
リーダーのための「怒らない技術」

～感情に左右されないマネジメントを学ぶ～



 狙い



右手に理論

左手に感情



感情のコントロール＝成果のコントロール、
感情のコントロール＝人生のコントロール、
と言っても過言ではない。



ネガティブな感情をなくすことは基本的にできない。
しかしながら、これらの感情をコントロールすること
はできる。

リーダーは感情が乱されることが多い立場だが、
高いプレッシャーの中で、この感情を上手にマネ
ジメントできることこそが、真のリーダーとしての第
一歩だ。

ここでは、ビジネスリーダーとしての成功を手に入

れるための感情マネジメントについて学ぶこと
を狙いとする。



 １０種類のネガティブ感情



疲労感

過度な仕事
や要求によ
る心理的な
消耗感

憂鬱感

自尊心や向
上心などが
失われ、や
る気が起き
ない

悲しみ

自分にとっ
て大切なも
のが失われ
た

先行きが不
透明で将来
に期待がも
てない

不安 罪悪感

自分の失敗
によって後
悔や自責の
念を感じる

嫉妬 羨望羞恥心

他人からネ
ガティブな評
価をうける

怒り 怖れ

他人の言動、
考え方が許
せない

目の前の脅
威に臆して
いる

自分になく、
他人にある
ものが妬
（ねた）まし
い

自分になく、
他人にある
ものが羨（う
らや）ましい



 レジリエンス



回復力、再生力、復元力。

逆境や困難、強いストレスに直面した時に、適応
する精神力と心理的プロセス。

困難があると心が折れてしまうが、レジリエンス
が発揮されれば立ち直れる。

レジリエンスは学習したりトレーニングすることで
鍛えることができる。

いわば心の筋肉をつけることで、折れない心を
得ることができる。
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育てる側がよくならないと

社会も、企業も、人も、

よくならない！
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｢あなたのもとで働けてよかった｣

を全てのリーダーへ
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人を育てられる人を育てる

人の育つ組織を育てる



人と組織の

変われる理由

がここにある
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人づくり、組織づくりに特化をし
た

スクール形式で
日本一のビジネススクール

リーダーズアカデミー
東京校・大阪校・福岡校
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大学卒業

一般社員

マネージャー

独立・起業

株式上場
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世界15都市でセミナー開催

ハワイ/ロサンゼルス/ニューヨーク/バンクーバー/シドニー
ゴールドコースト/シンガポール/上海/香港/深圳/台湾/大連
バンコク/ジャカルタ/ロンドン
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世界4都市で報誌コラム掲載

NY Japion（ニューヨーク）/ Weekly J-Angle（シカゴ）
AsiaX（シンガポール）/ Weekly Wise（バンコク）
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累計28冊(海外12冊)・150万部を突破



■オンライン受講をされるあなたへ

前もってお渡ししているワークシートはプリントアウトして、お
一人ずつ手元にご準備ください。

一人1台のパソコンを使用し、バッテリーではなく、電源を利
用してください。

周囲の雑音を拾ってしまうので、屋内でお願いします。
ワークを行う関係上学習パートナーへ誠実に接していただく
ため、必ず「本名」でカメラ機能ONでご参加ください。

学習パートナーへ迷惑がかかりますので、途中の入退場は
ご遠慮ください。「ながら（携帯、仕事）」受講もご遠慮ください。

声が聞き取りやすいのでイヤホンをお使いください。
マイクとカメラのテストは、前もって各自でお願いします。
受講中はスピーカービューの設定でお願いします。
スライド（画面）の撮影、録音・録画は著作権保護のため、ご
遠慮ください。



■ワークや進行について

 ワークを行う関係上学習パートナーへ誠実に接していた
だくため、必ず「本名」でカメラ機能ONでご参加ください。

 左下にあるマイクはミュートになっています。話すときは
ONに、話し終わったらOFFにしてください。

 ペアワークはシステムの都合で毎回変更されます。
 グループで組んだ他の受講生へ迷惑がかかりますので、
途中の入退室はご遠慮ください。「ながら（携帯、仕事）」
受講もご遠慮ください。

