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リーダーとは
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入寮して、早1ヶ月が経過

新入生の 導入教育(大変重要）
に尽力してくれた
寮役員・アドバイザーの皆さん
大変ご苦労様でした

皆さんの熱心な指導が
私にも十分に伝わりました

導入教育の指導 ご苦労様
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入学式の翌日の校長訓話で
2年生に対してアンケートを実施

2年生に「格好いい人って、どんな人？」
というテーマで、思いつく事を書いてもらった

「格好いい人」⇒ 沢山の回答の中に
「リーダーシップが取れる人」と記載
そこで

「リーダー」を深堀しよう

格好いい人とは？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

①自分たちの組織が、将来どうあるべき
か、何を行うのか、ビジョンや目標を
示す

②仲間の思いに耳を傾け、明るく、オー
プンに振る舞い、やる気を盛り上げる

③困っている人を助けて、具体的な解決
策を出す

・・など

リーダーって、どういう人？
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幼稚園で教えられた事を

大人になっても

守って、実行している人

リーダーとは？
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① 挨拶しよう
② 間違ったら謝ろう
③ 譲ることも大切
④ 感謝の気持ちを表そう

振り返ってみよう
もう一つ加えたい事

⑤ 小さな約束を守ろう

幼稚園で教えられた基本動作
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① 友人からお金を借りたら、翌日すぐに返す
② 会合に遅れそうになったら、事前に連絡を入れる

・ 寮の食事：「食べます」という予約を
取り消さないで放置は？？
⇒お互いの約束事で成り立っている

リーダーにふさわしくない行動
× 「まあ、いいや。誰かがやるだろう」
× 「今じゃなくてもいいだろう。そのうち

やろう」（先延ばし）

小さな約束の事例

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

当たり前と言われている事を
他人から言われる前に
行動できる人

⇒ リーダー
皆さんも
実行に移していきましょう

格好いい人になろう
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リーダーとは 
 

新入生の皆さんが、4月に入寮してから、早 1ヶ月が経過しました。新入生の導入教育に尽力

してくれた、寮役員そしてアドバイザーの皆さん、ご苦労様でした。皆さんの熱心な指導が、

私にも十分に伝わりました。さて、入学式の翌日（2016 年 4 月 12 日）に、校長訓話の授業が

あり、2年生には「格好いい人って、どんな人？」というテーマで、思いつく事を書いてもら

いました。 

今日は、この「格好いい人」を取り上げてみます。沢山の回答の一つに「リーダーシップが

取れる人」という言葉が数件ありました。そこで、このリーダーという言葉を深堀して考え

てみましょう。皆さんが思うリーダーって、どういう人でしょうか？例えば、①自分たちの

組織が将来どうあるべきか、何を行うのかに関してビジョンや目標を示せる人、②周囲の仲

間の思いに耳を傾け、明るく、オープンに振る舞いながら、皆のやる気を盛り上げる人、③

困っている人を助けて、具体的な解決策を出せる人・・などが、思い浮かびます。 

 

私は、次の言葉が印象に残っています。「リーダーとは、幼稚園で教えられた事を、大人にな

っても守って、実行している人」。いかがでしょう。皆さんは、意外に感じますか。 

では、幼稚園で、私たちは何を教えられたのでしょうか？例えば、①挨拶しましょう。②間

違ったら謝りましょう。③譲ることも大切です。④感謝の気持ちを表そう。これらの基本動

作を、今もできているかどうか、振り返ってみることが大切です。そして、私は、リーダー

の要素として、もう一つ、加えたいと思っています。それは、「小さな約束を守る」というこ

とです。例えば、友人から、少額でもお金を借りたら、翌日すぐに返す。会合に遅れそうに

なったら、事前に連絡を入れる。そういう小さな約束が、色々あります。たとえば、毎日、

私たちは食堂で、食事をしていますが、「食べます」という予約、つまり、「あらかじめの約

束」をしていながら、予約を取り消さないで、放置してしまうというのは、どうでしょうか？

立場を替えて考えてみましょう。賄いの方が、私たちの食事を作るのを忘れて、急に休んで

しまったら、どうなるでしょうか？もし、ご飯がなかったら、お腹がペコペコで、勉強も 

部活もできません。となると、この食事も、お互いの約束事で成り立っていることが分かり

ます。さらに、深く見つめると、お互いに感謝の気持ちで、結びついていることにも気づく

でしょう。私は、相手の顔を思い浮かべようと、心がけています。そうすると、自分が何を

しなければならないかが、自然と浮かんできて、行動に結びついてきます。 

反対に、リーダーにふさわしくない行動とは、「まあ、いいや。誰かがやるだろう」と思って、

自分から行動しないことです。あるいは、「今じゃなくてもいいだろう。そのうちやろう」と

先延ばしにすることです。 

さて、食事の話に戻りましょう。皆さんならどうしますか？「この日は、食べないから、 

事前に欠食届を出しておこう」、「あまり好きなおかずではないけど、頑張って食べよう」、 

「今からもう欠食届は間に合わないが、すみませんと、一言断りに行こう」このように行動

できれば、私たちは、リーダーに大きく一歩近づきます。 

当たり前と言われている事を、他人から言われる前に、行動できる人。それがリーダーです。

皆さんも実行に移していきましょう。 
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挨拶は自分のために
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はじめに

「あいさつ」 を

漢字で 書けますか
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挨拶は自分のために
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はじめに

「あいさつ」 を

漢字で 書けますか
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挨拶の意味は？

挨拶 ＝

心を開いて

相手に迫る

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

挨拶の４つのポイント

１ 相手の目を見る

２ 声をはっきり 特に語尾を

３ 動作と表情
・挨拶を言ってから、お辞儀
・少し笑顔で

４ 自分から先に行う
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挨拶の意味とは？ ①

挨拶は誰に対して
しているのだろう？

悩みの声
挨拶しても返事が返ってこない
⇒ だから 止めてしまった

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

挨拶の意味とは？ ②

「お先に失礼します」 など

挨拶の意味を考えてみよう

① 相手に自分の存在感を示す
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挨拶の意味とは？ ③

②自分に向かっても言っている

・ モードを切り替える
「今から、部活を頑張る！」
「よし、これから、実習だ」

・ 「今日もよく頑張った
ご苦労さん」
と 自分をねぎらう

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

挨拶は自分のために

①相手に自分の存在感
を示す

②自分に向かって言っている
・ モードを切り替える
・ 自分をねぎらう

励ます
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挨拶は自分のために 

 

挨拶と言えば、まずは「おはようございます」が思い浮かびますが、「こんにちは」、「おばん

です」など、人に出会った時に、声を掛け合いますね。将来、皆さんが会社に入った時のこ

とを想定してみると、「お先にどうぞ」、「お先に失礼します」などもあります。 

挨拶とは、どういう意味でしょうか？調べてみると、「心を開いて、相手に迫る」とあります。

そう聞いて、私なりに「自分から進んで、相手の心の中に、入って行こう」と思いました。 

次に皆さんが、挨拶をする時に意識していることは何でしょうか？4つポイントを紹介します。 

① まずは、相手と目を合わせてください。これをやらないと、効果が半分以下になります。 

② そして、声をはっきりと出す。特に語尾は、意識して発音しましょう。 

③ 3 つ目は、表情と動作です。少し笑顔を作る。そして、会釈か、一歩足を踏み出すなど、

その時に応じて、自然な動作を加えてください。 

④ 4 つ目は、この挨拶を「自分から先に行う」ということです。 

私が以前、新入社員達と話をした時に、こういう事を聞きました。「私も最初は、元気に挨拶

をしていました。でも最近は、やらなくなりました。なぜなら、挨拶しても、返事が返って

こないからです。」相手からの反応がなくて、無視されたように感じてしまったのです。気持

ちは、よく分かります。それをきっかけに、改めて挨拶の意味を考えてみました。 

例えば、職場で使う挨拶のひとつに「お先に失礼します」があります。まだ職場に残ってい

る人たちに、そう言って帰ります。何も言わないで帰る場合と比べて、どう違うのでしょう

か？もし、黙っていなくなると、急用ができた時「あれっ、山崎君は、戻ってくるのかな？

それとも、もう帰ったのかな？」と心配になります。挨拶をすれば、「もう、職場にはいない」

ことが、はっきり伝わります。ですから、自分の存在感を示すためにも、この挨拶は大切な

行為です。 

もう一つあります。挨拶は、もちろん、相手に向かって話しているのですが、その声を聞い

ている人が、もうひとりいます。そう、自分自身です。私は、「挨拶というのは、実は、自分

に向かっても言っているんだ。」と、ある時から思い始めました。 

1 日の時間を振り返ってみると、色んな時間帯に分けることができます。勉強する時間、休憩

時間、部活動の時間など。私は、これらそれぞれの活動内容を「モード」と呼んでいます。 

「お先に失礼します」の自分に対する意味は、「今日の仕事はこれで終了。今からは、仕事は

忘れて、友人との懇談モードに切り替える。」と自分に向かって宣言しています。あるいは 

「今日もよく頑張った。ご苦労さん」と、自分をねぎらっている時もあります。そう考えて

いくと、例え相手からの返事がなくても、自分だけで続けていけそうな気がします。そして、

実は、相手は確実に聞いていて、「あいつは、いいやつだ」と思っているのです。 

「自分を励ます」、「モードや気分を切り替える」為にも、挨拶を上手に活用しましょう。 

朝、家を出る時、「行ってきます」と声に出す。なんだか自分に向かって言っている気に 

なってきます。 

相手に向かって心を開いて、声を出す訓練。自分の行動を制御し、気持ちを切り替える習慣。

自分の存在を周囲の人に分かってもらうメッセージ。挨拶には、色んな効果があります。 

自分を元気にするために、挨拶を活用していきましょう。   
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チームを強くする

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

チームって何？

チームプレイ、チームワーク など
から浮かぶニュアンス（例）

１ 自分勝手に行動しない
２ 周りのことに配慮しながら
３ 全体で成果が出るように
４ 自分を抑えて行動しよう ・・・・

チームを強くする方法を
深堀りしてみよう！
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第一問：チームとは、何人からが
チームでしょうか？

第二問：チームのメンバーは
永遠に変わりませんか？

第三問：メンバーの一人ひとりは
弱くても、チーム全体は
強くなれますか？

チームに関する質問

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

私の答え

１ 最低2人の人間がコンビを
組めば、チーム

２ チームは永続的ではない
長く続くこと自体を
目的とはしていない

３ チームには、自立できる人
強い個人があるべき
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私の答え

１ 最低2人の人間がコンビを
組めば、チーム
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長く続くこと自体を
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１ ある目的やプロジェクトを
達成したい個人の集まりが

２ 自らリーダーとなって
(リーダーを選んで）
必要なメンバーを集め

３ 具体的な成果を出す
⇒ リーダーの存在が必要

チームの定義

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

チームを強くする方法①

誰が何をしているかを
識別できることが必要

・お互いに顔・名前・能力・個性を
知っている
但し、お互いに仲良しになり
心情的に親密である必要は無い

・お互いが補い合う。自分とは
異質の能力を持った人と
分業と協力の関係を作る

－ 15 －



4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

自分ひとりで決断するリーダーが必要

日立の和の精神
① 職位に関係なく議論

メンバーは同格

② リーダーが決断する

③ 決定に従い
お互いに協力する

チームを強くする方法②

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

チーム内に知恵を出す人が必要
（チームの外では駄目）
まとめ

① 強い個人
② 知恵（アイデア、提案）＋決断
③ 行動（分業と協同⇒助け合い）
⇒ クラス、部活、寮の部屋など

自分たちはチームなんだと
チームを意識して強くしていこう

チームを強くする方法③
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チームを強くする方法③

チームを強くする 

 

今日はチームについて考えます。あなたが、チームと聞いて思い浮かぶ言葉は何ですか？ 

例えば、チームプレイ、チームワークなどでしょうか。この言葉から浮かぶあなたのニュア

ンスは、「自分勝手に行動しない。周りのことに配慮しながら、全体で成果が出るように、 

自分を抑えて行動しましょう」ということでしょうか。私の考えは、少し違います。 

皆さんも学校や部活、そして寮生活でも、チームで動きます。会社に入ってからも、チーム

の活動は沢山あります。ですから、今からチームで動く時の基本的な考え方を理解しておき

ましょう。きっと役に立つと思います。 

早速ですが、私から皆さんに 3つの質問をします。考えてみてください。 

第一問：チームとは、何人からがチームでしょうか？ 

第二問：チームのメンバーは、永遠に変わりませんか？ 

第三問：チームのメンバーの一人ひとりは弱くても、チーム全体は強くなれますか？ 

さて、いかがでしょうか？私の答えは、次の通りです。 

① 最低 2人の人間がコンビを組めば、チームになる。 

② チームは永続的ではない。長く続くこと自体を、目的とはしていない。 

③ チームを作るには、ひとりだけでも自立できる人が集まるべき。弱い者が集まっても、 お 

互いが、他の仲間に依存することになる。チームを作る前に、まず強い個人があるべき。 

ここで、改めて、チームとは何か？という定義を考えてみましょう。チームとは「ある目的 

やプロジェクトを達成したいという個人が自らリーダーとなって（又は、個人の集まりが、 

リーダーを選んで）必要なメンバーを集め、仕事をすること」です。つまり、チームには 

「私がまとめます」というリーダーが必要です。 

例えば、部活ではキャプテンになるでしょう。チームも人間と同じで、「私がやるんだ」と 

いう主体的な意志を持った人が必要です。 

さて、その上で、さらにチームが強くなる為に必要な要素を考えていきましょう。 

私は、次の 3つだと思っています。 

1 誰が何をしているかを識別できることが必要である。 

お互いに顔と名前、さらには相手の能力、個性について知っていることです。誤解しないで 

もらいたいのですが、お互いに仲良しになり、心情的に親密であることが大切だという意味 

ではありません。チームワークは、お互いが、足りないところを補い合って、組織全体を 

強くすることです。ですから、自分とは異質の能力を持った個人を何人か見つけて、分業と 

協力の関係を作っていこう。そういう風に考えてください。 

2 チームには、自分ひとりで決断するリーダーが必要である。 

先ほどリーダーが必要と言いましたが、その意味を補足します。例えば、皆で意見を出し合 

い、話し合うことはとても重要です。しかし、議論や会議に時間を掛けすぎるのも問題です。 

いや、有害になることさえあります。私たちには、何事もみんなで時間をかけて話し合い、 

決定には慎重を期し、着実に進むのがよいと考える傾向があるかもしれません。 

しかし、チームで仕事をするには、スピード（速さ）が重要です。そのスピードを具体的に 

言うと、①意思決定の速さ、②実行の速さ、③変化への対応の速さの 3つになります。従っ 
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て、ある段階まで議論した後は、リーダーの迅速な決断が求められるということです。 

ここで、日立の和の精神を振り返っておきたいと思います。この和の精神は、「職位の上下に 

拘わらず、自分の意見をしっかり言う。その上で、リーダーが決断したら、そこからは、決 

定事項に従い、皆で協力し合って、目的を達成する」というものです。「職位の上下に拘らず」 

とは、「チーム内のメンバー間には、役割分担はあるが、上下関係はない。メンバーは互いに 

同格であることが基本である。」という意味です。 

3 チーム内に知恵を出す人が必要である。 

最後、3つ目です。チームと言うと、行動優先という気がするかもしれませんが、それだけで 

は不十分です。チームには、知恵を出す人が必要です。しかも、その人は、チームの外では 

なく、中にいることが大事なポイントです。 

以上を纏めると、チームには、強い個人を前提に、知恵を出す人、決断する人、そして行動 

する人の 3つの種類の人が集まり、お互いの役割を理解し、共に助け合うことで、より高い 

成果を生み出していくことができます。これらの要素を意識して、強いチーム作りを目指し 

てください。                                        
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日専校のブランド価値を向上させよう

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

日専校のブランド

ブランド：
日立マークのインスパイヤ・ザ・ネクスト
「安心だ、信頼できる、いい製品に違いない」
← 日立にブランド価値があるから

日専校：
モノづくりの人材を100年以上育成
トヨタ学園、ﾃﾞﾝｿｰ学園との交流・切磋
琢磨などを通して、より良い学校を
目指そう
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一人ひとりが、工場の職場で
「仕事を任せられる」
「職場内で信頼されている」
という評価をいただくこと

一人ひとりの職場での高い評価の
積み重ねが、日専校ブランドの
一番大切な要素

一番大切なブランド価値とは？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

1 清潔で、さわやかな 学校

２ 資格取得に強い 学校

３ 卒業生が技能五輪で活躍する
学校

（部活動は、五輪選手の育成と心技体
の鍛錬の上で、関連している）

日専校が目指したい3つの姿
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①掃除が行き届き、チリやホコリが無い
ゴミが落ちていない

②錆びたままで放置されていない

③声を出して、笑顔で挨拶をし合う
④先生と生徒が質問や意見を率直に

言い合える
⑤剣道：礼儀・正しい姿勢・忍耐を学ぶ

(全員、剣道1級合格を目指そう)

清潔で、さわやかな学校

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

全国工業高等学校長協会が主催。
等級毎に定められた点数の合計が

・30点以上を 「シルバー」
・45点以上を 「ゴールド」
・60点以上を 「特別表彰」

として表彰
実習：旋盤、電子機器、溶接各種の技能検定
各種知識や技術：計算技術、危険物、英語
漢字、ＩＴ技術など・・・

ジュニア・マイスターに挑戦
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技能五輪での活躍（卒業生）

栃木大会に卒業生、在校生が64名出場

日立グループの中に占める
日専校の割合は8割

日専校卒業生の成果

金4個 銀8個 銅5個 ＝ 合計17個
敢闘賞17個

「日専校は五輪に強い」という
評価の定着

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ 清潔で、さわやかな校内
２ 資格取得に強い
３ 技能五輪で活躍

日専校をアピールするポイントは他にもある

生徒と先生とが一緒になって、日専校の良さ
を一層発揮、発信していこう

まとめ
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日専校のブランド価値を向上させよう 

 

今日は、日専校のブランド価値について、考えていきましょう。ブランドという言葉は、 

皆さんにとって聞き慣れない言葉かもしれません。例えば、製品に日立マーク、インスパイ

ヤ・ザ・ネクストのロゴが印刷されているのを見ると、皆さんはどう感じますか？安心だ、

信頼できる、いい製品に違いない。そうお客様は思って、私たちが作る製品を購入してくれ

ています。それは、日立にブランド価値があるからです。同じように考えていくと、我々の

学校、日専校も 100 年以上人材を育成し続けてきた、伝統ある立派な学校です。モノづくり

を担う若手人材を育成する、企業が運営する学校としては、他にトヨタ学園、ﾃﾞﾝｿｰ学園、日

野学園（いずれもトヨタグループ）があります。このような学校とも切磋琢磨しながら、よ

り良い学校作りに向けて、皆さんと先生とが一緒になって取り組んでいきたい。私は、そう

考えています。 

さて、この価値を根底で支えているものは何でしょうか？それは、皆さん一人ひとりが、工

場に就職して、職場で、「仕事を任せられる」、「職場内で信頼されている」という評価をいた

だくことです。一人ひとりの高い評価の積み重ねこそが、日専校ブランドを支える一番大切

な要素です。 

その点を踏まえた上で、将来、日専校に入学してくる候補である中学生に対して、どういう

アピールが出来るだろうかと考えてみました。私の思いをこれからお話します。皆さんもク

ラスのホームルーム等で、議論しながら、意見交換をしてみてください。先生と生徒皆さん

との間で施策や目標を共有し、一緒に取り組み、外部にも発信していきたいと考えています。 

私が目指したい日専校の姿を、3つ考えてみました。第一は、清潔で、さわやかな学校。二番

目は、資格取得に強い学校。3つ目は、卒業生が技能五輪で活躍する学校です。 

第一の「清潔で、さわやかな」というのは、①掃除が行き届き、チリやホコリが無い。ゴミ

が落ちていない。②錆びたままで放置されていない。③声を出して、笑顔で挨拶をし合って

いる。④先生と生徒が質問や意見を、率直に言ったり、聞いたりしている。そんな風景です。

また、剣道は日専校の必須科目になっていますが、ここでは、社会人として自立していくこ

とも意識して、礼儀、正しい姿勢、忍耐を学んでください。全員が、剣道 1 級に合格するこ

とを願っています。 

二番目の資格取得に強いという点に関して、私は、ジュニア・マイスターに着目しています。

これは、社団法人、全国工業高等学校長協会が主催しています。概要だけ言いますと、各種

国家資格、検定の区分表に定められた点数の合計が、30 点以上を「シルバー」、45 点以上を

「ゴールド」、さらに 60 点以上を特別表彰として、表彰する制度です。私たちは、実習の中

で、旋盤、電子機器、溶接各種の技能検定に合格すべく学んでいます。それに加えて、計算

技術、危険物、英語、漢字、パソコンなどの各種知識や技術の検定にも取り組んでいます。

これらの各資格は、等級ごとに点数化されています。この合計点で、30 点以上、そして 45

点以上を目指すわけです。来年から、このジュニア・マイスターに、より一層力を入れてい

きます。皆さんも元気に挑戦してください。 

最後、第三は、技能五輪です。これは、生徒全員が取り組めるものではありませんが、日専

校として重要なアピールポイントです。今年の栃木県で行われた大会で、日専校の卒業生、

－ 23 －



在校生合計で、63 名が出場しました。日立グループの出場者の中に占める日専校卒業生の割

合は、約 8割です。日専校卒業生の成果ですが、金 4個、銀 8個、銅 5個、合計 17 個、そし

て敢闘賞 17 個を、獲得することが出来ました。このことからも、技能五輪に関しては、日専

校の卒業生の活躍が、大いに期待されていることが分かります。皆さんも是非、立派な先輩

の背中を見ながら、後に続いてください。 

以上、清潔でさわやかな学校、資格取得に強い学校、そして技能五輪で活躍する学校の 3 点

を紹介しました。日専校をアピールするポイントは、これ以外にもあるでしょう。皆さんと

先生とが、一緒になって、この学校の良さを一層発揮できるよう、来年以降も頑張っていき

ましょう。                                         
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考動アクションで自分を伸ばそう

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１．寮生活
① 楽しい。良きマナー。メリハリ
② 交流活発。時間の有効活用
③ 自分なりに考える時間（30分/日）

２．学校、実習
① ジュニア・マイスター（ゴールド）
② 自分の得意を磨く
③ 工場で役立つ実戦力、知識

３．部活
① 皆で勝つ（全員で役割分担）

目標設定(案)
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１．自分なりに考える
自分で決めたことが一番やる気が出る
記憶にも残る

２．能率手帳、実習・部活ノートの活用
① 自分の思いを表現する

⇒ 書きながら考える
② 半年前、半年後の自分を見る

⇒ 過去・未来の自分との比較
他人と比べない（励みにする）

考動アクションで自分を伸ばす

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

自分にとっての 心・技・体

１．①心＞②体＞③技
・技 の前に、体を作る
・体 の前に、心を作る

① 心とは？（＝メンタル力）
・腐らない、諦めない
・ストレスを逃がす力
・コミュニケーション力

（我慢しすぎない。自分の思いを相手に伝える力）

② 体とは？
・睡眠（7.5時間以上） ・野菜 ・歯
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① 和 （自分の意見を言い）

・自分の思いを表現する力
結果はチームの決定に従う
⇒コミュニケーション力をアップしよう

② 誠
・自分に嘘を付かない
（嘘がどうかは、自分は、分かっている）

③ 挑戦＝失敗＆成功
・挑戦できる人が、失敗できる
（失敗しない人は、挑戦しない人）

和・誠・挑戦

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

①礼儀は、なぜ必要か？
・人は、それぞれの習慣・やり方
考え方・好み・・・皆違う

・その上で、共同生活・仕事を行う
・チームで成果を出すのが目的
⇒違いを認め、違いを受け入れる

② マナー、声掛け
・感じの良い振る舞い
・気遣いの言葉（ごめん、すみません）

礼儀＝我慢しすぎない、でも気遣い
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① 勝とうと思っても勝てない時がある
勝とうと思わなければ、もっと勝てない

② 資格を取ろうと思っても、1回では
合格できない時もある
自分で、目標を設定して、取ろうと思わ
ないと、益々合格から遠ざかる

⇒ ・目標を設定する
・「絶対、勝つ」と思う強い気持ち

部活・五輪・資格 勝ちにこだわる

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１. 生徒会
・生徒が選ぶ月間ＭＶＰ

２．クラスマッチ
・ジュニアマイスター
（年間総獲得点数÷クラスの人数）

・校内、技能競技大会
３．校外学習（交流会）

学校外の施設・会社など訪問・交流
４．青春の思い出作り

キャンプファイア、バーベキュー
寮のボードゲーム大会 などなど

新たな考動アクション(案)
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・生徒が、自分で自分を伸ばそうと
思って、取り組む

・先生が、生徒の個性を踏まえて
個別にコーチング（得意を伸ばす）

・生徒と先生が、一緒になって
日専校をさらに良くしていこう

まとめ

注：本テーマはパワーポイントのみで
　　文章の説明はありません
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後輩を指導する方法

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

脳には、自分を、過剰に守ろうという傾向
「できない、無理」という否定語が脳に入る

脳は、「自分なりには頑張っているから
できなくても仕方がないんだ」
と自分がやらない事を正当化しようとする

⇒ 一歩深く考え、新たに取り組む意欲が
減退する

①後輩は「できないかもしれない」と思う
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できなくても仕方がないんだ」
と自分がやらない事を正当化しようとする

⇒ 一歩深く考え、新たに取り組む意欲が
減退する

①後輩は「できないかもしれない」と思う
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「なぜ、後輩は難しいと感じているのか？」
後輩の立場に立って、一緒に考え、会話する

「今、一歩前進する為に何ができる？」という
観点で、一緒に考え、選択肢を出し合う

実行可能で、やれそうなものを決める
(無理に、高いハードルを設定しない)

当分の間、それを継続して、やってみる
1週間等、一定期間ごとに振り返りを行う
後輩が、閉じこもっている殻（から）を破って
一歩外に踏み出せるように背中を押す

①対応策
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②「言われた事を、コツコツ行う事が大切」と思う

・「失敗するのは嫌。失敗しないように、慎重
に進めよう」

⇒「失敗するかも？」⇒脳に否定語に響く

・課題が終了に近づく ⇒ 「そろそろ終わり
だな。もうできたのも同然。このくらいで十分
いいだろう」と安心、妥協

⇒要注意(脳の働きが止まってしまう）
脳の働きを 後ろから押す

突き抜けるまでやりきる
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１ やること、やらないことを具体的に決める
早く実行する

２ 考えすぎず、まず実行を優先する

適宜、振り返りながら、修正を加える

３ 勝負する時は「よし、勝てるぞ！」と
自分に言い聞かせる

⇒自分の持っている才能を最大限に発揮できる

「やる時は全力投球
一気に駆け上がろう」

②対応策
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「100％先輩に従います」という気持ちだと要注意
⇒心の中に 「自分なりに頑張っている。だから

それで充分満足だ」

⇒頑張ること自体が目的になっている
⇒先輩も「頑張っているね」と、ねぎらってくれる
⇒ 問題が無いように思う

⇒ 脳は 「頑張って」 と言われても
意味不明
どう行動して良いか 実は分かっていない

③「頑張ります。先輩の指導に従います」と思う

－ 32 －



3

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ やること、やらないことを具体的に決める
早く実行する

２ 考えすぎず、まず実行を優先する

適宜、振り返りながら、修正を加える

３ 勝負する時は「よし、勝てるぞ！」と
自分に言い聞かせる

⇒自分の持っている才能を最大限に発揮できる

「やる時は全力投球
一気に駆け上がろう」

②対応策

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

「100％先輩に従います」という気持ちだと要注意
⇒心の中に 「自分なりに頑張っている。だから

それで充分満足だ」

⇒頑張ること自体が目的になっている
⇒先輩も「頑張っているね」と、ねぎらってくれる
⇒ 問題が無いように思う

⇒ 脳は 「頑張って」 と言われても
意味不明
どう行動して良いか 実は分かっていない

③「頑張ります。先輩の指導に従います」と思う

4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ 具体的に、目的と目標を明確にする
２ 仲間や自分に見えるようにする

３ 目的：「将来、自分が見たいと思う姿」
（例）：技能五輪で金メダルを首に下げている姿

部活で、県ベスト8になって、抱き合って喜んでいる姿

４ 目標：「今現在見えているもの」
「やれば達成可能な水準(レベル)」

⇒自分に合った、その時々達成すべきステップ

将来の目的達成の為、今できる小さなステップをセットする

目標の立て方は、人それぞれ
その人なりの能力・今の水準などに応じて 変わる
部活のメンバーの目的は同じ（目標は人によって違う）

③対応策
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１ 高すぎる目標を設定しない
自分にとって、これなら達成が可能だという水準を決める

２ 見える目標、つまり測定でき、評価できる目標
例えば、目的を「カッコいい自分を作る」とした場合
目標は「体脂肪率を〇にする。毎日20分の筋トレをする」

３ 「できた、できなかったか」
「やった、やらなかったか」
が明白になるもの。難しければ、目標を見直す
（例えば、20分を止めて、15分に修正）

何故なら、達成感や充実感が、自分の心に湧いてきて
やる気が湧き、成長につながっていくから

④ 目標の立て方 （注意事項）

－ 33 －



5

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

結果に対して、責任を取るのは、自分自身だという覚悟を持つ
自己責任の上で、素直に、他人のアドバイスや教えを受ける
のは、素晴らしい

×× 「先輩の言う通りに頑張ってやりました。でも、結果は
うまくいきませんでした。その理由は、先輩の指導にあります」

⇒ 個々人のレベル、性格や得手・不得手によって
やり方を変えて、個別に丁寧に、指導するのは難しい

⇒ 「自分の事は自分が決める」という覚悟を、心の中に持つ

①他人の意見を受け入れる度量
（心の広さ、素直さ）

②失敗・結果を自分で引き受ける覚悟

対策：素直さは大事。素直すぎると駄目
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後輩を指導する方法 

