
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1）気持ちを一度シャットダウンにする）気持ちを一度シャットダウンにする 

1-1.深く落ち込む理由 

1-2.夫の言葉にかくされた意味 

1-3.負の感情はため込まない 

1-4.自分の想いに目を向ける 

1-5.自分を認める 

2)解決にむけての脱出計画解決にむけての脱出計画 

2-1.原因はなに？ 

2-2.被害者にならない 

2-3.改善したい人が行動を変える 

2-4.我慢するのではない 

2-5.一番大切なのは未来を妄想する力 
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3-3.目標を手に入れるためには 

4)やってはいけないこと　やってはいけないこと　11箇条箇条 
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4-2.無理やり引き裂いてはいけない 

4-3.携帯をみてはいけない 
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5-10：片づけと掃除をする 
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6-4：自分の時間を作る 

6-5：良いことを日記に書く 

6-6：自分にプレゼント 

7)心のエクササイズ 

7-1：自分の思いに気づくワーク 

【自分の思いに気づくワーク１】 
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はじめにはじめに 
夫のモラハラ・ＤＶになやんでいるあなた。 

どうして、こんなに鋭い言葉のナイフで人を傷つけることができるのかと、

心を痛め、壊れそうな状態で深刻に悩んでいる状態であること、本当に心か

らお察しいたします。 

 

結婚前はあんなに紳士的だった夫が、豹変し、その現状に受け入れられない

状態。 

でも、なんとか、子供のため、自分のために、そこから這い上がって、今居

る世界から脱出したい！と立ち上がろうと試みてらっしゃるのですね。 

でも、いったい誰に相談していいのか、、、途方にくれて、悲しみの中に沈

み込んでいらっしゃるのだと思います。 

 

そして、この世界から立ち上がり、ぬけだそうとしている時だからこそ、人

は正しいところに 

「夫は本当にまちがってる」とか 

「なんでこんなことが言えるのかわからない」 

「どうしてこんなことするの？」って、 

グルグル負の連鎖に陥られる方が本当に多いです。 

 

家庭が、学校という教育の場であれば、先生が教えてくれなかったのなら、

私が間違いを正していかなければ、、、、と思うのかもしれませんが。 

 

ここは家庭。 

妻だから。。。と、肩ひじ張って夫を育てようとしても、 

その想いは叶いません。 
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モラハラ・モラハラ・DVは、治らないのです。は、治らないのです。 

 

 

 

治らない。 

とわかると、あなたは、やっと、耐える以外の方法を選ぶことができるので

す。原動力のためにも、どう避けながら、上手に生きていけるようにする

か。 

モラハラＤＶと戦っても消えることがないなら、正面から向き合って戦い続

け消耗していくことが得策とは思えません。 

それよりも、モラハラという障害物があったから避けて通る人生Ｓ字の道だ

と思うほうがよくないですか？ 

 

越えられない壁があるなら、避けて通ればいいのです。 

 

この「モラハラ脱出方法」には、抜け出しやすい方法を示唆しております。 
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落ち込んでしまった気持ち、ふがいない憤りの気持ち、心のエクササイズと

いう特別なワークを通じて、しっかり説明していきます。 

 

このマニュアルを通じて、あなたと、子供たちや、あなたを幸せになってほ

しいと願うご両親のためにも、本当の笑顔が戻ってくるのを心からお祈りし

ております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡さちこ 

 

 

------------------------- 
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1)気持ちを一度ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝにする気持ちを一度ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝにする 

 

あなたは今、どんなお気持ちを持ち合わせていらっしゃいますか？ 

 

どうして、うまくいかないの？と悲しみのどん底にいて、 

あの人がモラハラＤＶがなければよかったのに、、と怒りで眠れない日々

も、悔しくて涙を流す日もあるでしょう。 

 

これから、この世界から立ち上がり、ぬけだそうとされている時だからこ

そ、今ある「怒り」「絶望」「悲観」 

「不信」「不安」といった感情と、きちんとむきあい片付けてあげなけれ

ば、ゴールが見えなくなってしまいます。 

 

目的が見えなければ、濃霧の森をさまよっている状態と一緒です。 

 

あなたの中にうごめいている負の感情を、あなたが、あなたの手でリセット

をしてあげましょう。 
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1-1.深く落ち込む理由深く落ち込む理由 
「お前なんかバカだ」 

「お前なんかのために俺のお金は使いたくない」 

「お前のやりくりがへたくそだからだ」 

 

一生懸命家事をこなし、家計をまわしていても、こんなふうに合格どころ

か、全然だめと評価だけを突き出され、 

罵声や、怒声が頭にこびりついて忘れられない。 

なにか仕事など集中していても、ふとした瞬間にフラッシュバックしてしま

い、萎縮してしまう。 

という症状があれば、それは、もう「モラハラ」で片づけられる問題ではな

いですよね。 

 

そんな状態になっていては、心がこわれて 

「なにも手につかず、やる気がおきない」状態になってしまいます。 

 

そんな「今目の前で起きてない状態」なのに、 

「忘れられず、やる気がでない状態」からは、 

一刻も早く抜け出して、前に進みたいのに、、、と 

気持ちばかり焦ってしまいますよね。 

 

けれども、実はこの「落ち込み、嫌な気持ち」というのは 

とても大切なことを、あなたに教えてくれています。 

 

それは 
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「ちゃんと私はここに居るよ」と、あなたの本当の心の声が聞こえている状

態であることです。 

 

ちゃんとに心の声が聞こえたあなたには、立ち上がれるチャンスがありま

す。 

心が壊れる寸前で、傷ついているけれど、治る力があるという証拠です。 

 

このマニュアルをみながら、最初のワークを行いましょう。 

「私は、ちゃんとここに居るよ」と。 

心の声を無視したりせずに、こたえてあげることです。 

「大丈夫、私の声ちゃんと聞こえてるよ」 

そうすると、蓋をしていた感情があふれ出してきて涙がでるかもしれませ

ん。 

そして、そうだよ！つらいよ！と、何かを言いたくなるかもしれません。 

 

でも、どれも正解です。 

心の声を聴いて、受け止めていきましょう。 

涙は枯れてしまうまで泣いて大丈夫です。 

私はちゃんと今を居るんだ。と温かい気持ちに包まれたなら、そのぬくもり

に浸りましょう。 

言いたい言葉は、すべて言葉にしてみてください。 

ただし、夫のいないところでね。 

 

これで、大丈夫。 

あなたは、きっと立ち上がれるし、一度リセットして、マイナスのところか

ら0まであがれる最初のステップをクリアしました。 
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1-2.夫夫のの言葉にかくされた意味言葉にかくされた意味 
 

 

落ち込み、悲観し、泣きつくした自分をリセットして、マイナスから0のス

タート地点までは、リセットすることができましたね。 

しかし、夫から言われたことが、解決したわけではありません。 

 

「お前なんかバカだ」 

「お前なんかのために俺のお金は使いたくない」 

「お前のやりくりがへたくそだからだ」 

 

など、人として扱われないような表現は、本当に心を奪う状態です。 

 

しかし、夫の発言に対し、「夫は本当にまちがってる」とか 

「なんでこんなこと言うのかわからない」 

「どうしてこんなことするの？」って、 

グルグル負の連鎖に陥られる方が本当に多いです。 

 

家計のやりくりを指摘されたのなら、まずは、本当にそこが間違っていては

いけないので、まず治す努力はしてみましょう。 

いきなり、「無理」や「できない」ではなく、まずやってみるのです。 

そして、自分を分析する力をつけましょう。 

1.まずは書き出してみよう（夫が言ってる○○とは、何か？） 

2.それは、なぜできないのか？（論理的にできないのか？） 
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例えば、家計簿のやりくりがうまくいかないのであれば、夫の収入と、妻の

