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委員会主催 の 活動報告   

運営委員会 

 と  き  11月8日（木） 

 と こ ろ  筑紫野市生涯学習センター男女共同参画プラザ 

 参 加 者  運営委員 5名 

 次回予定  12月10日（月）19時～ 

       筑紫野市生涯学習センター男女共同参画プラザ 

 

委員会 

 と  き   11月9日（金） 

 と こ ろ   筑紫野市生涯学習センター男女共同参画プラザ 

 参 加 者   委員6名 

次回予定   12月14日（金）10：00～ 14：00   

＊今年度は第 2金曜日を定例とします。 

 

サイコドラマ 
 と き  12月17日（月）10時～12時 

ところ  山口コミュニティセンター１Ｆ会議室 

講 師  大山和宏さん（精神保健福祉士） 

 

＊会員限定の企画です。会員外の方も入会されて参加できます。（入会金 100円・会費半年分 1500円） 

 

協議会主催 の 活動報告   

県教育委員会との懇談 
と き  11月14日（水）１０：３０～１２：００ 

と こ ろ  福岡県庁 

参加者   ちくしより会員5名・会員外 1名 

 

 今年も 1時間30分にわたり、少人数学級・不登校の 

対応・インクルーシブ教育の考え方や実施状況・県立 

高校の朝課外についてなど、事前の質問に基づき、 

くわしくお話をしていただきました。 

また出席者からも時間が足りないほど、質問も出され 

ました。 

 

質問と回答につきましては現在協議会運営委員で、 

まとめています。 

詳しくは協議会ニュースにてお伝えします。 

 

 

毎月運営委員会1回、委員会1回を

開き、会の運営について話し合いをし

ています。 

子どもをとりまく状況をていねいに

話し込み、学習会などの企画も行って

います。 

 

＊サイコドラマは、アメリカの精神科医モ

レノの案出した集団心理療法。課題解決を

必要とするドラマを即興で演じ、その演技

の中で潜在的な自発性と創造性を発揮さ

せ、自己表現を行わせる技法。心理劇。 

 

懇談に参加して 

 

高校朝課外について知りたくて参加しました。ア

ンケートの集計結果を聞くことができよかったで

す。県内全部でアンケートに踏み切れたこと、まず

一歩前進だと思います。アンケートについては親の

意向や先生の顔色など気にしている点もあるので、

高校に通っている子ども自身の選択が反映されるこ

と願います。       （戸田紀代美さん） 

 1年に一度この時期に、福岡県教育

委員会との懇談を行っています。事前

に提出した質問に県の担当者より回

答をいただきました。 
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委員会主催 の 活動報告   

30人学級と私学助成拡充署名活動 議員懇談 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会主催 の 活動報告   

上映会と講演会 

ドキュメンタリー映画（2015年） みんなの学校 

 

とき   2019年2月9日（土） 

ところ   福岡市中央市民センター大ホール 

講 師   木村泰子さん 

参加費   映画と講演会 1,500円（当日券は2,000円） 

             18才以下  500円 

 

 

11 月 15 日 中牟田伸二さん（自民党県議団／春日

市／県議）参加：会員 2名 

 

「子どもの教育は大切です。子どもは日本

の宝です。子ども達が将来立派な大人にな

るための安心安全な環境を作るために、み

なさんの活動を応援しています。」 

 

11月12日 渡辺勝将さん（自民党県議団/那珂川

市/県議）参加：会員4名・会員外 1名 

 

「今後の日本を担う子どもたちの教育は絶対大

事だと思う。一緒にがんばっていきましょう。」 

 

全校道徳は定員となりました！ 

キャンセル待ちになっています。 



ちくし教育を考える会 はぐくみ Vol.148 2018年 12 月発行 

 

協議会主催 の 活動報告   

自分を好きになるコミュニケーション術 
批判に対応するアサーティブな表現方法とは 

アサーティブカフェ 
と き：12月1日（土）14:00～16:00 

ところ：アミカス２Ｆ研修室ＡＢ 

講 師：谷澤久美子さん 

（特定非営利活動法人アサーティブジャパン認定講師） 

参加者：ちくしより会員5名 

＊運営はちくし教育を考える会が担いました。 

 

最初にペアになって一人2分半で自己紹介。 

①今日呼ばれたいニックネーム。 

②日常の自分の傾向は、ドッカンなのか、オロロなのか、

ネッチーなのか。 

③そして近況。 

次はみんなで円になって、今度は 1分で自己紹介。 

 

