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彼もあなた⾃⾝も、⼆⼈が共に幸せになるための、表現⼒を⾝につけましょう。
その為には、お互いの違いを理解し、尊重する愛が⼤切です。

この、彼もあなた⾃分も⼤切にする⾃⼰表現スキルをアサーションと⾔います。
今⽇はこの、アサーションという表現スキルを⼀緒に学びましょう。

学びの項⽬

①アサーション３つのメリット
②あなたと彼のアサーションタイプ診断
③各アサーションタイプの特徴と対処法
④伝わる表現 「アイ」と「ユー」のメッセージ
⑤ありのままのあなたで愛し合う表現術４ステップ

ありのままのあなたで愛し合う表現⼒セミナー



①アサーション３つのメリット

1. あなた⾃⾝の幸せ

彼に、⾃分の意⾒を伝えることを我慢して諦めてきた現状が変わります。
伝えられるだけでも⼀つのストレス解消になります。
更に、表現⼒が⾝につくと、理解して貰えないというストレスも解消していけます。
結果、彼もあなたを幸せにする⽅法を知ることが出来て、円満な関係を構築出来ます。

2.彼の幸せ

彼は違う考え⽅を持っているという前提を理解するだけでも、⼀歩、寄り添えます。
更に、彼が違う考えに⾄った背景を思い遣ることで、もう⼀歩、深い寄り添いになります。
寄り添ってくれるあなたからの愛を感じて、彼は満たされます。

⼈は寄り添ってくれる相⼿を⼤切にしたいと思います。
この寄り添いを表現することで、結果、あなた⾃⾝をも⼤切にすることが出来ます。

3.⼆⼈の幸せ

彼を尊重する⾔葉を選んで⾃分を主張するため、彼も受け⼊れやすくなります。
結果的にスムーズに解決策が⾒つかります。
この、⼆⼈で解決していくという経験が、⼆⼈の絆を強めます。
そして、お互いに何でも聴き合い、伝え合える関係性を構築していけます。



②あなたと彼のアサーションタイプ診断

下記の２０の場⾯において、あなたはどのような反応をしますか？

タイプA：黙る・誤魔化す・⾔い訳をする・妥協する・服従する
タイプB：強がり・指⽰的・⾃分優先・⼀⽅的に主張・悪いのは他者
タイプC：素直・正直・誤魔化さない・歩み寄る・協⼒する・⾃⼰責任

A ,B,Cで回答して下さい。

1 家族や友⼈など、周りの⼈をほめるとき
2 他の⼈からほめられたとき
3 ⾃分の⻑所や過去の成果を伝えるとき
4 他の⼈から努⼒を労ってもらったとき
5 ⾃分の怒りを表すとき
6 他の⼈から怒りを向けられたとき
7 ⾃分が困惑していることや、緊張していることを伝えるとき
8 他の⼈の困惑や緊張を受け⽌めるとき
9 友⼈や同僚を誘うとき

10 周りの⼈に勧められたり誘われたりしたが、断りたいとき
11 知らないことやわからないことを質問するとき
12 「援助してほしい」「助⾔してほしい」と求められたが、断りたいとき
13 職場で適切な批判を伝えたいとき
14 ⾃分の失敗や間違いを指摘されたとき
15 ⼦どもや後輩を叱るとき
16 上司や年上の⼈に叱られたとき
17 思い通りに物事が進んでいないとき
18 仕事が予定通りに進んでいないと指摘されたとき
19 急な仕事の依頼をしたいとき
20 急に仕事の依頼を受けたが、断りたいとき

（出典：平⽊典⼦「アサーション⼊⾨ ⾃分も相⼿も⼤切にする⾃⼰表現法」より抜粋）

あなたは、ABCのどれが⼀番多かったですか？



それぞれの特徴について、より詳しく解説します。
彼があなたとは違うタイプの可能性もあるため、全てのタイプの解説に⽬を通して下さいね。

③各アサーションタイプの特徴と対処法

＜A：⾮主張タイプ＞

⾃分より相⼿を優先し適切な⾃⼰表現が苦⼿「私はOKではない、あなたはOK」

・黙る
・誤魔化す
・⾔い訳をする
・活発に物事を進めることが苦⼿
・⾃分から進んで⾏うことが苦⼿
・相⼿に⾃ら働きかけることが苦⼿
・⾃分をさげすんで妥協する
・⾃分をさげすんで相⼿に従う
・⾃分を否定する気持ちがある
・相⼿任せで決断⼒がない
・相⼿の承認で⾃分を認める
・相⼿からの働きかけで⾏動する
・相⼿を基準にして物事を判断する

このタイプの⼈は「⾃分がしている気遣いは相⼿も返してくれて当然」と考える傾向あり。
相⼿が⾃分と同等の気遣いを返してくれないと不満に感じやすいです。

・解ってもらえなかった
・譲ってあげた
・報われないければ惨め
などという気持ちが残ることも、少なくありません。
何故なら、相⼿を⼼から配慮し尊重したものではないからです。