 発言のできない場所、カメラ機能をONにできない場所
にいる場合は、その旨をチャットでお知らせください。

 問いかけに該当する人は反応（チャットなど）をお願いし
ます。また、名前を呼ばれた人はお答えください。

 質問はチャットで事務局宛てにお送りください。



留意点

• レジュメは「振り返り」に使用、必要なことはノートへ

•質問ボード、傾聴の姿勢、拍手

• ワーク、ディスカッション（１分/人）、振り返りを尊ぶ

•他の参加者の皆様にご迷惑をおかけする可能性が
ございますので、セミナー中の会場への出入り、携
帯電話・パソコン、i-padのご使用はお控え下さい

• セミナーの録音・録画は禁止しておりますので宜し
くお願い致します

•本セミナーは適宜休憩をとります。お手洗いなどは
休憩時に済ませて頂けるようお願いします



 プログラム



① 人はなぜ感情が乱されるのか？

② 感情マネジメント３つの秘薬
・焦点を変える（フォーカス）
・言葉の使い方を変える
・体の使い方を変える

③ まとめ

④ おまけＱ＆Ａ １８：０５～１８：３０
・今日の内容、現場の相談、傍聴したい人



Opening Q



 ペアワーク



• 自己紹介

• 最近感情を乱された出来事

• あなたは、なぜ感情を乱されたと思いますか？

• あなたは感情をコントロールするためにどんな
工夫をしていますか？



 本日お伝えすること



「夜と霧ードイツ強制収容所体験記録」

あらゆるものを奪われた人間
に残されたたった一つのもの、
それは、与えられた運命に対
して自分の態度を選ぶ自由、
自分のあり方を決める自由
である。

（下に強い上司、丸くなる、オウム、犬）



ネガティブ感情に良いも悪いもない。

その表現（表出）には「良い」「悪い」がある。



決して「ネガティブな感情をもってはダメですよ」
ということではありません。こうした感情は人間が
生きていくうえで非常に大切な感情の一つです。

感情マネジメントの目的は（ダイエット）

• 不必要な感情の乱れをなくしましょう！(８割)
• 必要な２割は正しく表出させましょう！
• 乱してしまった時は、向き合って正しく対処しま
しょう！



人はなぜ感情が乱されるのか？



自分ルール・辞書
（期待、価値観、思い込み）

例：時間





結
果

行
動

言
葉

反
応

行
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度
態
度

結
果















「それってムカつく！」 「普通○○でしょ？」

「こうあるべき！」という
あなたの期待、価値観、思い込み

＝マイルールが原因！



「わかってくれない！」
「理解してくれない！」
「やってくれない！」

と自分の中の“普通（べき、あたりまえ）”を
相手も普通に理解していると勘違いしている事



 グループワーク



あなたの
感情を乱される原因

＝マイルールを見つけよう!
（当たり前、べき、普通）

（「べき」をチームで出し合って価値観を合わせる）



• 仕事が終わっていないなら、終わらせてから
帰るのが常識

• 自分に与えられた仕事は最後まで責任をもっ
てやり遂げることべき

• 月曜日の納期に間に合わないことが金曜日に
わかっているのであれば、休日出勤してでも
仕事を終えるべき

• 同僚が困っているなら助けるのが普通



• 雑用は後輩がやって当たり前

• 少しくらい体調が悪くても熱があっても出社す
るべき

• どんな状況でも予算は必ず達成すべき

• 上司/先輩から飲みに誘われたら必ず参加す
べき

• 上司は部下におごるべき

• ボーナス（給料）は出すべき



人は、自分の「べき」が
守られないと、感情が乱される。



不必要な「べき」が「多い」と、
感情を乱される数が増える。

不必要な「べき」が「強い」と
感情を乱される強度が大きくなる



 人はなぜ感情を乱されるのか？



あたかも対象者が自分に与えているものだと思い
がちだが、元をたどれば、相手の行為や言葉に対
して、自分自身が「怒る」や「悩む」「落ち込む」とい
う意味づけをして、自らが発生させている感情