収入あわせて、何割が食費で、何割が光熱費、何割が生活消耗品、家賃なの

か、自由に使えるお金のうち、何割が夫の権限なのか、そこを数値化してみ

ましょう。 

 

そこには、正論もあります。 

モラハラＤＶ夫だけど、全文 

そしてこれは、今後、離婚資料として大きな財産になりますので、大切に保

管しましょう。 

 

 

 

1-3.負負のの感情感情ははため込まため込まないない 
夫への感情で、怒りがあらわにでてくることが多々あります。 

その感情は、ため込んでは、いけません。 

感情は生ものですので、たとえ負の要素をもった感情でも、一度出して文字

にしてあげなければ、腐れてしまいます。 

そして、ほかの感情を支配していきます。保管しないでだしましょう。 

そのためには、 

1） 紙に書く。とにかく書く。日記のように、毎日でなくて構いません。

思いついた時だけ書いておくといいかもしれません。 

2） 物にあたる。壊しても支障のないものを、袋にいれて、ベランダ、も

しくは、勝手口でアスファルトにたたきつけて壊す。 

3） スイミング、登山、スポーツ、ロッククライミング、川下り、バッ

ティングセンターなど、自分に合うもので試してみるといいでしょう。 

4） アロマなどの香りでリラクゼーションを行う。 

このように、自分で自分のストレスを発散させることができる人は、きちん

とした一人の自立した大人です。自分にあった発散方法を、負の感情ができ

た時は、試せるチャンスだと思っていろいろためしましょう。 
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1-4.自分自分のの想想いいに目を向けるに目を向ける 
負の感情が先ほどまで存在していましたね。 

感情は生ものなので、すぐに取り出し、調理をし、 

なくなってきました。 

しかし、自分の中で、捨てずに大切の育てたい想いは、いったい何なのか？ 

自分で自分の育てたい想いをみつけてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5.自分を認める自分を認める 
最後のワークになります。 

あなた自身から、あなたへ向けて 

「ねぇ、わたし！　私はちゃんと生きてここに居るよ。 

　私は今、沼に足をとられた状態なだけだよ。 

　だから、私をケアして。私は、ちゃんとまだ走れるよ」 
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って、私が私を大切にケアしていくこと。なんです。 

 

 

私が、これから、がんばるんだもの。 

私が私の一番の味方になってあげられないで、 

誰が一番の応援するの？ 

 

このマニュアルをみながら 

あなたに贈るあなたの車にガソリンを入れましょう。 

 

両うでを両手で触り、「私の幸せを受け入れます」って呟きます。 

 

すると、体の感覚に変化があるはずです。 

 

「私、ここに居る」 

「ちゃんと、生きてる」 

「私、まだできることがある気がする」 

「私が私を信じてあげないとね」 

 

って、私の小さい子供に向かって話すように、 

私の母性（マリア様）が、見守ってくれています。 

 

本当に小さな気が付きかもしれません。 

涙があふれてくるかもしれません。 

なんだかわからないけれど、温かい気持ち。 
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安堵感が湧き上がってきたら、その気持ちでいっぱいに満たされてみましょ

う。 

 

あなた自身があなたを大切にする方法を身に着けることができました。 

 

この方法は、あなたの鎧となり、あなたをダメージ軽減させてくれます。 

 

力が欲しいときは、かならず、私が私を補充するように 

この言葉で、安堵感を増やしていきましょう。 

 

このワークは、あなたの落ち込んだ状態を受け止めて、 

本来のあなたに近づけるマイナスの状態からリセットできるワークです。 

 

言葉のナイフを受けた傷は、同じく受けた人にしかわからないことがありま

す。 

 

だけど、傷ついた自分の感情に無理やり蓋をしてしまっては、 

なにかの拍子に感情に支配され、ゴールまでの道のりは、濃霧（感情）で、

進むべき方向を見失います。 

だから、モラハラＤＶを受けて、どんな感情であったことも 

過去の私が感じたこととして、今の私が受け止めてあげましょう。 

 

そうすることで、「あの時はつらかったよね」と受け止めるだけで、心が

「私の潜在意識にはきつかったことを吐き出したかったから、聞いてくれて

ありがとう。よしっ、次よ。つぎ。エイエイオー！」って、マイナスの状態

から、スタート地点まで引き上げてくれます。あとは、もう上りつめてるだ

けです！！！上昇気流がまってますよ。 
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2)解決にむけての脱出計画解決にむけての脱出計画 
モラハラＤＶを受けて、これからも耐え続ける未来ではなく、 

この世界からの脱出するために必要な心構えがあります。 

ここがしっかり決まっていないと、ひき戻されることがあります。 

 

きちんと理解をして進めていきましょう。 
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2-1.原因原因はなはなに？に？ 
夫がモラハラＤＶの口調になり、支配的になるのは、なぜでしょうか？ 

 

「夫の短期さと、心の器の小さいから！」 

という答えも、正解でしょう。 

しかし、それは、表面的なもので、もっと奥深い心の底にある原因とはいい

がたいです。 

なぜなら、男性には、必ずしも、自分の雄としての本能があり、自分の子孫

を残すためには！という回路がくみこまれているからですが、人間にいたっ

ては、本能のままに生きることは、通常ならありません。 

ではなぜないのかというと、意思のある人には必ず自我があり、その自我

は、理性的に動こうと選択すれば、理性の働く紳士としてふるまうことがで

きますし、社交を身に着けることだって、本人が気にかければできることな

のです。 

 

まず、夫は見えない棚に置いて、あなたのことを考えることにしましょう。 

 

あなたは、自分が大好きですか？ 

他人に「さすがですね」とか「素敵ですね」と言われた時「そんなことない

です！」とか「偶然です」とかいって、褒めてもらった言葉を受け取れない

ことはないですか？ 

「私なんて大したことしてないですし、大した人間でもないですし」って、

心から思って謙遜してるのですか？ 

 

 

実は、そこが原因なのです。 

 

あなたが自分で自分を大切にしていないから、周りにもその空気感が伝染し

て、一番身近な夫は、「こいつは大切に扱わなくてもよい」と思うのです。 
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そして、磁石のＳとＮのように、強いものが弱いものにくっついてきている

状態なのです。 

 

夫に、こんなこといわれたりされたりしてないですか？ 

「お前なんかバカだから」とか 

「お前といるとイライラする」とか 

「モタモタするな」など 

はるか上からの物言いをされたり 

ちいさなことでイライラ怒り出すこと。 

 

これは、お互いを大切に想い、尊重しあう夫婦の会話では 

絶対にありえない会話なのです。 

 

健全でお互いを思いやる夫婦であれば、傷つく言い回しを避けて 

相手にどう表現したら伝わるであろうか。とか 

自分の人生を楽しんでいて、相手にも相手の人生を楽しんでもらいたいと望

む人が、どうして言葉のナイフを放つことがあるでしょうか。 

 

このマニュアルを読んで、もっと自分の人生を大切に生きていける精神的に

も大人で自立した女性になりましょう。 
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2-2.被害者に被害者にならないならない 
「なんで、あの人を指導してくれる人が現れないのだろうか」 

「なぜ、おかしいことがわからないのだろうか」 

夫のあまりに破壊力のある言葉のナイフは、簡単に心をずたずたにしてしま

いますよね。 

けれども、夫が妻に攻撃的な言い回しをしてくるには、理由があります。 

それは、夫として、自分が優位な立場に居たいからです。 

小型犬の威嚇するために、無駄に必要以上に吠え続ける状態と似ています。 

 

