
広島県人権男女共同参画課                                  ２０１１年１月２６日 「元気な地域づくりと男女共同参画」研修会  
男が語る、男が聴く 

～あきら流、男の講座・悩み相談 

   とよなか男女共同参画推進センター すてっぷ   中  村    彰 

 

中村彰「男性をめぐる社会規範と男性相談」 

『女性センター等における「男性相談のあり方」研究報告書』 

神奈川県立かながわ女性センター 

 

中村彰のホームページ「メンズリブ・男性学・ジェンダー論」 

 http://homepage2.nifty.com/akira-na/index.htm 

 〔文 献〕 
伊藤  公雄 『男性学入門』 作品社 

伊藤  公雄 [解説] 『男性学 新編・日本のフェミニズム１２』 岩波書店 

上村 くにこ 編 『暴力の発生と連鎖』人文書院 

佐倉 智美『性同一性障害の社会学』現代書館 

友田   尋子 『暴力被害者と出会うあなたへ ＤＶと看護』 医学書院 

中国新聞文化部 『妻の王国』 文春文庫 

中村    彰 『わたしの男性学』 近代文芸社 

中村    彰 『男性の「生き方」再考－メンズリブからの提唱』 世界思想社 

中村    正 『ドメスティック・バイオレンスと家族の病理』 作品社 

沼崎  一郎 『なぜ男は暴力を選ぶのか』 かもがわブックレット 

沼崎  一郎 『「ジェンダー論」の教え方ガイド』 フェミックス 

よしおか・としみ 『なみだ』 新風舎 

川平 那木 『性虐待の父に育てられた少女』解放出版社 

小林美佳 『性犯罪被害にあうということ』 朝日新聞出版 

ダニエル・Ｊ・ソンキンほか『脱暴力のプログラム』 青木書店 

メンズセンター編 『〈男らしさ〉から〈自分らしさ〉へ』 かもがわ出版 

メンズセンター編 『男たちの「私」さがし』 かもがわ出版 

メンズセンター編 『男の子の性の本』解放出版社 

るるくめいと編『今あなたにも伝えたい』せせらぎ出版 

日本ＤＶ防止情報センタ－編 『新版ドメスティック・バイオレンスへの視点』朱鷺書房 

日本ＤＶ防止情報センタ－編 『ドメスティック・バイオレンス一問一答』 解放出版社 

日本ＤＶ防止情報センタ－編 『デートＤＶって何？ Ｑ＆Ａ』 解放出版社 

日本ジェンダー学会編 『ジェンダー学を学ぶ人のために』 世界思想社 



 

男性相談資料 

 

 

大阪市「男性相談」 

２００４年４月～２００５年３月   １２４件（電話８２件、面接４２件） 

夫婦関係４６件  ３７％ 

ＤＶを主訴 ２３件 １８．５％ 

背景に暴力（ＤＶ・児童虐待）が認められたもの４６件 ３７％ 

 

２００５年４月～２００５年９月     ９１件 

 

 

 

「男」悩みのホットライン 

 

1994 年５月 プロジェクトチーム正式発足  

1994 年７月 大阪府ジャンプ活動助成金交付決定 

（男性のみのグループとしては初めて）  

1995 年９月 ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）で 

「男の悩みホットライン」開催（～10 月）  

1995 年 11 月 電話相談「『男』悩みのホットライン」、スタート  

1997 年１月 相談件数がのべ 100 件を超える  

2001 年 11 月 相談件数がのべ 700 件を超える  

2003 年１月 相談件数がのべ 830 件を超える  

2003 年２月 相談日を月２回から月３回に拡充  

2004 年３月 相談件数がのべ 1000 件を越える  

 

 

年齢 

あらゆる年齢層の男性からの相談があります。 

 

