともとは物体に圧力を加えることで生じるゆがみのこと
を指します。ゆがみを生じる力のことを「ストレッサー」、生じたゆがみを「ス
トレス反応」と呼びますが、この冊子では両者を区別せず、単にストレスと
表現します。

はじめに

そもそもストレスとは？

こころや
からだ

ストレスがない時 ストレスがある時

ストレス（ストレッサー）

ストレス
（ストレス反応）
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ストレスはよくゴムボールに例えられます。図のようにストレスのない状
態ではゴムボールが球体を保っていますが、刺激を受けると形がゆがんでし
まいます。私たちのこころやからだも、このようにいろいろなストレスによっ
て変化を受けます。

●世の中はストレスで満ちあふれている？
ストレスと言えば、人間関係や仕事などが頭をよぎります。実は、私たち

の身の回りにはもっとたくさんのストレスで満ちあふれているのです。スト
レスを分類すると、ストレスとのつきあい方を考えやすくなります。

この冊子では、ストレスを 3つに分類します。1つ目が心理・社会的スト
レス、2つ目が生理的ストレス、3つ目が物理的ストレスです。

心理・社会的ストレス
人間関係・欲求不満・生活上の出来事・特別な出来事

物理的ストレス
温度、湿度、
騒音、大気汚染など

生理的ストレス
過労、睡眠不足、栄養不足、
栄養不足、発熱など発熱など
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① 心理・社会的ストレス
心理・社会的ストレスには以下のようなものがあります。
○人間関係
人と付き合う中で、「協力してくれない」、「話しを聞いてくれない」、「口

うるさい」、「嫌なことを言われる」、「相手のやり方や言葉が気に入らない」、
「態度がしゃくにさわる」、例を挙げれば切りがありませんが、このように
感じたことはありませんか。

○欲求不満
「受験生だからゲームを我慢しなければ」、「今月は支払いが多いからケー
キを買うのをやめよう」、「お兄ちゃんだから言うことを聞いて」など、い
ろいろな理由で欲求が解消されないと、こころがよどんでしまうことがあ
ります。

○生活上の出来事
時間や締め切りに追われたり、緊張を

しいられたりすることもストレスになり
ます。（子育てや介護、掃除、洗濯、料理、
ローン、病気、テスト、発表など）

○特別な出来事
親しい人の病気や死、交通事故、失業、災害、戦争などのつらい出来事

は、皆さんのこころやからだに強い影響を与えます。反対に、通常は喜ば
しい出来事も、ストレスになることがあります。
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　　ちょっと一息：一般的に喜ばしいことにも注意！！
・結婚では「マリッジブルー」
・出産後の「産後うつ病」
・昇進後の「うつ病」
・大きな仕事を達成した後の「荷下ろしうつ病」
・子どもが巣立った後の「空の巣症候群」　など

　　もうちょっと一息：楽しい出来事にも注意！！
旅行やイベントに参加することは楽しいですが、その後に

どっと疲れを感じることがあります。楽しい出来事に参加して
いる間は、自分の疲労に気付きにくくなるのです。
何もしない時間も重要です。

②生理的ストレス
生理的ストレスには、過労、睡眠不足、空腹、栄養不足、そして発熱や

頭痛などの体調不良があります。体調が悪いとストレスに感じますよね。

③物理的ストレス
物理的ストレスには、温度、湿度、騒音、大気汚染などがあります。真

夏の蒸し暑い日や北風が吹き荒れる日、交通量の多い道路のそばなどでは、
集中力が欠け疲労が溜まりやすくなります。
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●ストレスは人生のスパイス
これまでの話では、ストレスは悪いイメージばかりではないでしょうか。
しかし、ストレスには良い効果もあります。目標や夢があるとやる気になっ
たり、努力することができます。実は、目標や夢もストレスなのです。

ストレスによる効果

ストレスの種類 期待できること 負担となること

重力 筋肉がつく 身体が重い

試験や試合 努力するきっかけになる 緊張をしいられる

教育やしつけ 常識が身につく
自分らしさが損なわれる
可能性がある

失敗 失敗は成功の母とも言う とにかくつらい

目標や夢 活き活きと生活できる 様々な犠牲が払われる

ストレスが全くない生活は、苦痛はないかもしれませんが、緊張感や充実
感もなく、味気ないものになってしまいます。

人生を豊かにするために、ストレスは大事な役割を果たしており、人生の
スパイスと呼ばれます。例えばわさびやこしょう、唐辛子などのスパイスは、
料理の味付けにかかせませんが多すぎるスパイスは料理をダメにしてしまい
ます。