だから、夫がおかしいからといって被害者意識が強くなることは 

やめましょう。 

 

弁護士さんに慰謝料請求するために調書をとっているのであれば、 

裁判資料として、「被告」と「原告」として、何に対して被害をこうむり、

何を要求するのかという点を明確にするためには、被害者である表現をすす

められるかもしれません。 
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しかし、このマニュアルは、裁判資料ではなく、あなたがその空間から脱出

し、しっかり経済的にも精神的にも自立した女性になるためのマニュアルで

す。 

そこに、被害者意識を持つということは、すべて夫のせいにしてしまい、自

分がどうしたら脱出できるのかに目をむけることができません。 

 

確かに、今のあなたは、とてもつらい想いをしています。 

そこを我慢するというわけではありません。 

そのつらいことも事実です。 

そのつらさに泣いたり落ち込んだりしていいのです。 

 

だけど、被害者意識をお持ちになると、そこに出口までの道がみえても、見

落とすことになり危険です。 

私は、これから幸せになるための選択をしていける。ということを 

しっかり頭の中にいれておきましょう。 
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2-3.改善した改善したいい人が行動を変える人が行動を変える 
このマニュアルには、いろいろなことが書いてあります。 

あなたが日常的な癖を変えたりする内容です。 

 

「夫が悪いのに私が変わらないといけないの？」と 

思われますか？ 

 

っでも、今、大切なのは、あなたが、現状から脱出したい！と幸せになるた

めの選択を行えることです。 

 

人には方程式があります。 

「改善したい人が行動を変えていく」ということです。 

 

あなたは、現状より幸せになる選択をするために、行動を変えていきましょ

う。 
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2-4.我慢我慢すするるのではないのではない 
このマニュアルの内容を、行動面だけ注目すると、「自分を殺していい妻な

る」というように見えるかもしれません。 

夫を怒らせないように、夫を立てて、夫最優先にするために、自分のしたい

こと、気持ちなど主張してはいけない。と、 

とらえる方もいらっしゃいますが、それだけは、やめてもらいたいと思って

います。 

 

このマニュアルは、夫に依存しなくても、ご自分の足で立って、生きていく

ために、説明されたいわば、教科書になるのです。 

 

一晩寝たら、全てが変わるようなことではなく、地道に少しずつ変わる場合

もあります。 

 

そのため、これまでの言動と大幅に変えていく状態になるので、とまどい、

不安に駆られることも出てきますが、不安に打ち勝つための我慢は必要で

す。 

 

どんなに、うまくいきだしたからといって、今までやってきたことを投げ出

したくなることは避けてもらいたいと思っています。 

 

耐える我慢をせず、大切な家族に、子供への愛情を第一にした、目標となる

ゴールまでの道のりをしっかりと見つめれば、自然と変わっていけるように

なります。 
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2-5.一番大切一番大切なのはなのは未来を妄想未来を妄想すする力る力 
どんな場合にも言えるのですが、成功してどうなりたいのかのゴールが具体

的に想像できること（今はまだ妄想でも）が一番一番速く速く、 
そして、実現にむけて一番一番効果効果があることです。 

ゴールが見えていなければ、知識の引き出したくさんもっていても 

歩く作業を、実践を、していかなければ、前にすすめません。 

 

そして、出口の方向がわからなければ、やみくもに行動してもジャングルで

迷子になるようなものです。 

 

エネルギーは最小限でいいようにしたい！ 

私の教科書には、そんな想いがこめられてます。 

だってママって、体力いるんですもの。 
 できるかぎり、自分と子供にエネルギーはつかっていきたい。 

だから、 

かならず、ゴールとなる笑顔のあなたは具体的に思い浮かべてほしいと思っ

てます。 
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2-6.温か温かいい家庭を作る家庭を作るのはのはああななたた 
かならず、笑顔あふれる家庭はつくれます。 

怒鳴らずに毎日を過ごせます。 

その家庭には、父親が必ずいないといけないわけではありません。 

大人の男の人がいたほうがいいメリットはありますが、その役割をになえて

いるかどうか？それは「こんな大人になりたいな」って思えるかどうかで

す。 

子どもの心に傷をつくり、こんな大人になるなら大人なんてなりたくない！

と自分を大切にできない環境は「温かい家庭」ではありません。 

まず、あなたが「家族を大切」にしているかどうかです。 

こころを込めてお料理をしたり、元気よく過ごせるために清潔な環境を作れ

ていたり、元気にお見送りをしていたり、そういったことがきちんとできる

大人であるために「温かい家庭」をつくれるのは、ほかでもないあなたにな

ります。 

今、大切な人のために、なにができるか。できることは、ぜひやってみま

しょう。 
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2-8.登場人物登場人物ははああななたと夫たと夫 
相談にのる親切な顔をして近づいてくる嫉妬している人や、 
存在や考え方を否定し攻撃してくる人が 
あなたが覚悟を決めたとたんに、必ず接触してきます。 

 

その人達は、最初は味方といって、アドバイスをしようとしてきます。 

だけどその人たちの本当の目的は、嫉妬です。 
きっと、ご自分が離婚の決意ができず、夫に執着しなければ、生きていけな

いと思っている。 

なのに、その方法以外を実行しようとしている人が目の前にいる。 

私はできなかったのに！と、思っている。 
でもね。そんな人が現れたときって、飛躍できるとき。 

 
かならず、覚悟があなたにあるかどうかお試しテストするために　現れるも

のなのです。 
だから、大丈夫。 

親切なふりをして、ご自分の意見を勝手に突き付けて 

「あなたは間違ってる！」っていわれても 

「はぁ、そうなんですね～。考えておきます」とやり過ごしてください。 

相手にしないで、うまくかわしてください。 

その人を打ち負かしたりせずとも、「変わる」と決めたあなたは大丈夫。 

時間とともに消えていきます。 

ぶれずに、戦わずに、その時は通り過ぎるのを待っていればいいのです。 

だってこの問題は、夫とあなたなのですから。 
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3)一番大切なポイント一番大切なポイント 
 

治らないモラハラＤＶをずっともった夫は、これからも、すべてのことを妻

のせいにします。 

そして、その妻のせいにするやり方は、とても卑劣です。 

ネチネチと、続くのです。 

その力に押し倒されないために必要なのは 

「目標（ゴール）」です。 

 

目標が見えていれば、そこにむかっていける。 

ちょっと、霧がかかって、状況が悪くなっても、ゴールの方向がわかってい

れば、迷子にはなりません。 
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3-1.ああななたたははどうどうななりたりたいい？？ 
「あなたはあなたは、どうなりたいですか？」 

と、最初に尋ねても、モラハラＤＶを受けてきた人は、 

実はすぐには答えられません。 

 

なぜなら、今、このままではいけない。と気が付いていたけれど、、 

じゃあどうしたらいいのか、今まで考えたことなかったのですもの。 

 

思いつく言葉といったら 

「夫に間違っていることを気が付いてほしい」とか 

「誰か夫を教育してほしい」など 

夫を第三者によって、変えてほしいと相談される方がいます。 

しかししかし、、人人はは変変わわりまりません。せん。 

 
相手を変えることはできないのであれば、ではどうすればいいのか？ 

 

ごご自自身身が変が変わわるるここととはできはできまます。す。 

 
夫をかえなくては！という気持ちよりも、 
私がこれから、どんな状態ですごしていけば、幸せな人生だったといえるよ

うに過ごせるか？ 
 

３年後５年後１０年後のあなたが幸せになるためには？ 

 
あなたがこれからの人生を、あなたご自身のために幸せに過ごしていただく

ための目標設定をする必要があります。 
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どこに住んでいて、誰がそばにいて、どんな声がきこえてくる環境で、あな