内容 

性・セクシュアリティ（33％）、夫婦関係（18％）、性格・生き方（13％）、 

ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)（5％）、仕事（5％） など 
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男性男性男性男性のののの悩悩悩悩みみみみ相談相談相談相談    電話対応電話対応電話対応電話対応のののの５５５５つのつのつのつのポイントポイントポイントポイント  
１１１１．．．．相談相談相談相談員自身員自身員自身員自身のののの当事者性当事者性当事者性当事者性      □ 専門性を強調せず、同じ男性として話しやすい関係をつくる。（ラポールの形成）     ⇒上下関係を受け入れている相談者にとっては、相談員は「上位の専門家」であると意識しすぎて、無防備になれないことがある。構えすぎて本音を話せない場合や、攻撃的になることもある。相談員も同じ男性社会に生きる当事者という姿勢をもって悩み相談に応じることが大切。      例「大丈夫ですよ。プライバシーは守られていますから安心してお話しください」       「緊張しますよね。大丈夫ですよ。焦らずにお話しできるところからで結構ですよ」       「相談員は全て男性ですので安心してください」「一緒に考えていきましょう」    □ 傾聴に徹することが原則。（ロジャーズ３つの基本姿勢）     但し、同じ男性として意見を求められた場合は頑なに拒むことなく、「相談員個人の意見」として「伝える」。     ⇒「説教」にならないよう注意。  □ 相談員自身が動揺してしまうような重たい問題については、「動揺してはいけない」と焦らない。「動揺している自分がいるな」と自覚しながら話を進める。状況によっては同じ男性当事者として相手の感情（気持ち）に共感することに意識を振り向ける。   ⇒例「同じ男性として、動揺する気持ちはとてもよく分かります」  □ 性に関わる話で動揺した場合は、性「行為」や性「描写」に焦点を当てるのではなく、相談者の「気持ち」に焦点を当てる。また性に関わる意見を求められた場合でも、無理に相手の話に合わせるのではなく、相手の感情（気持ち）に応答することを意識する。     ⇒例「私はそのような経験はありませんが、あなたの辛いお気持ちはよく分かりますよ」    □ 相談者の悩みや問題をなんとかしたい（解決したい、始末したい、コントロールしたい、相談者自身の意識を変えてやりたい…）というような感情を相談員が抱いたときは、肩の力を抜いて「同じ男性当事者として、なんとかしてやりたい自分がいるな」と自覚しながら話を進める。状況によっては相手の感情（気持ち）に共感することに意識を振り向ける。    ⇒例「なんとかしたい、と一生懸命頑張ってしまう気持ちはよく分かります」  
２２２２．．．．「「「「男男男男らしさらしさらしさらしさ」」」」のののの縛縛縛縛りりりり       □ 「男だから～ねばならない」「男だから～べきだ」（強くあらねばならない、弱音を吐いてはならない、頑張るべきだ、完璧であるべきだ…ｅｔｃ）など、相談者が抱いている男であるが故の生きづらさ、苦しさに共感し「男らしさ」の縛りを解きほぐす。     ⇒例「男だから出世競争に勝たねばならないと思い続けるのは辛いですよね」 「男だって弱音を吐きたいですよね」「逃げたい気持ちはよく分かりますよ」    □ 男性の悩みの背景に文化や社会制度など、個人に帰する要因だけではないジェンダーの問題があるという視点をもつ。     ⇒相談者の悩みに、男としての共通認識から共感していく。      例「男だから運動能力に優れていなければならないと言われるのは不公平ですよね」       「男だからとリーダーシップを求められても、不得手なひともいますよね。もっとそれぞれの個性が認められるとやりやすいですよね」  
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  □ 相談者が涙をこらえている様子であれば、遠慮せずに電話口で泣くことを伝える。     ⇒例「大丈夫ですよ。ここは私だけがお聞きしているので遠慮なく涙を流してくださいね」         「これまで涙をこらえて一生懸命頑張ってこられたのですね。涙が出てくるのは当然ですよ。ためた涙をこらえずに遠慮なく泣いてくださいね」  
３３３３．．．．モードモードモードモードのののの切切切切りりりり替替替替ええええ      □ 別紙「モード表」を参考に、相談者の「タテ・モード」状態が顕著であれば、相談員は「ヨコ・モード」の対応を意識する。     ⇒例「職場ではどうしても上下関係に縛られますよね。でも家に帰ってもその状態では疲れますよね。そこから解放されて家族がみな寄り添う関係になればいいですね」  □「ヨコ・モード」言葉を伝えることで相談者のタテ・モードの縛りを解きほぐす。     ⇒例「すぐに解決しなければならないとご自身を追いつめるのではなく、問題を一旦『棚上げ』にして様子をみるというも、ひとつの考え方ですよね」           「あなたが指示をしても、ご家族の理解が得られないようであれば、『提案』という形で考えてもらってみてはどうでしょうか」  
４４４４．．．．コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの振振振振りりりり返返返返りりりり      □ 別紙「モード表」を参考に、これまでのパートナーとのやりとりが「事実を中心とした理屈のやりとり・ぶつけあい」（レポート・トーク）になっていないか問いかける。        ⇒例「彼女の意見に対して、すぐに『論理的におかしい』と反論していませんか？」    □ 理屈のせめぎ合いではなく、パートナーの「感情（気持ち）を受け止め」「自身の感情（気持ち）を伝える」（ラポート・トーク）ことを提案する。     ⇒例「彼女は論理的な解決を求めているのではなく、気持ちを聞いてもらいたいのかもしれませんね。そういう彼女の気持ちを一旦受け止めてみては如何でしょうか」       「理屈は横に置いておいて、今度はあなたの気持ちを彼女に伝えてみてはどうでしょうか」  □ 状況に応じて、相談者とその両親の間ではどうであったかを振り返ってもらう。    ⇒自身をより客観的に見つめ、気づきを促す。     □ 状況に応じて、相談者のパートナーと、パートナーの両親の間ではどうであったかを振り返ってもらう。     ⇒相談者自身の問題ではないが、パートナーを別の角度から見ることで、相談者の置かれた状況をより客観的にとらえ、気づきを促す。（パートナーとその親の問題が浮き彫りになることがあり、それを理解するだけでも相談者の気持ちが整理される。）  
５５５５．．．．自分自分自分自分のののの言葉言葉言葉言葉でででで自身自身自身自身（（（（のののの感情感情感情感情））））をををを語語語語るるるる      □ 状況に応じて、自分の言葉で自身の感情を語ることの大切さを伝える。     ⇒効果：ストレスを和らげ、心の傷を癒す。気持ちを整理できる。状況の理解を促す。自身を理解し受け入れることができる。納得感につながる。表現力を高め、気持ちよい人間関係につなげることができる…ｅｔｃ。  □ この電話相談の利用を決心したことを高く評価する。        ⇒弱音や愚痴を吐いてはいけないものと思い込んでいる男性たちにとって、第三者に悩みを相談することはとてもハードルが高いもの。これからも大いに活用することを伝える。      例「よくかけてくださいましたね。そのように自ら行動されたことはとても立派なことですよ。今後もなにかありましたら遠慮なくご連絡ください」  