⼀⾒、相⼿を思いやっているように⾒えるこの⾮主張タイプ。
後になって、不満を⾔ったり、⾔わなくても表情や態度に出たりしてしまいがち。
結果的に⾃分にも相⼿にも不利益を引き寄せる傾向にあるので注意しましょう。

例）デート中、いつも表現が曖昧で回答を濁すような彼なら・・・。

ランチは私が決めたから、⼣⾷はマグロさんが決めてね♪

などと、こちらから、彼の主張を促してあげる配慮が必要ですね。

＜B：攻撃タイプ＞

相⼿より⾃分を優先し攻撃的に⾃⼰表現する「私はOK、あなたはOKではない」

・実際以上に、強そうに⾒せたり⾔ったりする
・偉そうに⼈を⾒下した態度をとる
・相⼿に対する気遣いがない
・相⼿に対して否定的
・相⼿に対して指⽰的
・相⼿をコントロールしようとする
・⾃分を中⼼にして物事を考える
・相⼿の気持ちや⽴場を考えずに⾃分の欲求に従う
・上に⽴って⽀配したい
・相⼿の思いを認めず、⾃分の思いも⼀⽅的に主張する
・本来⾃分が負うべき責任・失敗・罪を他になすりつける

相⼿の気持ちを無視・軽視して、⾃分の意⾒や考えを押し付ける傾向にあります。
そのため、⼈々から敬遠されることもしばしば。



・相⼿が意⾒を聞いてくれないから悪い
・⾃分の弱さを受け⼊れられない
などと思っていることも、少なくありません。

例）
⼝調がキツかったり、⾒下す⾔い⽅をしたりして、攻撃的な傾向がある彼なら・・・。
彼の弱い⼀⾯がそうさせていること考慮し、あなた⾃⾝が傷つかないように⼼得ておきましょう。

このタイプの彼には、彼を認めていることを特にわかりやすく伝える必要があり、
歩み寄りも、彼が利益を感じられるように誘導することがポイントとなります。

しかし、相⼿に対して否定的な思考がある為、困難な場合も少なくないでしょう。
あなたが納得して応じられないことは、聞き流す勇気も持ちましょう。

また、明るく前向きで周囲から好かれている⼈や、攻撃に反応しない精神的に⼤⼈な相⼿には
攻撃することで周囲を敵に回したり、⾃⼰嫌悪に陥る為、攻撃しにくい傾向があります。
あなた⾃⾝が、攻撃されにくい⼈間性を⽬指すことも⼤切です。



＜C：中⽴タイプ＞

対等に、相⼿を尊重しながら適切に⾃⼰表現できる「私もOK、あなたもOK」

・正しく素直
・偽らない
・誤魔化さない
・飾らず、ありのまま
・柔軟な対応⼒
・活発に物事を進められる積極性
・他からの働きかけがなくても、⾃分から進んで⾏える⾃発性
・相⼿にとっても⾃分にとっても良い結果をもたらす、⾃他調和
・相⼿と共に⽬的に向かって⼼を合わせ努⼒する、⾃他協⼒
・相⼿の思いも⾃分の思いも認める、⾃他尊重
・お互いの違いを認めた上で、歩み寄れる
・⾃分で選択できる決断⼒
・相⼿のせいにせず、⾃⼰責任で⾏動

『率直・誠実・対等・責任』という４つの⼼構えがある⼈です。

率直…⾃分の意⾒や気持ちを率直に伝える

誠実…⾃分にも相⼿にも誠実であること

対等…⾃分も相⼿も対等に尊重する。
   たとえ上下の関係であっても、相⼿をひとりの⼈間として⼤切にする

⾃⼰責任…⾏動の結果を⾃分の責任として受け⽌める

相⼿と対等に接し、⾃分の意思で⾏動すること。
また、それに伴う結果に対して責任を持つこと。
これらを意識すると、相⼿を尊重しながら率直に⾃⼰表現していけるようになります。
そしてそれが、誠実な関係性になりますね。



では、これを実現する表現⽅法を学びましょう！

④伝わる表現 「アイ」と「ユー」のメッセージ

私を主語とするか、相⼿を主語とするかの、表現の違いで伝わり⽅が変わります。

私を主語とするメッセージを「アイメッセージ」、
相⼿を主語とするメッセージを「ユーメッセージ」と⾔います。

例１）

ユーメッセージ（相⼿が主語）
マグロさんは、既読スルーが多くて冷たい！

アイメッセージ（⾃分が主語）
⼤好きなマグロさんに既読スルーされると、私、寂しくなっちゃうの。

いかがでしょうか？
相⼿を主語にすると、批判的ですね。
これが、⾃分を主語にすると、あくまで⾃分の感情を述べていて、相⼿を批判していないですね。

例２）

ユーメッセージ（相⼿が主語）
明⽇の朝、ゴミ捨ててね！

アイメッセージ（⾃分が主語）
明⽇の朝、ゴミ捨ててもらえると、私、助かっちゃうな〜♪

いかがでしょうか？
相⼿を主語にすると、命令的ですね。
これが、⾃分を主語にすると、お願いに聞こえますね。
彼も、命令されるより、可愛くお願いされる⽅が、気分良く⾏動してくれますよね。