たはその時どんな笑顔をしているのか？思い浮かべてください。 

 

そうすると、そのために何をすればいいのかわかってきます。
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3-2.目標にして目標にしてはいはいけけないない２つ２つのの項目項目 

 

「結婚を決めたころのように、優しかった夫と過ごした日々に戻りたい」 

目標を尋ねた時に、いろいろ考えた結果こうおっしゃる方もいらっしゃいま

すが、これは、目標にはなりません。 

どうやっても過去には戻れないからです。 

 

それに、あなたが幸せだと感じていた時に、夫も同じように幸せだと感じて

いたかはわかりません。 

モラハラＤＶをする夫の多くは、妻に対してイライラ、ムカムカする不満を

抱いています。夫の理想の妻になってほしくて、できない妻を揶揄・罵倒す

るのです。それは、最初は改善してほしくて言っていたかもしれない。しか

し、イライラは募る一方。そんな風に失望していき、罵声が進行していくの

です。 
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あなたが、戻りたいと思っているその過去の時点で、もしかしたら、すでに

夫は不満を持っていたかもしれません。そしたら、もし過去に戻れたとして

も、同じことを繰り返すだけです。 

それはいやですものね。 

 

そして、もうひとつ、 

「夫と別れたくないです」 

この表現には、～したくない、という否定形が使われています。 

目標はポジティブな表現にしましょう。 

離婚していない状態なら、なんでも幸せというわけではありません。 

戸籍上は既婚していても、夫の扶養に入れてもらえず、別居状態だったり、

仮面上の夫婦であっては、嫌ですよね。 

あなたが、目標として見つめていくものは、とっても幸せで素敵な笑顔でい

る未来なのです。 

その未来では、夫の顔色を伺い自分の気持ちや意見が言えない世界ではあり

ません。 

あなたの未来はあなたがきちんと創り出す世界で、そこには、あなたの大切

な人とあなたが笑いあっている状況になっています。 

過去に戻るわけではなく、離婚をしたくないというだけでなく、 

あなたが自信にあふれて、笑顔で過ごせる状態を目指すのはいかがでしょう

か？  
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3-3.目標を手に入れるために目標を手に入れるためにはは 
 

目指す目標を思い浮かべたら、次は覚悟する必要があります。 

「あなたが自分自身の行動を変える」 

この覚悟です。 

多くの人は、自分が変わらずに夫を変えることで解決しようとしますが、今

のあなたが、夫に何を言っても届きません。 

あなたが未来のために行動を変える必要があります。 

 

考え方を変えましょう。 

生活態度を変えましょう。 

言葉遣いを変えましょう。 

 

あなたあなたが変わらが変わらなけれなければ、ば、あなたをあなたを包包むむ周り周りはは何も変わりません。何も変わりません。 
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このマニュアルでは、「あなたが変わる」ためにいろいろな角度からお手伝

いをいたします。 

 

あなたの家庭をこれから幸せにするのも、壊すのも、あなたのこれからの行

動にすべてがかかっています。 

 

「どうしたら夫は変わって優しくなってくれるだろう」 

 

そう考えるのは、夫を変えようとコントロールしようとしている証拠なので

す。 

 

そうではなく、今日からは 

「私私はは何が好きで、どん何が好きで、どんなことしたなことしたら、私ら、私ははワクワクワクワクするのするのだろう」だろう」 

と、思うようにしてみましょう。 

 

何が何でも解決しようと思うあなたの強い気持ちは、大きなエネルギーにな

ります。 

そのエネルギーを「夫を無理やり変える」という難しいことに使うのではな

く、もっと上手で効果的な「自分自身を変える」ということに使っていきま

しょう。 
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4)やってはいけないこと　やってはいけないこと　11箇条箇条 

4-1.感情感情でで行動して行動してはいはいけけないない 

 

感情にまかせて行動すると、相手はもちろんのこと、弱い存在である子供に

も感情をぶつけてしまっては、いけません。 

感情を子供にぶつけることは、しつけではありませんし、むしろ、虐待で

す。 

ご近所の他人に、感情で話をしたりしますか？ 

しないですよね。 

家族という身近な存在であると、それが、許してもらえると思うのは傲慢で

す。 

あなたは、悪くもないのに罵声をあびる側の気持ちがわかるけれども、その

やり場がなくて、今は耐え忍んでいる状態です。 

例えるなら、沸騰直前の鍋に蓋をしているもの。 

なにかのきっかけで、その栓は、はずれてしまうこともあります。 
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今、はずれて、子供にあたることは避けたい。 

そこを、把握しておくことは、とても大切です。 

栓がはずれるきっかけは、ほんの少しの出来事です。 

子供がお茶をこぼした、とか、服が汚れたままウロウロして部屋がザラザラ

した、とか、騒いでお皿を落としたりなど。。。。。 

 

今ご自分が感情的になっているかどうかを、把握できる力が必要です。 

そこで、感情を落ち着ける方法を紹介します。 

 

Ａ） 

湧き上がる行動があった場合は、目をつぶってゆっくり深呼吸をしてみま

しょう。 

Ｂ） 

短歌を詠む時代にタイムスリップしたと思って、今ある感情を短歌（５・

７・７・５・７）で表現してみましょう。 

短歌は、言葉数が限られているので、思った言葉そのままがでるのではな

く、いかに少ない言葉にかえようか？音が美しい単語はないだろうか？と

いったアンテナが働くので、罵声になることはありません。 

感情的になることは、自分がぶつけたい気持ち、感情のシグナルです。 

自分の感情を抑えがちな人には、この感情がなぜ、そう思ったのか、どうし

たいのか？自分の声を聞こえないように今までしていたことはないですか？ 

これからは、自分の声の叫びをきちんとキャッチしていきましょうね。これ

からどうしたいのか？という自分の行動のヒントになるはずです。 
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4-2.無理やり引無理やり引きき裂裂いいててはいはいけけないない 
 

あなたにとっては、結果寄り添っていくことができない。 

老後二人で過ごすこと、これからの自分の幸せに夫がいなこと。を決めたと

しても、こどもにとって親であるパパとの仲を無理やり引き裂くことはいけ

ません。 

夫に、子供を可愛がる気持ちがあるのであれば、面会方法が１つの手段がう

まくいかない場合、違う方法ならどうであろうか？と提案してくるか、 
あなたが提案した内容で、譲歩してくることでしょう。 

しかしあなたが、収入を減らしてまでも送迎や、付き添うことを「しなくて

はならない」という義務感を持つ必要はありません。 

できる範囲で協力すればいいのです。 

いまは協力できないことも感情的にあるかもしれませんが、こどもにとっ

て、パパデーがあるのと、ないのでは、子供が受け取れる愛情の量は変わっ

てきます。 

こどもに暴力をふるうおそれや、心中する恐れがないかぎり、子供の安全を

確保する条件付きででも、面会はするべきだと思います。 

 

愛情を子供のときに、たくさん受け取ることは必要なことです。 

例えていうなれば、子どもは、運動会の玉入れ競技のかごです。 
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あなたや、元夫、たがいの家族、などかかわる大人の数だけ、かごに愛情と