出来事には何の意味もない
出来事に意味付けをしているのは自分自身
（幸せ、楽しい、落ち込む、苦手、傷つく、悩む）



経営の神様

故・松下幸之助の言葉
「私は貧乏で、無学で、
そして病弱だった。だからこそ成功した。。。。。。。」

無学だから、

学のある人の話を良く聞こう！
病弱だから、

事業部制度にして人に任せよう！

出来事 捉え方

お金が無い
（貧しい生活）

小学校4年生
までの学歴

病気がち
（病弱）

お金が無いから、何もできないお金が無いから、

アイディアを創出しよう！

病弱だから、責任がとれないだろう

無学だから、ダメな人間だ



出来事に・・・・・

▲巻き込まれる自分になるか

出来事を・・・・・

●巻き込む自分になるか

によって、人生や仕事の成果が変わってしまう



『成功への道は、自分に力を与えてくれる
「意味づけ（解釈）」をより多く手に入れる事だ』



 成果の方程式



成果＝ 何を×どんな心で

私たちの人生は、心の持ち方に左右される。
日々の出来事に対し、どんな心を働かせる
かにより、今日1日が決定し、その積み重
ねが人生となる。



つまらない「仕事」があるのではない。

つまらない「見方」をしているだけです。

（飛び込み営業、レジおばさん、空港のそうじおばさん）



人生(仕事)とは
意味づけによる決断の連続である。

10
年
後

20
年
後

今０
歳 未

来
過
去



• 幸せはどこからやってくるの？どこにあるの？

「幸福とは、他人から幸福に見える事ではなく、自
分自身が幸福であると感じる状態」

• では、怒りは？悩みは？・・・



『あなたの許可なくして、
誰もあなたを怒らせることはできない』

（幸せ、楽しい、落ち込む、辛い、苦手、傷つく、劣等感、自信）
（部下は怒っていい、子供は怒っていい）



 心乱されたときの心の状態は？



相手に心奪われている状態（塊のボール）

「いつまで心の中に嫌なやつの居場所をあげる
の？ずっと一緒に住むの？」

自分の心が相手にコントロールされていること、
要するに相手に自分の心を支配されている状態
（自分の車のハンドルを誰かに握られている）



 人間関係（家族、友人、出会いなど）

 ビジネス（お金、仕事、情報など）

 健康（精神、肉体）



 ペアワーク



あなたが挨拶をしました。ところが、相手に
無視されました。あなたはどんな気持ち？

もし、腹を立てたり、ムッとするのであれば、
それはなぜ？しないのならそれはなぜ？



人は見返りを求めたり、相手に間違った期待
を持つと心が乱される。間違った期待とは、
まさしく見返りを求めた期待である。

期待をすることは素晴らしいこと。でも、自分
への見返りを求めると心が乱される

誰かの役に立つ期待、誰かに喜んでもらう期
待は素晴らしい（例：部下、子供など）



あらゆる苦しみは、人や物事に間違った期待
をすることが原因。

傷ついたと思うのは、誰かに何かを言われた
り、されたり、あるいはされなかったりしたせい
ではない。

相手に抱いていた間違った期待や信頼が「裏
切られた」という、自分勝手な思い込みのせい
なのだ



感情マネジメント

３つの秘薬

自制心

～感情マネジメント

３つの秘薬～



感情マネジメントのためにすべき３つのこと

① フォーカス（焦点）を変える

② 言葉の使い方を変える

③ 身体の使い方を変える



①フォーカス（焦点）を変える

意味づけを変える



 あなたは何に見えますか？





あなたは何に見えますか？



あなたは何に見えましたか？

老婆が下をうつむいている 女性が後ろを振り返っている





人は、物事のあるがままを見ているのではなく、
私（自分）のあるがままを見ている



 「事」にフォーカスする。

「人」と「事」を分ける。

（例：首相、夢に対して「いいね！」「無理だろ」）



あなたがダメなんじゃない！

あなたのやった「事」が悪いんだ！！

（例：スタッフのミス）



 相手にフォーカスする



 Ｗｏｒｋ





 グループワーク



次の項目を、自分が幸せになるために必要だと思
う順番に並べてみてください。

①お金
②仕事
③家庭
④名誉
⑤恋愛・結婚
⑥学歴
⑦健康



もし、自分が幸せだと思う順番が正しいと決めつ
けて、同じ順番を付けない相手へ不愉快な思いを
したり、それを強要したら相手はどんな気持ち？





分かってもらうことに一生懸命になり、相手を分か
ろうとしていない。

自分の考えを伝えることからではなく、相手を理
解するところから始める。（例：阪神ファン）



ものの見方や考え方がまったく同じという人間は
この世にはいません。人の価値観を変えて自分
の価値観を押し付けようとすればするほどムリが
生じ、不満やいらいらが募ります。

健全な人間関係は「あなたはあなたであって私で
はない」「私は私であってあなたではない」という、
相手を尊重し、相手との考えの違いを受け入れる
ことからすべてははじまります。