身の回りのストレスをスパイスと考えて、上手に使えるようになると生活
がより刺激的で豊かなものになるかもしれません。
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●ストレスは少ないほうがいい？
ストレスはできる限り少ない方がいいと考えていませんか？多すぎるスト
レスが問題なのはわかりやすいですが、実は少なすぎるストレスもあまり良
いとは言えません。毎日をただ漠然と過ごしていると、こころやからだを鈍
らせてしまいます。

適度なストレスが集中力や注意力を高め、トラブルが起きても冷静に対処
できるようになります。つまりストレスがあることで調子を維持したり、成
長することができるのです。

⬆

ストレスが少なすぎると
やる気がでにくい

ストレスが多すぎると
燃え尽きやすい

ストレス少ない

高い

低い

能率

多い

ほどよいストレスは
やる気や能率を高める
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・この世の中はストレスで満ちあふれている。
・ストレスは心理・社会的ストレス、生理的ストレス、物理的ス
トレスに分けられる。

・つらい出来事だけではなく喜ばしい出来事や楽しい出来事もス
トレスになることがある。

・ストレスは使い方によって人生を豊にするスパイスとなる。
・適度なストレスは体調を維持することや成長することに関わっ
ている。

ここまでの
まとめ
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●ストレス対策の第一歩は気付くこと
ストレスがかかるとどのような変化がおきるのでしょうか。ストレス場面で
は私たちのこころやからだは影響をうけますが、すぐに何とかしようと一生
懸命になります。
　
しかし、頑張りにも限界があるのでストレスが長く続きすぎると、無理が
できなくなり、さらにその状態が続くと、病気になってしまうこともありま
す（適応障害、うつ病など）。

●ストレスに対するサイン
目に見えるサインは氷山の一角で、あなたが気付かないストレスが積もり
積もっている可能性があります。あなたのサインを知っておくと、早めの対
策ができるようになります。ここでは①こころ、②からだ、③行動に分けて
説明します。

ストレスに気付く

こころやからだのサインは
氷山の一角

こころやからだのサイン
がみられるということは、
気付いていない大きなス
トレスを抱えていること
かも？
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①こころのサイン
こころに表れるストレスのサインを、経験した方は多いと思います。いら

立ったり、気分が悪くなったり、気力が低下したり、中には強い不安におそ
われたり、気分が落ち込むといった影響もみられます。眠れなくなることも
あります。サインをそのままにしておくと、こころの病気を引き起こしてし
まうことがあります。

・情緒が不安定になる ・不機嫌になる

・気力が低下する ・集中力が低下する

・イライラしやすい ・気分が落ち込む

・不安感におそわれる ・眠れなくなる

・人付き合いが面倒になる   など

　　こころの病気の例
・睡眠障害
　寝付きが悪い、途中で何度も目が覚める、悪夢をみる、朝早く
目が覚めてしまうなど。

・うつ病
　気分がゆううつ、何に対しても興味がなくなる、食欲が低下す
る、睡眠障害がある、不安やいらいらが続く、やる気がおこら
ない、集中出来ない、死にたくなる、などの症状がおおむね 2
週間以上続く。

・適応障害
　強いストレスを受けた後から、職場や家庭など特にストレスを
感じる場面でうつ病のような症状がみられる。遊びに行ったり
安心できる場所ではゆっくり過ごすことができる。
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②からだのサイン
私たちは、緊張する場面では自然と動悸がしたり、手に汗をかいたりしま
す。ストレスがかかる他の場面でも同じことがからだに起こります。ストレ
スによって、自律神経系や内分泌系（ホルモン）のバランスが崩れ、だるさ
や頭痛、吐き気などといったさまざまなからだのサインが表れます。