いう玉を入れる人が増えるのです。１人でかご目指して投げるより、数人で

かご目指して投げるほうが、愛情という玉はたくさんたまりますよね。 

もちろんたくさんたまったかどうか、その数は、ほかの子と比べようがない

ものですが、両親がいて、お金持ちでお手伝いさんもいて、かかわる大人の

数も多くて、すごくたくさん愛情かけられてるはずでも、子供の受け取り方

次第で、１００個の玉も、１０個分しか感じない場合もあります。 

しかし、１０個しかはいってない数でも「１０個もはいっている！」とキラ

キラ目を輝かせることができる受け取り上手な子もいます。 

ママが無理をしてまで面会をさせる必要はありませんが、嫌という一時の感

情で、会わせないと一方的にきめることはよくありませんよ。 

ママは、パパとうまくやっていけないからママは留守番しててもいいかな？

など、子どもの年齢によっては、ママのできる事実がどこまでかをお話しな

がらきめることもありだと思っています。 
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4-3.携帯をみて携帯をみてはいはいけけないない 
 

夫が妻である自分にやさしくできないのは、気持ちが別の人に浮ついたから

ではなかろうかと疑わしくなる気持ちはわかりますが、 

携帯を勝手にみることは、夫にとって浮気されるのと同じくらいの大きな罪

だと感じます。 

「お前が見たりするから、こんな家に帰りたくない」 

「お前と一緒にいたくない」 

「お前なんか本当に最低な女だ」と 

夫の罵声に拍車がかかる行為になります。 

携帯は夫の心の中です。 

夫婦でも、事実を知りたい気持ちだけで、人の心の中に土足で上がるような

行為は、隣の家へ土足で侵入することと同じです。 
お隣の家の方にしないことを、夫だったらしていいわけではありません。 
 

携帯の中は、人の黒い部分もあるので、ほかの人がみたら動揺することが隠

されていて「当たり前」なのですから、その一線は越えてはいけないので

す。 

もし、すでに見てしまった人は、夫にみたことを絶対に言ってはいけませ

ん。あなたの胸だけにしまってください。 

そして、これからは、絶対に見てはいけませんよ。 

私は、あなたの味方です。 

あなたが、夫の携帯を見ず、自分と向き合い、自分の幸せ計画をたててい

き、実現できることを、信じていますよ。 
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4-4.持ち物チェックをして持ち物チェックをしてはいはいけけないない 
お財布を日常的にチェックできる関係ということは、包み隠さずの状態であ

る。 

と、いえる場合もありますが、 

金銭面で押さえつけられるかたも多々いらっしゃるので、 

「わたしには制限があるのに、夫は好きなだけ使えて許せない！何にお金つ

かっているのか調べたい」 

という気持ちでチェックする方もいらっしゃいます。 

しかし、見ていることがばれて、 

「あなたが怪しいからよ！」 

と開き直って強く出れば出るほど、あなたからはなれていくし、あなたを恨

んだり、倒してやるといった方向へパワーを注ごうとしていくことになりま

す。 

浮気をしていない夫であればあるほど、 

「自分は道を外れていないのに、むしろ被害者だ。」 

といいはられることになりますので、やめましょう。 

この監視についやす力は、もっと効果的な方法に使いましょうね。 
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4-5.行動を詮索行動を詮索すするようるようなな発言をして発言をしてはいはいけけないない 
夫の行動に執着してはいけません。 

束縛してはいけません。 

 

あきらかに家族をほったらかしにして、自分だけ楽しみにいっているとわ

かっていても、 

「どこにいくの？」 

「何時に帰るの？」 

「夕飯は食べるの？」 

「この洋服はいくらしたの？」 

「休みの日くらい子供と遊んでよ」 

 

と、〇〇して！や、○○はどうなのか？などの命令形や 

追い詰めることを言ってはいけません。 

 

行ってしまう時であっても、「いかないで！！！」と、自分を卑下し、お仕

えするお殿様へのお頼みではなく、 

奥様として「私は、○○へ、連れて行ってくれることがいいな」と 

英語で、必ずI（アイ）で始まる文章のような表現をすることです。 

この場合、夫がどこか趣味で一人で外出できる場合、子供も一緒について

行ってもかまわない場合は、「家族も連れて行ってよ！」よりも、「私は、

子供も連れて行ってくれると、○○（美容室や図書館など行きたいところ）に

一人で居られる時間ができてうれしいな」などの表現が好ましいです。 

 

執着し、束縛すると、浮気を疑い、なにもかも疑心暗鬼になってきます。 

浮気相手のところから帰ってきたのかもしれない。 

自分ばっかり友人や同僚と遊んでいるなんて。 

と思っても、帰宅した夫にむかって 
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「こんなに遅くまでどこにいたの？」 

など攻撃的に迎えてしまっては、これから、相談にみせかけた決意をつ..たえ

る導入の状況は、最悪の始まり方しかなくなってしまいます。 

「俺の勝手だろ！」と火に油をそそぐかたちとなり自分にかえってきます 

 

そんなことをしては、離婚調停・裁判になっても相手のあらさがしをし、重

箱の隅をつつく争いだけになります。 

離婚調停でも、話し合いの目的は、子供のために必要であるのです。 

と心から子供の成長を応援して、養育費を支払ってくれるほうが、夫にとっ

ても、離れた子供への愛情表現になるし、面会交渉もスムーズにいくものが

たくさんあるからです。 

 

どんなに腹がたっていても、行動を栓策するようなことをせず、 

「おかえりなさい。お仕事、お付き合い、遅くまで大変でしたね」と 

ねぎらってあげましょう。 

 

苦い虫を奥歯でかむようなものだとおもます。 

夫によっては、お前こそ浮気してるんじゃないか。と疑ったりするかもしれ

ません。 

でも、本当に後ろめたいことをしている夫だとしても「うまくだませた」と

思うより、後ろめたい気持ちになるはずです。 

悪いことをしている自分を疑わずに信じていてくれるというやさしさは、夫

婦修復にも、離婚後の養育費にも役にたてると信じて、 

あなたの寛大な姿勢を見せることが、のちの効果が大きいです。 

 

夫への対応は「言わざる」です。 

 

放っておくわけではありません。 

夫の心の変化に敏感に気が付いてあげるチャンスという必要もあります。 
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子供が、パパの様子が変なことにきがついていても、 

「パパの仕事が忙しいだけだよ」 

「ママは、パパの仕事が落ち着いて、ゆっくり帰ってこれる日が来ることを

望んでいるよ」など、多少の嘘があっても、かまいませんので、安心させて

あげることを優先にしてください。 

 

それと反対の行動とは、両親が大声で罵り合っている姿を子どに見せること

です。こんなことは、みせてはいけないことで、あってはならないことで

す。 

ママは、いつもニコニコしてゆったりとした気持ちで育てて、心が安定し、

まっすぐに成長してくれることです。 

優先順位は、子供に与える影響です。 
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4-6.子供に夫子供に夫のの悪口悪口はは言言わないわない 
離婚が成立して、「どうして離婚したの？」ってきかれることがでてくるで

しょう。 

父の日かもしれない。土曜参観の日かもしれない。 

 

でも、あなたが夫にされてきたことを事実として告げることはあっても 

悪口はいってはいけません。 

ほとんどの場合、あなたが口にしなければ、子供は知る機会はありません。 

幼い子供や、思春期の子供にとって、両親の不仲は心の成長に大きな影響を

与えてしまいます。 

２歳の子が両親の夫婦喧嘩にストレスを感じ、自分の髪の毛を抜いていたと

いう話があります。２歳の子でも両親が不仲であることを、 

よく理解して心を痛めてしまうのです。 

中学・高校の子は、とくに母親の愚痴をこぼす格好の相手になります。 

同性の女の子はターゲットになりやすいです。 

しかし、母親から父親の愚痴を聞かされる子供は本当に不幸です。 

 