ワーク）

あなたが取り組んでいるプロジェクトで、⼀緒に働いているメンバーが辞めようとしています。
今、メンバーに辞められると、困ってしまいます。
あなたなら、どう伝えますか？

下記のユーメッセージをアイメッセージに変換してみましょう！

①こんな時期に辞めて困らせるの？

回答例）
このプロジェクトが終わるまで働いてくれると助かるよ！

②逃げるの？そんなの無責任だよ！

回答例）
マグロさんの気持ちは解るけど、このプロジェクトが成功するまで⼀緒に頑張らない？

③ ここで頑張れないと転職先でも同じことの繰り返しだよ！

回答例）
ここで頑張れたら、きっとマグロさんの成⻑にもなって、転職先でも成果を上げられると思うよ！

このように、相⼿の気持ちに理解を⽰したり、気持ちを汲むアイメッセージは
印象が柔らかくなり、お互いにとって、良好な関係を築ける表現⽅法です。

アイメッセージ = 愛メッセージ



＜アイメッセージのデメリット＞

まわりくどい表現になってしまい、重要度が伝わりにくい可能性もあります。

例）
あなたは、彼と約束している週末、もう⼀つ調整したい予定があります。
その為、待ち合わせの時間を今⽇中に知りたいです。
あなたなら、どう伝えますか？

アイメッセージ（⾃分が主語）
週末の待ち合わせ時間、今⽇中に連絡して貰えると助かるなぁ♪

ユーメッセージ（相⼿が主語）
週末の待ち合わせ時間、今⽇中に連絡してねー！

いかがでしょうか？
アイメッセージにすると”出来れば” 今⽇中にお願い！というニュアンスに感じる⽅もいるのでは？
ですが、ユーメッセージにすると、命令的ではありますが、重要度が伝わりますね。

例２）

アイメッセージ（⾃分が主語）
書類、今⽇中に提出して貰えると助かるなぁ♪

ユーメッセージ（相⼿が主語）
書類、今⽇中に提出して下さい！

いかがでしょうか？
アイメッセージにすると、明⽇の午前中で許してもらおう！と思う⼈もいるのでは？
ですが、ユーメッセージにすると、何が何でも、今⽇中に提出しようと思いますよね。

相⼿を主語にすると、命令的ではありますが、重要度が伝わります。



このように、場合によっては使い分けを意識する必要はあります。
ユーメッセージを使い、意図や重要度を伝えたい時は、
思いやりを感じる⾔い回しや、⼀⾔の付け加えが、相⼿への配慮になります。

例）

週末の待ち合わせ時間、今⽇中の連絡をお願いしまーっす！

お忙しいところ恐縮ですが、書類、今⽇中に提出して下さい！

いかがでしょうか？

・お願いします
・お忙しいところ恐縮ですが

相⼿に配慮する⾔葉が加わるだけで、例え指⽰であっても、印象が変わりますね。

＜アイメッセージ・ユーメッセージを使いこなす為の⼼構え＞

・⾃分の気持ちや考えや欲求は、⾔わなくても察してくれるはずという思い込みはNG。

・お互いの価値観は⼀致していなくて当然という前提を持つ。

・より良い関係性を築くためには、⼀時的に傷つけてしまうことはあり得る。
 どう乗り越えていくか、逃げずに向き合うことが誠実。

この⼼構えにより、アイメッセージを使う重要性が理解できたり、
ユーメッセージを使う勇気になったりするのではないでしょうか？



⑤ありのままのあなたで愛し合う表現術４ステップ（DESC法）

①事実を伝える・・・問題を「客観的かつ具体的に」伝える
②⾃分の気持ちを伝える・・・アイメッセージなら、攻撃的にならずに伝えられる
③提案する・・・ユーメッセージなら、相⼿への配慮を忘れずに伝える
④選択して貰う・・・相⼿にも選択する権利がある前提を持ち、妥協案や解決策を選んでもらう