夜桜見物（A） 

 

 夫 1： いつまで待たせんだよ－。１５分の遅刻だよぉ。  

 

妻 1：  なによ。あんただっていつも待たせるじゃない。昨日だって。 

  

夫２： 昨日は仕事。仕方ないだろ 。どうせ、何か買うってことも忘れてんだ

ろ。 

 

妻２：  忘れてないわよ、あなたと一緒にしないでよ。わざわざ並んで買った

のに、こんな言われ方して。 

  

夫３：  うるさい。仕事のことなんか何もわからないのに、ぐちゃぐちゃ言う

な。今日は花見だ、行くぞ。 

  

妻３：  待ってよぉ。どうせ仕事のイライラを私にぶつけてるだけじゃない。

たかが１５分の遅刻のことくらい。 

 

夫４： 僕の１５分は貴重なんだ。君のル－ズな時間と一緒にするなよ。  

 

妻４：  ちょっと、どっち行ってんのよぉ。天満橋はこっちよ。 

  

夫５：  天満橋なんか行ってどうするんだ。通り抜けはまだだろ。何考えてん

だ。  

 

妻５： どうせ、私は阿呆ですよ。世間知らずですよ。通り抜けじゃないのか、

つまんないわ。  

 

夫６： ぶつぶついうなよ。こっちまで気分が悪くなる。 

 

 

夫７： ええっ、雨え。なんで、いつもこうなんだ。スムーズにいったためしが

ない。 

  

妻７： どうせ私と一緒じゃ、スムーズにいかないのよね。コンビニで傘を買っ

てきてよ。 

 

夫８： なんで僕が買わなくちゃなんないの。もういいっ、走って帰る。 

  

妻 8：  ふん、いいわよ、一人で帰るわよ。      

 



夜桜見物（Ｂ） 

 

夫１ やっと、きてくれた。遅いからイライラするし、心配だし。 

 

妻１ ごめん、待たせたわね。あなたの好きな大福を買おうとして入ったら行

列で。 

 

夫２ えっ、わざわざ大福を買いにいってくれたの。すまないね。それに僕も

昨日は随分、待たせたね。遅刻はお互いチャラだね。 

 

妻２ そうね。チャラにしてあげる。ま、あなたにもイライラさせたけど、大

福で機嫌を直してね。 

 

夫３ はいはい。大福さまのおかげで仕事のイライラも消えそうです。ありが

たい、ありがたい。今日は素敵な花見になりそうだ。 

 

妻３ 待ってよ。そんなに急いで歩かないでよ、仕事じゃないんだから。ゆっ

くり歩きましょ。桜は散らないわよ。 

 