子供の父親が夫であることに変わりはないのです。 

夫の血が流れている子供が、実の父を嫌い憎しみにかわることは、大人に

なって、大きな痛みを覚えてほしくはありません。 

実際にあった話で、母親の愚痴をきいてくれていたやさしい高校生の長男

が、ある時不登校となり、自分の部屋に引きこもって、家族との交流さえも

断ってしまったということがありました。 

 

両親との仲が改善されたら、子供たちの問題も解決できることがあると思い

ますが、両親が不仲であって離婚することになっても、こどもにとっては父

親であること。父親も子供の親として自覚を持ってもらうためには、 
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4-7.感情感情でで子供を怒って子供を怒ってはいはいけけないない 
「夫の前で感情的に子を怒ること。」 

これは、夫婦関係が壊れるもっとも重大な原因です。 

スーパーや電車の中で、母親がヒステリックに子どもを怒っている場面に遭

遇したこと、目撃したこと、あるかと思います。 

泣きわめく子供に激怒し、ますますヒステリックとなり、挙句の果てに子供

をたたく親もいます。 

 

そんなに怒らなくてもいいのに、、、と心が痛みますね。 

 

「子供を叱る」 

ことと 

「子供を感情的に怒る」は 

違います。 

 

叱る場合というのは、 

子供の将来を見据え、怒ったような演技をすることもあったとしても、心の

中でのあなたは冷静です。 

しかし、 

感情で怒る場合というのは、 

あなたの心の中では、子供の将来のことを考える部分はぐっと小さくなりま

す。 

その代わり、あなたの思い通りの行動をしなかったことに対する怒りです。

冷静さは欠けてしまっています。感情的に怒りで怒っているあなたを見た人

は「思い通りにいかなくて、イライラし、怒りをまき散らす」という部分を

クローズアップしてみてしまいます。そして、「大人げない」や「醜い」と

評価を下します。そして、夫も、鬼の形相になったあなたをみて、愛情が薄

れていきます。 
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そして残念な事実は、この夫の愛情がへっているバロメーターに気が付いて

いる妻は、ほとんどいません。 

子供のためにも、冷静に叱ってください。 

子育ては、２２歳には終了します。 

早く就職する子は、もっと早く終了してしまいます。 

今あなたが、怒っていることは、２２歳になってもやってしまうことです

か？ 

きちんとした挨拶を交わすことができない。などは、冷静に叱る必要がある

でしょう。 

２２歳になっても挨拶もできないままだと、助けてくれる身近な他人を増や

す術がなくなりますし、挨拶さえできていれば、社会ですきではない人とで

も、トラブルを回避することもできるでしょう。 

でも、癇癪を起し、町の真ん中で寝ころび叫んでいたとき、２２歳になって

もするでしょうか？きっと、もう感情のコントロールはできますよね。これ

は、生後間もない時に、自分でパンツがはけない子が、成長すると、自分で

はけるようになる行為と同じです。 

 

イライラしてしかりつけそうになったとき、それは、２２歳になっても同じ

ことをしていたら、その子にとって困ることなのか？を考えると、感情で怒

りそうになったのか、将来を考えて訂正をするべきなのか、ボーダーライン

がわかりますよね。 

 

子供が何か、悪いことをしたとき、必ずそこには理由があります。 

どうしてこんなことしたのだろう？ 

どうなるのか、興味がワクワクわいてやってみたのかな？ 

そしたら、何かがおかしい？って気が付いたのかな？ 

まず、そんなふうに考えましょう。 

子供が大きければ、それを怒る前に直接聞いてみましょう。 

あなたが怒らずに穏やかな口調で尋ねれば、子供は素直に自分の気持ちを表

現します。 
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4-8.比べて比べてはいはいけけないない 
あなたからしたら「それくらいが？」とか「そんなこと？」と思うようなこ

とにでも、男性は、プライドを持っています。 

そのプライドは、とても、小さく、繊細で、怖がりな部分も持ち合わせてま

す。 

昔から、女性のほうが、出産も経験し、強くたくましい部分があるのは、生

態的に事実だと思います。 

そのことを、知っているというベースがあれば、「男性という生き物は、自

分のプライドを傷つける相手を嫌う人も居る」ことが、すんなり理解できる

と思います。 

これを、知っていれば、「ほかの男性と比べる」ということが、プライドを

傷つけることであることは、お分かりいただけると思います。 

女性は、結婚する前から無意識に男性を比べてしまうことがあります。 

たとえば、収入が高い人がいい、安定した職であること、やさしい人がい

い、たくましい人が好み、このように、胸の奥でひそかに比べています。そ

して、「この人なら」と幸せになれる決心をし、結婚へと進みます。 

このこと自体は、女性は、子孫を残すために、、という生態的な本能で、子

孫の遺伝子が生き残れるものを探している自然なことです。 

しかし、結婚前のこの比較してしまう感覚をずっと引きずって関節的に非難

めいたことをいうと、男の人のプライドは傷ついてしまうのです。 

「○○ちゃんのパパって、、、、、」 

と、比較される言葉を浴びせられると、イライラし、沸点がどんどん低く、

すぐに怒りに達していきます。 

なんでもなく、比べてもない話でも、拒否反応が起きてしまったりしがちな

ので、夫には、言い方は悪いですが、調子にのせておくことが平和な道で

す。比べるときは、夫の優れていることを引き合いにだしてあげましょう。

手のひらで転がすという比喩があるように、プライドを高め、妻の意見を聞

いてくれることがふえていきます。 
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4-9.実家に知実家に知らせらせるにるには、は、少しずつ事実をお知少しずつ事実をお知らせらせ

したほうがよしたほうがよいい 
あなたを育てあげ、お嫁に出したご両親や、親戚、友人は、結婚して幸せに

なってほしいとねがっています。 

そんな、あなたが、今現在モラハラDVにあっていると知ったご両親や親せ

き、友人は、どうおもうでしょうか？ 

きっと、とても悲しみ事実を受け入れるのに時間がかかることもあるでしょ

う。 

あなたが、ずっと我慢していたとは露知らず。急にそんなに我慢していたこ

とを知り、 

なぜ今まで黙っていたの？という感情も生まれるでしょう。 

また、ひどい状態になる前に少しずつ教えてほしかった。 

と思うかもしれません。 

ひどい状態というのは、もっとこの先あるかもしれないし、あとで考える

と、その時が一番ひどい状態だったのかもしれませんので、人によって、普

通の感覚にずれがあるように、ひどい状態は、どの時が一番なのか全くわか

りません。 

 

でも、理解してもらいたい人にも、理解に落とし込める時間が必要であるこ

とは、知っておいてください。 

 

そして、その理解をすぐにわかってもらえないから。といって、追い打ちを

かけるように、「理解してもらうことを説明すること」にパワーを使いすぎ

ることは、おすすめできません。 

 

 

お嫁にいった娘は、幸せに暮らしていると信じたい。という表現が正しいか

もしれません。 
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そんな中、事実を聞いたあなたの味方は、あなたからの話の内容で判断しま

すので、「あなたが被害者で、夫が加害者」といった構図で、騒ぎ立てられ

ては、うまくいきません。 

 

あなたの両親が、夫の両親に報告しないように、「今修復する可能性も含め

て、見直しているから、この事実だけを受け止めていて、何も行動は起こさ

ず、どうするか見守っていてね。」といって、あなたを応援してくれる大切

な存在の人が、受け止め、受け入れるのに時間を差し上げましょう。 

 