 

日専校は、全員が寮生活を送り、全員が部活に参加しています。他の学校以上に、先輩、 

後輩、そして先生が、一緒に生活しているという、お互いの人間関係が深いのが特徴です。

その結果、部活、実習、寮生活、様々の場面で、先輩として、後輩に接し、指導する機会も

多くあります。そこで今日は、先輩の立場として、後輩をどうアドバイスしながら、導いて

いけばよいのかについて、考えていきましょう。 

進め方としては、「後輩はこんな風に考えているかも？」という、仮定的なケースを 3つ置き

ました。それに対して、先輩として、どう対処していけばよいか、私の考えを紹介します。

考動アクションの一環として、皆さんが、自分なりに考え、積極的に行動していくことを 

期待しています。 

・ケース１：後輩は、「できない、無理かもしれない」と思っている。 

脳には、自分を過剰に守ろうという傾向があります。「できない、無理」という否定語が脳の

中に入ると、脳は、「自分なりには頑張っているのだから、できなくても仕方がないんだ。」

と自分がやらないことを、正当化しようとします。その結果、一歩深く考え、新たに取り組

む意欲が減退します。そう思っている後輩に対して、どう対応していけばよいでしょうか？ 

⇒対応策：次のステップで、進めていきましょう。 

① 「なぜ、後輩は、難しいと感じているのか？」後輩の立場に立って、一緒に考え、会話 

してみましょう。 

② 「今、一歩前進する為に、何ができるだろう？」という観点で、一緒に具体的に考え、 

いくつかの選択肢を出し合いましょう。 

③ その中から、実行可能で、これならやれそうと思うものを決める。(無理に、高いハード

ルを設定しない。) 

④ 当分の間、それを継続して、やってみる。1週間等、一定期間ごとに振り返りを行う。 

大切な事は、後輩が、閉じこもっている殻（から）を破って、一歩外に踏み出せるように、

先輩として、背中を押してあげることです。 

 

・ケース 2：後輩は、「言われた事を、コツコツ行う事が大切だ」と思っている。 

「コツコツやる事」は、「一歩ずつ着実に前進する事」と同じで、誉められるべき事と思って

いる人が大半でしょう。確かに、コツコツと努力することは大切です。その上で、私は、こ

の考えを良い考えではないと、否定的に考えています。なぜか？コツコツの裏に潜む、無意

識の心の中を想像してみましょう。そこには「失敗するのは嫌だ。だから、失敗しないよう

に、慎重に進めよう」という思いがあります。「失敗するかも？」と思うこと自体、脳には否

定語に響き、働きを止めてしまいます。一方で、課題が終了に近づいてきた時に、「そろそろ

完成だな。もうできたのも同然。このくらいで十分だ、いいだろう。」と安心、妥協してしま

うことがあります。これも要注意です。何故なら、この場合も、脳の働きが止まってしまう

からです。脳の働きを後ろから押してください。 

⇒対応策： 

① やること、やらないことを具体的に決めて、早く実行してください。 
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② 考えすぎず、ます実行を優先します。その上で、適宜振り返りながら、修正を加えていく

方法をお勧めします。 

③ 勝負する時は、「よし、勝てるぞ！」と自分に言い聞かせることが大切です。それによっ

て、自分の持っている才能を最大限に発揮できるようになります。「やる時は、全力投球

だ。一気に駆け上がろう」。そういう考え方を後輩に教えてください。 

 

・ケース 3：後輩は、「頑張ります。先輩の指導に従います。」と思っている。 

素直に、先輩の言う事に耳を傾け、それに従って、訓練を積んでいくことは良いことです。

ただ、もし心の中で、「100％先輩に従います」という気持ちで、言っているとすると、要注

意です。自分の心の中に「自分なりに頑張っているのだから、それで充分満足だ」という、

頑張ること自体が目的になっている場合があります。先輩や先生も「頑張っているね」など

と、ねぎらってくれるので、それで問題が無いように思います。ですが、ここは深堀して、

よく考えてみましょう。というのは、脳は、「頑張って」と言われても、意味不明で、どう行

動して良いか、実は分かっていないからです。では、どう考えればよいのでしょうか？ 

⇒対応策 1 

① 具体的に、目的と目標を明確にして、仲間や自分に見えるようにすることです。目的とは、

「将来、自分が見たいと思う姿」のことです。例えば、技能五輪で金メダルを首に下げて

いる姿が思い浮かびますね。あるいは、部活で、県ベスト 8になって、皆で抱き合って 

喜んでいる姿など。これが目的です。 

② 目標とは、今現在見えているものです。つまり、やれば達成可能な水準(レベル)は何かに

注目します。将来の目的に達成する為の、今現在できる、小さなステップをセットします。

自分に合った、その時々達成すべきステップ（段階）を、目標と言います。 

③ 目標の立て方は、人それぞれです。その人なりの能力、今の水準などに応じて変わります。

例えば、部活のメンバーは、目的は同じでも、全員が同じ目標に取り組んでいるわけでは

なく、人によって違っています。次に、個々人の目標に注目しましょう。 

④ 目標の立て方の注意事項を紹介します。 

・高すぎる目標を設定しない。自分にとって、これなら達成が可能だという水準を決めて

取り組んでください。 

・見える目標、つまり測定でき、評価できる目標にしてください。例えば、目的を「カッ

コいい自分を作る」とした場合、目標は「体脂肪率を〇にする。毎日 20 分間の筋トレを

する」と定める。これだと「できたか、できなかったか」、「やったか、やらなかったか」

がはっきりします。そして、難しければ、目標を見直しましょう。例えば 20 分を止めて、

15 分に修正するなどです。20 分で達成できないまま放置するよりも、15 分を確実に達成

する方が効果的です。何故なら、達成感や充実感が、自分の心に湧いてきて、やる気が 

湧き、成長につながっていくからです。 

⇒対応策 2 

対策の第二は、「素直さは大事。でも素直すぎてもダメ。何故なら、最後の結果に対して、責

任を取るのは、自分自身だという覚悟が、心の中にないといけないから。従って、自己責任

の覚悟を持った上で、素直に他人のアドバイスや教えを受けるのは、素晴らしい。」というこ

とです。素直に他人のやり方や考えを受け入れる事は、大切です。しかし、「素直」にも欠点
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があります。例えば、「先輩や先生の言う通りに頑張ってやりました。でも、結果はうまくい

きませんでした。うまく行かなかった理由は、先輩の指導方法にあります。」後輩に、もし、

こう言われたら、どうでしょうか？先輩は、自分達の経験に基づいて、良いと思った方法を

教えています。でも、これが、個々人にとって 100 点のやり方ではないのです。何故なら、

個々人の性格や得手不得手によって、やり方を変えるのが効果的ですが、実際は、個別に丁

寧に指導することは難しいからです。ですから、「自分の事は自分が決める」という覚悟を、

心の根底に持ちましょう。①他人の意見を受け入れる度量（心の広さ、素直さ）と、②失敗

も含めて、結果を自分で引き受ける覚悟。この 2つを意識して、自分で決めていく習慣を 

つけてください。 

後輩の指導は、実は自分も成長する事につながります。自分を伸ばすためにも、後輩の面倒

を、しっかりと、みてあげてください。お願いします。                   
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滑舌を良くする訓練
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「滑舌よく 話す」
＝相手が聞き取りやすいように

はっきりと話す為に、舌や口を
滑らか（なめらか）に動かすこと

今日のポイント
１ ボイストレーニング＝声を出す訓練

をしよう

２ 噛む習慣をつけよう

滑舌（かつぜつ）良くする
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１ 話のタイトルや自分の名前を言う時は
ゆっくり目に、大きな声で言う

２ 結論や言いたい要点を初めに言う
聞き手は、話の方向を事前につかめる

３ 語尾は、ゆっくり目に、明確に話す
「来ます、来ません」など、語尾で、意味
が決まる
語尾不明瞭 ⇒ 肝心な点が伝わらない

⇒ ビジネスに役立てる

１分間スピーチの助言

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

例Ａ：「2寮、205号室の、田中修三です
体育館の鍵を借りに参りました。失礼し
ます」（段々早口、名前を聞き取りにくくなる）

例Ｂ：（いきなり、「森本組長」というよりも）

「失礼します。森本組長、田中修三です
ご相談があります」
例Ｃ：「失礼します。田中修三です。2寮
203号室です。体育館の鍵を借りに参りま
した」 ⇒簡潔で、分かりやすい話し方の工夫

寮担室に入る時
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さざなみの ささやき
サックスを さっそうと吹く

佐々木さんち（家）の ささはらで
ささ（笹）の葉が サラサラと
そよいでいます

意識して、口を開け、声を出そう

ワークショップ 口を動かし、発声

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

あいうえお あえいうえおあお
おえういあ

かきくけこ かけきくけこかこ
こけくきか

さしすせそ させしすせそさそ
そせすしさ

アナウンサーの発声訓練
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早口言葉 の紹介

① 坊主が 屏風（びょうぶ）に
上手に 坊主の 絵を描いた

② 売れ筋商品 死に筋商品
③ この竹垣に 竹立てかけた

のは 竹立てかけたかった
から 竹立てかけたのです

④ 黄パジャマ 茶パジャマ
赤パジャマ

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

話し方の訓練以外で、大切なこと
１ 食事の際、よく噛む
２ 舌を動かす訓練をする

舌や口の周りの筋肉を鍛える
噛むことで、口の周囲の筋肉を動かす

柔らかいハンバーグや白米だけでなく
ごぼう、麦ごはん、キノコ、生野菜などを
かみ砕き、回数多く噛む

まとめ （滑舌を良くする）
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滑舌を良くする訓練 

 

今日は、聞き取りやすい話し方ができるように、どういうトレーニングをするか、について

一緒に考えていきましょう。「滑舌＝かつぜつ」という言葉を聞いたことがありますか。 

「滑舌よく、話す」とは、相手が聞き取りやすいように、はっきりと話す為に、舌や口を 

滑らか（なめらか）に動かすことです。今日、私が、皆さんにお願いしたいポイントは、 

次の 2つです。 

第一は、普段から、ボイストレーニング、つまり、声を出す訓練をしよう。 

第二は、よく噛む習慣をつけよう。 

第一の声の訓練とは、単に、大きな声を出すのではなく、大きく口を開けたり、閉じたりし

ながら、明瞭に話す練習のことです。現状の皆さんの話し方を、振り返ってみましょう。 

私たちは、生徒集会で、代表者による 1 分間スピーチを行っています。発表者には、事前に

校長室に来て、簡単にリハーサルをしてもらうことがあります。折角大勢の前で話す良い機

会ですから、私なりに、何かアドバイスをしてあげたいというのが、そもそもの動機です。

その際、私が、皆さんに助言している事例を 3つ紹介します。 

１ 初めに、話のタイトルや自分の名前を言う時は、少しゆっくり目に、大きな声で言う。 

２ 結論や言いたい要点を初めに言う。 

これで、聞き手は、あなたの話の方向を事前につかむことができます。 

３ 語尾は、ややゆっくり目に、明確に話す。「来ます、来ません」など、日本語は、語尾で、

意味が決まります。語尾がはっきりしないと、肝心な点が伝わりません。 

以上ですが、参考にしてください。 

ところで、時々感じる事ですが、皆さんが自分の名前を言う時に、早口になる人がいます。

例えば、寮担室に入る時に、「2 寮、205 号室の、田中修三です。体育館の鍵を借りに参りま

した。失礼します。」などと言います。セリフが長いので、段々と、早口になり、名前が聞き

取りにくくなります。私ならどう言うか、考えてみました。すぐに名前から始めると、相手

が注目できません。将来、皆さんが会社で上長に話し掛ける時に、いきなり「森本組長」と

いうよりも、「失礼します。森本組長、田中修三です。ご相談があります。」と言ったほうが

よいでしょう。さて、寮担の先生に言う場面です。「失礼します。田中修三です。2 寮、203

号室です。体育館の鍵を借りに参りました。」は、いかがでしょうか？（もしかして、部屋番

号は不要かもしれません。）私が、皆さんにお願いしたいことは、相手に自分の名前を憶えて

もらおうと、意識して下さいということです。 

さて、活舌の話に戻ります。早速ですが、ここでワークショップをやってみましょう。 

大きく口を動かしながら、声に出してください。 

 

さざなみの ささやき 

サックスを さっそうと吹く 

佐々木さんち（家）の ささはらで 

ささ（笹）の葉が サラサラと そよいでいます 
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意識して、口を開け、舌を動かしながら、声を出さないと、うまく伝わらない感じが、分か

ってもらえたでしょうか。私が、皆さんにお願いしたい事は、口を開け、舌を動かし、声を

出す訓練を、日専校時代に、しっかりと身につけてほしいということです。英語もそうなの

ですが、声に出して、訓練することが、とても大切です。本の文字を見て、目で覚える。 

これでは、案外と覚えられない。覚えたと思っても、実際に声に出すことはできません。 

頭の中だけでは、自転車のこぎ方や泳ぎ方が覚えられないのと同じです。ですから、是非、

口を動かしながら、訓練してください。寮の部屋で声を出すと、同室の人の迷惑になります。

なかなか良い場所が見つかりません。声には出さないで、口だけを大きく動かしながら、 

訓練するのも一つの方法です。授業中に、皆と一緒に声を出すこともお勧めです。 

クラスの考動アクション、朝のチャレンジタイムの中に、取り込んでいきましょう。 

NHK などのアナウンサーは、発声の訓練を行っています。その時の、訓練風景を覗いて（のぞ

いて）みましょう。50 音の基礎練習です。 

 

  あいうえお  あえいうえおあお おえういあ 

  かきくけこ  かけきくけこかこ こけくきか 

  さしすせそ  させしすせそさそ そせすしさ   

 

（以下は、講話では、略） 

  たちつてと  たてちつてとたと とてつちた 

  なにぬねの  なねにぬねのなの のねぬにな 

  はひふへほ  はへひふへほはほ ほへふひは 

  まみむめも  まめみむめもまも もめむみま 

  やいゆえよ  やえいゆえよやよ よえゆいや 

  らりるれろ  られりるれろらろ ろれるりら 

  わいうえを  わえいうえをわを をえういわ 

 

 早口言葉もありますね。例えば、こういう感じです。 

 １ 坊主が 屏風（びょうぶ）に 上手に 坊主の 絵を描いた 

 ２ 売れ筋商品 死に筋商品 

 ３ この竹垣に 竹立てかけたのは 竹立てかけたかったから 竹立てかけたのです 

 ４ 黄パジャマ 茶パジャマ 赤パジャマ  

 ５ 隣りの客は よく柿食う客だ 

 ６ この釘（くぎ）は ひきぬきにくい釘だ 

 ７ 東京都 特許許可局 許可局長 

 ８ 生バナナ（5回連続で言う） 

朝のチャレンジタイムに挑戦してみてはいかがでしょうか・ 

 

次に、話し方の訓練以外で、滑舌を良くする為に、大切なことを紹介します。それは、 

１ 食事の際、よく噛むこと。 

２ 舌を動かす訓練をすること。 
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この 2 つです。舌や口の周りの筋肉を鍛えてください。噛むことで、口の周囲の筋肉を動か

すことができます。ですから、食事の時も、意識して噛む。おかずやご飯も、柔らかいハン

バーグや白米だけではなく、ごぼう、麦ごはん、キノコ、生野菜などをかみ砕き、回数多く

噛むことを心がけて下さい。日専校生らしい、滑舌の良い話し方を意識して、訓練していき

ましょう。                               

 

（参考 1）舌を訓練するゲーム 

1 鼻の下に、小さな海苔（のり）、海苔巻きの海苔を、水に濡らして、貼ります。それを、

舌を上に伸ばして、取ってみてください。 

2 紙コップを 3 つ用意します。それを 2 つ並べて、その上に一個載せます。3 つ全体を、落

としたり、倒したりしないように、ストローを使って、50 センチ先に、移動させるゲームで

す。ストローを吹きながら、紙コップを速く動かすのも、結構、疲れます。 

 

（参考 2）舌を清潔にすること 

余談ですが、口の中を清潔にすることは、インフルエンザなどの予防の観点からも大事です。

舌は、結構汚れています。時々、歯ブラシで、舌も軽くごしごしとこすってあげてください 
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漢字を書き分ける

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ 大和言葉（和語）：
基本的に ひらがなで
「もり」 「はやし」 「やま」・・・

大昔の日本には、話言葉だけ。文字は無かった

２ 漢語： 漢字で
中国から入ってきた文字と発音

３ 外来語： カタカナで
セイフティ シナジー

日本語は3つの言語から
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漢字の伝来

中国で生まれた漢字が、日本に伝来した
のは 5世紀（400年台、1500年前）
そもそも、日本語に漢字は無かった
話す言葉だけがあった

山崎 の
「山」（マウンテン）を思い浮かべてください

（参考） 三角形の「やま」が３つ⇒ 山
象形文字＝実際の形をイメージして

漢字を創った

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

他の例：音読み：訓読み

林
「リン」 「はやし」

中国の読み方 昔からの
日本の言い方

音読み 訓読み＝大和言葉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森
「シン」 「もり」

－ 46 －



2

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

漢字の伝来

中国で生まれた漢字が、日本に伝来した
のは 5世紀（400年台、1500年前）
そもそも、日本語に漢字は無かった
話す言葉だけがあった

山崎 の
「山」（マウンテン）を思い浮かべてください

（参考） 三角形の「やま」が３つ⇒ 山
象形文字＝実際の形をイメージして

漢字を創った

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

他の例：音読み：訓読み

林
「リン」 「はやし」

中国の読み方 昔からの
日本の言い方

音読み 訓読み＝大和言葉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森
「シン」 「もり」

3
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問題：
大和言葉の

「かく」 を

漢字で書いてください

問題１： 「かく」

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

問題１： 「かく」

書く 字を書く

描く 絵を描く

欠く ○○を欠く（欠ける）

欠く？ ⇒そもそも 「かく」は1つの同じ言葉
瓦、粘土に字を書くと、その部分が欠ける
だから、欠くと書くは、同じことを表していた

⇒後から、適宜漢字を当てていった

－ 47 －



4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

他の例 ⇒ 問題２

大和言葉の「ほる」＝穴があく
彫る 掘る

「わく」＝ぶくぶく、泡が出る
（泉が）湧く （お湯が）沸く

と書き分けている

「みる」を漢字で書いてください

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

大和言葉では、全部同じく 「みる」 と言った
① 医者にみてもらった

② 映画をみた

③ 外の景色がみえる

④ 看護士さんにみてもらっている

⑤ 顕微鏡で、よくみてごらん

問題２： 「みる」
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他の例 ⇒ 問題２

大和言葉の「ほる」＝穴があく
彫る 掘る

「わく」＝ぶくぶく、泡が出る
（泉が）湧く （お湯が）沸く

と書き分けている

「みる」を漢字で書いてください
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大和言葉では、全部同じく 「みる」 と言った
① 医者にみてもらった

② 映画をみた

③ 外の景色がみえる

④ 看護士さんにみてもらっている

⑤ 顕微鏡で、よくみてごらん

問題２： 「みる」

5

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

問題２： 「みる」

① 医者に診てもらった （診断）
② 映画を観た （観賞）
③ 外の景色が見える
④ 看護士さんに看て （看病）
⑤ 顕微鏡で、よく視て （視察？）

視て？ 観て？ 見る？

大和言葉を漢字に直す時は、私たちは
意味を考えながら、漢字を当てている
⇒絶対的な正解はない
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漢字を書き分ける 

 

今日は、漢字の話をします。その前に、そもそも、日本語は、一つの言語だと、皆さんは 

考えているかもしれません。私は、3つの言語から成り立っていると、思っています。 

具体的に言うと、大和言葉（和語）、漢語、外来語の 3つです。 

大和言葉とは、基本的に平仮名で表すものです。「もり」、「はやし」、「やま」などは、大昔の

日本人の話し言葉です。大昔、文字は日本には無かったわけで、話し言葉だけが言語でした。 

2 つ目は、漢語です。いわゆる漢字で、中国から文字と発音が入ってきました。そして、3つ

目は、外来語です。一般的にカタカナで表示します。セイフティ（安全）、クオリティー（品

質）などです。これらは、元々外国の言葉ですが、その音をカタカナで表現しています。 

漢字に注目しましょう。日専校の授業でも、漢字の書き取りテストがありますが、私も漢字

を書こうとすると、迷うことが、時々あります。皆さん、是非漢字に強くなってください。

漢字を通して、熟語や諺を学ぶと、一歩深く考えていくことができます。 

先ほど触れましたが、そもそも大昔に、日本語に漢字はありませんでした。日本に中国から

漢字が伝来したのは、今から 1500 年ほど前、西暦 400 年代、5世紀と言われています。 

一瞬、相当遠い昔のように感じますが、日本人の長い歴史から振り返ると、そんなに昔の 

ことでもないことが分かります。 

まず、漢字は、どうしてできたのかを振り返っておきましょう。一例として、私の名前、 

山崎の「山」を取り上げます。皆さん、実際の「山」（やま）の形を、思い浮かべてください。

三角形が 3つ横に並んで、真ん中が高くなっています。その形から、この字ができました。「川」

という字も同様です。川の水の流れをイメージすると、漢字を使わない海外の人も、容易に

文字の成り立ちを理解できます。 

さて、山という漢字には、音読みと訓読みがあります。これを私は、勝手に「中国語読み」

と「大和（やまと）言葉」と呼んでいます。なぜなら、音読みとは、この漢字を、当時中国

人がどう発音したかを表した読み方だからです。そして大和言葉は、漢字が伝来する前、例

えば 1万年前に、日本人が、マウンテンを見て、何と言っていたのかを表す音なのです。「や

ま」と言っていたのです。この訓読みを、日本を「大和（やまと）の国」と言いますので、

私流に「やまと言葉」と勝手に言っています。 

私の名前は、「やま・さき」ですが、中国語では「サン・チー」と言います。サンは、音読み

のサンと同じですね。そもそも漢字のなかった日本に、サンという音と一緒に「山」という

漢字を輸入しました。その字に、日本人が昔から呼んでいた大和言葉「やま」を、訓読みと

して、重ねて、置いたわけです。1つの漢字に 2通りの読み方があるのは、こういう背景です。

私は、この方式に、昔の日本人の素晴らしい知恵を感じています。 

「林」という字は、「リン」という中国の読み方と、「はやし」という日本本来の言い方の 

2 つの音があります。「森」も同様に、「シン」と「もり」の 2 通りの読み方です。「なんだ、

音読みって、中国語と同じ発音なんだ」と、以前私は、妙に納得した覚えがあります。 

次に、漢字を書き分けるという面から、見ていきましょう。日本語で「かく」と発音する 

動詞があります。皆さん、漢字で何通りか書いてみてください。・・・・（10 秒経過） 

「書く」「描く」「欠く」が出てきました。はい、そうですね。書くは、字を書く。描くは、
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図や絵を描く時に使います。でも、それらと比べると、欠くは、欠ける、削れて無くなる   

感じで、全く違う言葉のようです。でも実は、そうでもないのです。 

そもそも、大昔、ノートと鉛筆のない時代、日本人は、どうやって書いていたのでしょうか？

瓦（かわら）の板をイメージしてください。そこに、硬い尖った石で、瓦に傷つけて、何か

をかいている姿をイメージしてください。すると途端に、「書く」と「欠く」がつながって 

きます。彫った部分が、欠けていくわけですから。 

もう少し、この種の例を挙げてみましょう。「ほる」はどうでしょうか？掘る、彫る、ですね。

「わく」も沸く、湧くがあります。「さす」は、刺す、指す、射すなど。これらは、意味を     

考えながら、日本人が「この意味や状況の時は、こっちの漢字を使おう。」と、当てる漢字を

適宜、決めていったのです。 

では、最後にもう一つ、「みる」という文字を、漢字で書き分けてください。スマホでメール

を打つ時、どの字を使ったらいいか、迷うこともありますよね。 

 

1 医者にみてもらった。 

2 映画をみた。 

3 外の景色がみえる。 

4 看護師さんに、みてもらっている。 

5 顕微鏡で、よくみてごらん。 

 

医者に診察してもらう。映画を観賞する。単に外の景色が目に入る。看護師さんに面倒を  

みてもらっている。細かく観察する。そんな風に意味を意識しつつ、漢字を当てていきます。 

答えは、こんな感じでしょうか。 

 

1 医者に診てもらった。 

2 映画を観た。 

3 外の景色が見える。 

4 看護師さんに、看てもらっている。 

5 顕微鏡で、よく視てごらん。 

 

ところで、最後の 5 は、「よく観てごらん」でもいいかなと迷いませんか。そう、漢字は、    

意味を考えながら、字を当てています。自分の思いや意志を込めたい時もあります。 

この場合は、観て、視てのどちらでも良いと思います。                     
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２　脳を活性化させる
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自分を元気にする方法

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

調子が出ない時って？

・不安や心配に気を取られて、学習や
部活に集中しにくい

・失敗が気になって、前向きな課題に
取り組む意欲が減る

・「やらされ感」
義務的に嫌々取り組んでいる
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マイナスの感情を
脳の隅っこに追いやって

プラスの感情を
脳の真ん中に持ってくる

脳に注目しよう

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

手帳に書く時、どっちがいい？

パターン１： → 否定的
「疲れた」「参った」
「いやだ」「眠い」

パターン２： → 激励的
「今日は、○○で頑張った」
「○○が達成できてよかった」
「次は、○○に挑戦していきたい」
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マイナスの感情を
脳の隅っこに追いやって

プラスの感情を
脳の真ん中に持ってくる

脳に注目しよう
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手帳に書く時、どっちがいい？

パターン１： → 否定的
「疲れた」「参った」
「いやだ」「眠い」

パターン２： → 激励的
「今日は、○○で頑張った」
「○○が達成できてよかった」
「次は、○○に挑戦していきたい」

3
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私A：自分＝意識している私
私B：脳 ＝無意識の脳

「私A」と「私B」(自分と脳は別物）

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

「私A」と「私B」

「私A」が「私B」にポジティブに
話しかける

・素晴らしい
・よくやった
・その調子だ
・達成できるぞ

自分にご褒美だ！
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エジソンの言葉

「成功とは 1％のひらめきと
99％の汗である」

９９％の汗とは？
これを、どう脳に伝えるか？
⇒ 失敗した ×
⇒ 成功への階段 ◎

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

「悲観は気分、楽観は意思」
＝嫌だなあと思うと、暗くなる
自分から楽しいと思うと、明るくなる

「反省すれども、後悔せず」
＝失敗から学ぼうという前向きな姿勢

くよくよしない
目を未来に向ける

自分の脳に語りかける
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エジソンの言葉
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「悲観は気分、楽観は意思」
＝嫌だなあと思うと、暗くなる
自分から楽しいと思うと、明るくなる

「反省すれども、後悔せず」
＝失敗から学ぼうという前向きな姿勢

くよくよしない
目を未来に向ける

自分の脳に語りかける

5
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脳を活性化すると元気になる

自分の脳を元気にする
＝ウキウキ、ワクワク状態

「私Ａ＝
意識している自分」が

「私B＝脳」を
上手に励まそう
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自分を元気にする方法 

 

今日は「自分を元気にする方法」について、一緒に考えてみましょう。皆さん、こんな気分

になることはありませんか？ 

・不安や心配に気を取られて、学習や部活に集中しにくい。 

・失敗をすると、いつまでも気になって、前向きな課題に取り組む意欲が減ってしまう。 

・「やらされ感」というか、義務的に、いやいや学習や部活に取り組んでいる時がある。 

・先生に注意やアドバイスをされても、素直に聞こうという気持ちが湧かない。 

 

こういう心の状態から脱する為に、どうしたらよいのでしょうか？では、早速ですが、私の

答えを申し上げます。答えは、「マイナスの感情を脳の隅っこに追いやって、プラスの感情を

脳の真ん中に持ってくること」です。 

皆さんは、毎日、能率手帳を使って、振り返りを行っています。そこに何を書いていますか？

2つの形（パターン）があります。 

パターン１：「疲れた」「参った」「いやだ」「眠い」。 

パターン２：「今日は、○○で頑張った」「○○が達成できてよかった」「次は、○○に挑戦し

ていきたい」 

パターン１は、自分に対して否定的で、なんだか、自分を虐めているようにも感じます。 

パターン２は、自分で自分を激励しています。 

私は、時々日記を書いていますが、基本的に、嫌な出来事や不快な感情は書きません。楽し

かったこと、自分にとって役立ちそうな情報をメモします。嫌なことを書かないのは、マイ

ナスの感情に引きずられたくないからです。 

ところで、皆さん、脳って何でしょうか？人間の脳って、どうなっているのでしょう？今こ

こで、皆さんは、校長の話を聴いている。聴きながら、何か考えている。その自分と脳とは、

同じことだと思っていますよね。私の考えは、違います。私は、こんな風に考えています。 

私には、「私 A」と「私 B」と２つの私がいます。「私 A」とは、今、校長の話を意識しながら

聞いている脳です。色々悩んだり、困ったり、考えたりしています。もうひとつの「私 B」は、

言うなれば、無意識の脳です。嫌なことを言われると、落ち込み、楽しいことを言われると、

知らずのうちに前向きになります。「今日は、美味しいケーキが待っているよ」と聞くと、 

なんだか、無性にうれしくなり、やる気が出てきます。「私 B」は案外と単純です。 

私が言いたいことは、「私 B」、つまり無意識の脳を楽しくする工夫をすると、自分自身が元気

になってくるということです。 

もう一度繰り返します。「私 A」が「私 B」の無意識の脳に話しかけます。「ダメだ」「無理だ」

「分からない」と。すると、「私 B」は、「そうか、やっぱり止めたほうがいい」「これ以上、

失敗はしたくないし」と、後ろ向きの反応をするのです。その反対に、「私 B」に対して、「素

晴らしい」「よくやった」「その調子だ」と語りかける、能率手帳にもそう書くと、どうなる

でしょうか？「私 B」は、「へえ、そうなんだ。自分って、結構頑張っているかも」「この調子

で、もう少しやり続けてみよう」となります。 

このように、自分で、自分のことって、案外と分かっていないことが多いのです。 
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一番もったいない、やってはいけない事は、自分で自分を責めて、虐（いじ）めることです。