夫４ そりゃそうだ。こんな時間こそ、大切にしないと。あせらない慌てない。 

 

妻４ あなた、天満橋はこっちよ。通り抜けって、天満橋でしょ。 

 

夫５ そうか通り抜けもあったな。でも、あっちは２週間あと。今日は桜の宮。 

 

妻５ ええっ、そうだったの。てっきり、通り抜けだと思っていたわ。そそっ

かしいのね、私って。 

 

夫６ おかげさまで、私はこうして暮らしておられるわけですが。 

 

 

夫７ あれっ雨だ。ここまで来たのにね、せっかく買ってくれた大福を桜の下

で食べようと思っていたのに残念。 

 

妻７ 花より団子。コンビニで傘を買って、あっちに歩いていかない。花見よ

り、久しぶりよ。 

 

夫８ あっちもいいね。そこで大福を食べようか。ついでに、お茶も買って入

ろう。 

 

妻８ うん、いいわね。どきどきしちゃう。   
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「「「「配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業」」」」    

男性回線用男性回線用男性回線用男性回線用電話相談電話相談電話相談電話相談研修資料研修資料研修資料研修資料    

－－－－実例実例実例実例集集集集－－－－   〔ケース１〕   私（35 才）の妻（32才）は専業主婦で、なんでもきちっとしないと気がすまない性格です。部屋が少しでも散らかっていると怒鳴りつけられます。私はさほど気にならないのですが、もとにあった場所にものが置いていないとヒステリックになります。あげくには私が精神的におかしいから病院に行けと言います。   この間、妻が旅行に行きたいと言うのでプランを立てたら「こんなスケジュールでは疲れる」と文句を言われました。じゃあどうしたら良いのか彼女に聞いたら「あなたはいつもひとに責任を負わせる」と怒り出し、私に思いっきりスリッパを投げつけました。   最近は彼女のイライラが激しくなり、機嫌が悪くなると私にものをぶつけることが多くなりました。先日は子どものチャイルドシートを一緒に買ったのですが、家に帰ってから彼女がその安全性のデータを取り付けろと言い出しました。安全基準に合致した製品だと言っても納得しないのです。しばらく言い争っていたら、彼女が興奮してチャイルドシートを私に投げつけました。腰に当たりアザができました。   妻とはまともな会話ができません。彼女にしてみれば、それは私が人間として未熟だからだと言います。彼女の暴力的な言動に悩んでしまいます。    〔ケース２〕   私（39才）は妻（34才）から殴る蹴るの暴力を頻繁に受けています。でも私からは絶対に手を出しません。それは 4歳の娘がいるからです。私が暴力を振るえば家族は崩壊してしまいます。娘のために離婚はできません。母親が親権をとることになるでしょうし、そうなれば彼女の暴力が娘に向かうのは明らかです。   妻には姉がいます。姉は父親から虐待を受けていたそうで、妻はああなりたくないと、父親の期待に沿うように完璧を目指して努力したと言います。だからだらしのないひとは許せないと。子どもが生まれたときに、私は会社から早く帰り、風呂に入れて食事の世話をすると約束させられました。でもときどき仕事が忙しくて遅れることがあります。すると彼女は逆上して私をひっぱたきます。私があまりにもいい加減な男だと。   先日、彼女の暴力が常軌を逸しているので家を飛び出してネットカフェで一夜を過ごしました。でも娘のことが心配で次の日は家にもどりました。たまたま彼女の友だちが遊びにきていたので、無事に家の中に入ることができました。妻は他人に対しては完璧な良き妻を演じるのです。   このような状態で、私は神経がズタズタになっています。どうしたら良いのでしょうか…。 
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〔ケース３〕   私（40才）は 3年前に妻を亡くしたのですが、今年、知人の紹介で再婚しました。私には 10才の息子がいます。現在の妻（39 才）は初婚です。暫く付き合ってから結婚しました。そのときはとても優しいひとだと思ったのですが、結婚直後からおかしくなったのです。   彼女は息子が実の母親を慕って自分になつかないと言います。また私も前妻の思いを引きずっていると言います。因みに家には前の妻を彷彿させるようものは一切置いていません。  そんな彼女の愚痴を毎日のように聞かされるようになりました。ときには徹夜で一方的に聞かされます。私はウンウンと頷くばかりです。仕事中に攻撃的なメールを何十通も受け取ることがあります。毎回土下座をして謝罪を強要させられます。