・体がだるい ・胸の痛み

・疲れやすい ・吐き気

・頭痛 ・便秘や下痢

・動悸 ・腹痛や腰痛

・めまい   など

　　こころの病気の例（上記のからだのサインがみられる）
・不安神経症
　とりとめのない不安、心配が持続する。他のことに気をそらす
ことができない。

・転換性障害
　手が動かない、声が出ない、目が見えないなどの訴えがみられ
るが、深刻さに乏しく困っていないようにみえることが多い。

・身体表現性障害
　様々なからだの症状を訴え、焦りや不安が強く、検査や薬物治
療を求めることが多い。

　　ストレスと関連が深い病気の例（心身症）
喘息、高血圧症、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、アトピー性皮膚炎、

円形脱毛症・蕁麻疹など
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③行動のサイン
行動への影響は自分で気付かないことが多いものです。タバコやお酒の量
が増えたり、食べ過ぎたり、刺激物が欲しくなったりします。その他にも、
人や物に当たり散らす言動、遅刻、自暴自棄な行動（スピード違反、過剰な
買い物）などとして表れ、人間関係に問題が出ることがあります。

ストレスをまぎらわせるための行動が、生活によくない影響を及ぼしてし
まうことは珍しいことではありません。また、ひどくなるとそういった行動
を自分でコントロール出来なくなり、依存してしまうこともあります。

・タバコや酒の量が増える ・人との接触を避ける

・ギャンブルにつぎ込む ・うろうろする

・食べ過ぎる ・攻撃的になる

・むだ遣いが増える ・遅刻が増える

・ミスが増える ・突然休む

・子どもっぽくなる ・身体を引っ掻く

　 など
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・ストレス対策の第一歩はまず気付くこと。
・ストレスのサインは、こころ、からだ、行動に表れる。
・あなたのサインを知っておくと対策をとることができる。

●サインに気付くことができると
　対策をとることができる
このサインは何を表していますか？

風邪かインフルエンザを考えますね。

この場合、消化の良いものを食べる、薬を
飲む、早く寝る、仕事や学校を休む、他の人
への感染を予防する、などの対策をとること
ができます。このようにサインに気付くこと
ができると対策をとることができるのです。

つまり、ストレス対策には、あなたのこころのサイン、からだのサイン、
行動のサインを前もって知っておき、早く気付くことができるようになるこ
とが重要なのです。

熱が出て、咳が出て、
のどが痛くて、痰がからむ

ここまでの
まとめ
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●ストレスの大きさを変える
ストレスと上手に付き合うためにはどうすれば良いでしょうか。付き合い
方を考える前に、私たちが感じるストレスの大きさがどのようにして決まる
かを知っておきましょう。ストレスの大きさは、ストレスの元とストレスの
受け止め方、そしてストレスの解消法がどのようなものかで決まってきます。

ストレスの元は先に挙げた心理・社会的ストレス（人間関係など）、生理
的ストレス（過労など）、物理的ストレス（気温、湿度など）のことです。
ストレスの受け止め方はストレスに対する個人の特性のことです。暑さに強
い人がいたり、弱い人がいるのと同じことです。ストレスの解消法はストレ
スに対する強さを高めたり、ストレスを発散するための方法です。

つまり、ストレスの大きさを変えるためには、①ストレスの元を小さくす
る、②ストレスの受け止め方を変える、③ストレスの解消方法を身につける
ということになります。

小さくなる

小さい・少ない
上手
多い

大きくなる

大きい・多い
下手
少ない

ストレスの元
ストレスの受け止め方
ストレスの解消方法

………
………
………

………
………
………

ストレスの大きさ

ストレスとの付き合い方
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①ストレスの元を小さくする
例えば、物理的ストレスである暑さや湿気にストレスを感じるときは、エ
アコンをつけることで快適になります。騒音がひどいときは窓を閉めたり耳
栓をしたりします。同じく生理的ストレスである、過労や睡眠不足などは休
暇を取ったり睡眠をとることで対応可能です。このように生理的ストレスや
物理的ストレスに関しては、個人的に対処可能なものが多く、簡単に出来る
ものを見つけて取り組んでいくことになります。

しかし、ストレスの元を減らすことが困難なことがあります。特に、心理・
社会的ストレスである人間関係や様々な出来事は自分の努力だけでは解決し
にくいこともあり、すぐに対処できないことがあります。

後ほど紹介する「自分の気持ちや考えを上手に伝える」の項目では、人間
関係で生じるストレスを減少する方法としてアサーションというテクニック
について説明しています。