自分の能力を否定形で包んで、閉じ込めてしまうことです。それって、「私 A」が「私 B」を

虐めているように、私には見えます。 

エジソンという人を知っていますか？アメリカ人で、電灯やステレオなど沢山の電気製品を

発明した人です。彼はこう言いました。「成功とは、1％のひらめきと 99％の汗である。」この

99％の汗って、何でしょうか？これは、99 回失敗したということです。でも、彼は「失敗し

た」とは思わなかった。「この 99 回は成功への階段なんだ」と「私 B」を励まし続けたのです。

楽観的な意思を持ち続けたことで、やり遂げることができたのです。 

「悲観は気分、楽観は意思」、「反省すれども、後悔せず」という言葉があります。この言葉

を、自分で時々つぶやいています。自分の脳にマイナスのメッセージを送るのは止めて、 

プラスのメッセージを送り続けてください。それが、自分自身を元気にする方法です。      
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自信を作る方法
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自信って、有るか無いかの問題？

「私は、人前で話すのは苦手
自信がない」

「今度の中間テストは、それなりに
準備できた
かなり自信がある」
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自信を作る方法
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自信って、有るか無いかの問題？

「私は、人前で話すのは苦手
自信がない」

「今度の中間テストは、それなりに
準備できた
かなり自信がある」

2

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

積極 ○ VS 傲慢×

謙虚 ○ VS 卑屈×
自信がある 自信がない

↓
自信とは、ある/なしではなく
作っていくもの

似て非なる言葉

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

自信とは何か？

「自分を信じる心」

「自分を好きになる心」

自信を作る方法
自分の能力を自分で開発していく
「自分の価値を、将来2倍にしよう」
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A：「コップには、半分しか

水が入っていない」 △

B: 「コップには、まだ半分も

水がある」 ◎

前向きな発想で考える

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

自信の作り方

A：「自分には、半分しか

自信がない」 △

B:「自分には、まだ半分も

自信がある」 ◎
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A：「コップには、半分しか

水が入っていない」 △

B: 「コップには、まだ半分も

水がある」 ◎

前向きな発想で考える
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自信の作り方

A：「自分には、半分しか

自信がない」 △

B:「自分には、まだ半分も

自信がある」 ◎

4
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自信を作るヒント １

ヒント１：

自分の中に
「できる」という思い
を持つ

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

ヒント2：初めから、高すぎる目標
は掲げない

△ 「変わりたいが、変われない」
△ 「分かっているが、一歩が

踏み出せない」
○ 周囲の仲間を助ける行動
○ 「誰かを助けてあげたい」と、

外に目を向けた姿勢が大切

自信を作るヒント ２
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まとめ

自信とは何か？
自分の価値・能力を信じる力
自分を信頼する力

自信＝自分が決める
「できた！」という
達成感を味わいながら
積み上げていこう！
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まとめ

自信とは何か？
自分の価値・能力を信じる力
自分を信頼する力

自信＝自分が決める
「できた！」という
達成感を味わいながら
積み上げていこう！

自信を作る方法 

今日は、脳に関係する話です。私たちは、自信という言葉をこんな風に使っています。「私は、

人前で話すのは苦手。自信がない。」「今度の中間テストは、かなり自信がある。」などです。 

別の観点から考えてみます。「似ているけれど、よく考えると違っている 2つの言葉」を探し

てみました。例えば、積極と傲慢。共に活発に相手に向かっていく前向きな姿勢を感じます

が、傲慢は、相手を見下していて、感じが悪いですね。では、謙虚と卑屈はどうでしょうか。

共に、相手に対して一歩へりくだり、譲っていますが、卑屈は、自分の意思を捨てて、相手

の言う通りで、自信が感じられません。謙虚と卑屈の差は、自信があるか、ないかという点

だと思います。 

自信って「ある、ない」という結果の話なのか、それとも「自信を作る、作らない」という

目的としてとらえるべきなのか。私は、「自信とは、作っていくものだ」と思います。 

 

自信という言葉を分解すると、「自分を信じる心」となります。これは、「自分を好きになる

心」と言い換えることができます。そう、「自信を作る」というのは、自分の能力を自分で 

開発していく。そして「自分の価値を、将来今の 2 倍にしよう」と思いながら、自分を励ま

していく前向きな活動のことです。 

もう一つ、例を挙げます。今、ここにコップがあります。その中に半分、水が入っています。

皆さんは、これをどう表現しますか。 

A：「コップには、半分しか水が入っていない。」 

B:「コップには、まだ半分も水がある。」 

同じ現象を表現しているのに、ニュアンスは大きく違っています。心の持ち方や捉え方も、

自信に影響しそうです。 

A：「自分には、半分しか自信がない。」 

B:「自分には、まだ半分も自信がある。」 

嫌なことや不利なことが起こっても、悪いほうに考えないで、楽観的に捉える。「折れない心、

腐らない心で行こう」と、自分に言い聞かせる。そうすると、脳は、元気に働き始めます。

以上を踏まえて、自信を作っていくヒントを考えていきましょう。 

ヒント１。自分の中に「できる」という思いを持つこと。その時に、他人と比べることは 

止めて、自分なりに半歩ずつ前進していけばよいと思ってください。 

ヒント 2。初めから、高すぎる目標は掲げない。「できた！」という達成感を味わいながら、

その達成感を積み上げていくことです。それが段々と自信になっていきます。次に、注意点

も振り返っておきましょう。私たちの心の中には、保守的な、守りの感情があります。「変わ

りたいけど、変われない。」「分かっているけど、一歩が踏み出せない」などです。自分を 

成長させるためには「現状に安住しない。留まらないぞ」という覚悟も大切です。そして、

自分の為に行動するよりも、周囲の仲間を助けてあげたいと、外に目を向けた姿勢の方が、

より自信につながっていくことも、申し添えておきます。 

今までの話をまとめます。自信とは、自分の価値や能力を信じる力、自分を信頼する力です。

「自信がある、ない」を決めているのは、周りの人間ではなく「自分自身なんだ」という 

ことに気づいてください。                     
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ストレスに強くなる
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ストレスを生み出すストレッサー

ストレッサーには2種類ある

①寒暑、騒音、化学物質・・・
→ 外からの物理的な環境による

②飢餓、過労、睡眠不足、精神緊張
不安、興奮、恐怖・・・

→ 生理的、心理的要因による
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ストレスに強くなる
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ストレスを生み出すストレッサー

ストレッサーには2種類ある

①寒暑、騒音、化学物質・・・
→ 外からの物理的な環境による

②飢餓、過労、睡眠不足、精神緊張
不安、興奮、恐怖・・・

→ 生理的、心理的要因による

2
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毎日6時に起きて、
点呼、朝練、授業、部活、食事
風呂、洗濯、自習、睡眠
外に出られない・・・

その上で、プラスαのプレッシャー
宿題がうまくいかない
先輩からの注意・指導を受けた・・・

→ ストレスが溜まるかも

日専校生は忙しい毎日

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

ストレスに対応する2つの方法

①ストレスに強い体質を作る
今の能力・我慢度よりも、少し上の試練
を自分自身に課す訓練

不快、不便、不満足・・・「不」に耐えて
強くなる
「不」をどこかで楽しむ気持ち

②ストレスをうまく逃がす工夫をする
気晴らしを数多くリストアップする

－ 69 －



3

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

・「やってられないねー」「なるようになるさ」
と心の中で言う

・「お前も、大変だなあ」と自分に言う

・やることリストを手帳にメモする
・好きなラーメンをイメージし
「うまかった」と心の中で叫ぶ

・叱っている上司の顔の「ほくろ」を数える
・カラオケで新曲に挑戦する
・初恋の人をイメージする
・子どもの時の写真を見る

気晴らしを沢山持つ事例 １

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

気晴らしを沢山持つ事例 ２

・風呂上りにコーヒー牛乳を飲む
・鰻屋（焼肉屋）の前で、匂いをかぐ
・散髪をする

・机の上を10分片付ける
・夕焼けを眺める
・木に触る
・好きなマンガを読む
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・「やってられないねー」「なるようになるさ」
と心の中で言う

・「お前も、大変だなあ」と自分に言う

・やることリストを手帳にメモする
・好きなラーメンをイメージし
「うまかった」と心の中で叫ぶ

・叱っている上司の顔の「ほくろ」を数える
・カラオケで新曲に挑戦する
・初恋の人をイメージする
・子どもの時の写真を見る

気晴らしを沢山持つ事例 １
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気晴らしを沢山持つ事例 ２

・風呂上りにコーヒー牛乳を飲む
・鰻屋（焼肉屋）の前で、匂いをかぐ
・散髪をする

・机の上を10分片付ける
・夕焼けを眺める
・木に触る
・好きなマンガを読む
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仲間がいると感じている人

人の世話をする人

感謝の気持ちを表す人

よく読み、よく書く人
よく笑い、感動する人

部活・趣味の楽しみを持っている人

ストレスに強い人
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ストレスが溜まる
→ △心拍数が上がる

△精神的な負担が掛かる
△睡眠不足

（例）カーっとなる人はストレスに弱い人

ストレスに強い人になろう！
→ ◎ゆったりと、自分の状態に満足

（「足る」を知る）
◎深呼吸（大きく息を吐く）

ストレスに強い体質・ものの考え方を
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ストレスに強くなる 

 

今日は、ストレスについて、一緒に考えてみましょう。辞書を引いて「ストレス」という 

言葉を確認しました。すると、ストレスを生み出す「ストレッサー」という言葉が見つかり

ました。ストレッサーには 2 種類あって、①寒暑、騒音、化学物質など、外からの物理的な

環境によるものと、②飢餓、過労、睡眠不足、精神緊張、不安、興奮、恐怖など生理的、 

心理的な要因によるもの、2種類があります。このようなストレッサーが原因となって、自分

の心身の調子が変化すると、私たちは、ストレスを感じます。 

 

では、ストレスって、自分にとって、良いものでしょうか、それとも悪いものでしょうか？

私は、「両方です」と答えます。つまり、ストレスが程々無いと、人は成長しません。でも、

ストレスが多すぎると、心身の調子を壊すことがあります。 

現在、皆さんは、忙しい毎日を送っています。余裕はあまりありません。毎日 6時に起きて、

点呼を受けて、朝練、授業、部活、食事、洗濯、自習、睡眠と毎日を、忙しく送っています。

その上に、もし、宿題がうまく解けなくて困ったり、先輩に生活面の注意をされたりしたら、

プラスαのプレッシャーが積み重なって、ストレスが溜まることになるかもしれません。 

ストレスに対応する方法には、2つあります。 

① ストレスに強い体質を作ること、②ストレスをうまく逃がす工夫をすることの 2 つです。 

ストレスに強い体質に関しては、例えば、「湿度が高い体育館で運動をする」場合も、人によ

って感じ方が異なります。少々の蒸し暑さくらいでは、参らない人もいます。これは、スト

レスに強い体質の人ということができるでしょう。私たちは、「いい意味で自分をいじめて」、

少々のことではくじけない体力や体質を作れると、ストレスに強い人になれます。今の能力・

我慢度よりも少し上の試練を、自分自身に課す訓練を行なうと、ストレスに強くなっていけ

ます。不快、不便、不満足などの「不」に耐えて、強くなってください。 

ストレスに対するもう一つの対応策は、ストレスをうまく逃がす工夫をすることです。 

具体的には、気晴らしを数多くリストアップするのがコツです。そして、それらを意識して

繰り返してください。すると、ストレスが、自然と、いつの間にか減っていきます。 

ある人の気晴らしリストを紹介しましょう。こんな感じです。 

 

・「やってられないねー」「なるようになるさ」と心の中で言う 

・「お前も、大変だなあ」と自分に言う 

・やることリストを手帳にメモする 

・好きなラーメンをイメージし、「うまかった」と心の中で叫ぶ 

・叱っている上司の顔の「ほくろ」を数える  

・好きな歌を歌う。カラオケで新曲に挑戦する  

・初恋の人をイメージする  

・子どもの時の写真を見る  

・好きなマンガを読む  

・風呂上りにコーヒー牛乳を飲む  
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・湯舟で目を閉じて瞑想する  

・鰻屋（焼肉屋）の前で、匂いをかぐ 

・散髪をする  

・机の上を 10 分片付ける  

・夕焼けを眺める 

・木に触る 

 

ストレスに強い人、ストレスを感じにくい人は、次のような人です。 

1 仲間がいると感じている人 

2 人の世話をする人 

3 感謝の気持ちを表す人 

4 よく読み、よく書く人 

5 よく笑い、感動する人 

6 部活・趣味の楽しみを持っている人。 

ストレスが溜まると、心拍数を上げ、精神的な負担を掛け、睡眠不足になったりします。 

カーっとなる人はストレスに弱い人です。ゆったりと、自分の状態に、満足していられる人

は、ストレスに強い人です。 

皆さん、今の若い時から、ストレスに強い「体質」、そしてストレスに強い「ものの考え方」

の習慣を作っていきましょう。きっとうまく行きます。     
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「面倒くさい」を乗り越える
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「面倒くさい」は、誰もが思う感情

・「面倒くさい」を改善すれば
前向きになれる

・（例） 掃除は面倒くさい
でもルールだ。後で点検がある

さあ、どうしよう？

・宿題、点呼、後片付け、訓練 ・・・・

面倒くさいが一杯！
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「面倒くさい」を乗り越える
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「面倒くさい」は、誰もが思う感情

・「面倒くさい」を改善すれば
前向きになれる

・（例） 掃除は面倒くさい
でもルールだ。後で点検がある

さあ、どうしよう？

・宿題、点呼、後片付け、訓練 ・・・・

面倒くさいが一杯！

2
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１．やりたくない。やらされている。
２．好きでない。得意でないから。
３．では、無視してやらないと決めよう

→ 罰、ペナルティが待っている

（例）宿題
・能力アップのためにやった方が良い
・でも、得意でない、自信が無い
・時間が掛かる
・後伸ばしにしたい

なぜ、やりたくないのか？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

「面倒くさい」とどう付き合う？

・私も 面倒くさいことが一杯ある
・では、どう考えているのか？

私の対処方法の紹介

１ おまじない
２ 行動を優先
３ 「面倒くさい」は得なこと

と思う
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× 「面倒くさい。でも、 やろう」

◎ 「面倒くさい。だから、やろう」

・順接の接続詞で結ぶ

・「面倒なことは、良いことかな」と
自分の脳をだます

・背中を押してくれる

１ 「おまじない」

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

２ 行動を優先する ①

１． 感情と行動 感情が先→ 行動が後
まず、その気になる → 体が動く
（例）
・眠りたい ⇒ ベッドに入る
・宿題をやろう ⇒ ノートを開く
・やる気が出た ⇒ 行動開始

→実はそうではない

２． 反対に発想するのが良い
行動を起こす → 感情が変わる
◎まず始める → やる気が出る
行動優先で、やる気を引き出す
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◎ 「面倒くさい。だから、やろう」

・順接の接続詞で結ぶ

・「面倒なことは、良いことかな」と
自分の脳をだます

・背中を押してくれる

１ 「おまじない」
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２ 行動を優先する ①

１． 感情と行動 感情が先→ 行動が後
まず、その気になる → 体が動く
（例）
・眠りたい ⇒ ベッドに入る
・宿題をやろう ⇒ ノートを開く
・やる気が出た ⇒ 行動開始

→実はそうではない

２． 反対に発想するのが良い
行動を起こす → 感情が変わる
◎まず始める → やる気が出る
行動優先で、やる気を引き出す

4
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発想の転換
△ 楽しいから、笑う（感情⇒行動ではなく）
◎ 笑うから、楽しくなる

・早めに着手

・一回に、全部やろう と、思わない

・少しの待ち時間を利用する
昼休み、食事の前、部活の前5分、10分

２ 行動を優先する ②
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面倒くさい
→ 将来、自分にとって得なことが多い

掃除、宿題、訓練、片付け ・・・・

面倒 ＝不都合、不利、不合理、不満足
「不」＝もう一歩
「不」＝自分を成長させてくれる

自分の評価も上がる
→ 「不」は、自分の味方だ！ と思おう

面倒くさい（その通り） だから、やろう！

３ 「面倒くさい」は得なこと
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「面倒くさい」を乗り越える 

 

私たちが、寮や学校の日常生活で抱く感情の中に、「面倒くさい」というのがあります。この

気持ちが、もし改善されると、色んなことが前向きになりそうです。この「面倒くさい」は、

日専校にいる今だけではなく、社会人になってもずっと続く感情です。 

今日は、この「面倒くさい」を乗り越える方法を一緒に考えていきましょう。 

辞書を引くと、面倒というのは、「見るのも無駄、やっても無益だと思うこと。あるいは、 

どうやるのか、よく分からなくて、煩わしい（わずわらしい）こと」とあります。 

例を挙げて考えてみましょう。「薬は苦くて、まずい。飲むのは面倒くさい。でも、飲むと 

体調が良くなりそうな気はする。さあ、どうしよう？」、「掃除をするのは面倒。でも、寮の

規則で、やらないと後で点検がある。さあ、どうしよう？」そのほか、宿題、レポート、 

朝の点呼、部活の後片付けなど、「面倒くさい」の目白押しです。 

面倒くさいと感じるのは、「やりたくない、やらされている」と感じるからです。では、なぜ

やりたくないのか？それは、好きでない、得意でないからでしょう。では、思い切って、や

らないと決めて、無視してはどうでしょう？だめだ。そんなことをすると、罰やペナルティ

が待っていて、余計に面倒なことになりそう。例えば、宿題はどうでしょう？「自分の能力

アップの為にも、宿題をやったほうが良いことは分かっている。でも得意でなく、スムーズ

にいかないので、後伸ばしにしたい。」そんな言い訳も出てきそうですね。 

この「面倒くさい」と、どう付き合っていけばいいでしょうか？では、今度は、皆さんから、

私に質問する時間です。 

1 校長は、面倒くさいと感じることはありませんか？ 

2 面倒くさいに対して、どう対処していますか？ 

そう聞きたいでしょう。はい、私も沢山の「面倒くさい」を抱えながら、生きています。 

そこで、私が今考えている対処方法を、これから 3つ紹介します。 

 

1 おまじないを唱える。 

最近ですが、自分を励ますセリフを考えました。それは、「面倒くさい。だから、やろう！」

です。一見、矛盾して、変な感じですね。面倒くさいと思う自分の素直な気持ちをまず肯定

し、受け入れます。皆さんは、「面倒くさい。でも、やろう」が正しいのでは、と思うかもし

れません。それでは、私の場合、もう一歩やる気が湧いてこないのです。「だから、やろう」

と順接の接続詞でつなぐことがポイントです。これで自分の脳をだますのです。「だから」と

いう言葉に、「良いことだから」というニュアンスを持たせているのです。これは、意外と 

効果があります。自分の背中を押してくれる気がします。 

 

2 行動を優先する。 

人間には、感情と行動の 2 つがあります。どちらが先か？一般的には、感情があって行動で

しょうか。「その気になるから、体が動く。」となります。ごはんが食べたい。だから食べる。

眠りたい。だからベッドに入る。宿題をやろうと言い聞かせる。だから、ノートを開く。 

こんな感じでしょうか？私は、これとは違う発想を持っています。例えば、楽しいから笑う。
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これが常識でしょう。でも私は、笑うから楽しくなる。横になるから寝る。そう思っていま

す。よく自分を観察して下さい。段々と皆さんも納得してくれるのではないでしょうか。 

そこで、「面倒くさい」の対応に戻ります。やる気が出る前に、少しの行動を起こすのです。

宿題を例に挙げましょう。宿題を終わらせるのに 50 分掛かるとします。一回で、全部やろう

とすると、腰が重く、着手が遅くなります。そこで私は、早めに、少しの時間を利用して、

行動を起こすよう心がけています。例えば、昼休みの後の授業が始まる前の 10 分間、部活に

行く前の 5分間、など、少しの待ち時間を活用します。そこで、いい加減でいいのです。 

ザーと宿題の内容を眺めて、考えてみる。ペンは持たない。そうするだけで、この後宿題に

取り組むハードルが低くなります。 

 

3 「面倒くさいは、実は得なこと」と思う。 

よく考えてみると、面倒くさいことは、案外、自分の将来にとって得なことが多いのです。

私たちは、「掃除をしないと罰が待っているから、仕方なく」と思っていますが、将来社会人

になって、会社で掃除を自主的にやっていると、評価してくれます。面倒くさいことって、

自分を伸ばすことに繋がっています。そのことに気付いてください。面倒を言い換えると、

不都合、不満足、不利、不合理など、何かと「不」が付きます。「不」というのは、「もう一

歩」という意味です。ここを頑張れば、自分が成長する、評価も上がってくる。そう思って

「不」を自分の味方に付けようと、意識しましょう。 

掃除、宿題、片づけ、訓練・・・ああ、面倒くさい。その通りです。だから、やろう。 

そう思ってください。成功を祈っています。   
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なぜ緊張するのか？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

私たちが緊張する時って？

1 大勢の人前で発表する時
２ 旋盤や溶接実習で、周囲から自分の

操作をのぞかれている時
３ スポーツの試合で、自分の番が回って

きて、自分に注目していると感じた時
など・・・

⇒ 緊張すると
ストレスも高まりそう
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なぜ緊張するのか？
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私たちが緊張する時って？

1 大勢の人前で発表する時
２ 旋盤や溶接実習で、周囲から自分の

操作をのぞかれている時
３ スポーツの試合で、自分の番が回って

きて、自分に注目していると感じた時
など・・・

⇒ 緊張すると
ストレスも高まりそう

2
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緊張 ⇔ リラックス、くつろいでいる
気軽な気持ち、快適な気分

◎緊張は自分を成長させる為に必要

× 過度の緊張状態に陥る
× 強いストレスを長く感じる

程よい緊張内で、うまく制御しながら
行動するのが、理想的

程よい緊張は、成長に必要

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

大昔の人々の生活は？

熊や狼に遭遇
⇒警戒心が働き、心臓の鼓動が高まる

⇒熊と戦う準備、戦闘モード
戦う為には
① 筋肉に多くの血液を送り込む
② 心臓も激しく動き出します
③ 大地をしっかり踏みしめる為に

足の裏にも汗をかく
④ 棒を持つ手の平にも汗が滲む
⑤ ドキドキに呼応して、不安も高まる
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１ 発表する時・演技を見られている時
も脳は熊と出会った時と同じ戦闘
モード

２ 心臓もドキドキし始める
３ つい熊と出会った時と同じ反応を

する。過剰に不安を感じ、緊張する

⇒ 自分の意識と脳の間には
ギャップがあることを理解しよう

発表・見られている時も戦闘モード

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

緊張をほぐす５つの対応策 １

１ 自分だけでなく、誰の脳もこのように
過敏に反応する
脳が、そもそも、そういう仕組み
になっている

２ 大きく、ゆっくりと息を数回吐く
吸うのではなく、吐く
「呼吸」＝「吐いて吸う」という意味
まず、吐くことがポイント

３ 水を一杯飲む
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発表・見られている時も戦闘モード
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緊張をほぐす５つの対応策 １

１ 自分だけでなく、誰の脳もこのように
過敏に反応する
脳が、そもそも、そういう仕組み
になっている

２ 大きく、ゆっくりと息を数回吐く
吸うのではなく、吐く
「呼吸」＝「吐いて吸う」という意味
まず、吐くことがポイント

３ 水を一杯飲む

4
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緊張をほぐす５つの対応策 2

4 結果・評価を気にしない
うまくやろうではなく
目の前に集中する

5 練習を重ねる
「本番では練習以上の
成果は出せない」
「練習は本番のごとく
本番は練習のごとく」
自信をつける為にも、しっかり練習

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

誰しも緊張します
年齢を重ねても同じです

(言うは易く、行なうは難し）

自分が見られている事を恐れず
楽しみ、自分を試す気持ちを持つ

まとめ：楽しみ、自分を試す気持ち
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なぜ緊張するのか？ 

 

私たちはどういう時に緊張するでしょうか？例えば、大勢の人前で発表する時、旋盤や溶接

の実習の際、周囲から自分の操作を覗き込まれている時、スポーツの試合で自分の番が回っ

てきた時などでしょうか。緊張すると、ストレスも高まりそうです。一方、緊張の反対の 

言葉を考えてみましょう。リラックス、くつろいでいる、気軽な気持ちなどでしょうか。 

私は、緊張やストレスを悪いことだとは考えていません。なぜなら、これらは、自分を成長

させる為に必要だからです。リラックスだけで、自分を伸ばすことはできまません。但し、

過度の緊張状態に陥ったり、強いストレスを長く感じたりするのは、問題です。そうなると、

自分の本来の力が発揮されなくなります。程よく、緊張とストレスを制御しながら、行動 

できるのが、理想的です。では何故、私たちは緊張するのでしょうか？ 

 

ここで、大昔の人々の生活を思い起こしてみましょう。狩猟を生活の糧にしていた縄文時代

を想像してください。熊や狼に出くわすと、警戒心が働き、心臓の鼓動が高まります。なぜ

なら熊と戦う準備、戦闘モードに入ってくるからです。戦う為には、筋肉に多くの血液を送

り込む必要があります。ですから、心臓も激しく動き出します。大地をしっかり踏みしめら

れるように、足の裏にも汗をかきます。棍棒を持つ手が滑らないように、手のひらにも汗が

滲むでしょう。心臓のドキドキに呼応して、不安も高まってきます。 

さて、私たちが、人前で発表する時や自分の演技を人に見られている時も、脳は、熊と出会

った時と同じような戦闘モードの反応をし、心臓もドキドキし始めるらしいのです。その結

果、動物と戦う必要の無い、現代の発表会場においても、熊と出会った時と同じ反応をして、

過剰に緊張します。自分の意識と脳の反応との間には、ギャップがあります。自分としては、

意識をしていないにも関わらず、脳の中に、大昔、熊や狼と戦った思い出が刷り込まれて 

いて、忘れられないからなのでしょうか。 

そこで、緊張に対する第一の対応策ですが、「自分だけでなく、誰の脳もこのように過敏に 

反応する。脳が、そもそも、そういう仕組みになっている。」ということを理解しておくこと

です。そう思うだけで、緊張が和らいできます。その他、緊張をほぐす方法を紹介します。 

1 大きく、ゆっくりと息を数回吐く。 

吸うのではなく、吐くのがポイントです。「呼吸」の「吸」は吸うですが、「呼」は、「呼

ぶ」という字で、「吐く」という意味があります。呼吸も、まず吐いてから吸う順番に 

なっています。 

2 水を一杯飲む。これも試す価値があります。 

3 結果を気にしない。どう評価されるだろうかと結果を意識すると、うまく行きません。 

うまくやろうではなく、いかに目の前のことに集中できるかが大事です。 

4 練習を重ねること。 

「本番では練習以上の成果は出せない」、「練習は本番のごとく、本番は練習のごとくやろ

う」という言葉があります。自分に自信をつける為にも、しっかり練習してください。 

誰しも緊張します。自分が見られていることを恐れず、むしろ楽しみ、自分を試す気持ちで

やってみましょう。実習や部活においても、伸び伸びと活躍できることを期待しています。    
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メンタル力を強くする

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

心と体が技を支えている

スポーツ・五輪で 強くなりたい
心＝メンタル力＝良い考え方＋良い習慣

メンタル力とは
①＝やる気、執念、ねばり、平常心

精神力、耐性力、跳ね返す強さ など

②＝・目標に向かって、自分を進ませて
くれるエンジン

・困難を乗り越えていく時に
自分を励ます武器
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① 同じ人でも、メンタル力が強くなったり
弱くなったりする
⇒マイナス思考はしない

② 勝てないと思ったら100％負ける
⇒心理的にマイナスの壁を作らない

③ （見えない）ライバルに勝ちたい
⇒ 昨日の自分に勝つ

④ 楽しみながら取り組む
⇒ やらされ感に陥らない

⑤ 目標を砕き、達成可能な成功を積む

メンタルが強くなる法則

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

・ 訓練に取り組んでいる自分はカッコ良い
⇒ 自分が好き、訓練が楽しく

・ 毎日の小さな成果をノートに記載する
⇒ 漠然とした不安や焦りを書く

・ 自分を休ませるゆとりを自ら作る
⇒ オンとオフのメリハリをつける

メンタル力を強くする秘訣
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・ 訓練に取り組んでいる自分はカッコ良い
⇒ 自分が好き、訓練が楽しく

・ 毎日の小さな成果をノートに記載する
⇒ 漠然とした不安や焦りを書く

・ 自分を休ませるゆとりを自ら作る
⇒ オンとオフのメリハリをつける

メンタル力を強くする秘訣

3
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メンタル力と目標との関係

・メンタル力が強い時
・明確な目標がある
・目標が高すぎない
・頑張れば達成可能なレベル

・メンタル力が弱い時
・目標が無い、漠然としている
・目標が大きすぎる
・達成できると思えない

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

① 目指す高い目標を決める

② 初めは低い目標から始める

③ 段々とレベルを上げていく

④ 日々の積み重ねで自信を付ける

⑤ 自分がやることに集中する

勝つステップ
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メンタル力を強くする 

 

