
 
 

 

 

 

 

 

２０１４・４・１５ 

マザーリング＆ライフマネジメント研究所 

近藤（たけなが）和子 

Ⅰ あなたのワーク・ライフ・バランスを考えましょう 

 

Ⅱ 女性のワーク・ライフ・バランス 

 

Ⅲ 男性のワーク・ライフ・バランス 

 

Ⅳ 職場の期待とそれに応えるための心構え 

 

Ⅴ キャリアをつなぐ 

 

【参考資料】 

仕事と家族（育児・介護）どちらも素敵 

キャリア（生涯現役）人生を実現する 

3つの輪の生き方提案 



 

Ⅰ 生涯現役のキャリア（職業人生）を実現しようと、熱く願うこと。 

図表１：ライフサイクルと健康課題               願いは叶うのです！！ 

   

 この時！どの時！お金と時間 

の管理プランの成功、失敗談をたくさん聴いて、自分の人生に活かしましょう。 

さらに、自分自身の死生観を育てることにも関心をもちましょう。年齢とは関係なく、 

健全な死生観を育てることは、今！を輝かせる人生に役立ちます。 

●なぜ今、ワーク・ライフ・バランスなのか？ 

図表２：３つの輪の生き方提案～Iから Youそして They 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マザーリングの“３つの輪の生き方提案”は 人生のライフイベント（生・老・病・死）を

うまく・たくましく・よりよく 生き抜くための生活提案です。） 

You 

（あなた・愛する人のために） 

（家族・育児・介護） 

They（社会のために） 

ボランティア 

社会的サポートの質と活用度が３つの輪の

健全度を決める 

生・老・病・死（災害） 

＜喪失体験と悲嘆＞ 

ライフサイクルと健康課題 

Ｉ（私のために） 

仕事（生涯現役） 



 

 

図表３：ライフステージごとの３つの輪 

 

 そもそも心がワンボックス＝一つのことにしか関心が向かないような生き方はストレ

スに弱いものです。人生にストレスはつきもの。生･老・病・死にともなう喪失と悲嘆は

誰にでも起こります。その危機的感情のセルフコントロール力を若い時から醸成させ

ていくことは人生をよりよく生き抜くための秘訣なのです。それには“心がワンボックス

な状態”を脱却して、心に少なくとも３つの世界を持つようにしましょう。自分なりのバ

ランスを模索してみましょう。 

 

 

 

 

 

１日を３分割 １週間を３パターン １カ月を３つの要素を満たすように。 

それも無理なら人生の長い期間の中で、仕事する時期、愛する時期 

社会貢献（ボランティア）する時期の３パターンに分けて考えてもいい。 

その継承をスムーズにするには、日頃から３つの領域に少しずつでも 

関わりを求めていたほうが、スムーズな移行がはかれるでしょう。そして 

３つの輪を成立させるには、その集合部分の《任せられる人とサービス》

の活用が欠かせないことを念頭にして、委ねる、任せる、そのための指

示上手、認め上手、人を動かすコミニュケーション術の修練を欠かさない

ことが大切です。 

 

 

 

 



 