夫の親だって、息子が可愛いいがあまり、 

「DVだとしてもあなたが我慢して」とか 

「妻の支えが足りない」とか 

「うちの息子がごめんね。許してやってね」と、 

なにも解決しない案をいってきても、あなたの未来は、今のままでしょう。 

そのことを、知っていたら、一気にまくし立てて、現状報告し、「わかって

くれるよね？」と、周りの理解してもらうことに、力を注いで、時間も無駄

遣いをすることはないでしょう。 

あなたは、今、夫を変えようとしているのではなく 

自分が変わろうと努力している。その努力の最中であることを、自分自身も

よく理解し、周りにも理解してもらう必要があるので、一人で走り出してし

まいがちな人には、ある程度方向性がみえてからでも、遅くはありません。

（その時は、相談にみせかけた報告をするという方法を使うだけです） 

離婚にふみきるのに、いいきっかけは、夫が「別れ」を言い出した時。こち

らが、言い出した時では、今まで１００回夫が「別れよう」といっていたと

しても、それは、「脅し」で使っていて、「その場の言葉のあやであり本心

ではない。」と言い出すよりも、 

夫が「別れよう」といった時に、こちらは「了承」として、事を進めたほう

が、スムーズに離婚に進められるでしょう。 

もちろん、夫の発言を待っているだけの時間は、あなたの幸せになる時間を

奪うだけであれば、違うベストな状態もあると思います。 
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4-10.夫夫のの上に立って上に立ってはいはいけけないない 
「夫が、まちがっているから正しい方向に向かわせなければ！」 

「夫に、大切なことを気づかせてあげなければ！」 

「やっきになって、周りがみえなくなった夫がかわいそう」 

 

家族を大切にしている人こそ、正義感が強く、こう願う人は、とても多いの

ですが、一見とても優等生で、正しそうなこの考え方は、とてとても危険も危険です。 

 

ご自分が、夫の間違いをたださなければならない！ 

と思う考え方は、夫を支配したり、コントロールしたりする考え方です。 

「信じてる」という言葉も呪いで、「信じてる私に対して、それにふさわし

い行動をするように」といったメッセージに似せたプレッシャーを与えるこ

とです。 

 

男性という生物学的に支配を好む人が多いなか、支配的な妻の元で過ごすこ

とが苦痛と感じ、ほかの女性に目が行き、利己的な人であれば、キャバクラ

やクラブにお金と、時間を費やしていき、つかの間の幸せに、あなたの家族

に使える未来のお金の行く先が変わるのです。 

モラハラDVを行う男性ほど、支配力を強く好みます。 

自分の力で押さえつけら,自分の意見を優先してくれる女性を好みます。 

それに対し、指図してくる女性は、毛嫌いし、憎しみさえ持ちます。 

良い関係性のある夫婦は、対等で平等で、上下関係などありません。 

導き出してあげるのではなく、子供にとって、「今」という思いでを作って

いき、将来面会をするとなれば、こんなところにまた連れて行ってあげても

らいたい。や、 

夫が離れていてもできることは、なんだろうか。と考えながら、離婚する前

に、離婚後のことを考えながら、行動するという、「今」ではなく「未来」

を考えていきましょう。 
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4-11.正論を振りかざさ正論を振りかざさないない 
夫の支配的行動が、良いか悪いかといったら、もちろん悪いことです。 

 

だからといって、あなたが夫に 

「夫婦はそもそも平等であるべきなのに、あなたのとっている行動はいけな

いことだから、今すぐやめなさい。」 

とか、 

「今までの奴隷のような扱いに対し、今すぐ謝りなさい」 

と、正論をかざしても、いままでその考え方で生きてきた大人が簡単に受け

入れることは、とうていできません。 

 

社会的に正しいことを必ず受け入れられると、思うことは、やめましょう。 

 

今の状況が悪い状況だということには、招致している夫もいるでしょう。 

 

けれども、悪いことだとわかっていても、してしまう大きな理由がありま

す。 

支配欲にかられ、妻を自分の言う通りにコントロールしようとするのではな

く、夫婦平等になるようにしよう。と正論を振りかざしても、今の夫には、

効果はありません。 

それよりも、今のあなたと、大切なお子さんの安全を確保できる場所を作っ

ておくこと。 

そのために、今できることを探し、着実に階段をのぼっていくことが何より

も大切です。 
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5)自立した女性になれるための自立した女性になれるための10箇条箇条 
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5-1：目標：目標はは常に目に入るように常に目に入るように 
「あなたはどうなりたい？」 

というところで、相手相手はは変変ええらられないしれないし、変わら、変わらないない。。 

変えられるのは私自信。というところをまなびましたね。 

それでは、あなた自身が笑顔で過ごせるために、今すぐにできる目標を決め

ましたか？ 

 

それは、どんな目標ですか？ 

 

・月に一度は温泉に行く 

・年に一度は旅行に行く 

・自宅を購入する 

・乗りたい車がある 

・再婚をする 

・経済力で自立する 

 

どんな目標でもいいので、具体的に、あなたがどんな未来を手に入れたら、

幸せなのかを、もう一度確認してみましょう。 

 

その時に、 

「私には、子供が小さいから、、、」とか、 

「子供が３人いるし、、」とか 

「お金がかかるし、、、」 

「太っているから、、、」 

といった、“できない理由”まずまったく考えずに、なんでもできるとするな

ら、あなたの望む幸せを目標にもちましょう。 
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目標を思い浮かべられたら、そのイメージを頭の中で、めいっぱい思い描

き、映像にしていきます。 

ドラマや映画のワンシーンのように、あなたの想像力をフルに使って描いて

いきます。 

 

その想像力が、いかにも現実であるかのようにリアルに想像していきます。 

季節はいつなの？ 

服装は？長袖？スカート？靴はハイヒール？ブーツ？ 

周りには、だれがいる？その人は、どんな表情？ 

そこのあなたは、今何している？ 

窓の外から見えるものは何？ 

天気は？どんな景色が広がっている？ 

どんな音が聞こえてくる？ 

 

今、あなたが、そこにいるかのように 

ひとつひとつ具体的に表現していきましょう。 
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5-2：ポジティブ：ポジティブなな単語を普段使単語を普段使いいににすするる 
人は、話している言葉で作られていきます。 

言霊といって、話す単語にエネルギーがのっかってきます。 

悪口はマイナスのエネルギーをあなたにもってくるし、 

良いことばは、プラスのエネルギーを持ってきてくれます。 

 

悪い汚い言葉に囲まれていたら、考え方も、物事の見方・受け止め方も狭

く、卑屈にな人間になっていき、全ての事を人のせいにするような人間に

なってしまいます。 

あなたの身近に、とても参考になる人がいますので、よくおわかりになりま

すよね？ 

そのような人間に、あなたと、あなたの子どもはならないように、 

していけるように、日々の言霊は、選んで使いましょうね。 

 

最初は、気をつけて発言することが、しんどいかもしれませんが、 

人は３週間気を付けることができれば、日常化できてきます。 

習慣化さえしてしまえば、もう、あなたのテクニックとして、あなた自身が

パワースポットとなれるでしょう。 

夫に使わなくても、コンビニで対応してくれたレジの方や、 

問い合わせをしたオペレーターの方へ、 

仕事での上司や先輩、同僚 

いつも応援してくれる友人。 

良い言葉をたくさんつかえる女性になりましょう。 

ちなみに、良い言葉とは 

・ありがとう 

・おはよう 

・うれしい 
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・すてき 

・いってらっしゃい 

・おかえりなさい 

のように、日常で使える言葉も入ります。 

 