次にグループ分け。①ただ話を聞いてほしい。②話を

聞いてアドバイスが欲しい。③自分の問題をロールプレ

イしたい。④自分の問題を相手にロールプレイしてほし

い。どうしたいか希望にわかれて、60分のグループワー

ク。私は自分の問題を相手にロールプレイしてほしいに

所属。『葬儀の仕事中、開式前の空いた時間にちょくち

ょくおしゃべりしてくる後輩にどう対処するか』を演じ

てもらいました。ちょうど講師の谷澤さんが来られてア

ドバイス。たぶんその場での対応はもうできそうだから、

違う機会に後輩に思いを伝えるシチュエーションをとい

うことになりました。グループの二人はとてもいいロー

ルプレイをされて、『後輩は私が思っているほど、自分

が仕事中におしゃべりしていることに気がついていな

い。』ということに、私が気づきました。さらに谷澤さ

んが「最初に後輩のいいところをきちんと伝える、これ

は相手を持ち上げてから注意するということではなくて、

相手のいいところをちゃんと認めて伝えるところから始

めるということ。」「『後輩が私ってそんなにしゃべっ

てました？』と聞いたら、『正直、しゃべっているって

私は感じていた。』と伝えること。そして『今まで気づ

いていて伝えなかった私にも責任がある』『お客様が一

人でも式場内にいらっしゃる時はおしゃべりは控えたい

と思うの。これからもいい葬儀を一緒に作っていきまし

ょう。』とさわやかに終わる。」と言われました。短く

しかも思いやりのある言葉で自分の感情と要望を的確に

伝えるスキルに、あらためてプロはすごいなと感じまし

た。 

この後、グループのメンバーを入れ替わり、それぞれ

のグループでどんな気づきや学びがあったかを分かち合

いました。 

最後は全員で円になり、今日私が学んだことを一言ず

つ話しました。私は「短いフレーズに思いをこめる」で 

した。あっという間の2時間でした。（報告：中尾啓子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会主催 の 活動報告   

 

カフェに参加して    久原さん 

グループ分けで、私は語るグループに入り、前日

起こった事を話しました。娘が帰って来たと思った

ら、来たのは娘ではなく娘の友達で、その子が何も

言わずに家に上がって来た事にビックリして、何も

言えなかったという事を話し、マナーはきちんと伝

えたら、とアドバイスをもらいました。約一時間、

語るグループの他の人たちからも、それぞれ違う話

を聴く事が出来て、とてもいい時間でした。 

 その後、他グループの人たちとシェアする時間が

あり、自分の本当の気持ちを探り、率直に伝える事

の大切さを改めて感じました。２日目の講演会も、

素晴らしい時間になるだろうなあと思いながら帰

宅しました。 
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協議会主催 の 活動報告   
 

 

アサーティブ講演会 
と き：12月2日（日） 

ところ：アミカス４Ｆホール 

講 師：谷澤久美子さん 

 

 協議会でアサーティブの取り組みを始めて 4年目とな

り、来ていただいた講師も４人目です。「アサーティブジ

ャパンの講師が、みんな福岡はいいよ～と言うので、楽

しみに来ました。岡つながりで静岡からやってきまし

た。」と谷澤さんの明るい言葉で講演会がスタートしまし

た。最初に 2人一組を作りました。ペアでの自己紹介は

ニックネームで行う。これはいつもの名前だといつもの

自分のコミュニケーションのクセが出るからとのこと、

納得！ 

  

まずは批判を受けた時の自分のコミュニケーションの

癖を知ることが第一歩。 

① 攻撃型（ドッカン）～批判されること自体が許せな

い。相手を徹底的に打ち負かそうとする。②受け身

型（オロロ）～批判=自分と考え批判をまともに受け

る、批判を受けないよう逃げる。③作為型（ネッチ

ー）～態度やイヤミなど遠回しな表現をする、巧妙

に復習する。 

これにはパターン別対処法があり、攻撃型（ドッカン）

は充分にクールダウンする、まずは受けとめる、腹は立

った、行動は選べる、呼吸 1～2 秒置く、「そうですか」

「そう思われましたか」と言ってみる。受け身型（オロ

ロ）は必要以上に自分を卑下しない→頭に入れて自分に

プレゼントする、ボディランゲージに注意する。作為型

（ネッチー）は伝えたいことは何か自分の中で言語化す

る、率直に伝える、誠実になる・・という対処をする。 

 この他にも、「コミュニケーションと性格はイコールで

はない！」。「相づちは『ソナタ』→そうそう、なるほど、

たしかに、で言う」。自分の心の急所を知っておく（ケア

してもらう）私を成長させてくれる人と思えたら素敵！

批判はプレゼントになるかもと考えてみる・・などたく

さんの心に残る言葉をいただきました。「アサーティブで

未来を拓く！」「困ったら、『アサーティブ・チャンス！』

と取り組んでみる！」谷澤さんの言葉を胸に、日々アサ

ーティブでありたいと思いました。（報告：中尾啓子） 

 

アサーティブトレーニング 
と き：１２月２日 

ところ：アミカス２Ｆ研修室ＡＢ 

講 師：谷澤久美子さん 

参加者：ちくしより会員８名会員外２名 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 アサーティブの４つの柱である誠実・率直・対等・

自己責任を谷澤さんの説明とペアでの読み合わせで

確認してから、３人一組のロールプレイに取り組み

ました。グループで困ってところがあれば、谷澤さ

んをお呼びしてアドバイスをもらい、そこからまた

グッとアサーティブな表現になりました。終わった

後の参加者の明るい顔が印象に残りました。（報告:

中尾啓子） 