　　ちょっと一息：ストレスの元が小さくならないとき
・解決できないストレスから逃げるのも 1つの方法。　　　　　
 「逃げるが勝ち」という言葉がありますね。
・大根やブドウを時間をかけて醸成すると、たくあんやワインへ
と変化し、異なる味わいを楽しむことができます。解決できな
いことがあれば、今すぐ解決しようとせず、置いておくだけで
状況が変化することもあります。
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②ストレスの受け止め方を変える
ストレスの元が同じ大きさでも、受け止め方を変えるとストレスの大きさ
が変化します。同じ出来事をプラスに考える人もいればマイナスに考えて落
ち込んでしまう人もいます。自分の考え方のクセに気付き冷静に対処できる
ようになるとストレスは減少します。

自分の考え方のクセに気付いてもそれを変えることは「言うは易く行うは
難し」で、とても難しいものです。少し頭の体操をしてみましょう。

～頭の体操～相手が怒っている状況をイメージしてみましょう
あなたの受け止め方 あなたの受け止め方（一例）

相手が悪い
私に言わなくていいのに
こんなことで怒るなんて器が小さい
私に言われてもわからない

自分が悪い
何か気にさわることを言ってしまったのかな？
取り返しのつかないことをしてしまった
もうだめだ、この仕事は私に向いていない

何か理由がある
飼い猫が亡くなったのかもしれない
何か身体の病気があるのかもしれない
もしかしたら夫婦喧嘩の後かもしれない

事実のみを理解する

最近、あの人は怒りっぽい
私だけでなく、他の人にも怒っている
怒っているように見えるけど声が大きいだけ
相手を選んで言ってくる

あなたの状況 あなたの受け止め方（一例）

忙しいとき 後にしてくれたらいいのに・・・・

余裕があるとき 何かつらいことがあるのかな、ゆっくり聞いてみよう

腹が立っているとき 静かにして！

悲しいとき 頭が一杯で何も考えられない

15



このように同じ相手でも、受け止め方が違うと対応が変わります。また、
状況によっても受け止め方が変わります。正反対に考えてみる方法もありま
す。押してダメなら引いてみる、上げてダメなら下ろしてみるなどです。他
には、あの人だったらどんな風に考えるだろう、大切な人に相談されたらな
んて励ますだろうか、などと考えてみると、いつもと違う答えが出てきやす
くなります。

③ストレスの解消方法を身につける
すでに生活に取り入れているかもしれませんが、リラクゼーション、気分
転換、生活習慣の見直しといった方法があります。これらを上手に組み合わ
せ、ストレスを溜め込まないようにしましょう。

●リラクゼーション
からだとこころは、お互い影響を与えあっています。ストレスがかかると、
からだは緊張し、こころもストレスの影響を受けます。反対に、からだの緊
張を緩めると、こころもリラックスしてストレスを減らすことができます。
ストレッチングや入浴、腹式呼吸、ペットとの触れあいなどがあります。

●気分転換
なにかしらの活動に取り組むとで気持ちを切り替えやすくなります。大切
なことは、こころをリフレッシュさせることです。カラオケ、ダンス、釣り、
お笑い、ドライブ、音楽や映画鑑賞、睡眠、登山、運動、習い事、読書、食
べるなど人によっていろいろな方法があります。ストレスの原因になってい
ることを考えない時間をつくってみましょう。また手軽で簡単にできるもの
を複数見つけておくと役に立ちます。
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●生活習慣の見直し
1) 食事
栄養状態が良好で健康なからだはストレスに対する抵抗力を持っていま

す。バランスの悪い食事は、健康を害したり、肥満につながったりします。
またよく噛む、よく味わう、ゆっくり食べるなど食べ方も重要です。夜遅く
にたくさん食べると睡眠に影響します。親しい人と団らんしながら食べるこ
ともストレスの解消に繋がります。

　　ちょっと一息：ストレッチング法
①はずみをつけずにゆっくり伸ばす
②痛みを感じるところまで伸ばさない 
③ 10~30 秒間伸ばし続ける
④交互に 2回ずつ行う
⑤呼吸は止めずに自然に行う
⑥伸ばしている部位に意識をむける 
⑦笑顔で行う 