（自分の普通と相手の普通は違う）



メッツに入団して初めてのキャンプで、何回かピッチングし
ても、何も言ってくれない。あるときひょこひょこっと近づいて
きたので「やっとアドバイスをくれるのかな」と思ったら、こう
言うんです。

「お前のことをお前以上に知ってるやつはこのチームには

いない。だから俺と話し合ってくれ。それでどうするか、お互

いに話し合いながら決めていこう」

日本では、投げていてどこかが悪いと「お前、ちょっと肘が

下がってるぞ。もっと上げろ」といった指導がほとんどです。

ところがメッツに行ったら「話し合いながら決めていこう」と言

われたのです。野球を始めて以来、そんなことを言われた

ことがなかったので、本当にびっくりしました。（例:王ＧＭ）



自分にフォーカス（他責）自分にフォーカス（他責）

あなたの行動変えなさいあなたの行動変えなさい

何やってるんだ君は何やってるんだ君は

どうしてできないの？どうしてできないの？

どうして協力してくれないの？どうして協力してくれないの？



相手にフォーカス（自責）相手にフォーカス（自責）

彼（彼女）は、どうしたら協
力をしよう！手伝ってあ
げよう！と思うか？

彼（彼女）は、どうしたら協
力をしよう！手伝ってあ
げよう！と思うか？

彼（彼女）だったら、どうし
たらこの件にやる気を
持って取り組めるか？

彼（彼女）だったら、どうし
たらこの件にやる気を
持って取り組めるか？



 目的にフォーカスする



感情を乱されてもいいが、
目的を見失い、行動を間違えたらダメ

（通勤列車、機内で和食が食べたいと叫ぶ）
（「怒る」ということと、ストレスの相関関係）

（目的は、怒ることではなく、行動を正してもらうこと）



 ペアワーク



感情の上書き（ストーリーを変える）

 例）一人カラオケ

①そもそもいかない人
②一人で行く人
③みんなで行くけど一人では行かない人

• どのような意味付けがあったか？（感情の動き）
• 何にフォーカスしていたか？

（例：本のサイン）



 Ｗｏｒｋ





 ペアワーク



② 言葉の使い方を変える



自分への戒め、鼓舞、納得させる、勇気付ける、
呪文となるような好きな言葉を用意する。



 例えば



非常に難しい状況で感情を乱された時

「きっといい方法があるはずだ」

「きっと神様が私を試しているにちがいない」

「切れたら負け、落ち着け！」

「人生なんて思った通りに行かないことの
連続だよな。これもそのうちの一つか」

「これはちょうどいい！」



自分が部下に対して一生懸命教えていることが
なかなかうまくいかずに心乱されたとき

「努力は報われない。でも、努力を続けないと
奇跡は起きない」

「毎日の積み重ねが必ず実を結ぶ」

「人生に無駄なし！」

「いつか、どこかで、必ず報われる」
「確かな一歩の積み重ねでしか遠くへはいけない」



落ち込むくらいの失態をし心乱されたとき

「過ぎ去ればすべて過去・・・」

「忘れることは神様が与えてくれたプレゼントだ！」



あなたは、自分への戒め、鼓舞、納得させる、
勇気付ける、呪文となるような好きな言葉を自
分に問いかけていませんか？

（ポジティブとバカポジティブの違い）
（今までも乗り越えたから今がある、出口のない穴はない）

普段から何気なく使っているということは、意識
して使い始めると強力な武器になる。



 ペアワーク



どんな言葉を多く使っているだろうか？

「めんどくさい」
「つかれた」
「もう無理」
「どうせ自分なんか」
「つまらない」
「くだらない」
「でも、だって」

そんな自分も相手も
不快にするような言葉を
繰り返していませんか？

「できる」
「必ずできる」
「やる」
「楽しい！」
「最高！」
「気持ちいい！」
「素敵！」

そんな前向きな言葉
に変えてみたらどう
だろうか？



国内の60のマネジメントチームを対象に、その年間の
目標設定、戦略立案などの様子を観察した。コミュニ
ケーションの中で使用された言葉がポジティブ・ネガティ
ブのどちらなのかを記録・分析し、結果を数学モデルと
して導き出した。