スポーツ、技能五輪競技等で強くなるには、心・技・体の 3つを磨くことが必要です。私は、

一流の心と体が、成果としての技を支えていると考えています。この内の「心」を「メンタ

ル力」と言い換えることができます。メンタルに関して、時に「あの人は、メンタルが強い。

あの人は弱い」など、遺伝子のように、変えられないモノだと思っているかもしれません。

でも、それは間違いです。メンタル力は、「良い考え方+良い習慣」で構成されていて、誰し

もが、高めていくことができます。この力を強くする方法を具体的に考えていきましょう。 

1 メンタル力の定義 

「メンタル力を別の言葉で言い換えてください」とお願いすると、やる気、執念、ねばり、

精神力、耐性力、跳ね返す強さ、平常心などが出てくるでしょうか。反対にメンタル力が

弱い状態を考えてみましょう。例えば、後回しにする、継続して続かない、ミスを繰り返

す、成果が出ない、チャンスに弱いなどでしょうか。 

私たちは、そもそも、やりたいことが無ければ、自分を変えていくことはできません。 

ですから、まずは目標が必要です。従って、メンタル力とは、根性や気合いではなく、「目

標に向かって、自分を進ませてくれるエンジン」、「困難を乗り越えていく時に、自分を励

ます武器」と定義することができます。 

 

2 メンタル力が強くなる 5つの法則 

メンタル力については、人柄や個性に関わらず、誰しも次の法則が当てはまります。 

① 同じ人間でも、メンタル力が強くなったり、弱くなったりする。自信がないと思って

落ち込むと、メンタル力が弱くなる。だから、自分でマイナスの思考を生み出さない

ことが大切。 

② 勝てると思っても負けることはある。でも、勝てないと思ったら 100％負ける。だか

ら、「自分は勝てないかも？」と、自分で心理的なマイナス壁を作らないことが大切。 

③ 自分は、見えないライバルと戦っている。見えないライバルは、毎日自分と同じ努力

をしているはず。見えないライバルに勝つ前に、見える昨日の自分に勝つことはでき

る。だから、自分との戦いに勝つことが大切。 

④ 主体的に、楽しみながら取り組むと、メンタル力は自然と向上する。やらされ感が大

きくなると、メンタル力は落ちる。だから、自分で決めたことを明るく継続すること

が大切。 

⑤ 達成感を沢山積み上げていくと、自分で自分を励ますことができる。だから、目標は

小さく砕き、達成可能な成功を継続していくことが大切。 

いつからでも、自分を育て直すことができます。この気持ちを持てれば、メンタル力を 

引き上げていくことが可能です。 

 

3 良い考え方と行動事例 

メンタル力を強くする秘訣を 3つ紹介します。 

① 訓練に取り組んでいる自分を、カッコイイと思ってください。すると、訓練中の自分

－ 88 －



が好きになり、訓練も楽しくなります。 

② 毎日の小さな成果をノートに記載し、形に残しましょう。自分の良い点も書き出すと、

自分はできるという自信が大きくなります。漠然とした不安や焦りを書くのも効果的

です。 

③ 休みたいのに無理に練習すると、怪我をする可能性があります。年に数回は、自分を

休ませるゆとりを自ら作り、オンとオフのメリハリをつけましょう。  

   

最後にメンタル力と目標の関係を整理しておきましょう。 

メンタル力が強いのは、「明確な目標がある」「目標が高過ぎず、頑張れば達成可能なレベ

ルである」時です。反対に、「目標が無いか漠然としている」「目標が大きすぎて、頑張っ

ても達成できると思っていない」時は、メンタル力が弱くなります。 

具体的な勝つステップは次の通りです。①発表や試合の日に向けて高い目標を決める。②

但し、初めは低い目標から始める。③段々と上げていき、その都度、確実にできるまで 

努力する。日々の積み重ねが、成功につながる。④本番では、日々の努力に裏打ちされた

自信を持ち、自分のやるべきことに集中する。これで勝てます。良い考え方と習慣で、 

メンタル力をアップしていきましょう。   
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© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

寂しさと不安を乗り越える

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

誰もが持っている共通の感情

人それぞれ、性格や考え方が違う
その上で・・・・
誰しもが持っている共通する感情
心の底で、無意識に抱いている思い

⇒ 「寂しさ」と「不安」では？

今日のテーマ
この対応策を考えます
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© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

寂しさと不安を乗り越える

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

誰もが持っている共通の感情

人それぞれ、性格や考え方が違う
その上で・・・・
誰しもが持っている共通する感情
心の底で、無意識に抱いている思い

⇒ 「寂しさ」と「不安」では？

今日のテーマ
この対応策を考えます

2

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

「自分は寂しい。不安だ」
この思い自体を素直に受け入れる
⇒心が穏やか、自分をいたずらに
責めることも無くなります
他人をうらやむ気持ちも減り

許す気持ちも出てきます

自分らしい行動を起こし
やすくなる

対応策1 目をそらさない

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

対応策2 嫌われる事を怖がらない

人の基本的な欲求の１つとして
「自分を受け入れてもらいたい」

⇒好かれよう、嫌われないように
相手に合わせようとする そうなんだけど

少しの勇気を出して

①嫌われることを怖がらない
②意見がぶつかる事を

避けようとしすぎない
③最終的にうまく行かなくても

それでいいと割り切る
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© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

自身の言動：礼儀、敬語、表情
＝形式的なこと ⇒でも、大切です

誤解されないように
例：10年後に「君は、本当はいい人だっ
たんだね。今分かったよ」 ⇒もったいない

・自分の思いを表に出す訓練
・誤解なく伝えていこうという意識
・積極的に心を開く

⇒自分を表に出すオープンさ

対応策3 礼儀、敬語、表情は大切

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

対応策4 今に集中する

「訓練は本番のように。本番は訓練のように」
「案ずるより産むがやすし」

結果を考えすぎない
100点を取ろうとしないで 今に集中する

「今自分ができることは何？」

と考えて すぐに行動に移す
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自身の言動：礼儀、敬語、表情
＝形式的なこと ⇒でも、大切です

誤解されないように
例：10年後に「君は、本当はいい人だっ
たんだね。今分かったよ」 ⇒もったいない

・自分の思いを表に出す訓練
・誤解なく伝えていこうという意識
・積極的に心を開く

⇒自分を表に出すオープンさ

対応策3 礼儀、敬語、表情は大切

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

対応策4 今に集中する

「訓練は本番のように。本番は訓練のように」
「案ずるより産むがやすし」

結果を考えすぎない
100点を取ろうとしないで 今に集中する

「今自分ができることは何？」

と考えて すぐに行動に移す

4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

他人と比べすぎない

仲間や周囲と比べると
自信が湧いたり
へこんだりする

自分の能力を高める一番の手段は
勇気を出して自分を試す

対応策5 比較をしすぎない

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

まとめ 反省すれども後悔せず

人は誰しも臆病
⇒ 失敗を恐れ、失敗を避けようとする
そこで

「失敗から学ぶ」という意志

負けたことを悔やまない
負けたことから、何を学ぶかと発想する

自分を振り返ると
自分を強くできる
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寂しさと不安を乗り越える 

 

人それぞれ、性格や考え方が違います。その一方で、誰しもが持っている共通する感情、心

の底で何となく無意識に抱いている思い。それは「寂しさ」と「不安」ではないでしょうか。 

皆さんは、寂しさを感じますかと聞かれたら、「いいえ、一人のほうが気楽でいい。一人でゆ

っくりテレビを見たり、本を読んだりするのがいい。」と思うかもしれません。でも、やはり、

誰かとつながっていたいという安心感を求めている自分にも気づくでしょう。家族や友人と、

いつも一緒だと面倒だが、いないと寂しい。不安はどうでしょうか。将来、自分のイメージ

する仕事に就けるのだろうか？異性とうまく付き合うチャンスは来るのだろうか等、何かと

不安が湧いてくるかもしれません。誰しも、寂しさと不安を多かれ少なかれ持っています。

では、この 2つの感情にどう対応していったらいいのでしょうか。私なりに、3つ考えてみま

した。 

第一は、寂しさと不安から目をそらさないことです。 

「自分は寂しい。不安だ。」そのこと自体を素直に受け入れる。ここからスタートしてくださ

い。そうすると、却って、心が穏やかになり、自分をいたずらに責めることも無くなります。

他人をうらやむ気持ちも減り、許す気持ちも出てきます。自分らしい行動が起こしやすく 

なります。 

第二は、寂しさへの対処法です。誰しも自分の居場所を求めています。学校、将来の職場に

於いて、自分を受け入れてもらいたい。これは、生きている上での基本的な欲求です。です

から、私たちは、好かれよう、嫌われないようにしようと思って、相手に合わせようとしま

す。その上で、人間関係の作り方について、私は次のように考えています。自分が嫌われる

ことを怖がらない。周りの人と考えや意見がぶつかることを避けようとしすぎない。そして、

最終的にうまく行かない場合でも、それはそれでいいと割り切る。心の底で、そういう覚悟

を持っておくのがよいと思います。 

但し、その際に注意することがあります。それは自身の言動です。礼儀、敬語、表情などの

形式的なことが足りなくて、誤解を招き、人間関係をうまく築けない事もあります。例えば、

自分の上司や仲間に、10 年後に「君は、本当はいい人だったんだね。今分かったよ。」と言わ

れたとしたら、もったいない話です。その為にも、自分の思いを表に出して、誤解なく伝え

ていこうと思いながら、積極的に心を開いてください。寂しさを乗り越える方法の 1 つは、

自分を表に出すオープンさだと思います。 

第三は、不安への対処法です。 

そもそも不安とは、未来に対するものです。過去に対する不安という言い方は、しません。（過

去に対して抱くのは、後悔や反省です。）例えば、部活の試合や技能五輪大会などでも、結果

が気になり、不安がよぎります。「訓練は本番のように。本番は訓練のように」、「案ずるより

産むがやすし」という言葉があります。各々、「普段は、毎回が本番だと思って臨む。しかし、

本番では、結果を気にしすぎないで、平常心で臨む。」、「事前にあれこれ心配するよりも、実

際にやってみると、案外と簡単にできる。」という意味です。準備は必要ですが、結果を考え

すぎない。100 点を取ろうとしないで、今に集中する。「今自分ができることは何か？」と考

えて、すぐに行動に移す。将来を心配する人の中には、「（無意識に）今と向き合いたくない。」
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と思う人がいます。「今」から逃げないで、具体的に行動に移す習慣をつけると、必ず成果が

生まれてきます。 

不安を減らす方法を、もう一つ紹介します。それは、他人と比べすぎないことです。誰しも、

仲間や周囲と比べて、自信が湧いたり、へこんだりします。自分の能力を高める一番の手段

は、勇気を出して自分を試すことです。そういう意思があれば、他と比べることも有効でし

ょう。残念なケースは、他と比べている間に、委縮してしまい、行動を起こせなくなること

です。不安な状態のままに留まらないで、「今」に集中し、行動を起こしていきましょう。 

人は誰しも臆病です。失敗を恐れ、失敗を避けるのではなく、失敗から学ぼう。この考えを

持って、今行動すれば、寂しさと不安が消えます。負けたことを悔やまず、負けたことから

何を学ぶかという発想で自分を振り返れば、自分が強くなっていきます。成功するこの行動

のイメージをつかんでください。  
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© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

叱られ上手で、成長を加速

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

ポイント１

叱る ≠ 怒る（おこる）

叱ってくれる人を大切にしよう

怒っている人に対しては
・一歩引き下がり、自分が冷静な気持ちになって

相手を観察する
・「なぜ、そんなに怒っているんだろう？」って、相手のこと
を想像してみる

⇒ 「人って、こんな時に頭にくるんだなあ」

観察する意識を持つ ⇒人と接する事を恐れなく
なり、 人の中に入っていけるようになる
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1

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

叱られ上手で、成長を加速

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

ポイント１

叱る ≠ 怒る（おこる）

叱ってくれる人を大切にしよう

怒っている人に対しては
・一歩引き下がり、自分が冷静な気持ちになって

相手を観察する
・「なぜ、そんなに怒っているんだろう？」って、相手のこと
を想像してみる

⇒ 「人って、こんな時に頭にくるんだなあ」

観察する意識を持つ ⇒人と接する事を恐れなく
なり、 人の中に入っていけるようになる

2

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

叱ってくれる人は 「ありがたい！」

叱られている時の態度と姿勢
・恐縮し、神妙な態度を示す
・心の中で 「ありがたい」と小声でつぶやく

なぜなら、自分のことを気にして
成長を願って、期待してくれているから

愛情が根底にないと、面倒くさくて
叱ってもらえない

ポイント２

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

繰り返し叱ってもらえる方法

⇒ リアクションの方法を身につける

素直な態度＋キーワードの繰り返し

（コミュニケーション力がアップ）

ポイント３
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© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

叱る⇒
①冷静に ②少し間を置いて ③短く

相手の成長を思う、良くしてあげよう
相手が素直に聞いてくれるよう、一歩下がって
考えてから叱る

怒る⇒ 感情的に
自分の気持ちに余裕がなくて
ストレートに感情をぶつけている

深堀り１：「叱る」と「怒る」の違い

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

怒ると損 ⇒ 格好よくない
・相手が、気持ちの上で反発する
・どう直してほしいのか、真意が伝わらない
・「自分に迷惑が掛かって、腹いせで怒って
いるんだろう」と、自分勝手な行動

・自制心が無く、自分の感情を抑えられない人

怒りを抑える方法
①その場から離れる ②水を飲む
③大きく息を吐く
④わざと笑う仕草をする 笑顔を作る

深堀り２：怒る感情を抑える方法
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叱る⇒
①冷静に ②少し間を置いて ③短く

相手の成長を思う、良くしてあげよう
相手が素直に聞いてくれるよう、一歩下がって
考えてから叱る

怒る⇒ 感情的に
自分の気持ちに余裕がなくて
ストレートに感情をぶつけている

深堀り１：「叱る」と「怒る」の違い

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

怒ると損 ⇒ 格好よくない
・相手が、気持ちの上で反発する
・どう直してほしいのか、真意が伝わらない
・「自分に迷惑が掛かって、腹いせで怒って
いるんだろう」と、自分勝手な行動

・自制心が無く、自分の感情を抑えられない人

怒りを抑える方法
①その場から離れる ②水を飲む
③大きく息を吐く
④わざと笑う仕草をする 笑顔を作る

深堀り２：怒る感情を抑える方法

4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

深堀り３：後輩を叱る方法

①1対１
みんなの前で怒鳴らない。1対1で話す
②短く
直すべき言葉や振舞い等を手短に指摘

③理由を添える
なぜなら、 こうすると ・・・できる

④励ましで終わる
「期待してるから」 「応援しているよ」

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

みんなを同じようには叱れない。
時間を掛けて、わざわざ叱るのは面倒
生徒Ａ： 「叱っても 素直に聞かないな」 ▲
生徒Ｂ： 「叱っても 前向きな姿勢を示してくれる」 ◎

自分が気づかない、未熟な点が沢山ある。
不具合に、早く気づかせてもらって、修正した
人は成長する。
①素直に受け入れるセリフと態度を示す
②キーワードを繰り返す（オウムの術）
例）「引っ張っては駄目だ。安全上、手を切る可能性が高い」
「分かりました。安全上、引っ張らないよう、気を付けます。あり
がとうございました。」 （キーワード：引っ張る、安全）

深堀り４：叱られ方⇒叱られ上手

－ 99 －



5
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叱ってくれる人を好きになれると、素晴らしい！！

何故なら、自分の成長を加速してくれる人だから
ところで・・・・
好きの反対は ⇒ 嫌い？ ×
嫌いの反対は ⇒ 好き？ ×

好き・嫌い ⇔ 無関心
自分に対して、無関心でいる人が、自分の成長に
とって一番役に立たない人
だから

叱ってくれる人を大切にしよう！

まとめ
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叱ってくれる人を好きになれると、素晴らしい！！

何故なら、自分の成長を加速してくれる人だから
ところで・・・・
好きの反対は ⇒ 嫌い？ ×
嫌いの反対は ⇒ 好き？ ×

好き・嫌い ⇔ 無関心
自分に対して、無関心でいる人が、自分の成長に
とって一番役に立たない人
だから

叱ってくれる人を大切にしよう！

まとめ 叱られ上手で、成長を加速 

 

誰しも叱られたり、怒られたり、怒鳴られたりすると、委縮してしまって、その人を避けよ

うとします。目を合わせると、また叱られるんじゃないかと思う、脳の自然な反応なのでし

ょうか。それでも現実の生活では、先生や先輩、時には親からも、小言をもらうことがあり

ますよね。叱られることを、自分にとって、どう理解し、活用すればよいのでしょうか？ 

今日、私が言いたい結論は、次の 3点です。 

1 叱る事と怒る事は、別物。叱ってくれる人を大切にしよう。怒っている人に対しては、一

歩引き下がり、自分が冷静な気持ちになって、相手を観察してみよう。「なぜ、そんなに

怒っているんだろう？」って。怒られている自分のこと以上に、相手のことを想像してみ

てください。そうすると、人って、こんな時に頭にくるんだなあとか、自分も多分こうな

るんだろうなって。誰だって、感情を爆発させたい時ってありますからね。観察すること

に慣れてくると、人と接する事を恐れなくなり、人の中に入っていけるようになります。 

2 叱ってくれる人に対して、「ありがたい！」と感謝しましょう。叱られている時は、恐縮

し、神妙な態度を示しながらも、心の中で、「ありがたい」と小声でつぶやきましょう。

だって、自分のことを気にして、自分の成長を願って、小言を言ってくれるのですから。

愛情が根底にないと、面倒くさくて、叱ってもらえないものですよ。 

3 繰り返し、叱ってもらえるよう、リアクションの方法を身につけることも大切です。その

コツは、素直な態度＋キーワードの繰り返し。これで、ぐっと、コミュニケーション力が

アップします。 

 

では、上記の 3つを念頭に置きながら、掘り下げて、考えていきましょう。4つあります。 

第一は、「叱る」と「怒る」の違いの確認です。私は、こう考えています。叱るは、①冷静に

叱る、②少し間を置いて叱る、③短く叱る。一方、怒るは、感情的に怒るという感じです。

この違いは何でしょうか？叱るは、相手の成長を思う、良くしてあげようという気持ちが、

心の底にあります。また、相手が素直に聞いてくれるよう、一歩下がって、考えてから叱っ

ています。一方、怒るは、どうでしょうか？相手やチームの為を思う気持ちも含まれている

でしょうが、どちらかというと、自分の気持ちに余裕がなくて、ストレートに感情をぶつけ

てしまっていますね。 

そこで第二に、怒る感情を抑える方法を紹介します。親しい関係、はっきりした上下関係が

ある場合などは、まどろっこしい言い方を省略して、いきなり、怒っているような態度で、

注意することもあるでしょう。でもやっぱり、避けたほうが良い。怒るのは、結局、損が多

いからです。例えば、相手が素直に聞くよりも、気持ちの上で反発してしまう可能性が高く

なります。また、なぜ怒っているのか、どう直してほしいのかという真意が、相手に伝わら

ない。さらには、「自分に迷惑が掛かったので、その腹いせで怒っているんだろう」と、自分

勝手な行動だと相手に思われてしまう。人間ですから、喜怒哀楽を出すことも、あるでしょ

うが、自制心が無く、自分の感情を抑えられない人だと思われるのは、格好よくありません。

そこで、怒りを抑える方法を紹介します。グーーと、ジワジワッと、怒りの感情が、もし 

込み上げてきたら、「①その場から離れる、②水を飲む、③大きく息を吐く、④わざと笑顔、
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笑う仕草をする」の内、どれかを試してみてください。 

第三は、叱る時の留意事項です。もし、皆さんが後輩に対して注意しようと思う場合は、正

しく叱る方法を身につけてください。①みんなの前で大きな声で怒鳴るのではなく、1 対 1

の個別を基本に、②短く、直すべき言葉や振舞い、しなかった行為などを指摘する。その時、

できるだけ、③理由を添える。そして、別れる前に、④「頑張れよな」、「応援しているよ」

を添えてください。あなたの味方だということが分かって効果的です。つまり、「1 対 1 で、

短く、理由を、最後に励まし」がポイントです。 

 

最後になります。第四に、叱られ方を説明します。「叱られ上手」という言葉があります。先

輩や先生から見ると、生徒や後輩みんなを同じように扱うことはできないでしょう。例えば、

「この生徒は、叱っても素直に聞かないな」と思ったら、進んで注意はしないかもしれない。

先生や先輩も人間ですから、叱っても無駄だと思ったら、わざわざ、気を使い、時間を掛け

てまで叱るのは、面倒です。あるいは、同じことを 2度、3度繰り返し注意すると、段々語気

も強くなってきます。では、皆さんはどう振る舞えばよいのでしょうか？部活でのトレーニ

ング、実習の基本動作の習得の場面では、自分が気づかない、未熟な点が沢山あるはずです。

それらの不具合に、早く気づかせてもらって、修正した人は成長していきます。ですから、

先ずは、叱られた時の、自身の反応を振り返って、見直してみてください。私がお勧めする

方法は、①素直に受け入れるセリフと態度を示すこと、②先輩の言葉を繰り返すことの 2 点

です。例えば、「ここで引っ張っては駄目だ。安全上、手を切る可能性が高い。」と叱られた

とします。「分かりました。安全上、危ないので、気を付けます。ありがとうございました。」

と言ってください。キーワードの「安全」という言葉を入れる。そして繰り返す。素直な態

度＋キーワードの繰り返し。これで、あなたが理解し、受け入れたことが、相手に伝わりま

す。これを「オウムの術」と私は呼んでいます。オウムのようにセリフを繰り返す事は、案

外と効果的です。コミュニケーションの技の一つです。例えば、「今日は、いいお天気ですね」

と言われたら、「そうですね、青空で、良い天気ですね」と繰り返します。これで、立派に 

会話が成立します。何よりも、相手に気持ちが伝わります。 

そして、「何か気づいたら、いつでも教えてください」と、あらかじめ相手に言っておくと、

相手も気持ちよく、色々教えてくれるようになります。叱ってくれるのも 30 歳まで。叱って

くれる人を好きになる。そして、他からの忠告を自分の成長の大きな武器にしようと心の中

で決める。すると、叱られることを恐れなくなります。これで、成長していきます。そして、

夜はぐっすり眠る。そういう毎日を、元気よく過ごして下さい。   
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脳を味方につける方法

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

脳と自分自身との関係

1 自分の脳は、自分自身とは別物
2 脳には、好き・嫌いがある

脳は、苦手な事を嫌がる

⇒ 脳が嫌がる習慣を避け
脳が喜ぶ事を行う

脳を喜ばせて、自分自身を伸ばし
ていくという作戦
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嫌いな科目に「苦手、嫌い、つまらない」
というマイナスのシールが貼られる
⇒ 脳は、やる気を無くす。働かない

嫌いな人には、嫌がって避ける
嫌いな人がやっている事も 嫌い

「好き、面白そう、楽しそう」
⇒ 脳は活発に動き始める

脳の働き方の例

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

脳は、自分を守ろうとする

脳は出来そうもない事に対し
１ 無理しないほうがいい
２ やりすぎると、脳が壊れてしまう

から と恐れる
３ 以前、嫌な経験をすると、再度

同じ事態が起きた時に、
「今度もまた不幸が訪れる」
と思う

⇒こういう脳の癖を知ろう
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嫌いな科目に「苦手、嫌い、つまらない」
というマイナスのシールが貼られる
⇒ 脳は、やる気を無くす。働かない

嫌いな人には、嫌がって避ける
嫌いな人がやっている事も 嫌い

「好き、面白そう、楽しそう」
⇒ 脳は活発に動き始める

脳の働き方の例
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脳は、自分を守ろうとする

脳は出来そうもない事に対し
１ 無理しないほうがいい
２ やりすぎると、脳が壊れてしまう

から と恐れる
３ 以前、嫌な経験をすると、再度

同じ事態が起きた時に、
「今度もまた不幸が訪れる」
と思う

⇒こういう脳の癖を知ろう

3
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①意見が違う時「それは間違いです」と言わない
⇒「分かりました。そういう考えですか」

「あなたの考えは、〇〇という事ですね」

②相手に違うと言われても、びっくりしない
心の中で「十人十色。皆、考えが違って当たり前」
「相手とぶつかる。言い合う事を恐れない」

③相手と同じセリフ、動作をする。相手は、自分
に好感を持つ
☆：オウム返しの術：相手のセリフを繰り返す

「もっと集中しろ」⇒「分かりました。シュートの時
は、もっと集中します」と繰り返す

脳の癖①：脳は一貫性を求める

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

脳の癖②：嫌だ⇒脳の働きが鈍る

「いやだ」「疲れた」「無駄だよ」「無理」
マイナスのセリフを言わない
暗い表情をしない
⇒「すごい」「いいですね」前向き言葉

前向きな口癖に言い換える訓練

（例）「疲れた」 ⇒ 「もう一歩だ」
「無理」 ⇒ 「いい方法を見つけよう」
「駄目だ」 ⇒ 「チャンスを呼び込むぞ」

「鏡の法則」:「自分が相手を好きになると
相手も自分のことを好きになる」
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「よし、今週末までに、ここまでの課題が
できれば、ケーキを自分にプレゼント！」
⇒脳は、「嬉しい！」⇒活性化

ご褒美とは、「将来に対する期待」のこと
例）「将来のカッコいい自分」＝ご褒美
例）コラージュ：文字や絵を使って自分の

将来像を形にしてみる
実際にケーキを食べるかどうかよりも
期待を持つこと自体が大切

脳の癖③：ご褒美をもらえる⇒働く

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

9割到達⇒「もう大丈夫だ。終わった」
⇒脳の働きが止まる
注意： 安心は、脳の働きを止める

もう少しで達成できる時に、気を緩めない
「よし、ここからが本番だ」
一層エンジンを掛けて
一気に最後まで、やり抜く
本当に全部が終わった段階で
「よし、完了！」⇒自分を誉める

脳の癖④：「できた」⇒働き止まる
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「よし、今週末までに、ここまでの課題が
できれば、ケーキを自分にプレゼント！」
⇒脳は、「嬉しい！」⇒活性化

ご褒美とは、「将来に対する期待」のこと
例）「将来のカッコいい自分」＝ご褒美
例）コラージュ：文字や絵を使って自分の

将来像を形にしてみる
実際にケーキを食べるかどうかよりも
期待を持つこと自体が大切

脳の癖③：ご褒美をもらえる⇒働く
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9割到達⇒「もう大丈夫だ。終わった」
⇒脳の働きが止まる
注意： 安心は、脳の働きを止める

もう少しで達成できる時に、気を緩めない
「よし、ここからが本番だ」
一層エンジンを掛けて
一気に最後まで、やり抜く
本当に全部が終わった段階で
「よし、完了！」⇒自分を誉める

脳の癖④：「できた」⇒働き止まる

5
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目標を設定することが大切⇒脳が活性化する
目標とは ⇒成果が「見える化」されていること
例えば、1日のトレーニングを「ランニング20分
懸垂5回、腕立て伏せ20回を毎日実施する」
と決める など

主体性とは ⇒
自分の意思を前に出して、自分から提案し
実行していく

脳は、自分で決めたことには
楽しくなって、活性化していく

脳の癖⑤：「頑張ります」は無意味
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脳を味方につける方法 

 

やる気を出し、自分の能力を伸ばすには、脳を上手に働かせることが必要です。その為には、

脳の癖を知り、脳を味方につけることが役に立ちます。まず、ここで言う「脳」と自分自身

との関係ですが、私は、次のように考えています。 

1 自分の脳は、自分自身とは別物と考える。 

2 自分と別物である脳には、好き・嫌いがある。脳は、苦手な事を嫌がる習慣がある。 

3 だから、脳が嫌がる習慣は避け、一方で脳が喜ぶ事を行うと、より自分自身を伸ばすこと

ができる、ということです。脳の働きを理解して、自分の味方につけましょうというのが、

今日のメッセージです。例えば、自分が嫌いな科目の成績は、悪くなるでしょう。その理由

はこういう訳です。脳は、入ってくる情報に対して、「好き」か「嫌い」かのシールを貼りま

す。もし「苦手、嫌い、つまらない」というマイナスのシールが貼られると、脳は、やる気

を無くして、働かなくなります。嫌いな科目を、嫌いな人（先生、先輩、親戚など）に代え

ても同じです。脳は、嫌がって、その人を避けるようになり、その人がやっている事も嫌い

になります。「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎し」という感じでしょうか。一方、「好き、面白そ

う、楽しそう」のシールの場合は、脳は活発に動き始めます。この背景に、「脳は、自分を守

ろうとしている」ことが挙げられます。脳は、出来そうもない事に対しては、「無理しないほ

うがいい。やりすぎると、脳が壊れてしまうから。」と恐れています。また、以前、嫌な経験

をすると、再度同じ事態が起きた時に、「今度もまた不幸が訪れる。」と思ってしまいます。

こんな感じで、脳が行う判断は、案外と単純です。以上の概論を踏まえて、具体的に脳の癖

を知り、脳の癖をうまく活用しながら、自分の成長に役立てる方法を考えていきましょう。

それでは、脳の癖を踏まえた対応の方法を 5つ紹介します。 

 