　　ちょっと一息：腹式呼吸
①両手を重ねておなかの前にあて
る

②ゆっくりと呼吸 ( 約 5 拍数える
イメージ ) を吸う

③ゆっくりと呼吸 ( 約 10 拍数えるイメージ ) を吐く
④おなかが膨らむように吸う
⑤おなかの膨らみがもとに戻るように吐く 

厚生労働省 こころの耳 映像ライブラリー：http://kokoro.mhlw.go.jp/video/ より引用改変
（こちらのサイトで動画とスライドを利用できます）
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2) 睡眠
ストレスによって緊張が続き不眠になることがあります。不眠が続くとス
トレスホルモンの分泌が増え、肥満や高血圧、耐糖能障害などのメタボリッ
クシンドローム、うつ病が発症する危険性が高まるといわれています。

　　ちょっと一息：睡眠のポイント①
●朝の光を浴びる
　眠気を生じさせるホルモンであるメラトニンは、朝の光を浴び
ることで生成される。身体に分泌されるのは朝に光を浴びてか
ら 14～ 16 時間後、例えば朝 8時に起床して光を浴びると 14
時間後の 22時頃に眠気がでてくる。

●寝る時の体温を整える
　人は眠りに入る過程で体温が約 1度低下し、この体温変化の過
程で深い眠りに入る。四肢末梢が冷えていると血行が悪くなり
中心体温の低下が起こりにくい。四肢末梢を温めて血行をよく
すると眠気がでやすい。

●寝る前に交感神経系を刺激しない
　昼間は活動のために交感神経系が優位となり、夜は休息するよ
う副交感神経系が優位となる。夜遅くまでパソコンに向かった
り、ゲームをしたりすると副交感神経優位になりにくい。

●寝室環境を整える
　寝室が明るすぎたり、暑すぎたり、騒音があったりすると入眠
の妨げになる。寝室は間接照明などで暗めにし、カーテンも遮
光のものにする。 
メンタルヘルス・マネジメント⑧検定試験公式テキスト セルフケア〔第 4版〕より引用改変
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　　ちょっと一息：睡眠のポイント②
●就寝前のカフェイン
　就寝の 4時間前からはカフェインの入った飲料や食べ物（日本
茶、コーヒー、ウーロン茶、コーラ、チョコレートなど）をと
ると寝付きにくくなったり、夜中に目が覚めやすくなったり、
眠りが浅くなったりします。

●就寝前のお酒
　ストレス解消として飲酒する方もいるでしょう。ストレスに
よって高ぶった気持ちを抑えるため寝酒が習慣になることがあ
ります。眠るための飲酒は逆効果で、寝付きは良くなるのです
が、睡眠の質は悪くなり夜中に目が覚めやすくなります。

●就寝前の喫煙
　タバコに含まれるニコチンには精神刺激作用があり、これも良
い睡眠を妨げます。

●寝床での考え事
　心配した状態では寝付くことが難しくなり、寝ても浅い眠りに
なってしまいます。眠りにくいときは眠たくなるまで寝床に入
らないようにします。就寝時刻にこだわると余計に眠りにくく
なります。眠りが浅い時は、むしろ積極的に遅寝、早起きにする。 

睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン、2013 より引用改変
健康日本 21( 第 2次 ) に即した睡眠指針への改訂に 資するための疫学研究、2014 より引用改変
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●気を付けたいストレスの解消方法
タバコやお酒を利用した気分転換は、健康を害するリスクがあり、いつし
か依存症につながるリスクがあります。

ギャンブルで気分を切り替えている場合も注意が必要です。気がついたら
ギャンブルに費やす時間やお金が増えてしまい、ギャンブル自体がストレス
の元になってしまうことがあります。

他にインターネットやゲーム、浪費、過食、危険な行動（車でスピードを
出す）など、スリルや緊張感、爽快感のあるストレスの解消方法は熱中しや
すかったり習慣化しやすかったり、生活に支障をきたすことがあります。

・ストレスの大きさは、ストレスの元、受け止め方、解消方法で
変わる。

・自分の考え方のクセに気付いてみる。
・ストレスの解消法をたくさん見つけておく。
・ストレス解消法には気を付けなければいけないものがある。

3) 親しい人と交流する・笑う
ストレスが多いとき、親しい人に話を聞いてもらうだけで、ずいぶん気が
楽になります。またよく笑うことで自律神経のバランスを整えたり、がん細
胞を攻撃するNK（ナチュラルキラー）細胞が活性化し、免疫力が高まる効
果が期待できます。「笑う門には福来たる」とも言いますね。