Ⅱ 女性のワーク・ライフ・バランス＝今なお多い出産・介護離職 

●仕事を継続してほしい。そのための４つのポイント。 

１ 人を信頼し、任せられる自分になること。 

 一番のコツは多くのサポートネットワークをもつこと、信頼し委ねる体験です。 

２ 活用できるサポートネットワークを持つこと、活用することも、家事の重要な技で

す。 

 日常の家事を、便利なグッズやサービス（シッター・地域のファミリーサポートセンタ

ーやシルバー人材センター・掃除サービス・庭師・セコムなどの警備等）も利用してみ

ましょう。そういうサービスを利用していいのだと、まず、自分を許してあげましょう。 

サービスの活用を試行錯誤しながら、サービスを活用することで、内需拡大（＝地域

活性化）につながると意識して、チャレンジして欲しいと思います。 

３ マスターしましょう。時間管理術 

 育児期、介護時期、熟年期のキャリア達成期に陥りやすいのが「時間がない症候

群」。でも、上手に管理さえすれば不思議と新たな時間が生まれてくるものです。そし

て育児期に修練した時間管理術は介護時期にもさらにバージョンアップした能力とし

て活かされると信じていてください。 

その原則は Plan-Do-Checkの３つです。 

（１） 翌日にすることを箇条書きで書きだし、優先順位をつけておく（Ｐｌａｎ） 

（２） 順番に実行する（Ｄｏ） 

（２） やったものから直線で消していく（Ｃｈｅｃｋ） 

 肝心なのは優先順位を決めるときに、いつも仕事だけを優先し家事、家族を犠牲に

するのではなく、家族と自分の思いを一度、同じテーブルに載せて、優先順位をたて

た上で、仕事に穴を開けずに済ませるためには？交代できる人、物、時間差の手立

てをとすすめてみましょう。自分にしかできないと決めつけたり考えこまないことです。 

４ 心の葛藤を克服する。あなたの心の葛藤はなんですか？ 

子どもを預けること？いい母親になれないこと？家事がうまくできないこと？仕事だけ

が好きなこと？仕事か家事かどちらかに負い目がありますか？ 

介護でも同じことがいえるのです。  

「心配で、いつも一緒にいたいのはやまやま。子どもと離れる時はつらいけど、少し

ずつ慣れることで、子ども（や親）との適度な距離感が持てるし、そのほうが愛情も深



 

くなる。母としての自立心も経験を経てこそ磨かれていくのよ」という先輩諸姉妹兄弟

たちの声を繰り返し思いだしながら、少しずつ、自分で自分の自信を育ててください。 

Ⅲ 男性のワーク・ライフ・バランス＝男性にも必要です。 

－燃え尽きないために、そしてぬれ落ち葉にならないように－ 

 

１ 「イクメン」ブーム…されど 

図表４：６歳未満児のいる夫の家事・育児関連時間（１日あたり） 

 

 

２ 夫婦で分かち合うことの大切さ、そして夫婦で納得して他人の力を借りること。 

 結婚をしている人は、まず夫婦で家事を分かち合ってください。「分担」ではなく「一

緒にやる」方がベターです。分担するときも、お互いの得意を理解しあい、任せた内容

を納得しておくことです。そして、感謝と労いの言葉や態度を照れずに表現しあいまし

ょう。 

 そして週に１回、少なくとも月に１回は、夫婦だけで過ごす時間をつくる工夫をしてく

ださい。 

 英国では「親子は大地に植えた木、夫婦は鉢に植えた木。鉢の木は意識して水を

やらないと枯れてしまう」と言われます。親子の愛は放っておいても簡単に枯れること

はないけれど、夫婦の愛は意識して手をかけなければ枯れてしまうのです。 

 夫婦の間で“愚妻”と必要以上に悪く言ったり、口を開けば“亭主の悪口”で華が咲く

等という悪習慣は断ち切りましょう。共に働く、人生を分かち合うパートナーとしてお互

いを、照れずに褒め合い、自尊心を高めあう関係性をめざしましょう。 

出典：男女共同参画白書平成 22年版 



 

Ⅳ 職場が期待していることとそれに応えるための心構え 

１ 職場の期待 

職場が育児しながら働く従業員をサポートするのは、企業としての「社会的責任を

果たす＝企業イメージの向上」ということも一つですが、「あなたの職業能力・スキル

を大切に考えている」「モチベーションを高くもっていい仕事をしてほしい」ということが

一番の理由です。どんな職業も“継続は力”になるからです。 

 

２ 期待に応えるための心構え 

① 仕事の穴をあけない５つの配慮を努力する 

② 能力を発揮しやすい職場環境づくり～職場の仲間との対話をあきらめない。 

【その１】 仕事の進捗状況をこまめに伝える。（ほうれんそうが大事） 

 

【その２】 誰がみてもわかるようなファイリングや家事を（私でなきゃダメなのは駄目） 

 

【その３】 家でフォローできる体制を（ワーク・スペース＝書斎をもとう！） 

 

【その４】 保育・介護体制を万全に（病気の時＋イザ！と言う時に供える余裕） 

 

【その５】 仕事の繁閑を予測しておく（いつも忙しいわけじゃない。区切りとメリハリを） 

 

    生涯現役！のキャリア人生を目指すあなたには、是非、自分と家族を 

      リフレッシュするための“リトリート” の時間、旅、イベントを創造することに

率先垂範していただきたい。 

これから続く、若い世代のために、キャリアモデルを示して欲しいのです。 

 