1 脳の癖①：脳は、同じこと、一貫性を求める傾向がある。 

クラスで議論している時、自分が A だと思っている時に、相手も A と言ってくれると、安心

し、嬉しくなります。一貫性が感じられるからです。しかし、別の人から「Bがいい」あるい

は、「Aは違う。何故なら・・」と言われると、ドキッとしませんか。脳は、「違う」と言われ

ると、相手を嫌いになります。ここでのアドバイスは次の 3 つです。①相手と意見が違って

いる時には、すぐに「それは間違いです。」「それは駄目だ」と言わない。一旦は、相手の意

見を聞いて、受け入れますという表現をする。「分かりました。そういう考えですか。」「あな

たの考えは、〇〇という事ですね」など。その上で、自分の考えを切り出す。「私の意見です

が、・・・」そうすると、相手は、自分の考えを受け入れてくれやすくなります。②相手に違

うと言われても、びっくりしないことです。心の中では「人様々。十人十色。皆、考えが違

って当たり前」と思って下さい。そして心の中では、「相手とぶつかって、違った意見を言い

合う事を恐れる必要はない」と自分に言い聞かせてください。③相手と同じセリフ、動作を

すると、自然に相手は、自分に好感を持ちます。例えば、鸚鵡返し的に、相手のセリフを繰

り返してみる。先輩に「もっと集中しろ」と叱られた時には、「分かりました。シュートの時

は、もっと集中します」と繰り返すのです。相手は「自分の言いたい事が伝わった」と感じ、

安心します。 
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2 脳の癖②：いやだなと思うと、脳の働きが鈍ってくる。 

・「いやだ」「疲れた」「無駄だよ」「無理に決まっている」などのマイナスのセリフを言わな

いようにしましょう。また、暗い表情をしないよう意識して心掛けてください。こういう何

気ないセリフ・表情で、脳の働きが落ちます。むしろ、「すごい！」「いいですね！」など前

向きなセリフ、誉め言葉を口に出しましょう。お勧めしたい工夫の一つは、マイナスの口癖

を、前向きな口癖に言い換える訓練をすることです。例えば、「疲れた」ではなく「もう一歩

だ」、「無理」ではなく、「いい方法を見つけよう」、「駄目だ」と言わないで、「チャンスを呼

び込むぞ」など、意識して、自分なりに言いやすい口癖を作っていきましょう。自分から好

きになると、脳が活性化し、記憶も人間関係も良くなります。心理学に「鏡の法則」という

のがあります。「自分が相手を好きになると、相手も自分のことを好きになる確率が高い。」

ということです。反対も真実です。「いやな人だ！」と思うと、相手も自分のことを嫌う確率

が高くなります。好きになる力を身につけていきましょう。 

 

3 脳の癖③：ご褒美をもらえると思うと、脳は働き始める 

「よし、今週末までに、ここまでの課題ができれば、ご褒美として、ミニケーキを自分に

プレゼントしよう」。例えば、そう決めます。すると脳は、「嬉しい！」と感じて、活性化

します。ご褒美とは、「将来に対する期待」のことです。ですから、例えば、「将来のカッ

コいい自分」を思い浮かべれば、それがご褒美です。コラージュの形で、文字や絵などを

使って、自分の将来像を形にしてみるのも良い方法です。実際にケーキを食べるかどうか

よりも、期待を持つこと自体が大切なポイントです。 

 

4 脳の癖④：「できた」と思ったら、そこで働きは止まってしまう 

9 割ほど到達した時に、「もう大丈夫だ。終わった。」と、ほっとしないでください。何故

なら、そこで脳の働きが止まってしまうからです。安心は、脳の働きを止めます。ですか

ら、もう少しで達成できる時に、気を緩めてはいけません。「よし、ここからが本番だ」

と、一層エンジンを掛けて、一気に最後まで、やり抜いてください。そして、本当に全部

が終わった段階で「よし、完了！」と言って、自分を誉めてあげましょう。 

 

5 脳の癖⑤：「頑張ります」は無意味。目標を設定する。 

「できるだけ頑張ります」と、私たちは言いますが、それは脳にとっては、意味不明で、

メッセージとして伝わりません。脳を活性化するには、具体的な目標を設定してください。

目標とは、成果が「見える化」されていることです。例えば、1日のトレーニングを、 

ランニング 20 分、懸垂 5回、腕立て伏せ 20 回とし、毎日実施すると決める。すると、 

これが目標になります。先輩や先生に言われたことに従順に従うよりも、自分の意思を 

前に出して、自分から提案し、実行していくという主体性を出していくと、脳は、自分で

決めたことだと楽しくなって、活性化していきます。脳がもっと元気に働くよう、自分の

言動を振り返ってみましょう。   
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コラージュで自分と対話

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

フランス語：糊付け、貼り付け
絵画を作る技法の一つ

新聞・雑誌の切り抜き・写真
雑多な物を切ったり、貼ったりして
組み合わせていく
（スマホで検索してください）
コラージュ図画工作、コラージュ療法
など・・・具体的な作品例を見て下さい

コラージュの意味
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コラージュで自分と対話
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フランス語：糊付け、貼り付け
絵画を作る技法の一つ

新聞・雑誌の切り抜き・写真
雑多な物を切ったり、貼ったりして
組み合わせていく
（スマホで検索してください）
コラージュ図画工作、コラージュ療法
など・・・具体的な作品例を見て下さい

コラージュの意味
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自分自身の心の奥に潜んでいる
自分の思いを 「見える化」 してみる

コラージュとは何？
① 自分の思いを手軽に表現する
② その時一回限りの
③ 心の箱庭

（注） 箱庭：ミニチュア、小型模型
小さな造作のイメージ

私にとってのコラージュ

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

漠然とした思いを表現する

自分の思い
（例）目標、期待、やりたいこと、不安、願望

苦悩、助け、支え、迷い、困惑、夢など
⇒ できれば、プラスの感情・思いに注目

・心の中にある、様々なもやもやした感情
と向き合う手段

・自分の心の中にいる、もう一人の自分を
見つけて引っ張り出し、対話する感じ

・論理的、筋が通っている必要はない
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①文字を使うもＯＫ ・・・それ以上に

もう少し、気楽な気持ちで

②文字以外の手段を積極的に使う
絵、写真、切り抜き、絵の具、色鉛筆
草花、布

自分の好きな、気に入った材料を使い
気持ちを盛り上げていく

③ルールや縛りを気にしない
自由に表現する

コラージュの作り方

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

コラージュの効果

①普段、頭で考えているのとは別の
自分らしさ、自分が求めている事を発見

②コラージュを使って、周囲の人と紹介
しあい、自分をさらに知る切っ掛け

③新たな事に挑戦してみたいという
前向きな気持ち

④もやもやした感情が、スッキリ！
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①文字を使うもＯＫ ・・・それ以上に

もう少し、気楽な気持ちで

②文字以外の手段を積極的に使う
絵、写真、切り抜き、絵の具、色鉛筆
草花、布

自分の好きな、気に入った材料を使い
気持ちを盛り上げていく

③ルールや縛りを気にしない
自由に表現する

コラージュの作り方
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コラージュの効果

①普段、頭で考えているのとは別の
自分らしさ、自分が求めている事を発見

②コラージュを使って、周囲の人と紹介
しあい、自分をさらに知る切っ掛け

③新たな事に挑戦してみたいという
前向きな気持ち

④もやもやした感情が、スッキリ！

4
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「自分の思いを、自由に表現して」
⇒ 困るなあ？？

参考
・当面の目標と目標達成を支えてくれる人
・私の3年後のカッコいい姿
・部活（実習）で、上達したい願い事
・私の1年後、3年後、5年後
・私の好きなこと・得意になりたいこと

・・・などなど

テーマの例

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

・1時間か、1時間半で、仕上げる
・全体の構成を考える

この部分には何を表現しよう・・・
・自分の好きな材料を集める
・仮置き、下書きをする
イメージをしながら、試行錯誤

・考えすぎない。どこかで打ち切って作業開始

・自分の気持ちを大事に、一気に仕上げ
・大体できたら、ゆっくり眺めて小修整
・細かい事は気にしない

作り方の手順
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・良い悪い、うまい下手は
関係ない
自分の思いが表現できたか

・プラス思考
自分を励ましながら
コラージュで
自身を成長させていきましょう

振り返り ＆ まとめ
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・良い悪い、うまい下手は
関係ない
自分の思いが表現できたか

・プラス思考
自分を励ましながら
コラージュで
自身を成長させていきましょう

振り返り ＆ まとめ コラージュで自分と対話 

 

コラージュという言葉を知っていますか？これは、フランス語で、糊付け、貼り付けという

意味だそうです。芸術作品である絵画を作る技法の一つです。普通は、絵の具を使って絵画

を描きますが、新聞や雑誌の切り抜き、写真、その他雑多な物を切ったり、貼ったりして 

組み合わせながら、作品に仕上げていきます。スマホで、コラージュ図画工作、コラージュ

療法などと検索すると、具体的な作品例や説明があります。それらを見ると、コラージュの

イメージが、段々と湧いてくるでしょう。 

今日の話は、このコラージュという手法を使って、①自分自身のコラージュを作ってみよう、

②心の奥に潜んでいる自分の思いを「見える化」してみよう、という提案です。もし、「コラ

ージュとは何？」と聞かれたら、私は、「①自分の思いを手軽に表現する②その時一回限りの

③心の箱庭」と言うでしょうか。箱庭とは、ミニチュア、小型模型、小さな造作というイメ

ージです。 

 

1 コラージュを作る理由 

現在、日専校で私たちは、能率手帳（考動アクション手帳Ⅰ）を使っています。そこに皆さ

んは何を書いていますか？今日の主な出来事、自分の目標や印象に残った事、忘れ物をしな

いようになど様々でしょうか。私は、この手帳に皆さんの目標や夢なども書いてもらいたい

のですが、なかなか難しいとも感じています。自分に置き換えて、その理由を考えてみまし

た。そもそも、自分が何を目指しているのか、何を本当にやりたいのか、明確になっている

わけではない。文章や文字で、どう表現していいか難しい。学校や会社では、意思疎通を 

図る際に、主に文章を使いますが、考えてみると、文字というのも、一つの表現手段でしか

ないですよね。他にも、表情、ジェスチャー、握手などの相手と接触する動作、絵や工芸品

など、自分の思いを表す手段は、沢山あるんだということに気付かされます。 

そこで、文字で手帳やノートに書くこと以外に、コラージュという表現方法を使ってみよう

というのが私の提案です。 

コラージュは、何でもありの表現方法です。絵といっても、自分が描くだけでなく、気に入

ったものを外から持ってきて、貼り付けてもいいのです。色んな物を組み合わせて、自分が

何となく思っている事を表現してみようという試みのことです。ところで、自分の漠然と 

した思いって何でしょうか？無理に言葉にすると、例えば、目標、期待、不安、不満、願望、

苦悩、助け、支え、嘆き、迷い、困惑、夢などでしょうか。コラージュは、心の中にある、

様々なもやもやした感情と向き合う手段です。自分の心の中にいる、もう一人の自分を見つ

けて引っ張り出し、その人と対話してみようという感じです。論理的、筋が通っている必要

は全くありません。夢を見た時のように、なんだか脈絡がなく、へんてこりんな構成になっ

た。それで結構です。自分の素直な感覚、感情を大切にしてください。 

 

2 コラージュの効果 

コラージュは、文字も使ってよいのですが、主に文字以外の手段（絵、写真、切り抜き、絵

の具、色鉛筆、草花、布、針金などなど）を使って、自分の好きな、気に入った材料を用い
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て、自分の気持ちを盛り上げていくのに適しています。ルールや縛りを気にしない。自由に

表現してみようと思って下さい。コラージュの効果は、何でしょうか。 

① 普段頭で考えているのとは別の、自分らしさ、自分が求めていることを発見できる。 

② コラージュを使って、周囲の人と紹介しあいながら、自分をさらに知る切っ掛けにする。 

③ 何か新たな事に挑戦してみたいという、前向きな気持ちにさせてくれる。 

④ もやもやした感情が、すっきりする。 

これらを効果として、期待したいですね。 

 

3 準備するもの 

さて、何を準備すればよいでしょうか？身の周りの物として、例えば、次の物があるとスタ

ートできるでしょう。 

① 画用紙（大き目）、②色鉛筆、数種の色のサインペン、絵の具など筆記用具 ③ハサミ、 

糊（のり）、セロテープ、付箋紙、ホッチキス、画鋲、定規、カッターなどの文具、④パソコ

ンで好きな画像を検索し、気に入った絵や写真をプリンターでコピーする。その為の用具、

⑤カメラと印刷機、⑥その他自分の気に入った物。雑誌、新聞の記事のコピー、草花、葉っ

ぱ、などです。 

 

4 テーマと作り方 

「自分の思いを、自由に表現してみてください」と言われても、困る人もいるでしょう。 

テーマがあると、考えやすいと思います。参考までに挙げてみます。 

① 自分の当面の目標と目標達成を支えてくれる人たち 

② 私の 3年後のカッコいい姿 

③ 部活（実習）など自分なりに上達したいと願っている事 

④ 私の 1年後、3年後、5年後。 

⑤ 私の好きなこと、得意になりたいこと・・・などなど 

 

これを作る作り方も自由です。やっぱり自由は困る、何かアドバイスをと言われたら、次の

イメージでしょうか。あまり作成に時間を掛け過ぎないでください。1時間か、せいぜい 

1 時間半で、形に仕上げましょう。 

① 全体の構成を考える。この部分には何を表現しようなど。 

② 自分の好きな、書いたり貼ったりする材料を集める。 

③ 仮置き、下書きをして、色々イメージをしながら、試行錯誤する。 

④ 考えすぎても、切りがない。どこかで打ち切って、作業を始める。恐らく、毎回やるたび

に内容は変わるでしょう。今の自分の気持ちを大事にして、一気に仕上げましょう。 

⑤ 大体出来上がったら、ゆっくり眺めながら、小修整する。細かい事は気にしない。 

 

5 注意する点 

① 良い悪い、うまい下手は関係なく、自分の思いが表現できたかなという視点から振り返っ

てください。 

② やりながら、こんな感じでいいのかなと思いながらも、楽しく、面白がりながら、作業を
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しましょう。できるだけ、前向きで、自分を励ます課題がいいと思います。 

③ 上手に作ろうと思わない。先生など外部の人に、どう見られるかを気にしないで、自分 

本位でやって下さい。 

 

6 作った後の活用方法 

できあがったら、2人でペアになって、自分の言いたい事、表現したかった事を相手に説明し

てください。相手には、自分なりの前向きな感想を言ってあげてください。3分くらいで、 

1 ラウンドです。相手を変えて、数回実施します。自分の事が、そして相手の事が分かって 

くると素晴らしいですね。そして最後に、こんな気持ちになったら、コラージュ作成は、 

大成功です。 

① なんとなく気分がすっきりした。 

② 友達のコラージュを観ながら話を聞いて、自分にも役立つものを感じた。 

③ いつか、もう一度作ってみてもいいかなと思った。 

④ 自分の作ったコラージュを時々眺めながら、自分と対話してみたい気分になった。 

 

コラージュを使って、プラス思考で、自分を励ましながら、自身を成長させていきましょう。   
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睡眠を上手に取る方法

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

日専寮では、10時半消灯。 朝6時起床
⇒ 7時間半 の睡眠時間

私の要望⇒ 10時 就寝、6時起床

最低 8時間睡眠が良い

（参考）
日本人の平均睡眠時間：7.72時間。世界では短い

諸外国⇒中国9hr  インド8.8  hr アメリカ 8.75hr
フランス8.49hr  ドイツ8.23hr  イギリス8.06hr

1日8時間の睡眠、早寝早起き
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睡眠を上手に取る方法
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日専寮では、10時半消灯。 朝6時起床
⇒ 7時間半 の睡眠時間

私の要望⇒ 10時 就寝、6時起床

最低 8時間睡眠が良い

（参考）
日本人の平均睡眠時間：7.72時間。世界では短い

諸外国⇒中国9hr  インド8.8  hr アメリカ 8.75hr
フランス8.49hr  ドイツ8.23hr  イギリス8.06hr

1日8時間の睡眠、早寝早起き

2

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

① 免疫機能が低下する
② がんの発生率が高くなる
③ 肥満になる
④ 物忘れ・ウツ（鬱）になる可能性

（原因）⇒
①思考・記憶をつかさどる前頭前野等の
活動が低下

②ストレスホルモンの分泌量が増加

睡眠不足の悪い影響（将来に）

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１．昼間活動した体の疲れを取る
２．記憶や考える上でプラスに働く

今日学んだ事を、睡眠中に、「不要な事は忘れていい
大事な事は、覚えておこう」と、整理をする

× 夜遅くまで、必死に覚えようとする。スマホの光が目に
⇒ 脳が興奮する ⇒ 寝つきが悪い

○ 風呂、友達との歓談などで、ゆったりと過ごす
⇒スーと、眠りにつけ、睡眠の質が向上する
⇒朝の時間に覚えたり、考える （脳の有効な使い方）

３．脳や体の機能を正常に保ち
病気や怪我を遠ざける
注意力の低下を防ぐ

睡眠の基本的な役割
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１ 朝、太陽の光
活動スイッチが入り、身体の時計が動き始める

２ 起きている時には、しっかり身体を動かす

３ 10分程度の昼寝時間
（長すぎてもいけない）

４ 夜8時半以降は
コーヒー・緑茶などのカフェインを取らない

５ 就寝前に、スマホのブルーライトを避ける。
（このライトは、メラトニンという睡眠を促すホルモンを
抑制し、眠りにつくのを妨げる）

良い睡眠を取る方法
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１ 朝、太陽の光
活動スイッチが入り、身体の時計が動き始める

２ 起きている時には、しっかり身体を動かす

３ 10分程度の昼寝時間
（長すぎてもいけない）

４ 夜8時半以降は
コーヒー・緑茶などのカフェインを取らない

５ 就寝前に、スマホのブルーライトを避ける。
（このライトは、メラトニンという睡眠を促すホルモンを
抑制し、眠りにつくのを妨げる）

良い睡眠を取る方法 睡眠を上手に取る方法 

 

皆さんは、1 日何時間の睡眠を取っていますか？日専寮では、10 時半が消灯です。朝 6 時に

起きるとすると、7時間半になります。この 7時間半は、最低限確保したい睡眠時間です。 

私は、日専校の生徒は、卒業してからも、10 時に寝て、6時に起きる、8時間睡眠がよいと 

思っています。というのは、日本人の平均睡眠時間は、最近の統計によると、7.72 時間です。

意外と思うかもしれませんが、世界の中では、短い方に属します。諸外国を見ると、中国 9

時間、インド 8.8 時間、アメリカ 8.75 時間、フランス 8.49 時間、ドイツ 8.23 時間、イギリ

ス 8.06 時間です。8時間以上が、睡眠時間の常識と考えた方が良いようです。 

 

まず、睡眠時間の確保が、なぜ必要なのかを押さえておきましょう。簡単にその理由を言う

と、①体に良い。②頭がより冴える。その結果、③より良い人生を送ることができる、の 3

つです。皆さんの中には、例えば、睡眠時間がもったいない。夜遅くまで勉強して、根性を

発揮したい。夜更かしして、遅くまで起きている方が、大人っぽいという思いがあるかもし

れません。試験の直前などの特別な短期間、遅くまで頑張る事までは否定しませんが、日常

の生活では、早寝早起き、8時間睡眠の規則正しい生活が、身体にも脳にも良いことを、まず

理解して下さい。 

睡眠の必要性である理由を見ていきましょう。睡眠不足の影響として、指摘されていること

は、次の 4 つです。①免疫機能が低下する。②がんの発生率が高くなる。③肥満になる。④

物忘れ・ウツ（鬱）になる可能性が高まる。この原因は、私たちの思考・記憶・感情をつか

さどる、脳の中の前頭前野、大脳辺縁系の部分の活動が低下すること、ストレスホルモンの

分泌量が増加することです。私たちは、このような不具合を避ける必要があります。 

 

そもそも、睡眠の基本的な役割は、何でしょうか？私たちは、昼間活動して、体を動かして

います。その体の疲れを取る為に、つまり生きていく上で睡眠が必要です。しかし、それだ

けではありません。第一に、睡眠は、記憶や考える上でプラスに働きます。その日に起こっ

た事、学んだ事を睡眠中に、脳は、「不要な事は忘れていい。大事な事は、覚えておこうね」

と、整理してくれています。ですから、物を覚えるにも、コツがあります。夜遅くまで、 

必死に詰めて覚えようとするよりも、就寝前は、再度お風呂に入ったり、友達と歓談したり、

ゆったりと過ごしましょう。パソコン、スマホも 9 時半以降は見ない。寝る前は、テキスト

をさらっと眺める程度。そうすると、スーと、眠りにつけ、睡眠の質が向上します。むしろ、

朝の時間を活用して、覚えたり、考えたりする。これが、脳を有効に使う方法です。 

 

第二に、睡眠は、脳や体の機能を正常に保ち、病気や怪我を遠ざける働きがあります。そし

て注意力の低下も防ぎます。ここで、睡眠不足の実験を紹介します。1日の睡眠時間が 4時間、

6時間、8時間の 3つのグループで、継続して、注意力の低下度合いを調べました。実験期間

が長くなるにつれて、睡眠時間の短い 4時間、6時間の場合は、注意力が、確実に低下してい

くことが分かりました。注意力不足は、ヒューマンエラーを招きます。自分では、やってい

るつもりでも、なぜだか、できていない状態です。車の運転を例に取ると、睡眠不足は、 
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飲酒運転、つまりお酒を飲んで運転するのと、同じような状態になります。製造部門では、

安全第一です。自分の安全、周囲の仲間にも気を配って、仕事をします。その際、注意力が

低下する事は、絶対に避けたい。皆さんの将来を考えても、睡眠不足は、マイナスの不具合

を発生させます。 

 

以上をまとめると、一定期間長く睡眠不足が続くと、脳や体に不具合を生じるようになる。

しっかりと睡眠を取ることによって、風邪を引かない、病気に罹らない、さらには、記憶力・

注意力を高める効果がある、ということです。 

 

最後に、スムーズに眠りにつき、良い睡眠を取る方法を 5つ紹介します。 

① 朝は、カーテンを開けて太陽の光を浴びる。これで、活動スイッチが入り、身体の時計が

動き始めます。 

② 起きている時には、身体をしっかり動かす。これは、皆さん 100 点で合格です。 

③ 昼間、10 分から 15 分の昼寝時間を取り入れる。この時間は、長すぎてもいけません。 

④ 夜 8時半以降は、コーヒー、緑茶などカフェインを取らない。眠りを妨げる悪い影響が 

あります。 

⑤ 就寝前に、スマホのブルーライトを避ける。このブルーライトは、メラトニンという睡眠

を促すホルモンを抑制し、眠りにつくのを妨げ、熟睡の邪魔をします。 

 

睡眠を 8時間取ることによって、毎日の生活を高いパフォーマンスで過ごすことができ、 

成長ホルモンが促進され、新陳代謝も活発になります。さらに、記憶や考える上でも効果が

ある。このような睡眠の効果を知って、メリハリのある元気な毎日を過ごしていきましょう。  
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メンタルケアの基本を学ぶ
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日専校生活の基本＝
心穏やか、元気、安心の毎日

入社後も 長い人生を豊かに過ごすこと
私の家族もメンタル不全で、入院や通院を経験した
心の不調は、誰しもが陥る可能性がある

だから、心のケア（＝面倒見）に着目して
基本的な知識を身につけよう

留意点を５つ、説明します

こころ（心）の管理は大切
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１．セルフケア： 自分自身に気をつける
２．仲間ケア ： 仲間や周囲の人を気遣い、支援する

心の不調に影響を与える要因＝

働く時間が多い ＜ 人間関係で苦しむ

（例）「仕事をよく教えてもらえない」
「感謝・ねぎらい・いたわりの言葉をかけてもらえない」
「話を聞いてもらえない」
「課題の解決に向けて一緒に悩み、考えてもらえない」

社会人になって大切なこと
①温かい言葉を自分から掛ける
②お互いに関心を持ち合う

（メンタル不全は、自分で気付きにくいもの）

１．セルフケアと仲間ケア（2つの視点）

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

コップを心に例える

① コップに水が一杯。さらに、注ぎ込まれる
⇒コップの淵から水が、あふれて、こぼれ始める
⇒気持ちも一杯いっぱい
これ以上は、周囲からの助言も受付けられない

② 心の状態が良くなる
⇒コップの幅（底の面積）が広くなって、
水が、あふれない。コップの6－7割の状態

⇒他人の話を受け入れる余裕
⇒安心して、人の話を聞くゆとり
助言も受け入れやすい

2.メンタル不全時の心の状態
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アドバイス

①心のコップを満タンにしない
ゆとりを持たせる

②毎日のストレスを上手に逃がす工夫

③自分を大切にしてくれていると
感じる人、一緒に悩んでくれる人を
見つける

2.メンタル不全時の心の状態 2 
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正論 ＝ 正しく、論理的に筋が通っていて
どうも反論しにくいコメント

・自分としては、納得できない、気持ちがついていかない
・相手の言うのが、正しいことは分かるが、うまくできないので

かえって、困ってしまう

相手が困っている時は？ ⇒
× 正論として正しいことを話す

◎ その人の気持ちに寄り添った
セリフを言う

◎ 相手の気持ちを分かってあげようと
共感を示す

３．正論を言うよりも、共感を示す
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① 我慢しすぎない。
周囲に早めに、SOS（つらい信号）を出す
ストレスや疲れが溜まりすぎる⇒体の症状に出る
頭痛 肩こり 吐き気 不眠
胃痛 円形脱毛 動悸 下痢

⇒ 早めに相談が大切

② ストレスの影響
過食、うっかりミスの連続、遅刻 などの生活の乱れ

③イライラや怒りやすくなるなども、危険のサイン

４．心の健康を守る方法

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

①学校外

・日立健康管理センター
・水戸駅近く、茨城カウンセリングセンター
・面談や電話での県や市の相談窓口

②普段から、自分にとって相談しやすい人を考えておく

③誰に相談してよいか分からない時

・保健室の看護師
＝毎週木曜日と金曜日に、

一人ひとりに時間をとって話を聞いてくれます

！相談内容を、本人の許可なく、他の人に話すことはない
！公的なカウンセリング施設・病院などの相談もできる

５．誰かに相談しよう
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みなさんの周りには
みなさんのことを心配してくれる
助けになってくれる人が

必ずいます

困った時は、勇気を出して
相談してください

助けてくれる人は 必ず います
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メンタルケアの基本を学ぶ 

 

心穏やかに、元気で、安心して毎日を送ることは、日専校生活の基本です。また将来、企業

に入社してからの長い人生を豊かに過ごしていくためにも、心の管理は大切です。その為に、

心のケア（＝面倒見）に着目して、基本的な知識を身につけていきましょう。皆さんの周囲

に心（＝メンタル）の状態が悪くなり、薬を飲んだり、通院したりしている人が、将来出て

くるかもしれません。私の家族もメンタル不全で、入院や通院を経験しました。心の不調は、

誰しもが陥る可能性があります。他人事と思わないで、また親しい人が困った時には、皆さ

んが進んでサポートしてあげられるよう、まずは知識や用語を覚えて下さい。 

以下、5つの留意点を説明します。 

 

１ セルフケアと仲間ケアの 2つの視点を持とう。 

自分自身に気をつけるセルフケアと、仲間や周囲の人を気遣い、支援する仲間ケアの 2 つが

あります。最近、日本では、残業時間が多いことを問題視し、働き方改革と称して、対策を

打ち出しています。社会人の事例ですが、心の不調に影響を与えるのは、私の経験からは、

働く時間が多いこと以上に、むしろ、人間関係で苦しむ人のほうが多い気がしています。 

例えば、「仕事をよく教えてもらえない。感謝・ねぎらい・労り（いたわり）の言葉をかけて

もらえない。話を聞いてもらえない。課題の解決に向けて一緒に悩み、考えてもらえない。」

などと感じていることが、心の不調の原因になっています。 

社会人になると、温かい言葉を自分から掛けていくこと、お互いに関心を持ち合うことが、

一層大切になります。また、メンタル不全は、自分で、なかなか気付きにくいものです。今、

日専校で、私たちは挨拶の励行を行っていますが、このような言葉を掛け合う訓練が、心の

ケアにも役立つことを理解してください。 

 

２ メンタル不全時の心の状態を知ろう。 

メンタルの状態について、コップを心に例えて、イメージしてみましょう。コップに水が一

杯入っていて、またさらに、注ぎ込まれる。すると、コップの淵から水が、どんどんあふれ

て、こぼれ始めます。そうなると、もう気持ちも一杯いっぱいで、これ以上は、周囲からの

アドバイスも受付けられない感じになります。一方、心の状態が良くなってくると、コップ

の幅というか、底の面積が広くなって、水が、あふれないで、コップ全体の 6－7割の状態に

落ち着きます。こうなると、他人の話を受け入れる余裕も生まれてきます。安心して、人の

話を聞くゆとりができ、アドバイスも受け入れやすくなってきます。 

ですから、心のコップを満タンにしないで、ゆとりを持たせる。毎日のストレスを上手に逃

がす工夫をする。自分を大切にしてくれていると感じる人、一緒に悩んでくれる人を見つけ

ることが大切です。 

 

３ 正論を言うよりも、共感を示そう。 

正論って分かりますか？正しく、論理的に筋が通っていて、どうも反論しにくいコメントの

ことです。相手に正論を言われても、自分の思いとしては、納得できない、あるいは、気持
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ちがついていかないことがあります。相手の言うのが、一般論として正しいことは分かるけ

れども、うまくできないで、かえって困ってしまいます。相手が困っている時には、正論と

して正しいことを話すよりも、むしろ、その人の気持ちに寄り添ったセリフを言ったり、 

相手の気持ちを分かってあげようと共感を示す方が、メンタルケアの側面からは、効果が 

大きいことを理解して下さい。 

 

４ 心の健康を守る考え方を知ろう。 

自分の心の健康を守っていくには、次の 3つに気をつけてください。 

① 我慢しすぎないで、周囲に早めに、SOS（助けて、つらいという信号）を出しましょう。 

② 頑張りすぎて、ストレスや疲れが溜まりすぎると、体の症状として、頭痛、肩こり、吐き

気、不眠、下痢、胃痛、円形脱毛、動悸などが出ることがあります。この段階での不調を

見逃さないで、早めに相談しましょう。 

③ ストレスが、過食、うっかりミスの連続、遅刻などの生活の乱れとして現れることがあり

ます。イライラや怒りやすくなるなども、危険のサインと捉えましょう。 

                                 