結果によると、生産性・顧客満足度・社内評価等でハイ
パフォーマンスを叩き出すチームでは、ポジティブ要素・
ネガティブ要素の比はおよそ６：１で算出された。

さらに、平均的な水準で人間がハイパフォーマンスを実
現するためには、ポジティブな感情とネガティブな感情
がおよそ3：1の比率で維持されることが重要だという結
論を導き出した。

（アメリカの心理学者、マーシャル・ロサダ）



優れた人は、なぜ言葉を上手に使うのか？

『言葉 』 が 『 現実 』を作る



欲しい成果に必要な言葉を使っていく
（して欲しいことに焦点を当てる）
（「負けるな」ではなく「勝とうな」）

人は言葉を食べて成長している

言葉の力を信じて！

（思い込みの事例、参拝）



何のために「言葉」を使うのか？



言葉とは、
必要な行動を相手から
引き出すための道具



仕事の完遂に向けて
「どう伝えるか」ではなく、

「どのようにすれば指示に基づいて部下が
行動するか」

つまり、「伝え方」ではなく
「行動の引き出し方」
に焦点を当てて言葉を使う。

（講師と受講生）



 本日のプレゼント



いつでも、誰でも、どこでも使える
「魔法の呪文」

「きっと何か理由があるはずだ」

（悪人にも五分の理を認めよ）
（仕事中のiPhoneは？飲食店のiPhoneオーダー？）

（ジムのテレビ音量）



③身体の使い方を変える



 リーダーは身体の使い方が重要



「心」のあり方が
「身体の使い方」に比例する

「身体の使い方」が
「心のあり方」に比例する

（例：スキップ、口笛、ガッツポーズ、美誠ちゃん口角）
（ごみ捨て、人前に立つ前、胸を張って早歩きで歩いてみる）



 学習パートナーと向かい合う



 頭を垂らす
 肩を落とす
 背中を丸める
 呼吸を浅くする
 声を小さくする（挨拶）

だから落ち込む。
ウツになるのではなく、身体がウツにしている。
落ち込ませている。

⇒「感情はなるものではない。作るもの」



一番簡単な方法は、身体をプラスに使う事。
意識は身体に左右される。

 顔を上げ
 背筋をまっすぐにのばして
 深呼吸をして
 腹に力を入れ
 相手の目をまっすぐに見る
 そして力強く話す（挨拶）



身体をどのように使うかは、自分で決められる。
身体をプラスに使うと、心も付いて来る。

プラスの感情を持ちたければ、まずは態度から
改める事。

明るい顔、明るい声は幸せを呼んでくる。
胸を張って、大きな声であいさつする。



 あなたはどう思いますか？





まとめ
自制心

～感情マネジメント

３つの秘薬～





 感情マネジメントで大切なこと



ソリューションフォーカス（解決集中型）



コントロール「できること」と「できないこと」を
区別して、コントロールできることに集中する。

「足りないもの」や「ないもの」にフォーカスしない
で「あるもの」にフォーカスする（例：サーファー）。

「できないこと」ではなく「できること」、「短所」で
はなく「長所」にフォーカスする



「どうやって肉体的ハンディキャップを克服したの
かとよく尋ねられますが、私はいつもこうお答えし
ています。
私は何も克服していません。ただ、ピアノを弾いた
りお箸で食べるなど、自分にできないことは何か
を知っただけです。でも、自分にできることは何か
を知ることの方かもっと大切です。
そして、私は自分にできることに全身全霊で打ち
込むのです。」

ジャックーキャッフィールド



心持っていかれて立ち止まらないこと

（ドアをノックできない、タイムマネジメント、新幹線）
（心配事の9割は起こらない、 井の頭線エピソード）
（解決できない問題はその人に降りかからない）

（過度な期待の排除）



どんな状況であっても、誰もが同じ選択肢を持っ
ている。あなたは、その状況を嘆くこともできるし、
その状況を変えるために、自分自身を変革する努
力をすることもできる。

マーク・モーガン・フォード



•人生に敏感に反応するのではなく、
積極的にアプローチする（問題は成長のギフト）

•どうでもいいこと、くだらないことに心を持って
いかれずに、人生に必要なところにエネルギ
ーを集中する

•モチベーションに逃げ込まない。やることは変
わらない。やるべきことを愚直なまでにやり続
ける



 ラストメッセージ



育てる側がよくなれば
もっと社会も、企業も、人も、

よくなります！



あなたの元で働けてよかった