そうは言っても、目に見えない、モノとして残らない“リトリート・タイム”にかけ

るお金は、まだまだもったいない、ですか？ 

これまで、私たちは 

研修と名がつけば行ける海外旅行。買い物三昧の観光旅行。行ったからに

は元を取らなきゃダメダメ！式の忙しい旅行から、そろそろステップアップし

ましょう。 

ゆっくり、ゆったり、静かな、自然環境に身をゆだねられる、何もしない旅を味

わえるようになりましょう。 

それを家族の思い出つくりとして懐かしめるように。思い出という無形の資産

が何より家族の絆を深めることに気づいていきましょう。 

 

 



 

Ⅴ キャリアをつなぐ 

－育児や介護が終わっタラ、家族の病気が治っタラではなく、ひとり、ひとりが一生

涯を通じて働く喜びを持てる生き方選択ができる地域社会づくりを目指しましょう。

今や、家族がガンになっても、本人ががんになっても、働き続けることを医療は応

援する時代です－（がん、サバイバーシップセンター構想の紹介） 

 

１ 人はいつでも、誰でも、誰かに認められる「言葉や態度・行動」を求めている。   

 尊重されたい。認められたいというのは、それは古今東西 世代差も、男女差も人

種差もない、人間の根源的ニーズです。 

 だからこそ、生涯をとうして、お互いを尊重しあい、認め合いましょう。 

そのスキルが接遇（コミニュケーション）力です。 

  

２ 日々の暮らし、日常の中の幸福や歓びを大切に生活すること、それが習慣になる

ように。ひとたび習慣になると、苦もなくできるようになるからです。 

 

３ 夢を描きましょう 

 ワーク・ライフ・バランスとは、自分の人生を生涯にわたってライフマネジメントするこ

とです。そのためにも、人生の節目、節目で、未来に向けて夢を描き、その夢の実現

に向かって努力すること…努力しているそのときの自分を楽しんでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仕事は辞めてはいけない。どんな時でも自分の顔をなくしてはいけない。夫の

業績をあたかも自分の実績であるかのように錯覚してはいけない。夫の業績は尊

重しながらも、自分は自分の実績を積める女性になりなさい。それには細く、長

く、諦めずに続けること、続けることですよ。機械の歯車だって、静かにゆっく

りでも回転し続けていれば、いつか加速度をつけることは簡単。でも一度停止し

た歯車は、再始動しようとした時、錆びてしまい、いくら油を注いでも回転しな

くなるもの。それと同じです。」 

 

 明治生まれの私の母はと働き続ける私を励ましてくれた言葉です。看護職とし

ての領域を拡げながら、なんとか職歴４０年を積み上げてこられたのは母のこの

言葉のおかげです。 

 



 

〔参考資料―①〕 

２つのコミュニケーションスタイルを意識しよう！ 

ビジネスライクとマザーリングライク  

 

 

 

 

 

ビジネスライク 

成果を競いあう世界で効果的 

（論理的合理的世界） 

マザーリングライク 

関係性を育て癒しあう世界で効果的 

（情緒的世界） 

・緊張感、テンション 

・テキパキとした口調 

・ポイントのみ、できるだけ短く、2 度と同じこと

を繰り返さない気構えで 

・結果が大事 

・短期決戦型 

・利潤追求、見返り大事 

・喜怒哀楽、感情はおさえて 

・メリハリのきいた動き、マナー 

・欠点（ミス）や適合性をいつもチェック、予

定、計画、分析を意識する。 

・成果を競い合うコミュニケーション 

・テンション（緊張）を仕掛けるコミュニケーショ

ン 

・交感神経優位 

※ビジネスマインドが活きる。 

・リラックス 

・アナログ発想 

・ゆっくりとリズミカルな口調 

・ポイントをおさえつつ、かんでふくめるように

繰り返し 

・プロセスが大事 

・連続、循環型（相互作用） 

・喜怒哀楽、感情表現を豊かに 

・ゆったりと流れるような動き 

・欠点に目をつぶり、長所のみ見つけて全面

受容し、人と環境の統合を意識する。 

・関係性を育てるコミュニケーション 

・リラックス（緩和）を仕掛けるコミュニケーショ

ン 

・副交感神経優位 

※ カウンセリング・マインドが活きる。 

 