その繰り返しで私はうつ状態になりました。 先日、息子も土下座をさせられたことを知りました。土下座して「ごめんなさい」を言わないとひっぱたくと脅かされ、恐くて従ったとのことです。それを聞いて私はもうこの妻とは一緒に住めないと思い、今、息子と家を出たところです。これからどうしたら良いか悩んでいます。   〔ケース４〕   私（41 才）は会社員で妻（35才）とダウン症の娘（3才）の 3人家族です。結婚当初から妻は攻撃的でした。妻の実家は農家で、私はその近くに住んでいます。農作業のシーズンには親戚総出で手伝うのですが、私は足が不自由なので十分作業ができません。以前、会社の仕事で疲れて農作業を欠席したときのことです。妻には作業を取り仕切っている彼女の母親に宜しく伝えるように言ったのですが、間もなく、その母親が猛烈な剣幕で現れ、私はその母親に引っぱたかれました。嫁に仕事をさせてよく平気でいられるな、情けないにもほどがあると怒鳴られました。   私に対する妻の暴力が激しくなったのは娘が生まれてからです。ダウン症ということが分かり、彼女は毎日イライラするようになりました。私はできるだけ会社から早く帰って子どもを風呂に入れたり、家事を手伝い妻の負担を軽減するようにしているのですが、そんな私を彼女は「子どもの扱い方がなってない！」「それで家事をやっているつもりか！」とわめきちらして頭をひっぱたきます。そして聞こえよがしに実家の母親に電話をして、いかに私がダメ夫かと言うことを話します。   先日、娘のことについて、先方の母親と妻は私側のＤＮＡに問題があるかのように言いました。それを聞いて、もうこれ以上、妻とその母親の攻撃に耐えられないという思いになりました。いっそのこと別れたいのですが、子どものことが心配で離婚に踏み切れません…。  〔ケース５〕   妻（40才）は某国立大卒で社会福祉士を始めいくつかの国家資格をもつ優秀なひと。一昨年、あるセミナーで知り合い、私（49）と結婚しました。互いに初婚。しかし直後、彼女が以前から躁うつ病で通院していることが分かりました。彼女は大変嫉妬深く、昨年、私が会社でもらったギリチョコを家で食べていたら逆上して、口の中に手をつっこまれ取り出されました。機嫌が悪いと髪の毛を引っ張られ、顔を殴られることはしょっちゅうです。私は彼女の病気のせいだ、私が彼女の機嫌を損ねるのが悪いからだと思い我慢してきました。   先日、彼女がクレジットカードを使いまくり 300 万円もの債務超過になっていることが発覚しました。そのことを彼女に問い詰めると「お前の稼ぎが悪いからだ！」と逆に殴られました。その後、彼女は実家に相談に行くと言ったまま帰ってきません。彼女の母親に様子を聞いたら「あんなに優秀な娘がこのようなになったのは夫のあなたがしっかりしていないから」と責められました。   もう彼女と一緒に生活する自信がありません。彼女のＤＶを理由に離婚することはできますか？  
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〔ケース６〕   私は「彼」の稼ぎで養ってもらっています。彼はフリーターですが、私と違ってしっかりしていて経済力があります。私はまともな仕事につくことができません。彼だけが頼りです。  数年前にある会合で知り合いました。私は人生で初めて自分を理解してくれるひとに巡りあえた喜びで、彼に尽くすことを決めました。でも次第に彼の暴力が激しくなったのです。  彼が仕事で疲れて帰ってくると、とても機嫌が悪くなり、「こんなものが食えるか！」と言って料理を床にぶちまけることがあります。また一生懸命にセックス・プレイに励まないと殴られます。先日も殴られて顔にアザができました。彼の暴力は日増しにエスカレートするようです。私はもう奴隷のような状態です。でもこんな私を構ってくれるのは彼だけです。別れることはできません。  彼の暴力をなんとかできませんでしょうか？   〔ケース７〕  私（40 代）は若い彼（20 代）と同棲しています。彼とはとても気が合うのですが、性的行為をやたらと求めてきたり、私が社会問題や市民運動の話をすると不機嫌になったります。先日もそのような話をしようとしたら「もういい加減にしろよ！」と頭を叩かれました。最近は、ほかのゲイの仲間と遊びにいくことが多いようで、どんなひとたちなのか問いただしたら「母親みたいなウザイこと言うんじゃねえ」と腰を思いっきり蹴られました。  彼の暴力は激しくなっていくようです。私たちはゲイだから人間関係をうまくやっていくことができないのでしょうか？私は同じゲイだからこそ、また年上だからこそ、彼の苛立ちを受け止めてあげないといけないと思っています。どのようにしたら彼とうまくやっていくことができるでしょうか？ 