５ 困ったときの相談先 
つらい時、悩みを抱えた時、こころの病気かもしれないと思う時など、誰かに相談すること

は、効果的な対処法です。では、みなさんなら誰に相談しますか？家族、友達、先生、地域

の中では誰でしょうか？ 

学校外にも、日立製作所の日立健康管理センターや、水戸駅近くの茨城カウンセリングセン

ター、面談や電話での県や市の相談窓口など、色々とあります。普段から、自分にとって相

談しやすい人を考えておくのも良いと思います。家族、友達、先生など身近な人に相談でき

ない時や、誰に相談してよいか分からない時もあると思います。そんな時には、保健室に 

いる看護師さん達に相談してみてください。また、看護師の広津さんは毎週木曜日と金曜日

に、みなさんの話し相手、相談相手として、一人ひとりに時間をとって話を聞いてくれます。 

相談内容を本人の許可なく他の人に話すことはありません。必要に応じて、公的なカウンセ

リング施設などの相談施設や病院などの相談にものります。 

広津さんと相談したい場合の申し込み方法は、別途お知らせしています。活用してください。 

最後になりますが、みなさんの周りにはみなさんのことを心配してくれる、助けになって 

くれる人が必ずいるので、困った時は、勇気を出して相談してみましょう。   
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３　仕事ができる人財を目指す
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安全に強くなる

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

安全は全てに優先する

安全第一の意味を深く理解しよう！

安全は、命・人生に関わる重大事
（例）
① プロのスポーツ選手

怪我をしない。自分で自分を守る

② タクシーの運転手
防衛運転＝
最悪の事態を想定、予想する
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１ 前提（仮定）
・1日：7時間45分
・1年間：365日ー休日(125日）－
年休（年次有給休暇）10日＝230日

・勤続年数：18歳ー60歳（42年）
２ 人生の労働時間
7.75時間×230日×42年間＝
約7万5千時間
1分間で一つの事故が起こるとすると
×６０倍＝人生で450万回の危険性

人生（労働時間）と危険性

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

仕事のプロは怪我をしない

私たちの自覚
①自分はプロだ。だから怪我をしない
②仲間にも怪我をさせない

日専校のブランド力
１ 卓越した技能
２ 優れた人間力
３ 徹底した安全意識

この3つは、すべて自覚と努力で
達成できる
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・「型より入りて 安全の心をつかみ
人に伝える力を養う」

（元、日立製作所 勝田工場 竹入工場長）

①型より入りて： ルール、指差し呼称、ＲＫＹなど

・問答無用。まずは、決まりを守る
②安全の心をつかみ：

・事故の怖さ ・現場の危険ポテンシャル
・安全の大切さ を知る

③人に伝える力を養う：
・仲間や後輩を指導する

「安全の格言」を紹介します

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

ハインリッヒの法則

大事故：軽微な怪我：ヒヤリ
＝ １ ： ２９ ：３００

（合計３３０）
怪我の種類

落ちる 挟む（はさむ） 切る
やけど 感電 滑る（すべる） など

教訓
・ヒヤリが300回超えると、30回の怪我が
起こる。その内の1つは、とても重大

・だから、ヒヤリの段階で、徹底した対策を
行ない、危険性をつぶす

－ 135 －



4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

・あせらない（＝焦らない）
いらだつ 気をもむ

・あわてない（＝慌てない）
うろたえる 急ごうとする

・走らない

安全確保の心構え

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

あせる あわてる 走る
→ 急ぐ 忙しい（いそがしい）

忙＝ 心＋亡＝心を無くす
＝無意識になってる

安全力 とは
１ 平常心を維持する（落ち着く、冷静）力
２ 音、におい、温度に敏感に反応する

「あれっ、ちょっと、おかしいんじゃない
かな？」 と異常に気づく力

３ ５Ｓ（整理・整頓・・・）を実行する力

私たちは安全のプロ
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安全に強くなる 

 

今日は、「安全に強くなろう」という話です。一緒に考えてみましょう。「安全第一」、「安全

は、すべてに優先する」という言葉があります。これは、安全が命や人生に関わる重大なこ

とだからです。例えば、プロスポーツの選手を思い浮かべて下さい。高い技術、技能を持っ

ていても、怪我をして、試合に出場できなくなると、折角の自分の優れた能力が発揮できま

せん。また、タクシーの運転手は、私たち以上に事故に遭う確率が低いです。なぜなら、彼

らは防衛運転に努めているからです。「もしかすると、反対車線から車がはみ出しては来ない

だろうか」、「角を曲がる時に、人が飛び出しては来ないだろうか」と、万一のことを事前に

予想して、それに備えようという意識を持って、運転しています。 

私たちは、工場の製造現場で働く人間です。仮に 1日７時間 45 分、年間 230 日、42 年間働く

とします。この合計は、約 7 万 5 千時間です。これだけの長い時間、現場で怪我無く、安全

に仕事を続ける。しかも、自分だけではない。仲間の命も守る。その為には、「自分は、仕事

のプロである。だから怪我はしない。そして仲間にも怪我はさせない。」という強い自覚、意

識が必要です。 

日専校は、製造部門の中核リーダーであることを使命とする人材の集まりです。この日専校

ブランドが成立している要素は、卓越した技能、優れた人間力、そし徹底した安全意識、 

この 3つです。ですから、私たち全員が、安全に関して、その本質的な考え方を理解し、 

身に付けていく必要があります。以下 3つの項目で説明します。 

 

1 「型より入りて（いりて）、 安全の心をつかみ、人に伝える力を養う。」 

ひたちなか市、勝田駅のすぐ近くに、以前「勝田工場」がありました。この言葉は、その工

場の責任者、竹入（たけいり）工場長のメッセージです。残念ながら、若い従業員が、作業

中に亡くなる事故が起こってしまいました。その反省を込めて、現場のリーダーや責任者に

向かって発信した言葉です。私は、この言葉を次のように理解しています。 

『現場に入ったら、まずは職場で決められている安全の型、つまり決まりをしっかり守れ。

若い時は、自分は怪我なんてしない。大丈夫だ。少しくらいの時間だったら、ヘルメットを

かぶらなくても、保護メガネをしなくても、怪我なんてしないだろう。そう思うかもしれな

い。でも、そういう一瞬の隙間をついて、悪魔が襲い掛かり、落ちたり、滑ったり、機械に

巻き込まれたりする。だから、まずは、「型より入りて」が大切だ。型というのは、決められ

た安全のルール、指差し呼称、ＲＫＹ（リスク危険予知）のことで、過去に、職場の先輩が

失敗した経験を元に、反省の結果できあがったもの。まだ新人の時は、その決まりができた

背景や仕事の裏に潜む事故の怖さが、十分理解できないかもしれない。だからこそ、まずは

しっかり守る。すると、段々と、安全の大切さ、不安全の怖さが理解できるようになる。そ

して、安全の大切さが身についたら、今度は、自分自らが、後輩に安全のポイントを伝えて

いく力をつけていこう。』この言葉には、安全の本質的な考え方が、表現されています。もう

一度言います。「型より入りて、安全の心をつかみ、人に伝える力を養う。」日専校の生徒は、

この言葉を覚えてください。 
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2 ハインリッヒの法則 

ハインリッヒというのは、人の名前です。今から 80 年以上前の 1930 年代に、アメリカの 

損害保険会社に勤めていたハインリッヒさんが唱えた説で、「大事故：軽微な怪我：ヒヤリと

したケース＝1:29：300 の比率である。」というものです。 

労働の現場では、落ちる、滑る、挟む（はさむ）、切る、火傷する、感電するなど様々な安全

上の事故が発生する危険があります。特に機械が稼働している場所では、細心の注意が必要

です。その時、1件の大きな事故に至る前に、小さい怪我を負った事故が 29 件ある。そして、

さらに、怪我はしなかったが「危ない。ヒヤッとした。もう少しで、機械に挟まれるところ

だった。」と、ハッとすることが 300 件あるということです。ここで、私たちが学ぶべきこと

は、何でしょうか？それは、「小さな怪我やヒヤリとした事故が起こったら、それで終わりに

してはいけない。なぜなら、これが何回も繰り返されると、いつかは重大災害が起きるから

です。小さな事故で済んだ時にこそ、しっかりと対策、注意喚起、教育をして、二度と事故

が起こらないように、手を打つことが大切です。安全に妥協はありません。職場の強いリー

ダーシップが求められます。もし、あなたが、安全で叱られたとしたら、「まだまだ、自分に

は安全に対する意識が不足しているかもしれない。」と、素直に振り返ってください。 

 

2 「あせらない、あわてない、走らない」＆５Ｓ 

以上 2つの考え方を述べました。最後にもう一つ、実践的な安全対策を紹介します。人間は、

「目に見えないものは、無い、存在しないのでは？」と、つい思ってしまいます。 

頭の上に目は付いていません。上からモノが落ちてきても、目に見えないので、気付かない。

走っている時には、周りの景色は見えていません。無我夢中で、先に行くことしか考えてい

ないからです。そういう無意識の状態の中で、事故が襲い掛かります。事故を起こした時、

なぜそうなったか覚えていないことが多いのです。私が言いたいことは、人間の無意識の 

不安全を防ぐために、予め（あらかじめ）どう行動するか、自分に言い聞かせておく必要が

あります。それが、「あせらない、あわてない、走らない」の 3つです。 

この背景には、「急ぐ、忙しい」があります。忙しいという漢字は、「心を亡くす」と書きま

す。まさに、心＝意識がどこかに飛んでしまって、冷静さが欠けている状態なのです。現場

では「早く、沢山作れ。お客様との約束期限に間に合わない。」と言われます。その時に、「は

い、分かりました。頑張ります」と返事をしても、心の中では、「まずは、安全第一。あせら

ない。あわてない。」と自分に言い聞かせながら、仕事をしてください。なぜなら、安全は、

すべてに優先するからです。 

そして、最後になりますが、「５Ｓの実行」が、安全の基本であることを意識してください。

「５Ｓ」が行き届いた職場は、災害の発生するリスクが非常に低く、作業効率や製品の品質

管理が格段に向上します。実習や将来の職場だけでなく、普段の日常生活においても、「５Ｓ

の実施」を習慣化するよう心掛けていきましょう。   
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「安全力」を高めて災害を防ぐ

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

日専校生の目指す人材像

２階：「プラスαの能力」

・安全力 ← ここに注目
・グローバル力
・コミュニケーション力

（自分の強さ、弱さを知る
自分を表現する。自分を律する）

１階：「基本動作力」
・モノづくり力（国家資格検定など）
・人間力 （仲間を支える力）
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安全力＝

①安全の基本的な考え方←今日はここ

②知識
例：危険物取扱者乙４

③動作
例：消防訓練で、「火事だ！火事だ！」

と大きな声を出す。
ポイント：動作は、訓練を通してこそ

習得できるもの

安全力とは何か？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

安全の学び方

▲ 一般的な安全教育の方法
「○○ してはいけない」
「○○ に触ってはいけない」等

否定語で注意を受ける

◎ もう一つの教育方法
「こうすると 事故が起きる」
「これで 怪我が発生している」

⇒ より危険さを実感できる
例：災害事例、工場の安全体感実習
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安全の学び方

▲ 一般的な安全教育の方法
「○○ してはいけない」
「○○ に触ってはいけない」等

否定語で注意を受ける

◎ もう一つの教育方法
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⇒ より危険さを実感できる
例：災害事例、工場の安全体感実習
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事例１：
①棒の先に布を付ける
②その先端を、回転している機械に触れる
③グッと、巻き込まれる感覚が、手に走る

事例２：
①植木鉢をヘルメットに見立てる
②上から物が落ちてくる
③あっという間に、鉢が粉々になる

④「頭に当たると大変！」 ⇒ 怖い！

安全体感実習の例

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

なぜ安全を意識するべきか？

「人間の体の器官、感じ取る力が不完全だから」

① 目は、どこを向いているのか？
⇒ 前と横だけ。後ろや上下は見られない

頭の上から、物が落下してくるかも。帽子、ヘルメット要

② 電気を目で見られない
⇒ 触ったら感じるが、いきなり感電する恐れ

③ 空気も見えません
⇒ 酸素か、二酸化炭素か？

工事現場のピット（大きな穴）で、酸欠事故の危険！

④ 温度も目では分からない⇒半田ゴテに触ると火傷
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・目を信じてはいけない
・頭の中で「安全上問題かも。危ないかもしれない」と
自分に言い聞かせる警戒感が必要

・「走る」と「歩く」の違い
・歩いている時は、「危ない！」と思った瞬間、止まれる
・走っていると、すぐに止まれない。ぶつかったり、滑ったりする

人間の不完全な感性
・自分の感覚を優先し、自分が感じることだけで判断しがち
「特に問題ない。だって、悪そうな物は見えないし
危なくも感じないから」

「安全意識＝理性の力で、自分を守るぞ」
という意識を持つことが大切

私たちが留意すべき点

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ 過去にこの現場で、どういう事故
が起こったのだろう？

２ どんなヒヤリ・ハットの事例が
あったのだろう？

３ 油断大敵
自分なりに想像する 先輩に聞く

臭い 温度 音 に着目

異臭 異音・・・ 安全の勘を磨こう

安全の勘を磨こう
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「安全力」を高めて災害を防ぐ 

 

私は、日専校生の目指す人材像を次のように、2階建てでイメージをしています。1階部分が

「基本動作力」で、2階が「プラスαの能力」です。基本動作力は、「モノづくり力」と 

「人間力」から成り立っています。2階のプラスαの能力として、「安全力」、「グローバル力」、

「コミュニケーション力」の 3つの力の向上を目指しています。 

今日は、この中の安全力に着目します。安全力とは、何か？私は、①安全に関する基本的な

考え方、②知識、③動作の 3 つだと考えています。私が、取得をお願いしている危険物取扱

者乙４は、②の知識の強化に該当します。また、③の動作の例としては、先般実施した消防

訓練が思い出されます。代表の生徒が「火事だ！火事だ！」と大きな声で、周囲に知らせ、

その後落ち着いて、消火器のノズルを下に向けながら、消していましたね。こういう一連の

動作は、訓練を通してこそ、習得できるものです。知識だけでは不十分で、いざという時に、

正しい動作を行うことはできません。実際に訓練を繰り返し行ってこそ、身につける事が 

できます。 

さて、3つの安全力の 1番目の「基本的な考え方」を今日は学んでください。私たちは、安全

に関して、「○○してはいけない」「○○に触ってはいけない」等、否定語で注意を受ける 

ことが多い気がします。私は、むしろ「こうすると事故が起きる」「これで、怪我が発生して

いる」と、事故が起きる背景を理解し、危険さを実感できる方法を取り入れることによって、

安全を深く学ぶことができると考えています。「災害事例教育」や「安全体感教育」が、良い

事例です。例えば、棒の先に布を付けて、その先端を、回転している機械に触れてみる。 

グッと、巻き込まれる感覚が、手に走ります。あるいは、植木鉢をヘルメットに見立てて、

上から物が落ちてくる。あっという間に、鉢が粉々になる。「あっ、頭に当たると大変だ！」

と直感的に怖さが伝わります。怖さを肌で体感して、「危ないと思える感性を養う」ことが 

大事なのです。 

私たちが、安全を意識しなければいけない理由は、「人間の体の器官、感じ取る力が、不完全

だから」ということに尽きます。具体的に、説明しましょう。 

例えば、目に着目してください。目は、どこを向いていて、どこが見えますか？前と横です

よね。つまり、後ろや上下を見ることはできません。例えば、頭の上から、物が落下してき

たら、どうでしょう？とっさに気づいて、さっと避けられるでしょうか。帽子、ヘルメット

をかぶる基本動作が必要な理由が分かりますね。 

また、電気を目で見ることはできません。触ったら感じるでしょうが、いきなり感電する 

恐れがあります。空気も見えません。酸素なのか、二酸化炭素なのかも判別できない。工事

現場には、ピットという大きな穴があります。そこで作業をしていて、酸欠で倒れる事故が

起こります。「普通の場所と何ら変わらない」と思ってしまい、その危険に気づかないからで

す。温度も目では分かりづらい。半田ゴテに不用意に触ると、火傷をします。電源が切れて

いるかを、まず確認すべきでしょう。 

私たちは、目を信じてはいけないのです。頭の中で「安全上問題かも。危ないかもしれない。」

と、いつも自分に言い聞かせる警戒感が、自分を守る大切な武器になります。 

ただ見るのではなく、見る対象物が、どの程度の危険リスクがあるのかを、見極める為の 
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想像をめぐらすことが大事なのです。 

製造現場では、「走るな」と、注意されます。何故でしょう？走るのと歩くのとでは、何が 

違うのでしょうか？歩いている時は、「危ない！」と思った瞬間、止まることができます。 

走っていると、すぐに止まるのは無理です。相手にぶつかったり、滑ったりする確率が高く

なります。つまり、危険を感じた時に、すぐに回避行動をとったり、行動停止することが 

できません。 

こういう風に、私たちは、自分の感覚を優先し、自分が感じる事だけで判断しがちです。 

「特に問題ないはずだ。だって、自分には、悪そうな物は見えないし、危なくも感じない 

から」というだけの根拠で。ですから、そのような人間の習性に気づき、「安全意識という、 

理性の力で、自分を守るぞ（絶対に怪我をしない・事故をおこさない）」という意識を持ちま

しょう。安全に関する基本的な考え方を、身につけてください。 

 

次に、私が昔勤務していた工場で起こった事故を紹介します。事故に遭った作業者は、50 歳

代の熟練の方でしたが、一瞬で、軍手をした指を 3 本落としました。ボール盤という鉄板に

穴を空ける作業をしていた時のことです。冬場で鉄板は冷たい。しかも、バリというトゲの

ような物が出て、指を切る可能性がある。軍手をしてはいけないという規則になっていまし

たが、おそらく、寒さとバリから手を守りたいと思ったのでしょうか。その軍手が、誤って、

回転している機械の軸に触ってしまいました。一瞬にして、指が巻き込まれたのです。 

もし、軍手をしていなければ、指を切る程度で済んでいました。軍手の布は、ぐるぐるっと、

回転している軸に巻き込まれてしまう。そういう布の性質の怖さを、本当には分かっていな

かったのです。寒さとバリの怪我から、守ろうとした結果、もっと大きな事故を起こして 

しまった。ここで、学ぶべきは、なぜ軍手をしてはいけないのかを、感覚ではなく、理屈で

理解、納得する事です。また、油断しないことです。この作業者は 50 歳の熟練技能者ですの

でボール盤を操作するときは軍手をしてはいけないということを知っていたかもしれません。 

しかし、自分はそんな事故は起こさないだろうと、油断してのではないのでしょうか？その

心の隙に、災害という悪魔が潜んでいるのです。まさに油断大敵です。 

 

皆さんが、製造現場で働き始めると、そこには、安全の決まりがあって、それを厳しく指導

されます。当初は、なぜそんなに、うるさく同じことを言うのかと思うかもしれません。 

過去にこの現場で、どういう事故が起こったのだろう？どういうヒヤリ・ハットの事例が 

あったのだろうと、自分なりに想像したり、先輩に聞いたりして安全の勘を磨いてください。 

そして、油断せず、「絶対に災害は起こさない」という強い安全意識を持って、仕事に取組ん

でください。 

私たちは、40 年間以上働きます。事故には、一瞬で巻き込まれます。安全に長い会社生活を

送るために、自分の身は自分で守るという意識を持ち、安全規則をしっかり守り、安全の 

知識、そしてその理由を学び、自分のものにしてください。 

日専校生は、安全に強い。そう言われる人材になってくれることを期待しています。  
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夢とキャリア

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

夢とキャリア
夢：「将来、こうなりたい」

「これが実現できると、人生は成功！」

キャリア：（例） ○○職人としての
キャリアを積む

キャリアの定義：社会に出て、プロとしての
力を身に付けていくこと

私の考え：夢を持つことは良いこと。でも
無くても気にしない。キャリアを意識し、自
分の能力を高めていく努力を進めていこう
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「夢を諦めないで」
△ 「君には夢が無いのか」
△ 「夢は持つべきだ！」

夢が無いので、後ろめたい。あせる
卑下する。 → その必要は 無し
・夢とは、自分の次なる発展に向けて
育てていくもの

・夢は、変わっていくもの

夢について

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

夢の良い点、悪い点

良い点：自分の気持ちが前向きになり
やる気・行動力が出て、くじけないで
向かっていける

悪い点（危うい点）
1. 自分の夢以外に、興味・関心を

示さない。可能性をつぶさないで
自分の適性は何だろう？と考えていこう

2. うまく行かないと、ブレーキになる
3. 運がよければ夢が叶うと、努力を怠る
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夢の良い点、悪い点

良い点：自分の気持ちが前向きになり
やる気・行動力が出て、くじけないで
向かっていける

悪い点（危うい点）
1. 自分の夢以外に、興味・関心を

示さない。可能性をつぶさないで
自分の適性は何だろう？と考えていこう

2. うまく行かないと、ブレーキになる
3. 運がよければ夢が叶うと、努力を怠る
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「キャリア」を理解しよう
1 職業、プロを意識する所から始まる
2 上手がプロ、下手はプロではないは

間違い
3 これで給与を稼ぐという覚悟を持つ

（例） 溶接のプロ
初めは、腕が未熟でも、修行を積んで
腕を磨き、能力を向上させていく
将来、職場のリーダーになる

キャリアとは？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

夢とキャリアの私のイメージ

夢を30％、キャリアを70％意識する

夢 ＜ キャリア
・興味や関心の幅を狭めない
・色んな体験をする
・自分の価値観を作っていこうと思う
・夢（目標）を自分の努力で手に入れよう
という覚悟を持つ

アドバイス
→「キャリア意識」を強く持っていこう
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・自分にチャンスが来ると信じる

・チャンスが来てから
始めたのでは遅い

・今、出来ることを
自分で考えて、始めよう

・地味で、基本的なことを大切に

チャンスに備える

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

・夢を持つことで、やる気、行動力が出る
でも、夢が無くても、気にする必要は無い

・社会人として生きていく能力、プロとして
の力を磨くことを意識しよう

→それが「キャリア意識」
・△勉強が出来る ⇒◎仕事が出来る人
・幅広く興味、関心を持つ
・自分の基礎能力（腕＋人間力）を磨く

まとめ
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・夢を持つことで、やる気、行動力が出る
でも、夢が無くても、気にする必要は無い

・社会人として生きていく能力、プロとして
の力を磨くことを意識しよう

→それが「キャリア意識」
・△勉強が出来る ⇒◎仕事が出来る人
・幅広く興味、関心を持つ
・自分の基礎能力（腕＋人間力）を磨く

まとめ

夢とキャリア 

 

今日は、夢とキャリアというテーマで、話をします。ところで、夢って、何でしょう？ 

「将来こうなりたい」、「これが実現できると、自分の人生は成功だ」と思うのが、夢でしょ

うか。一方、キャリアという言葉を聞いたことはありますか？例えば、「洋菓子職人としての

キャリアを積む」などと言います。キャリアとは、「社会に出て、プロとしての力を身に付け

ていくこと」という意味です。 

まず結論を、初めに言います。「夢を持つことは、良いことです。でも、無くても気にしない

でよい。一方、今のうちから、キャリアという言葉を意識して、自分の能力を高めていく 

努力を進めていきましょう。」では、もう少し深く、考えていきましょう。 

 

まず、夢についてです。「夢をあきらめないで」、「君には夢がないのか？」など色んな言い方

があります。私は、自分の若い時を振り返ると、「夢を持ち、それに向かって」いう感じでは

ありませんでした。私は「夢は持つべきだ」と押し売りするような言い方は嫌いです。また

夢が無いので、後ろめたい気がする。あせったり、卑下したり、息苦しく思う。そんな必要

は全くありません。夢は、有る・無いというよりも、自分の次の発展に向けて、育てていく

役割を持つものです。夢は、紆余曲折しながら、変わっていくものです。 

夢を持つことの良い点と悪い点は何でしょうか？良い点は、自分の気持ちが前向きになり、

やる気・行動力が出て、くじけないで向かっていけることです。では、夢を持つことの危う

さは何でしょうか？3つ考えてみました。 

第一は、自分の夢の世界以外に、興味や関心を示さなくなることです。若い時には、色んな

可能性があります。今自分が持っている知識・情報は、限られています。さらに言うと、自

分が何に向いているか、自分の適性さえも自分で判断できないことも多いのです。ですから、

自分の将来の選択の幅を狭めないよう、食わず嫌いにならないよう注意しましょう。 

2 つ目は、夢は、全員が実現できるものではありません。うまく行かなかった時に、立ち止ま

ってしまって、却ってブレーキになる心配があります。やる気が、あきらめに変わってしま

う感じです。そして 3 つ目は、夢が、現実の自分の能力とかけ離れていても、運よく捉まえ

られるかもしれない、と勘違いし、努力をしない恐れがあります。 

 

次に、キャリアについて考えていきます。キャリアは職業やプロを意識する所から始まりま

す。私が言うプロは、「上手なのがプロで、下手なのはプロではない」ということではありま

せん。その仕事でお金・給料を稼ぐ覚悟があれば、それで、その人は立派なプロです。溶接

の仕事に就けば、私たちは溶接のプロです。たとえ、初めのうちは、腕が未熟でも、段々と

修行をして、腕を磨き、能力を向上させていくのです。 

私は、夢とキャリアと 2つの言葉を並べた時には、こんな風に思っています。 

自分の意識を 100％とすると、夢を 30％、キャリアを 70％持つ。キャリアの方を多めに意識

します。そこで、自分の関心や興味の幅をせばめないように、色んな体験をしながら自分の

価値観をこれから作っていく。大切なことは、夢を望んでいるだけでは、実現できない。 

自分の努力で手に入れるという覚悟、キャリア意識を持つことです。そして、次に自分に 
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チャンスが来ると信じること。ただ、それがいつかは分からない。でも、分かってから、 

努力を始めるのでは遅い。分かっていない今から、自分にできることは何かを想定し、実行

を始める。その中身は、地味で、基本的なことかもしれない。でもそれが将来、大きく役に

立つ。 

例えば、プロスポーツの選手も夢という将来の目標を掲げながらも、毎日自分を励まし、 

厳しい訓練を乗り越えています。私たちでいうと、例えば、技能五輪で世界一になるという

夢を持つ。そして、企業人としての将来のキャリアも意識しながら、日々の努力、幅広い 

知識の吸収に努める。そういうイメージです。 

価値観、人生観について、最後に付け加えておきます。まず、八方美人的に、周囲の誰にも

好かれようと考えるのは間違いです。自分の考え、価値観は、十人十色で、人それぞれに違

います。周囲の仲間のお互いの違いを認め、自分なりの考え、価値観を、自分で作っていこ

うと思ってください。ただ一方で、柔軟な発想も忘れないでください。 

 

今日の話をまとめます。夢は、程ほどでもいい。一方、自分が、社会人として生きていく為

の能力を磨く為に、キャリア、つまり「社会に出て、プロとしての力を身に付けていくこと」

を意識しよう。興味、関心の幅を狭めないこと。将来、必ずチャンスが来ます。それを信じ

て、自分の基礎能力を磨くことを、意識してください。    
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スキルを高める

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

学ぶとは何か？
「教えるって、学ぶって何だろう？」

先生の期待 （生徒の皆さんが、）
①今はまだできていないけれど
②これから身につけてもらいたい行動を
③できるようになること

先生は、私たちに何を身につけてもらいた
いのだろうか？
と、一歩引いて、意識してみると効果的
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例：時間割
「英語」「物理」「社史」などの座学
「旋盤」「溶接」「シーケンス制御」
などの実習 ・・・

突き詰めていくと

⇒ 知識 と スキル

では、知識とは？
スキルとは？

何を学んでいるのか？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

知識とは？

例
１ 各学科の専門的な知識
２ 学校や社会のルール、規則など
３ 部活動室の鍵をどうやって借りるか
４ 外泊の届出を行う手続きはどうするか
など・・・

知識とは、

「これは何？と聞かれたら
答えられること」
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知識とは？

例
１ 各学科の専門的な知識
２ 学校や社会のルール、規則など
３ 部活動室の鍵をどうやって借りるか
４ 外泊の届出を行う手続きはどうするか
など・・・

知識とは、

「これは何？と聞かれたら
答えられること」
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技能 技 「実際にうまくできること」 ・・・

例：
・プレゼンテーションスキルは？
・水泳は、上手ですか？
・挨拶は、できていますか？

スキルとは、

「それをやってくださいと言われ
たら、できること」

スキルとは？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

スキルを高めるには？①

学ぶ＝まなぶ

⇒「まねぶ」⇒ 「真似る」

１ 基本動作を大切にする

２ 先生の型を自分の中に取り込む(素直）

３ 一定のレベルまで達成できれば、そこから
自分なりの工夫を加えていく(創意工夫）
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「技は盗め」

①成長したいという意欲

② 先生の動きを観察する意識

③自分の頭で、 自分なりに考え
創意工夫をする

スキルを高めるには？②

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

・英語や挨拶などもスキル
・プレゼン、実験、仕事・・・スキルが沢山！

目・耳での勉強 ⇒ △(限界）
口と手を動かす ⇒ ◎（効果あり！）

自分の体で表現する訓練
（繰り返し ＆ チェックと振り返り）

失敗の積み重ねの訓練が成功の道！

スキルを高めるには？③まとめ
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「技は盗め」

①成長したいという意欲

② 先生の動きを観察する意識

③自分の頭で、 自分なりに考え
創意工夫をする

スキルを高めるには？②
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・英語や挨拶などもスキル
・プレゼン、実験、仕事・・・スキルが沢山！