厚生労働省 こころの健康 気づきのヒント集：
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101004-9.html より引用改変

ここまでの
まとめ
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●人間関係のストレスの原因は？
人間関係のストレスの多くに言葉が関係しています。ここではストレスを
減らすためにできる、ちょっとした工夫について勉強してみましょう。

●人間関係においてこんな言葉を
　使っていませんか？
誰かに言って気持ちが良いものではないですし、反対に言われても気分が
良くならないですよね。

い
﹅ ﹅ ﹅

つも言ってるのに！ ⇒普段から出来てない

ま
﹅ ﹅

た片付けていない！　　　　　 ⇒ダメなことを繰り返す

何
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

度言ってもわかってくれない！ ⇒間違いだらけ

ほ
﹅ ﹅

ら、言わんこっちゃない！　　 ⇒失敗すると思われている

や
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

っぱり、失敗した！ ⇒当然出来ないと思われている

だ
﹅ ﹅ ﹅

から言ったのに！　　　　　　 ⇒決めつけられている

ど
﹅ ﹅ ﹅

うせ無視するでしょ！ ⇒相手の思い通りにならない

このような会話は自分も相手も大事にしませんね。このような言葉を使っ
ているとストレスの多い人間関係になってしまいます。反対に伝え方を工夫
すると、気持ちの良い人間関係を築きやすくなります。

●相手を思いやり自分の意見も
　大事にする伝え方（アサーション）
様々なコミュニケーションの技法がありますが、ここではアサーションと

いう方法について学んでみます。

自分の考えや気持ちを上手に伝える
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アサーションとは自分を率直に表現するという意味で、その様な会話の技
術です。これは自分の意見を押し通すことではなく、自分の感情を押し殺し
て対応することでもありません。自分の要求や意見を、相手の権利を侵害す
ることなく、誠実に率直に対等に表現することを意味します。簡単に言うと、
WIN-WIN、お互いが得をする関係になることです。また、アサーティブと
はアサーションの形容詞形になります。

●コミュニケーションのクセ
①攻撃型：
　自分の意見を優先し相手の気持ちを無視し、考えを押しつける。
「どうしていつも！」、「誰かさんのせいでこうなった」

　　ちょっと一息：アサーティブに言い換えてみる
● 危ないっていつも言っているのに！（目的：危険の回避）
　 ⇒怪我をしたら危ないので今度一緒に対策法を考えませんか？

● また片付けていない！（目的：業務に支障がある）　
　 ⇒道具箱が出しにくいので、これらの備品を移動しても良いで
すか。

● 何度言ってもわかってくれない！（目的：相手に気持ちを伝え
たい）

　 ⇒私の言い方がわるいところを、教えてもらえませんか？

● だから言ったのに！（目的：失敗を避けたい）
　 ⇒今度一緒にやってみませんか？いつでも相談してください。
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②受身型：
　自分よりも相手を優先し、自分を後回しにする。
「（不満に思っていても）わざとじゃないんだから仕方が無ないよ」、「仕方
ないよね、私がなんとかしないと」

③アサーティブ型：攻撃型と受身型のバランスがとれている
「そういう意見もある、私はこう思う、あなたはどう？」、「今回は大ごとじゃ
なくて良かった。でも対策をとろう」

　　ちょっと一息：アサーティブに返事をする
●危ないっていつも言っているのに！（目的：危険の回避）　 
　 ⇒いつも心配してくれてありがとう。どうしたらいいかな？

●また片付けていない！（目的：業務に支障がある）　
　 ⇒意見をいってくれてありがとう。気付かなかったよ。今度あな
たの片付けを参考にさせてもらいたいんだけど教えてくれるかな。

●何度言ってもわかってくれない！（目的：相手に気持ちを伝えたい）
　 ⇒あなたの気持ちはとてもありがたい。申し訳ないけど、今は
このやり方をさせて欲しい。

●だから言ったのに！（目的：失敗を避けたい）
　 ⇒あなたの言ったとおりだった。あなたの工夫を教えてほしい。
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●アサーションのルール
アサーションの意味は自分を率直に主張するという意味でしたが、いくつ
か気を付けておくことがあります。