出典：『30歳からのキャリア＆子育て』（たけながかずこ著：大和書房） 

 

 

 

「ビジネスライク」「マザーリングライク」はどちらも重要なコミュニケーションの２面

性です。その２つのバランスとリズムを意識することで、人生が豊かになります。 

キャリアしているとビジネスライクな態度は簡単に身につきますが、マザーリングラ

イクな態度は意識しないと身につかないものだということを、まず、“意識”するとこ

ろから始めましょう。  ＴＰＯにあわせてギアチェンジすることが大切です。 

気持ちの切り替え、そして集中力を鍛えることはアスリートの努力と同じです。 

 



 

〔参考資料―②〕 

子どもを預けるときのマザーリングマナー ５つのポイント 

 

 

 

 

 

※ これは介護の時、認知症の親を預ける時も同様に参考にして欲しいポイントです。

〔参考資料―③〕 

時間の積極的な使い方  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもを預けるときのマザーリングマナー 

５つのポイント 

 

① 預ける目的を明確に（嘘をつかない） 

② 迷わずさっと離れる（相手と相互信頼） 

③ 決してたじろがない（言葉と態度の一致） 

④ 心から感謝の気持ちを表現する 

⑤ あれこれ評価しない（陽転思考を発揮） 

 

○目に見えない価値、無条件な愛、スピリチュアルなものも大切にする 

働く時間をとれ－それは成功への代価である。 

 

考える時間をとれ－それは力の源である。 

 

遊ぶ時間をとれ－それは常に若くあることの秘訣である。 

 

人と親しむ時間をとれ－それは幸福への道である。 

 

夢をみる時間をとれ－それはあなたの荷車を星につなぐことである。 

 

愛し愛される時間をとれ－それは贖われた者の特権である。 

 

まわりを見回す時間をとれ－自己中心的に生きるには 1日はあまりにも短すぎる。 

 

笑う時間をとれ－それは魂の音楽である。 

 

神のために時間をとれ－それは人生にとって唯一の永遠の投資である。 

（作者不明） 

一度にたくさんの事を手がけるより一度にひとつずつするようにしたほうが物事は

より早く達成できる。 

 

出典：「時間の積極的な使い方」（エドワード Rデイトン，いのちのことば社，1980，P215） 

 

 



 

 【講師紹介】 

マザーリング＆ファミリーナーシング研究所所長（http://homepage2.nifty.com/mothering/）。 

１９６９年東京大学医学部附属看護学校卒業。茨城大学教育学部修了、カウンセリングアカデミー

修了、カルガリー看護大学家族看護学、英国赤十字セラピューティクケアなどの幅広く研鑽。 

女性たちの「心とからだのケア＝マザーリング」をライフワークとして活動。「エンゼル１１０番」（１９

８０年）、「ネピア赤ちゃん学の会（１９８８年）、「ベネッセおやこ相談室」（１９９４年）等女性の社会参

加のしくみづくりに参画。２００７年より育児休業者復帰プログラムを提供する㈱wiwiwの開発パート

ナー＆専任講師として育児休業中の女性のサポートも行う。一方、東京大学医学部附属病院に接

遇向上センターが設立されると同時に顧問に就任（２００６年～２０１０年）。患者・家族が求めてい

るものは何かを追求しつつ、独自の「接遇理論」を作り上げる。現在は、その経験を生かし、各医

療・介護施設が独自の「よりよい接遇」を構築できるようサポートする活動を行う。 

 

【著書】 

『働く女性のマタニティ・ブック』（大和書房）『３０からのキャリア＆子育て』（大和書房）『キャリアアッ

プ志願』（フレーベル館）『働くわたしのマタニティ・ブック』（青樹社）『三歳児神話なんて気にしない』

（メディアファクトリー）『介護の悩みＱ＆Ａ  介護者の心とからだの健康管理』（法研）『女性のため

の「スロービジネス」入門』（太陽企画出版）『事例で学ぶ介護の話』（日本技能教育開発センター）

『もっと子どもとうまくいく！働くお母さんの習慣術』（ＰＨＰ研究所）他 

http://homepage2.nifty.com/mothering/