目・耳での勉強 ⇒ △(限界）
口と手を動かす ⇒ ◎（効果あり！）

自分の体で表現する訓練
（繰り返し ＆ チェックと振り返り）

失敗の積み重ねの訓練が成功の道！

スキルを高めるには？③まとめ

スキルを高める 

 

今日は、学ぶことについて考えてみましょう。ここ日専校で、生徒である皆さんは、色々学

んでいますが、先生の立場からすると、「教えている」となります。では、「教える、学ぶっ

て、どういうこと？」と聞かれたら、皆さんはどう答えますか。一緒に考えてみましょう。 

まず、先生たちは、教えている時に何を考えているのでしょうか。それは、「生徒の皆さんが、

①今はまだできていないけれど、②これから身につけてもらいたい行動を、③できるように

なってもらいたい」。そう思っています。 

そこで私の提案ですが、「先生は、私たちに何を身につけてもらいたいのだろうか？」と、 

一歩引いて、意識してみてはどうでしょうか。学習効果が上がっていくと思います。 

 

生徒の皆さんは、何を学んでいるのでしょうか？そう質問すると、皆さんの頭には、時間割

が自然と浮かんできて、「英語」「物理」「社史」などの座学や、「旋盤」「溶接」「シーケンス

制御」などの実習を思い浮かべるかもしれません。このように、改めて「これは何？」と 

問い詰めて、深く掘り下げて考えてみることも、大切です。私は、次の 2 つに纏められると

考えています。1つは「知識」、そしてもう一つは「スキル」です。私たちは、この 2つを 

学んでいるのです。 

 

知識、スキルとは何かを考えてみましょう。「知識とは？」と聞かれると、どう説明しますか。

具体的に想像してみましょう。例えば、各学科の専門的な知識、学校や社会のルール、規則

などがあります。この日専校で生活していく上でも、どこに部活動室の鍵があって、どうや

って借りられるか、外泊の届出を行う手続きはどうするかなども、知識の一つに入るでしょ

う。そう考えていくと、知識とは、「これは何？と聞かれたら、答えられること」と纏めるこ

とができます。 

では、もう一つのスキルとは何でしょう？カタカナで、スキルと言いましたが、うまい具合

に漢字やひらがなの日本語が見当たりませんでした。例えば、技能、技、「実際にうまくでき

ること」という感じなのですが。スキルを具体的に想像してみると、例えば「あなたは、 

プレゼンテーション、つまり、人前で説明するスキルはありますか？」と聞かれるとどうで

しょうか。水泳は上手ですか？挨拶はしっかりできていますか？将来の職場で、「段取りをし

て、正しく実験できますか？」と確認されるかもしれません。このスキルは、先ほどの知識

とは、どう違うのでしょうか。知識は、「これは何？」と聞かれたら答えられることでした。

仮に、「人前で行なうプレゼンって、何ですか？」と聞かれたら、「はい。それは、目次を作

り、決められた時間内に、相手に分かりやすく、パワーポイントを使って、説明することで

す。」と答えます。でも、それは、知識としての答えであって、スキルの答えには、なってい

ません。そんな風に考えていくと、スキルというのは、「それをやってくださいと言われたら、

できること」と、表現することができます。 

以上のことから、私たちは、学校や企業で、知識とスキルの両方を、身につけていることが

分かりました。私がお願いしたいことは、この 2つの知識とスキルの学びの要素を意識して、

取り組んでほしいということです。 
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次に、スキルに注目して、スキルをより高めていく方法を考えてみましょう。例えば、実習

をイメージしてください。「学ぶ」という言葉は、「まねぶ」、つまり「真似る」から来ている

と言われています。ですから、スキルを学ぶ際も、いきなり、自分流で行なうのではなく、

基本動作を大切にして、まずは、先生の型を自分の中に取り込む。その上で、一定のレベル

まで達成できれば、そこから自分なりの改善を加えていく。真似るコツは、相手の動作を素

直に観察することです。「技は盗め」という言葉があります。言葉の響きは、良くないかもし

れませんが、本質を突いています。私はこの言葉を聞くと、①自分は成長したいという意欲

から出発し、②相手の動きを観察する意識を持ち、③自分の頭で自分なりに考え、創意工夫

をしている姿が浮かびます。 

例えば、英語や挨拶などもスキルです。いくら目や耳で勉強しても、実際に自分の体で表現

する訓練を行なわないと、ものにできない。水泳もゴルフも、そして、将来の仕事にもそう

いう要素が、沢山あります。そこで最後に、「訓練」という言葉を皆さんに意識してください。

企業では、「教育・訓練」と一連で使ったりします。私なりの解釈ですが、教育は、より知識

的で、訓練は、よりスキル的だと、理解しています。スキルを上達させていくポイントは、

実際に口や手を動かす訓練を繰り返すことです。失敗の積み重ねが、成功につながっていき

ます。失敗を恐れず訓練し、スキルの向上に取り組んでいきましょう。              
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修行することの意味
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日専校での学びとは？＝修行？

日専校：モノづくりに貢献するリーダーを目指す

全員寮生活、全員部活、実習訓練、勉強

参考：「秋山木工」 ⇒ 家具を作る会社（神奈川県）
宮本先生、秋元先生と一緒に訪問（2017年2月1日）

社長：「一流の心が、一流の腕・技を育てる」
丁稚（でっち）として住み込み
食事も朝から自分たちで作る

掃除、ランニングをして、大工の勉強

覚悟を決めて入門。男も女も坊主頭
4年間、腕を磨いて、全員巣立つ
秋山木工の本を食堂の本棚設置
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修行＝不合理、非効率、理不尽・・嫌になる？

他の世界は？寿司職人
・寿司を握らせてくれない。下働きばかり
・自分で「おから」を使って、握り寿司の練習
・やっと、出前の巻物などを作らせてもらう
魚の名前や知識も身に付ける

やっと、お客さんの前に立って、握る
とても緊張した。お客さんは、自分の握った寿司を
どんな表情で食べるのだろう？
お客が話したことは、一言一句今でも覚えている

修行とは？（事例：寿司職人）

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

修行の事例＝落語家

・弟子として、師匠に入門
・雑用だらけ

師匠の身の周りの世話（掃除、洗濯、お茶入れ）
人によって好みが違う

濃いお茶、薄いの、 熱いの、ぬるめ
たっぷり、少な目

タイミング：「今じゃないだろ。間（ま）が悪いね」

人の好みを察知しながら、変える。大変！！
我慢して励んでいると、ある日、師匠から声が

「今度、私の所に、稽古においで」

一生涯使えるネタを、ただで教えてもらえる

自分でも工夫を凝らして、話術をさらに磨く
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修行＝不合理、非効率、理不尽・・嫌になる？

他の世界は？寿司職人
・寿司を握らせてくれない。下働きばかり
・自分で「おから」を使って、握り寿司の練習
・やっと、出前の巻物などを作らせてもらう
魚の名前や知識も身に付ける

やっと、お客さんの前に立って、握る
とても緊張した。お客さんは、自分の握った寿司を
どんな表情で食べるのだろう？
お客が話したことは、一言一句今でも覚えている

修行とは？（事例：寿司職人）
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修行の事例＝落語家

・弟子として、師匠に入門
・雑用だらけ

師匠の身の周りの世話（掃除、洗濯、お茶入れ）
人によって好みが違う

濃いお茶、薄いの、 熱いの、ぬるめ
たっぷり、少な目

タイミング：「今じゃないだろ。間（ま）が悪いね」

人の好みを察知しながら、変える。大変！！
我慢して励んでいると、ある日、師匠から声が

「今度、私の所に、稽古においで」

一生涯使えるネタを、ただで教えてもらえる

自分でも工夫を凝らして、話術をさらに磨く
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一人前のプロになる方法
・自分で一人では、たどり着けない
・先生に教えてもらいたい

・でも、すぐには教えてくれない⇒下積みの時間
下積みって何？ ＝ 無駄な時間？

入門⇒師匠「○○君、これがプロの技。こう握れば、一人前の
寿司職人に、3日でなれるよ」＝親切に教えてくれる
⇒効率的、手っ取り早い

でも・・・本当の寿司職人に3日で
なれるだろうか？

自分が3日で ⇒他の人も簡単になれる？ ＝ プロの技？

石の上にも3年
じっと我慢の時間 ⇒ 集中的に、深く学べる

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

修行の意味

世の中の顧客のニーズ
① 寿司ロボット方式

効率よく、安くできた寿司 これで満足

② 修行した人が握った寿司
修行を重ねた人の落語を聞きたい

プロの腕で作った製品を使いたい

成沢の丘にも3年 日専校生活に

修行という考えを自分の意識に取込むと

1日1日の過ごし方・自分の考え方が変わる
目的を持ち、先生を観察する意識が強くなる
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モノづくりの真打
（落語でのプロ）

＝免許皆伝
の資格を取る

私たちの目標

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

落語家は、人を笑わせるのが仕事
その前に沢山の苦労を乗越え、やっと真打

「笑わせる までに
落語家 さんざ泣き」

金メダル 取るまで
選手 さんざ泣き

苦労を乗り越えてプロに
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落語家は、人を笑わせるのが仕事
その前に沢山の苦労を乗越え、やっと真打

「笑わせる までに
落語家 さんざ泣き」

金メダル 取るまで
選手 さんざ泣き

苦労を乗り越えてプロに
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修行の後に

・自分の意志で
・明るく、楽しく、厳しく
・自分をいじめる
修行を行った人には

今までと違った景色
が見えてくる
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修行することの意味 

 

私たちは、ここ日専校で、将来モノづくりに貢献するリーダーとなることを目指して、日々

頑張っています。全員寮生活、全員部活、そして実習の訓練、勉強と、毎日忙しい毎日を送

っています。こんな風に頑張っている人って、私たち以外にもいるのだろうか？私は、そう

思っていました。そんな時、「秋山木工」という家具を作る会社のことを知りました。この会

社は、神奈川県にあります。秋山木工の秋山社長を、宮本先生、秋元先生と一緒に訪ねまし

た。社長は、「一流の心が、一流の腕・技を育てる」とおっしゃっていました。高校や大学を

出て、丁稚（でっち）として住み込む。食事も朝から自分たちで作る。掃除、ランニングを

して、大工の勉強が始まります。古い言葉に聞こえるかもしれませんが、「修行をやっている」

と感じました。彼らは、覚悟を決めて入門します。男も女も坊主頭になります。4年間、腕を

磨いて、巣立っていきます。先日の(2017 年)4 月 11 日に、3 年生に、秋山木工の本を渡して

「読んでみてください」とお願いをしました。 

私は、日専校という、この伝統ある学校にも、修行の要素が入っていると思っています。 

修行と聞くと、今の皆さんは、不合理、非効率、理不尽と感じて、嫌になってしまうかもし

れません。ここで、目を一旦日専校から外して（はずして）、他の世界を覗いて（のぞいて）

みましょう。例えば、寿司職人です。テレビで、次のような紹介がありました。寿司職人に

なろうと思って入ったが、すぐには、寿司を握らせてくれない。下働きばかりさせられる。

仕方が無いので、自分で「おから」を使って、握り寿司の練習をした。しばらくしたら、 

出前の巻物、いなり寿司などを作らせてもらえた。その間、魚の名前や知識も身に付けた。

やっと、お客さんの前に立って、握る時が来た。デビュー戦だ。とても緊張した。お客さん

は、自分の握った寿司をどんな表情で食べるのだろう？食べた後、どんな感想を持つのだろ

う？世間話も含めて、その時にお客が話したことは、一言一句今でも覚えている。修行をし

て、無駄にならなかった。そう思った。 

もう一つ事例を見てみましょう。落語家って知っていますね。彼らは、弟子として師匠に 

入門します。当分の間は、雑用だらけです。師匠の身の周りの世話、掃除、洗濯など何でも

させられます。お茶を入れるのも大変です。人によって好みが違うからです。濃いお茶が好

き、薄いのがいい。熱いのが好み、ぬるめがいい。たっぷり入れてほしい、少な目がよい。

タイミングも大事です。「今じゃないだろ。間（ま）が悪いね」などと嫌味を言われたりしま

す。人の好みを察知しながら、やることを変えていかないといけない。大変です。多くのし

くじりをしながら、我慢して励んでいると、ある日、師匠から声が掛かります。「今度、私の

所に、稽古においで」。そこで、自分がこれから一生涯使えるネタをただで教えてもらえるの

です。それを元に、自分でも工夫を凝らして、話術をさらに磨いていきます。 

一人前のプロになるのに、どういう方法が良いのでしょうか？自分で一人では、とてもたど

り着けない。やはり、師匠や先生、先輩に教えてもらいたい。でも、師匠は、すぐには教え

てくれない。下積みに時間が掛かる。さて、この下積みって何だろう？無駄な時間に思える。

入門すると、師匠が、自分を待ち構えていたかのように「○○君、これがプロの技だよ。こ

う握れば、一人前の寿司職人に 3 日でなれるよ」そんな風に、親切に教えてくれると、効率

的で、手っ取り早い。・・・でももし、自分がそうやって教えてもらえたら、本当に寿司職人
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に 3 日でなれるだろうか？自分が 3 日でなれるということは、他の人も簡単になれるという

ことだろうか？うーーん、どうも、違うような気もする。石の上にも 3 年。じっと我慢の時

間があるからこそ、集中的に、深く学ぶことができるのかもしれない。 

さて、自分の技をどうやって磨くか？世の中の人は、寿司ロボットで、効率よく、安くでき

た寿司を食べて、それで良いという人もいるだろう。でも、修行した人が握った寿司を食べ

たい。修行を重ねた人の落語を聞きたい。プロの腕で作った製品を使いたい。そう思う人は

確実にいます。 

石の上にも 3 年。成沢の丘で 3 年。日専校の生活に、または、入社後の若い期間に、修行と

いう考えを自分の意識に取り込めると、1日 1日の過ごし方や自分の考え方が変わるかもしれ

ない。目的を持ち、先生や先輩を観察する意識が強くなるかもしれない。 

私は、皆さんが、モノづくりの真打（しんうち：落語でプロ、免許皆伝の資格をもらうこと）

になることを期待しています。落語家は、人を笑わせるのが仕事です。でも、その前に沢山

の苦労を乗り越えて、やっと真打になっているという事実も、知ってください。 

「笑わせる までに落語家 さんざ泣き」。落語家の苦労を表現した川柳です。 

私たちもプロのモノづくり人材を目指して、意識して、自分を励まし、自分をいじめていき

ましょう。明るく、楽しく、そして厳しく。修行の後には、今までとは違った景色が見えて

くると思います。  
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報連相の実践

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

考動アクション 第7条（礼儀）

第７条：礼儀 「挨拶、報連相を実行します」
質問⇒「挨拶って、そもそも どういう意味？」

「あいさつ」：挨拶 ＝ 迫る、近寄る、押す、開く

挨拶とは
①心を開いて ②相手に迫る

①自分から進んで、笑顔を作る
②相手に向かって、一歩前に足を踏み出す
③「おはようございます」と言う
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報連相の実践
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考動アクション 第7条（礼儀）

第７条：礼儀 「挨拶、報連相を実行します」
質問⇒「挨拶って、そもそも どういう意味？」

「あいさつ」：挨拶 ＝ 迫る、近寄る、押す、開く

挨拶とは
①心を開いて ②相手に迫る

①自分から進んで、笑顔を作る
②相手に向かって、一歩前に足を踏み出す
③「おはようございます」と言う
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報連相＝「報告・連絡・相談」
①報告：上長の指示に対して、タイミングよく

仕事の途中経過や結果を知らせる
上長のサーブに対して、部下がレシーブする感じ

②連絡: 上長や仲間・関係者に
自分から（自主的に）、事実（情報）を
簡潔に知らせる。部下がサーブする感じ

③相談: 上長や仲間・関係者に
判断や解決に困った時
自分から、助言や助けを求める

報連相の定義

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

報告と連絡の違い

報告：先生が、その課題があることを既に
知っている
途中経過、結果を待っている状況
その上で、皆さんが報告をする
例：今日は、寮の清掃日。終了後、チームの代
表が、先生に報告に行く。先生は、「廃棄物の
運搬はどうなったかな？」と、気にしている
⇒ 報告すると、先生はその事を忘れられる

連絡：先生は、まだ内容を知らない
自分から、自発的に、言わないと先生は
知らないまま、終わってしまう
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「ちょっと困ったな。どうしていいか分からな
い。迷っている」という時に、先生や先輩に
相談する
セリフ：「今、お時間よろしいですか？

ご相談があるのですが」
アドバイスを得るだけでなく、助けを求めた
い時。（自分ひとりでは無理そう）
仕事は、一人ではできない。助けてもらい
ながら、職場が必要とする成果を出す

成果＝ 期限・コスト・精度（品質）のバランス

相談とは？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

報連相のアドバイス １

報告：
いつ報告するか、自分なりに、予め決めておく
終わった時に報告だけでは、不十分
途中経過が大事。「多分、今心配しているかな」
相手の気持ちを想像する、気配りが大切

連絡：
簡潔に、5W2Hを意識して事実を言う
自分の意見は、事実と分けて、後から言う（事実＋意見）

5W2H=「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ」の5Wと
「どうやって、いくらで（how much）」の2H
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相談：
自分一人で、解決しようと思い過ぎない
課題が、最終的に、早く、良い結果で終わる
ことが第一

だから
先生や先輩たちを巻き込みながら解決する

気軽にコミュニケーションを行う勇気を持つ

⇒ 仕事ができる人財 に育っていこう

報連相のアドバイス ２

－ 167 －



報連相の実践 

                

考動アクションの第 7か条目は、礼儀ですね。そこには、「挨拶、報連相を実行します」と書

いてあります。早速ですが、皆さんに質問します。まず、第一問。挨拶って、そもそもどう

いう意味ですか？「あいさつ」の漢字は、ここでしか見ませんね。この「挨拶」をパソコン

の漢字辞典オンラインで調べてみました。両方とも似た意味で、「迫る、近寄る、押す、開く」

等と説明がありました。挨拶とは「①心を開いて、②相手に迫る」という感じです。つまり

「①積極的に自分から進んで、笑顔を作って、②相手に向かって、一歩前に足を踏み出しな

がら、おはようございますと言う」と解釈できます。日専校生らしい、挨拶をお願いします。 

では、第二問です。「報連相を、あなたの言葉で、もう少し具体的に説明してください。」 

いかがでしょうか？分かっているつもりでも、別の言葉に言い換えて表現するのは、案外と

難しいことです。今日は、この報連相について、深堀りしていきます。 

 

まず、報連相を、元の言葉に戻しましょう。「報告・連絡・相談」ですね。この 3つの言葉を

私なりに説明すると、次の通りです。（これらの言葉の定義は、皆さんにとっては意外かもし

れませんが、案外と確立していません。ここでは、私の考えで、説明します。） 

 

報告：上長の指示に対して、タイミングよく、仕事の途中経過や結果を知らせる。 

連絡: 上長や仲間・関係者に、自分から（自主的に）、事実（情報）を、簡潔に知らせる。 

相談: 上長や仲間・関係者に、判断や解決に困った時、自分から、助言や助けを求める。 

 

ここでは、会社で仕事をしているイメージで、「上長」という言葉を使っていますが、学校で 

は、先生や先輩などを想定してください。 

すると、今度は、皆さんから、私に質問が来るかもしれませんね。例えば、「報告と連絡って、 

似た感じがします。どう違うのでしょうか？」。いい質問です。報告と連絡共に、自分から、 

相手に話し掛ける点では、同じです。2つに分ける必要もない気もします。私の回答は、次の 

通りです。 

報告とは、先生が、その課題があることを既に知っている前提で、皆さんが途中経過や結果

を報告することです。例えば、今日は、寮の清掃を行う予定です。終了後、チームの代表が、

先生に報告に行きます。先生も清掃が行われることは知っています。「清掃は、終わったかな？

廃棄物の運搬はどうなったかな？」と、気にしています。そういう状況の中で、皆さんが報

告に行きます。一方、連絡の場合は、まだ先生は内容を知りません。皆さんが、例えば「Ａ

君が、部活中に怪我をしました。寮の保健室で手当をしています。」と言うと、「そうだった

の。知らなかった。彼は大丈夫かな。ともあれ、教えてくれて有難う。」という返事が返って

きます。報告と連絡の違いが、分かりましたか。 

では、3つ目の相談とは、何でしょうか？これは、自分自身が「ちょっと困ったな。どうして

いいか分からなくて、迷っているんだけど・・・」という時に、先生や先輩に相談すること

です。その時のセリフは「今、お時間よろしいですか？ご相談があるのですが。」が良いでし

ょう。大切な点を 1つ付け加えます。相談は、判断に困った時だけではありません。「自分 
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一人だけで、実行するのは難しいそうだ。できれば助けてほしい。」そう思った場合にも、使

って下さい。その時も「ご相談があるのですが・・」と切り出しましょう。この報連相を、

先生に「あの件、どうなったかな？」等と言われる前に、自分から先に行えると素晴らしい

と思います。 

 

最後に、報連相の 3つの項目に関して、1 つずつアドバイスをします。参考にしてください。 

① 報告：いつ報告するかを自分なりに、予め決めておくとよいでしょう。一般的には、終わ

った時に報告すればいいと思うでしょうが、それだけでは不十分な場合があります。状況

に依りますが、途中経過が大事です。それを行うかどうかは、先生や先輩が、この件をど

の程度気にしているかを想像することで決まります。「今の状況を気にしているはず。」「多

分、今心配しているかな」と思えば、適宜、途中経過を報告しましょう。相手の気持ちを

想像する、気配りが大切です。 

② 連絡：簡潔に、5W2H を意識して事実を言いましょう。自分の意見を付ける場合は、分けて、

後から言ってください。5W2H とは、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ」の 5W と「どうや

って、いくらで（how much）」の 2H です。 

③ 相談：自分一人で解決しようと思い過ぎないことです。物事（課題）が、最終的に、早く、

良い結果で終わることが、大切な留意点です。先生や先輩たちを巻き込みながら、解決し

ていこう。そういう気持ちで、気軽にコミュニケーションを行う小さな勇気を持ってくだ

さい。 

報連相で、皆さんの考動アクションの実行力が、向上することを期待しています。  
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自分を「見える化」する

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

考動アクションのポイント

①できた事
②できなかった事
③次やりたい事

仕事ができる人をめざそう！！
（勉強ができる人ではなく）」

⇒「見える化」は大切な要因
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自分を「見える化」する
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考動アクションのポイント

①できた事
②できなかった事
③次やりたい事

仕事ができる人をめざそう！！
（勉強ができる人ではなく）」

⇒「見える化」は大切な要因

2
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①そもそも、やりたい事、目標などは
実際に目で見えないもの

②意識して、自分から積極的に見よう
としていない

③見る手段を見つけられない

自分自身の頭の中は見えますか？
漠然として、具体的でクリアな目標が
浮かばない

見えない原因

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

① そもそも、過去の自分・今の自分・将来の
自分は別人である

② 自分の未来を見ようと思わなければ
いつまでも見えない

③ 見ようとしても、すぐには見えない
④ 見続けていると、段々と見えてくる
⑤ 見る手段は、話すこと・書くこと・考えること

この3つは、互いに裏で繋がっている

⇒ 「話すこと、書くこと、考えること」
の深堀り

見える化の5つの法則
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話すこと・書くこと

話すこと
・実習、部活、読書などの役立った事を周囲に話す
一番聞いているのは、自分
話しながら、情報を整理し、記憶に残す
少々の恥も披露する

・書くこと＝形に残る
①過去の自分が、別人であることが分かる
⇒「へえ、あの時はこんなことを考えていたんだ」

過去の自分を今の自分が、外から見る
②目標を記載し未来のカッコイイ自分を見える化

（参考）「振り返り」⇔ ×「反省」

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

そもそも何を考えるのか？

① うまく行った事 (成功と自信)
② うまく行かなかった事 （課題。⇔×問題）
③ 明日やりたい事 （対策）
④ 気になっている事 （報連相の材料）

参考：（報連相の材料）
＝報告、連絡、相談したいことって何だろう？

と考える

考えること
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話すこと・書くこと

話すこと
・実習、部活、読書などの役立った事を周囲に話す
一番聞いているのは、自分
話しながら、情報を整理し、記憶に残す
少々の恥も披露する

・書くこと＝形に残る
①過去の自分が、別人であることが分かる
⇒「へえ、あの時はこんなことを考えていたんだ」

過去の自分を今の自分が、外から見る
②目標を記載し未来のカッコイイ自分を見える化

（参考）「振り返り」⇔ ×「反省」
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そもそも何を考えるのか？

① うまく行った事 (成功と自信)
② うまく行かなかった事 （課題。⇔×問題）
③ 明日やりたい事 （対策）
④ 気になっている事 （報連相の材料）

参考：（報連相の材料）
＝報告、連絡、相談したいことって何だろう？

と考える

考えること
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・考えるのは、朝の時間がよい
落ち着いた時間を30分

・睡眠中に、脳内で、前日仕入れた情報
が整理される

・昨日考えたアイデアのヒントが、意識の
下に沈んでいる
朝の時間だけ、アイデアとして
チョコッと湧き出る
そのアイデアをすくい上げる

朝は、無意識の脳を活用する時間

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

3人で1チーム、一人1分話す。
仲間A：「君の練習成果は10点満点で何点？」
自分 ：「うーん、6点かな」

仲間B：「どうして6点取れたの？
その理由を教えて」

自分 ：「そうだね。守備練習では、エラーは
１個だけ、2塁打を一本打てた」

仲間A：「すごい。では、1点足して、7点になる
には、次どうすればいい？」

ワークショップ：部活練習後の振返り①
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ワークショップ：部活練習後の振返り②

自分 ：「打率を上げたい。バッティング練習が
大事だな」

仲間B：「明日までにできることは何かな？」

自分 ：「えーと、そうだね。部長に勧められた20分
の打撃練習のビデオがある。それを観て
参考にすべき点を１つ見つける」

仲間A：「分かった。いいじゃない。じゃあ、それを
やってみようよ」

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

ワークショップ：部活練習後の振返り③

論理的に考えて、整理しようとしない
つれづれなるままに、直感・感覚を大事にする

×「なぜ4点足りないの？」
⇒6点を誉めることからスタート

短期間で実行できる
目標を決める ⇒ チリ（塵）
（チリも積もれば山となる）
チリ⇒達成した小さな個々の成果
山 ⇒将来に見据えた大きな目標の到達
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ワークショップ：部活練習後の振返り②

自分 ：「打率を上げたい。バッティング練習が
大事だな」

仲間B：「明日までにできることは何かな？」

自分 ：「えーと、そうだね。部長に勧められた20分
の打撃練習のビデオがある。それを観て
参考にすべき点を１つ見つける」

仲間A：「分かった。いいじゃない。じゃあ、それを
やってみようよ」
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ワークショップ：部活練習後の振返り③

論理的に考えて、整理しようとしない
つれづれなるままに、直感・感覚を大事にする

×「なぜ4点足りないの？」
⇒6点を誉めることからスタート

短期間で実行できる
目標を決める ⇒ チリ（塵）
（チリも積もれば山となる）
チリ⇒達成した小さな個々の成果
山 ⇒将来に見据えた大きな目標の到達

自分を「見える化」する 

 

皆さんは現在、考動アクションを個人で、そしてクラスで展開しています。この時に皆さん

に意識してもらいたい点は、①できた事、②できなかった事、③次やりたい事の 3つです。 

この 3 点は、将来皆さんが入社して、職場の業務目標を達成する際に、押さえるべきポイン

トでもあります。これらの 3 点を個々人だけではなく、チームで見える化し、職場の上長や

仲間と共有して、仕事を改善していくと、素晴らしい成果が期待できます。私は、常々皆さ

んに、「仕事ができる人（勉強ができる人ではなく）」を目指してもらいたいと思っています

が、この「見える化」は、その為の大切な要因です。そこで、今日は、自分を見える化する

方法について、一緒に考えていきましょう。 

 

初めに、一般的に、何故見えないか、その原因を確認します。私が思い付く事は、①そもそ

も、やりたい事、目標などは、実際に目で見えないモノだから。②意識して、自分から積極

的に見ようとしていないから。③見る手段を見つけられないから。この 3 つです。例えば、

私たちは、部活の顧問や仲間など、相手の頭の中を見ることはできません。コミュニケーシ

ョン力を使って、どこまで引き出せるか、色々工夫しながら探っています。では、自分自身

の頭の中は見えますか？いかがでしょう。見えそうだけど形にできない。漠然として、具体

的でクリアな目標が浮かばない。私の頭は、こんな感じです。自分の見える化には、次の 

5 つの法則がありそうです。 

① そもそも、過去の自分、今の自分、将来の自分は、別人である。 

② 自分の未来を見ようと思わなければ、いつまでも見えない。 

③ 見ようとしても、すぐには見えない。 

④ 見続けていると、段々と見えてくる。 

⑤ 見る手段は、話すこと・書くこと・考えること。この 3つは互いに裏で繋がっている。 

では次に、見る手段である「話すこと、書くこと、考えること」を深堀していきましょう。 

1 話すこと 

授業、実習、部活、読書、映画、テレビなどを通して、自分なりに役立った事を積極的に

周囲に話しましょう。それを一番聞いているのは、案外と自分です。話しながら、自分な

りに情報を整理し、記憶に残せます。私たちは、話しながらも、ああでもない、こうでも

ないと考えています。その際、自分をオープンにし、少々の恥も披露しよう。そんな気持

ちが大切です。 

2 書くこと 

話しても形には残りませんが、書くと残ります。後で読み返すと、過去の自分が別人であ

ることが分かります。「へえ、あの時はこんなことを考えていたんだ。」と、過去の自分を

今の自分が、外から見ています。振り返りを書いて過去を見える化し、目標を記載して未

来のカッコイイ自分を見える化して下さい。私は、今「振り返り」と言いました。私は、

「反省」という言葉は使いません。何故なら、反省という言葉には、できなかった事だけ

を振り返る響きがあるからです。自分を励ましながら育てていく為にも、悪い点だけでな

く、良かった点も記録しましょう。基本的に、肯定形で積み上げていく事をお勧めします。 
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3 考えること 