①自分の気持ちに誠実であること（同時に相手の気持ちにも誠実であるこ
と）

②自分も相手も人間として尊重されていること（相手によって態度を変え
ない）

③望まない結果になっても相手を理解し尊重する（相手の決断や反応まで
こちらが決めることではない）

人とやり取りをするとき、つい自分の意見を伝えようと強く主張してし
まったり、反対に場を乱さないために自分の意見を押し殺して相手の意見に
賛成してしまったり、相手かあなたの考えのどちらかに偏ってしまうことが
多くあります。お互いが協力して気持ちの良い関係を築くために、アサーショ
ンを意識した関わり方を考えてみましょう。

●黙っている方がいいこともある
「沈黙は金、雄弁は銀」、「口は災いの元」ということわざがあるように、黙っ
ているほうが良いこともあります。相手の意見をとことん聞いてみると状況
が変わってくるかもしれません。身近にいる「聞き上手」な人をイメージし
てみましょう。
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ストレスは悪いことばかりではありません。上手に付き合い、豊な生活を
目指しませんか？特別に難しいことではありません。まずは自分ができそう
なことからストレス対策に取り組んでください。

・あなたの考えや気持ちを伝える方法を工夫してみると、気持ち
の良い関係を築きやすくなる。

・コミュニケーションでは相手を思いやりつつ、自分の意見も大
事にする。
・黙っている方が良いときもある。

ここまでの
まとめ

おわりに
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Q：ストレスをなくしたいのですが、どうしたらいいですか？
A：私たちは生きている限り、常にストレスと直面していますから、全てを

なくすことはできません。なくそうとするのではなく、なくしきれない
ストレスと上手に付き合っていくことが大切です。

Q：こどもにストレスはないんですか？
A：どのような年齢であってもストレスはあります。ただ、こどもの場合は

本人が気付かなかったり、うまく言葉に出来ないことが多く、頭痛、腹
痛などのからだの症状としてあらわれることがあります。このため、周
囲もなかなか気付きにくいといわれています。

Q：最近、身体の調子が悪いのですが、ストレスが原因でしょうか？
A：ストレスが原因かもしれませんし、別の原因があるかもしれません。実

際にからだの調子が悪い場合は、医療機関を受診しましょう。特にから
だの原因が見つからない場合は、ストレスが原因の可能性があります。
日々の生活を振り返り、ストレスの元について考えてみましょう。

Q：ストレスを放っておくと、病気になるのですか。
A：必ず病気になるわけではありません。また、多くの病気はストレスだけ

でなるものではありません。しかし、ストレスにさらされ続けると、心
身ともに疲れ果て、病気になる可能性を高めてしまいます。早めの対策
で、ストレスをためすぎないようにしましょう。

Q：家族の体調が悪いようです。おそらく仕事のストレスが原因だと思うの
ですが、家族として出来ることはありますか？

A：まずは意見をはさまずに、じっくりと話しを聞いてあげてください。考
えを口にすることで、本人の負担を減らすことができ、1人で考えてい
るよりも、何らかの対処法が見つかることがあります。

Q A&
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Q：薬でストレスを減らすことはできるのでしょうか？
A：薬により、ストレスの症状を和らげることは出来るでしょうが、ストレ

スの元を取り去ることはできません。薬だけでなく、それまでの生活を
見直すことで少しでもストレスの元を減らすことが大切です。

Q：受診をした方がいいかどうかはどう判断したらいいですか？
A：程度や状況により異なりますが、一つの目安としては、何日も気分や体

調がすぐれず、普段出来ていたことが出来なくなったりする、日常生活
に支障をきたしているようであれば受診を考えましょう。

Q：どこに受診、相談すればいいですか？
A：内容によって受診先、相談先が異なります。医療機関であれば心療内科

や精神科が中心になります。もよりの相談機関、医療機関を知りたいと
きやご相談は、”こころの電話相談 ”をご利用ください。

こころの電話相談 ０７２－２４３－５５００
相談日時：月曜～金曜（祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前 9：00～ 12：30　午後 1：30～ 5：00
対象は堺市民の方とさせていただきます。相談は匿名です。
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相談日時：月曜〜金曜（祝日・年末年始を除く）
9：00〜12：00  12：45〜17：00

対象は堺市民の方とさせていただきます。相談は匿名です。



メ モ
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