この４ステップにより、お互いを尊重し、納得して解決策を導いて⾏けるので、
ありのままのでお互いを愛し合う、愛の循環が⽣まれますよ。

例）
あなたは、彼からの連絡が少なく、不安で寂しいです。
彼は仕事が忙しいと⾔って、いつもあなたを後回し。
あなたなら、どうする？

A：疎遠になりそうになりながら、ひたすら我慢する

B：恋⼈らしいこともしてくれなくて、冷たいと訴える

C：最近、恋⼈らしい時間がないなぁ。
   たまには、少しだけ⽢えたいなぁ。
   お仕事忙しいのに悪いとは思うんだけど、２分だけ電話で声聞かせて♡
   今夜の寝る前か、明⽇のお昼休みにどう？

Aでは、あなたの不安や寂しさは解消しません。
彼が、あなたの気持ちを知ることもないかも知れません。
いずれ、彼の愛情を疑ったり、不満が態度に出て、お互いに傷つく未来になりかねないですね。

Bでは、彼の状況を思い遣れていないですね。
もし彼が、寂しい思いをさせていることに焦りや罪悪感を感じているとしたら、
その気持ちを思い遣ることも出来ていません。
何も解ってくれていないと反発⼼を招いて、関係を拗らせてしまいかねないです。



Cが、理想的ですね。
忙しい彼を尊重した上で、歩み寄りの提案と、彼の都合を伺って選択肢を与えています。

応⽤編）
逆の⽴場だったら、どうでしょう？

彼が⾃⼰表現が苦⼿なAタイプなら。
彼が実は不満に思っていることに気づけないかも知れませんね。
⾃分の主張が簡単に通ったとき、次は彼の主張を引き出すことを意識すると良いでしょう。

彼があなたを否定してくる攻撃型なBタイプなら。
ここのところ会えなかっただけで、⼿料理振る舞ったり恋⼈らしいことしてるのに。
恋⼈らしくないとか、冷たいとか、ひどい！と思うかも知れませんね。
このように、⼈は否定されると、相⼿を受け⼊れがたく、反発⼼が芽⽣えるものです。

ここで、彼が攻撃的な⾔葉を発した背景を想像してみましょう。
本気で恋⼈らしいこともしてくれないとは思っていないかも。
会えないことの寂しさが⾊濃く感じられて、冷たいと⾔ったのかも。
こう想像するだけで、彼の感情を追体験し、彼を認める余裕が⽣まれませんか？

すると・・・。

近頃、なかなか連絡も出来ないし、⼿料理も振る舞っていないものね。
私もマグロさんとの時間が持てていなくて寂しいよ。
次のデートは、マグロさんが⾷べたいもの作るから、家に来ない？
来週末はどう？ それまで、なかなか連絡できないけど待っててくれない？

このように⾔えて、攻撃的な彼であっても
お互いにとって良い結果に導いて⾏きやすくなります。

攻撃的な⾔葉を受けた時、その⾔葉を発した相⼿の追体験をすることを意識してみて下さいね。
＊追体験：相⼿の体験を⾃分の体験としてとらえること。



ワーク１）
あなたのご夫婦は共働き。
今⽇は疲れていて、⼣⾷を夫に作って貰いたいあなたは、どう伝える？

回答例）
今⽇は仕事がハードだったから、疲れちゃったの。
マグロさんもお仕事で疲れているのに悪いんだけど、今⽇は⼣⾷作って貰えたら嬉しいな。
簡単なもので良いから、作ってくれない？

俺も疲れてて、⼣⾷作るのしんどいなぁ。

じゃぁ、今⽇は出前にして、待ってる間添い寝で⼀眠りしよ（チュー）

ワーク２）
あなたは今、納期が今週末に迫っている仕事を抱えていて、余裕がありません。
しかし上司から「今⽇、プレゼンの資料を作成して欲しい」と⾔われました。
断りたいあなたは、どう伝える？

回答例）
納期が今週末に迫っている仕事があって余裕がないんですよ！
任せて頂けるなんて嬉しいですし、是⾮お⼿伝いしたいんですけど。
来週でしたら可能です。
来週でも宜しいでしょうか？

今⽇じゃないとダメなんだ、他の⼈を探すよ！

申し訳ないです！懲りずに、また何かあったときはお声かけ下さい！

いかがでしょうか？ お互いを⼤切にしながら、良い関係性を築いていけますね。



まとめ

◆ 率直・誠実・対等・⾃⼰責任の４つの⼼得

率直…⾃分の意⾒や気持ちを率直に伝える

誠実…⾃分にも相⼿にも誠実であること

対等…⾃分も相⼿も対等に尊重する。

⾃⼰責任…⾏動の結果を⾃分の責任として受け⽌める

◆ アイメッセージ ＝ 愛メッセージ

◆ ４つの⼼得と愛メッセージを実現する会話のステップ

ステップ１ 事実を伝える

ステップ２ ⾃分の気持ちを伝える（相⼿を否定しないアイメッセージ）

ステップ３ 提案する（思いやりのあるユーメッセージ）

ステップ４ 選択して貰う