そもそも何を考えるのか？具体的に考える内容は、①うまく行った事(成功と自信)、②う

まく行かなかった事（課題。但し、「問題」という言葉は使わない）、③明日やりたい事（対

策）、④気になっている事（報連相の材料＝報告、連絡、相談したいことって何だろう？

と考えること。）の 4つです。ところで、考えるのは、朝の時間が向いています。少し 

早く起きて、落ち着いた時間を 30 分作ってください。睡眠中に、脳内で、前日仕入れた

情報が整理されます。昨日、自分なりに考えたアイデアのヒントが、意識の下に沈んでい

ます。それが朝の時間だけ、アイデアとしてまとまった感じで、チョコッと湧き出ます。

そのアイデアを、さっとすくい上げるのです。朝は、無意識の脳を活用する時間です。 

 

ここで、1つワークショップをやってみましょう。部活動の練習を例に取って、グループで 

自分を振り返る方法を紹介します。3 人で 1 チームを作ってください。仲間 A、仲間 B、自分

の 3人です。こういう感じで会話が進んでいきます。 

仲間 A：「今日の君の練習成果は、10 点満点で、何点だった？」 

自分  ：「うーん、6点かな。」（あまり考えすぎないで、感覚的でよい。） 

仲間 B：「どうして 6点取れたの？その理由を教えて。」 

自分 ：「そうだね。守備練習では、エラーは１個だけで昨日より少なかった。打席では、 

2 塁打を一本、久しぶりに打てた。」 

仲間 A：「すごい。よかったね。では、1点足して、7点になるには、次どうすればいいかな？」 

自分 ：「打率をもっと上げたいので、バッティング練習が大事だな。」 

仲間 B：「そのために、明日までにできることは何かな？」 

自分  ：「えーと、そうだね。部長に勧められた 20 分程度の打撃練習のビデオがある。それ

を観て、参考にすべき点を１つ見つける。」 

仲間 A：「分かった。いいじゃない。じゃあ、それをやってみようよ。」 

 

一人 2－3分で 3人順番に行います。できれば、歩きながら話すのが良いでしょう。論理的に

考えて、整理しようという発想ではなく、徒然（つれづれ）なるままに、自然と浮かんでく

る直感（感覚・感想）を大事にして、それを言葉にしていきましょう。ここで大切な点は、 

6 点と言った時に「なぜ 4点足りないの？」と否定形で責めないことです。積み上がった 

6 点を誉めることから始まります。その上で、明日までに、あるいは 1週間後までの短期間で

実行できる目標を決めることが、大事な点です。まさに、「チリも積もれば山となる」です。 

チリは、小さく刻んだ目標を達成した個々の成果です。山は、将来に見据えた自分の大きな

目標が到達できることです。「話す・書く」で、自分の頭の中を見える化していきましょう。 
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段取り力をつける
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学校の行事などで、例えば

「日専祭の開催日が、○月○日に
決まった。実行委員として、早速、
準備に取り掛かって、プロジェクト
を成功させたい」という依頼
⇒事前準備＋想定外への対応
で、成否が決まる

仕事ができる人＝段取り力あり
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①全体像をつかみ、関係者間で
やる事・情報を共有する

②修正、追加の施策ができるよう、早め
に関係者と相談や打ち合わせを行う

③締切りを意識して、日程管理を行う
④自分一人で、全部を行なおうとしない

で、周囲の力を活用する

⇒ 段取りに有効な5つの用語と
考えを紹介します

段取りの4つのポイント

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

５Ｗ＝いつ、どこで、だれが、何を
なぜ（when,where,who,what,why）
・特に、目的（なぜ、やるのか？何が
できれば、成功か？）を合致させる

２Ｈ＝どうやって、いくら
（how、how much）

⇒ こだわり（品質）・締切・お金の
3つのバランスを考え、議論する

① ５Ｗ２Ｈ
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①全体像をつかみ、関係者間で
やる事・情報を共有する

②修正、追加の施策ができるよう、早め
に関係者と相談や打ち合わせを行う

③締切りを意識して、日程管理を行う
④自分一人で、全部を行なおうとしない

で、周囲の力を活用する

⇒ 段取りに有効な5つの用語と
考えを紹介します

段取りの4つのポイント
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５Ｗ＝いつ、どこで、だれが、何を
なぜ（when,where,who,what,why）
・特に、目的（なぜ、やるのか？何が
できれば、成功か？）を合致させる

２Ｈ＝どうやって、いくら
（how、how much）

⇒ こだわり（品質）・締切・お金の
3つのバランスを考え、議論する

① ５Ｗ２Ｈ
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準備すべき事を書き出した一覧表

１ やるべき事・アイデアを、思いつくまま出し合う
２ それを表にする
３ 全体の日程を大きく、第1段階から第4段階の

4つなど大きく区分する
・第1段階：今から1週間までにやる事
・第2段階：今から2週間後から、1か月先までに
行う事

・第3段階：日専祭の2週間前までに、準備を
済ませる事

・第4段階：日専祭の前日にやる事・確認する事

②To Do リスト １

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

やる事 いつまでに 誰が 確認

大日程
を作成 6月10日 山本・田中 ◎

昨年の反省
を反映 6月14日 岸田・五十嵐 ▲

②To Do リスト ２ （例）
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①報告
To Do リストで決めた事が、予定通り
進んでいるか、問題が起こってないか
事実・意見を伝える
②連絡
もし、仲間が知らない新たな事態が
起きたら、皆で情報を共有する
③相談
自分だけでは、出来そうもない事を
早めに相談・お願いをする

③ホウレンソウ（報告・連絡・相談）

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

④巻き込み力

×「自分一人で、できる事を、一生
懸命頑張ってやった。それで出来な
かったんだから、仕方がない」
⇒結果に対する責任感が無い
・仕事とは、自分のできる範囲で、努力する
ことではない

○ 組織が求めている「やるべき事」
に注目する。目的を達成する

・自分だけでは出来ない ⇒ それでいい

○だから、周囲に助けを求める
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①報告
To Do リストで決めた事が、予定通り
進んでいるか、問題が起こってないか
事実・意見を伝える
②連絡
もし、仲間が知らない新たな事態が
起きたら、皆で情報を共有する
③相談
自分だけでは、出来そうもない事を
早めに相談・お願いをする

③ホウレンソウ（報告・連絡・相談）
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④巻き込み力

×「自分一人で、できる事を、一生
懸命頑張ってやった。それで出来な
かったんだから、仕方がない」
⇒結果に対する責任感が無い
・仕事とは、自分のできる範囲で、努力する
ことではない

○ 組織が求めている「やるべき事」
に注目する。目的を達成する

・自分だけでは出来ない ⇒ それでいい

○だから、周囲に助けを求める
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日付・時間を超えると、行事は失敗する
これ以上越えてはいけない線（＝日時）の事

例えば、焼き鳥の模擬店を企画。食材の
焼き鳥を業者に注文。焼き鳥が、日専祭が
始まる11時に届いたら、遅い
11時から、袋から出して、焼き始めても
間に合わない ⇒ ××
＊ いつまでに焼き鳥をテントに届けてもらうか
＊ もし不足した場合、他の代替案を作れるか
など 締切りを意識しながら準備を進める

⑤締切（deadline） １

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

3つの締切を意識しよう
締切１：自分に対する締切
自分なりに考えた案を作る

締切２：関係者への締切
先生・委員に見せて、意見をもらい
過不足を修正する

締切３：行事自体の締切

⑤締切（deadline） ２
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１ ５Ｗ２Ｈ

２ To Do リスト

３ 報告・連絡・相談

４ 巻き込み力 ５ 締切

段取り力（まとめ） ５つの用語
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１ ５Ｗ２Ｈ

２ To Do リスト

３ 報告・連絡・相談

４ 巻き込み力 ５ 締切

段取り力（まとめ） ５つの用語 段取り力をつける 

 

今日は、仕事をしていく上で必要な準備、段取りの話をします。今皆さんは、高校生ですか

ら、先生や先輩に、宿題や課題を個別に一つずつ与えられて、順次実行し、終わらせていく

ことが多いかもしれませんね。その場合は、準備や段取りは、さほど必要ないかもしれませ

ん。では、自分に与えられた課題が、大きい場合はどうでしょうか？例えば、ある時、先生

に呼ばれて、「日専祭の開催日が、11 月 5 日に決まりました。実行委員として、協力してほし

い。早速だけど、準備に取り掛かって、このプロジェクトを成功させて下さい。」という依頼

があったとします。自分にとっても初めての経験です。役割は、自分が実行委員長で、他に

も数名委員がいます。みんなで、協力しながら、一緒にこの行事を成功させていきます。 

会社に入ると、このように、大きな課題（仕事）を、皆で協力しながら行うケースが、色々

と出てきます。プロジェクト、行事、イベントなど、呼び方は様々です。これらの課題を成

功させる為には、事前に準備を、しっかりと効率よく行う必要があります。この事前準備の

事を「段取り」と呼びます。そこで今日は、段取り力をつける為に、どういう進め方や準備

をしていくのがよいか、そのポイントを紹介しましょう。皆さんが、将来仕事ができる人財

になっていく上で、大切な能力になります。一緒に勉強しましょう。 

 

まず、大切なポイントは次の 4 点です。①全体像をつかみ、関係者の間で、やる事や情報を

共有すること、②修正、追加の施策ができるよう、早めに関係者と相談や打ち合わせを行う

こと、③締切りを意識して、日程管理を行うこと、④自分一人で、全部を行なおうとしない

で、周囲の力を活用することです。今日は、段取りを行う上で必要なキーワード（重要な 

用語）を 5つ紹介します。この言葉を覚えて、段取りのイメージをつかんでください。 

覚えてもらいたい専門用語は、①5W2H ②To Do リスト ③報連相 ④巻き込み力 ⑤デッ

ドライン（締切り）です。以下、順に説明します。 

1 5W2H 

これは、何の略だか分かりますか。一般的に、5W1H と呼ばれているものに、H を一個、追加

しました。いつ、どこで、だれが、何を、なぜ（when,where,who,what,why）の 5W と、どう

やって、いくら（how、how much）の 2H です。「いくら」と言うのは、量をどのくらいという

事と、お金がどのくらい掛かるかという事の 2 つの意味があります。この 7 つの要素を意識

しながら、何をいつまでに、誰が準備するか等、段取りを考えていきましょう。少し安心で

きましたか。ここで、why（なぜ）に注目してください。日専祭を例に取ると、「なぜ日専祭

を行うのか？」という目的を押さえておくことが大切です。なぜなら、自分が思う目的と、

先生や他の委員が思っていることが、必ずしも同じではないからです。認識が違っているか

もしれない。そう思ってください。スタート時点で、共通認識を合わせておくと、その後の

段取りが、円滑に進みます。皆さんは、「そこまで、やる必要があるのかな？」と思うかもし

れませんが、「まずは、この日専祭の目的は何だと思う？」と切り出して、意見交換をして 

みてください。 
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2 To Do リスト 

この言葉を聞いたことはありますか？英語で、やるべき事という意味の to do に、書き出し

た表をリストと言うので、併せて、「ツゥー ドゥー リスト」と呼びます。日本語で言うと、

準備事項一覧表という感じでしょうか。私なりの、リストの使い方を紹介します。やるべき

事やアイデアを、思いつくままに、お互いに出し合います。それを表にしましょう。一例で

すが、こういう感じです。 

全体の日程を大きく、仮に、第 1段階から第 4段階の 4つに大きく分けてみました。 

第 1 段階：今から 1 週間までにやる事。第 2 段階：今から 2 週間後から 1 か月先までに行う

事。第 3 段階：日専祭の 2 週間前までに、準備を済ませたい事。第 4 段階：日専祭の前日に

やる事・確認する事、です。以下のような一覧表を作ります。 

 

  段階   やる事        いつまでに   誰が      確認 

第1 全体の大日程を作成   6 月 10 日   山本・田中    ◎ 

昨年の反省事項を読む  6 月 14 日   岸田・五十嵐   ▲ 

確認欄は、別途、出来具合を確認する際、出来たら◎、もう少しなら▲など、印をつけて、

準備状況を皆で共通認識する為に使用します。 

これを使って、先生や委員の仲間で、共通の認識を持ちながら進めていきましょう。 

 

3 報連相 

この言葉は、考動アクションにも出てきますね。報告、連絡、相談の略です。①報告とは、

To Do リストで決めた事が、予定通り進んでいるか、何か問題が起こっていないか、事実と

意見を伝えることです。②連絡は、もし仲間が知らない新たな事態が起きたら、それを皆で

共有することです。③相談は、よく分からない事、自分だけでは、出来そうもない事を早め

に質問、打ち合わせ、お願いをすることです。となると、この報連相を行う順番は、どうな

りますか？一般的には、語呂（声に出した時の口調）が良いので、報連相（ほうれんそう）

と言っていますが、実際、私たちが行う行動の順番に着目すると、①相談、②連絡、③報告

の順になると思います。自分が、納得・理解できていない点は、早く確認して、行動や作業

に移していけるようにする相談が肝心です。相談する小さな勇気を持ってください。 

 

4 巻き込み力 

皆さんが、会社に入って求められる能力に、この巻き込み力があります。「自分一人で、でき

る事を、一生懸命頑張ってやろう。それで出来なかったら、仕方がない。」もし、あなたがそ

う思っているとしたら、考え方を変えましょう。仕事とは、自分のできる範囲で、努力する

ことではありません。組織が求めている「やるべきこと」に注目し、その目的を達成する 

ことです。ですから、まず自分ひとりだけでは、全部をうまくできない事に気づくことから、

始まります。出来ないことが分かる。それでいいのです。その上で、周囲に助言や助けを 

求める。自分が完璧でないことを認識して、周囲の助けを借りながら、最終的に、日専祭と

いう大きなイベントを成功させる。これが、良い仕事の進め方です。学校の宿題は、自分 

一人でやれと言われるかもしれません。しかし、会社の仕事では、周りの先輩や上司を巻き

こんで、色々なサポートを活用させてもらいながら、進めていくことになります。 
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5 デッドライン（締切り） 

デッドラインは、英語でも deadline で、通じます。締切りという意味です。つまり、この日

付を超えると、行事は失敗になってしまう。これ以上越えてはいけない線＝日時の事です。

例えば、日専祭で、焼き鳥の模擬店を企画し、材料の焼き鳥を注文しました。もし、焼き鳥

が、日専祭が始まる 11 時に届いたらどうでしょうか？11 時から、袋から出して、並べて、焼

き始めても、お客様に提供するのは、12 時を越えてしまうかも。すると、いつまでに焼き鳥

が、学校の〇〇の場所に届いていないといけないか、というデッドラインが決まるはずです。

このように、締切りを意識しながら、準備をしましょう。 

その際、デッドラインには、3つの締切りがあることを覚えてください。私の考えを説明しま

す。あなたが、日専祭の準備委員で、「時間割の作成の責任者」だと仮定しましょう。自分な

りに時間割を作成しても、それが最終的に OK になるかどうかは、分かりません。すると、ど

うすればよいでしょうか？①自分なりに考えた案を作る。②先生や委員のメンバーに見せて、

意見をもらって、過不足を修正する。③最終的な当日の時間割が完成する。つまり、あなた

は、この 3つの締切りを意識して、行動する必要があるということです。仮に、10 月 1 日が、

時間割を印刷に出す最終日だとします。10 月 1 日にあなたが、時間割の案を提出したら、間

に合いません。自分の知らない事や、誤字などがあるからです。ですから、例えば、①9 月

20 日までに自分の案を作成して見せる、②9 月 27 日までに修正案を作成し直す、③9 月 29

日に最終案を先生に提出し、確認する。その後、完成原稿を外部の業者に提出するなど、締

切りを 3つセットするとうまくいきます。 

 

以上、段取りに必要な 5 つのキーワードを説明しました。この言葉を覚えて、段取り上手に

なり、将来、仕事のできる人財として育ってください。  
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忘れ物を少なくする方法
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忘れ物をする
⇒寮に戻って、手続きをする
⇒往復の移動時間が、掛かる
⇒先生から小言。嫌な思いをする

反省と対策：
少しの時間を追加して、事前にチェック
を行う方が、効率がよい

忘れ物⇒損をする、迷惑を掛ける
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忘れ物を少なくする方法
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忘れ物をする
⇒寮に戻って、手続きをする
⇒往復の移動時間が、掛かる
⇒先生から小言。嫌な思いをする

反省と対策：
少しの時間を追加して、事前にチェック
を行う方が、効率がよい

忘れ物⇒損をする、迷惑を掛ける
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「自分に忘れ物は、あるだろうか？」と
3秒間、振り返る
寮の部屋の前で「今日、忘れ物は無いか？」
と、自問する
皆さんの心の返事は、次の3つのどれ？
１ 別に、忘れ物はない
（忘れ物があるかどうか、気にかけていない）
２ そうかな？何か忘れているかな？
（少し疑ってみようという状態）
３ 何かあるはず。何だろう？再確認だ
（積極的に疑おうという意識）

対策１：忘れ物があると、疑う

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ 苦手な科目などで、忘れ物はないか？
（人には、嫌い・苦手なものを避けよう、忘れ
たいと思う気持ちが働きます）

２ この数日間で、先生がホームルーム等で
言ったことは大丈夫かな？

３ 今日のカリキュラムを思い浮かべて
何か忘れ物は？ など

①部活で？②実習で？③授業は？の3つ など

自分なりに確認する項目(例）
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机の前の壁に、忘れ物注意のメモを貼っ
て出発前に確認する

（過去忘れて困った物や忘れそう物）
・これを、クラスの考動アクション課題として
取り組んでみる
・自分たちが、過去に忘れた物から、各自3つ
書き出す
・クラスで集めて、「忘れやすい物ビッグ７」
とする

対策２：忘れやすい物 ビッグ７

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

忘れる事とは？
１ 宿題などの、やるべき課題
２ 先生や仲間に頼まれた事

報告すべき事
３ 誰からも頼まれないが、自分で

やると良いと思った事 など
誰しも、頭に一瞬は、よぎるが、忘れる
例：手帳の右5センチに、縦線を引き
気づきを書き出す
締切り日の欄に書き込む

対策３：忘れる事を書き出す
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忘れる事とは？
１ 宿題などの、やるべき課題
２ 先生や仲間に頼まれた事

報告すべき事
３ 誰からも頼まれないが、自分で

やると良いと思った事 など
誰しも、頭に一瞬は、よぎるが、忘れる
例：手帳の右5センチに、縦線を引き
気づきを書き出す
締切り日の欄に書き込む

対策３：忘れる事を書き出す

4

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

１ ポケットを空にする
家に帰ると、服のポケットを空にする
専用箱の中に、財布・鍵・スマホ等を戻す

２ 鞄の中の物入れを整理する
カバンの中に、物入れを入れる
予め自分で決めた物を保管する
外出する時は、そのまま持ち出せる
３ 書類や通知は、大きめの箱（引き出し）
に時系列に入れ、しばらく放置しておく

私の忘れ物対策（3つ)
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忘れ物を少なくする方法 

 

皆さんは、忘れ物をしますか？あまりしない人、時々してしまう人、色々いるでしょうか？

忘れ物は、皆さん生徒だけではなく、大人になった私を始め、先生たちもします。 

でも、忘れ物を少なくすることはできます。 

ところで、なぜ、忘れ物をしない方が良いのか？その理由は、忘れ物をすると、例えば、寮

に戻って手続きをする、往復の移動の時間が余計に掛かる、また、先生からも小言を言われ

て、嫌な思いをすることになるからです。だったら、少しの時間を追加して、事前にチェッ

クを行った方が、効率がよい。社会人になってからも、忘れ物が少ないと、損も少なくて 

済みます。 

 

１ 忘れ物があると、自分を疑ってみる 

そもそも、「なぜ忘れ物をしてしまうのか？」、その理由を考えてみましょう。例えば、朝登

校する際、寮の部屋を出ます。ドアを閉める時に、５Sチェック表に目が行きます。エアコン

のスイッチは切ったかなど。その際、追加で、意識を働かして、「自分に忘れ物は、あるだろ

うか？」と、3 秒間、振り返って下さい。仮に私が、寮の部屋の前で、「今日、忘れ物は無い

かな？」と、質問すると、皆さんの心の返事は、次の 3つのいずれかでしょう。 

１ 別に、忘れ物はない。       （忘れ物があるかどうか、気にかけていない状態） 

２ そうかな？何か忘れているかな？  （少し疑ってみようという状態） 

３ 何かあるはず。何だろう？再確認だ。 （積極的に疑おうという意識） 

１の「ない」と思った人と、３の「何かあるはず」と、一歩突っ込んで、自分をチェックし

た人と、どちらが、忘れ物が少なくなるでしょうか。たとえ、無いはずと思っても、「何かあ

るかも」と、あえて疑い、振り返る力をつけることが大切です。自分なりに確認する項目を

見つけましょう。例えば、 

１ 苦手な科目などで、忘れ物はないか？（人には、嫌い・苦手なものを避けよう、忘れ 

たいと思う気持ちが働きます。） 

２ この数日間で、先生がホームルーム等で言ったことは大丈夫かな？ 

３ 今日のカリキュラムを思い浮かべて、何か忘れ物は？ などです。 

これは、①部活で？②実習で？③授業は？の 3 つにしてもよいでしょう。自分に合った 3 つ

の項目を立ててみましょう。それを振り返って、部活良し！実習良し！と、指差し呼称で、

小声に出して言う。それから登校する。「指差しで 小声に出して 確認を」。これで、忘れ

物が減ります。 

 

２ 忘れやすい物ビッグ７を作る 

机の前の壁に、忘れ物注意のメモを貼って、出発前に確認します。例えば、過去忘れて困っ

た物や、よく忘れそうな物です。これを、クラスの考動アクション課題として、取り組んで

みたら面白いかもしれません。自分たちが、過去に忘れた物から、各自 3 つずつ書き出す。

それをクラスで集めて、（仮に）「忘れやすい物ビッグ７」として、まとめる。それをクラス

全員で、チェックシートとして共有し、活用する。いかがでしょうか。 
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３ 忘れる事を防ぐ為に書き出す 

ここでもう一つ、財布、帽子、テキストなどの物ではなく、忘れる事についても、振り返っ

ておきましょう。皆さんは、自分がやらなくてはいけないことを、忘れてしまって、失敗し

た経験はありますか？これも、クラス考動アクションで、取り上げる価値があります。皆さ

んが忘れることは、例えば 

１ 宿題などの、やるべき課題 

２ 先生や仲間に頼まれた事、報告すべき事 

３ 誰からも頼まれないが、自分で、やると良いと思った事 

などでしょうか？誰しも、頭に一瞬は、よぎるが、すぐに忘れてしまう事があります。私の

場合、手帳の右 5 センチほどに、縦線を引いて、そこに気づきを書き出しています。皆さん

も、能率手帳を持っていますね。例えば、締切り日の欄に、書き込んでおいて、事前に確認

してはどうでしょう。あるいは、締切りの前のページの決めた場所にメモをしておく。自分

なりの工夫を、何かやってみましょう。 

 

４ 私の忘れ物防止策を参考に 

私の忘れ物対策を 3つ紹介します。 

１ ポケットを空にする 

私は、家に帰ると、服のポケットを空にします。専用のプラスティック等の箱を用意して、

その中に、財布、鍵、スマホなどを戻して、翌朝、そこからまた取り出します。 

２ 鞄の中の物入れを整理する 

カバンの中に、ミニバックのような物入れを入れています。そこに、予め自分で決めた物を

保管しています。外出する時は、そのまま持ち出せるので、便利で、抜けがありません。 

３ 書類や通知は、大きめの箱に順に入れて、放置しておく 

社会人になると、手続き案内、申込みなど、様々な書類が来ます。しばらくすると、「あれ、

どこにやったかな？」と探すはめに陥ります。私のお勧めは、専用の引き出しか、A4 サイズ

の書類が入る大きめの箱（100 円ショップの透明箱など）を用意する事です。緊急性が無いと、

すぐに読まないで、処理しないことも多い。そこで、来た順番にしばらく保管し、放置して

おきます。ある程度溜まったら、まとめて整理開始です。時間が、ある程度経過すると、 

必要かどうかが、案外と冷静に、すっきり判断できるようになります。そして、要らない物

だけ、廃棄していきます。肝心な事は、書類は、この箱（引き出し）の中にしか無いという

保管を行うことです。その時々の思い付きで、あっち・こっちに片付けて、自分の保管した

場所を忘れてしまうという苦い経験が誰にもあるでしょう。皆さんも、自分なりの工夫を 

行いながら、忘れ物、忘れ事を減らしていきましょう。   
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考える力をつける方法
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仕事ができる人財を目指す

勉強ができる ＜ 仕事ができる

・与えられた問題を
効率よく解き
正解を出す

・一人で取り組む ・自分で課題を見つけ
粘り強く解決まで導く

・他人の話を聞き
相手の心を想像する

・巻き込む
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学ぶ力＝知識＋スキル （基礎力）
＋考える力

考える力＝
①自分で課題を見つける力
②周囲を巻き込み、解決に導く力
③諦めずに、課題を問題意識として
長期間持ち続ける力

学ぶ力

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

日々の仕事をこなす基本動作とは？

仕事とは？ ⇒安全を確保した上で
品質、期限、コストの3つのバランスを
考え、行動すること

課題を見つける際に、意識すべき事
＝ ５Ｗ２Ｈ

＝「いつ、誰が、どこで、何を、なぜ
どうやって、いくらで」
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考える⇒行動と結びつき、一歩前に踏み
出すことが重要

「考えるは、どういう行動と結びつくか？」
（例）「気づく 想像する 疑問を持つ
諦めない 興味を持つ 忘れない
選ぶ 決める 好きか嫌いかを判断する
観察する 確認する 真似る 質問する
役立つ 活用する 育てる
なぜを3回言う 他からヒントを得る・・・」

そもそも考えるとは？

© Hitachi, Ltd. 2015. All rights reserved.

考える状態に持っていくコツ

1．困らなければ、知恵は出ない
⇒自分を困る状態に置く

2．やらないことを決める
⇒ 一升瓶には

一升の水しか入らない

3. 愛情（好き）を心の根底に置く
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考える状態に持っていくコツ

1．困らなければ、知恵は出ない
⇒自分を困る状態に置く

2．やらないことを決める
⇒ 一升瓶には

一升の水しか入らない

3. 愛情（好き）を心の根底に置く

4
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好きになる力

１．会社を好きになる

２．製品を好きになる

３．仲間を好きになる
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考える力をつける方法 

 

今日のテーマは、考える力です。その前段として、仕事ができる人財になることが、私たち

の会社生活での大切な目標であることを確認しておきましょう。 

私は、「勉強ができること」と「仕事ができること」を区別し、後者を重視しています。 

この二つがどう違うのか？私は、こう思っています。 

1.勉強は、与えられた問題を、効率よく解いて正解を出すという、人間の能力の一部を取り

出して、評価しているにすぎない。仕事では、この能力以上に、自分で課題を見つけ、粘り

強く解決にまで導いていく力が求められる。また、課題を探る為には、他人の話を聞き、 

相手の心を想像する力も欠かせない。 

2．勉強は一人で行うが、仕事はチームで取り組む。勉強は、自分が発揮する能力で判断され

るが、仕事では、自分が出来ないことを、周囲の人に助けてもらうことが可能。 

むしろ、積極的に人を巻き込むほど、チーム全体の能力が高まり、信頼される人財になる。 

 

別の側面から見ると、仕事のできる人は、成長し続ける要素である、学ぶ力を持っています。

では、学ぶ力とは何か？私は、2階建てで、理解しています。土台である一階部分に、①知識

と②スキル（技能）を置きます。①知識とは、「これは何？」と聞かれたら、答えられること。

②スキルとは、「これをやって」と言われたら、できることです。この基礎の上に、③考える

力が乗ります。考える力を 3 つに分けて、定義してみました。①自分で課題を見つける力。

②周囲を巻き込み、課題を解決に導く力。③諦めずに、課題を問題意識として、長期間持ち

続ける力。以下、考える力を身につける秘訣を、3つの視点から探っていきましょう。 

 

第一の視点：「日々の仕事をこなす基本動作とは？」 

仕事とは、安全を確保した上で、品質、期限、コストの 3 つのバランスを考え、行動するこ

と。課題に応じて、3つの中から、大事な軸を 1つ決めます。例えば、今回は、期限がキーワ

ードだとしましょう。すると、締切り日から、さかのぼって、日程と段取りを決める。この

中には、上長や仲間への報連相の時期も忘れず書き込みます。決めた日程を前提に、仕様を

満たす品質を達成し、コストはいくら掛かるかを検討していきます。 

課題を見つける際に、意識すべき事は、5W2H です。When・Who・Where・What・Why・How・How 

much、即ち、「いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どうやって、いくらで」を軸に、チェック

して下さい。この中で、「何を」と「なぜ」は、課題を明確にし、目的を押さえる為に、特に

重要です。課題や目的が、組織内で、ずれると、各人の意識の方向がバラバラとなり、時間

を掛けても成果が出なくなります。 

 

第二の視点：「そもそも、考えるとは？」 

考えることは、行動と結びつき、自分を一歩前に踏み出させてくれてこそ、意義があります。

そこで、「考えるって、どういう行動と結びついているのか？」、「考えることに、近い言葉は

何だろう？」と置き直して、思いつく言葉を書き出してみました。例えば、「気づく。想像す

る。疑問を持つ。諦めない。興味を持つ。忘れない。選ぶ。決める。好きか嫌いかを判断す
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