そして、以外かもしれませんが 

・ごめんなさい 

も、大切な言葉です。 

オペレーターの方でも、優れた教育をされてあるところでは、「私の伝え方

がつたなくて申し訳ありませんでした」と、おっしゃっていただき、これか

ら先の説明に対し、きちんと集中してうかがう準備ができました。 

いままで使ってなければ、スムーズにでてこないかもしれません。 

デパートの開店前の朝礼のように、練習をしてみると、いいと思います。 
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5-3：日常に笑顔を忘れ：日常に笑顔を忘れないない 
 
どうして、間違っている夫が治そうとしないで、わたしばっかりつらい目に

あうなんて！って思っている気持ちのまま、同時に笑顔は無理ですよね。 
あなたは、ママだし、ママが笑顔でいるということは、どんな優れた安定剤

もママの笑顔にはかなわないものなのです。 
 
笑顔って、とっても優れていてね。「受け入れてくれるんだ」という安堵感

をもたらせてくれるのです。 
だから、笑顔でいる人の周りは、本当にハッピーになれるのです。 
 
あなたの笑顔で、子供がほっとする。 
子供も微笑み返してくれる。 
そんな安心できる場所を、あなたの笑顔がつくれるのなら、この方法をしな

い手はないですよね。 
 
じゃあ、はい、わらって？ 
って言われても、今まで悩み、泣いて過ごしてきたのに 
すぐに笑顔をつくるのなんて無理！って思ったあなたには、 
ぜひ試してもらいたいと思います。 
それは、 

 

口口角角を上を上げげるる。。 
 
笑顔って物理的にいったら、口の角を上げること。 
ボールペンでもペンでも菜箸でもなんでもいいので、前歯でかんでくださ

い。 
ほら。口角があがったでしょ？？？？ 
また、鏡をよくいる居場所に置いておくといいよ。 
キッチンだったり、ソファーだったり、するところにおいてください。 
意識した時に笑顔にできるようになります。 
また、頬にも、普段うごいていなかったら、セルライトがガッチガチに固

まってしまうので、手のひらの親指の付け根で、ぐるぐるほぐして、ふわふ

わのほっぺたをつくりましょう。 
 

Copyright©2018　モラハラDVからの脱出教科書All Rights Reserved 

54 



 

ぐるぐるしているママをみたら、子供は大笑いしてくれるかもしれないです

よ。そのあと「ママのほっぺはやわらかくなったかな？」って子供のホッペ

でテストしてもらってくださいね。スキンシップにもなって、親子で笑顔も

できて、最高の時間がすごせちゃいます。 
 
笑顔は、気持ちを切り替える方法もあるので、夫の暴言や、離婚調停での暗

い気持ちを「切り替える」手段としても使えます。 
だんだん、笑顔でいられる選択もできるようになってきます。 
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5-4：感謝：感謝すするる 
 

今、あなたは、この世に生を受け、家族もできて、 

その一番身近な夫に毎日ののしられて 

つらかったけれども、今、こうして、ちゃんとに生きている。 

生きる選択をしている。 

生きてさえいれば、何度もやり直せるし、何より子供の成長をみることがで

きます。 

あなたが、「今ある幸せ」は、一人ではなしえなかったものです。 

夫がいたから、子どもにも会えた。 

ただ、今の私たち親子が幸せである選択とは思えないけれど、生きてこれた

のは事実。 

そう思うと、それまで、「こんな夫なんかいなくなればいい」とか 

「夫さえいなければ」とか、夫デスノートを作っている時間や、エネルギー

は、とってももったいない。 

面と向かって夫に、今日まで、雨風しのげて生きてこれてたことは「ありが

とう」と言えなくても構いません。 

心の中で「ありがとう」と唱えましょう。 

掃除をしているとき、 

料理をつくりながら、 

道を歩いていて、 

お風呂につかっていて、 

朝起きて、 

毎日、ありがとうを唱える人からは、穏やかで優しいオーラがでてきます。  

あなたの周りに、あなたと同じような感謝の気持ちを忘れない人との出会い

や、職場の同僚など、気が付けば、同じような意識をもった方が周りにいる

ようになれます。 
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5-5：褒めるを意識：褒めるを意識すするる 
ほめられてうれしくない人はいません。 

 

しかし、残念なことに日本人は、「家族ならわかっていて当たり前」と愛情

をつたえることなく子育てや、夫婦に対して、思っている風習がありますよ

ね。 

 

しかし、子どもは、ほめられずに育ってしまうと自己肯定感が低く「どうし

て生まれてきたんだろう」とか 

「生きてる意味がわからない」と思うようになってしまいます。 

 

そして、大きく間違えやすい落とし穴があります。 

「何か」ができないと、ほめてあげない 

という考え方をやめてほしいのです。 

親は、なにがあってもすべて、まるっと子供の味方。 

その姿勢でいてほしいのです。 

テストの点数がとれなければ、ほめない。 

を貫き通していたら、テストがなくなったらどうしたらいいのか 

子供は目的を見失ってしまいます。 

子育てには、ゴールがあります。 

１８歳か、２２歳か、その子によって異なるものの、 

社会に出る時が、その子が一人で自分の人生を歩み始める時なのです。 

その時に、ひとつひとつテストは存在しません。 

なので、「できたこと」をほめるのではなく 

「存在そのもの存在そのもの」をほめてください。 

朝、自分で起きてきてえらいね。 
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ご飯たべてえらいね。 

着替えできてえらいね。 

用意できてえらいね。 

元気よく「いってきます」っていってえらいね。 

 

ほめる要素はいっぱいあるのですが、最初はなかなかできず 

「うちの子には、ほめるところがありません」と、 

なやまれる声もきかれます。 

そんな場合は、身に着けているものもヒントになりますよ。 

「その赤いシャツ、元気いっぱいでいいね！」 

「髪切ってかっこよくなったね」 

 

そして、寝る前に声掛けしてもらいたいのが 

「生まれてきてくれてありがとう。大好きだよ」 

と、伝えることです。 

子どもとは、そこそこにに、居、居てくれるてくれる。だけでいいのです。 

それだけで、存在価値ってあるんです。 

 

だけども、子どもをほめることができないのは、ママ側の心に余裕がない場

合がほとんどです。 

 

子育てを一人でしていることを、ワンオペといいますが、 

ワンオペ　+　家事　+　仕事　を、すべて完璧にこなそうとして 

つぶれてしまうお母さまが、たくさんいます。 

そして、その暗黒期に早く気が付いて早く気が付いて脱出できたら 

親子にとってメリットしかない。 

すべて完璧になんて、まずできない。 
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そんなことを夫がもとめてきても、それは、無理なのです。 

家事　仕事　は、仮にあなたでなくても、タスクがこなせればいいのですか

ら、作り置きをして楽をすることや、総菜を手に入れることも、下ごしらえ

の澄んだ食材を買うことも、外注で頼むことも、すべて、ただの手段。あな

たが、ストレスをためずにできるものを、選択していきましょう。 

心の余裕がなければ、相手をほめる原動力は、うまれません。 
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5-6：自分：自分でで選択して決める選択して決める 
子どもの年齢にも、もちろんよりますが、子どもには、子どもが選択子どもが選択をするをする

ように促すこと。 

私の考え・行動は、私私がが選択選択をして決めること。 

 

が大切だと思っています。 

 

なので、子どもにも、夫にも、命令しない言葉遣いを選択して使ってほしい

と思います。 

 

具体的に例を出してみましょう。 

 

家事のひとつに、洗濯がありますが、 

あなたは、どうして洗濯をしましたか？と聞かれたときに、 

「夫に、洗濯物をかたづけておくように言われたから、 

洗濯をしました。」っていいますでしょうか。 

言いませんよね笑。 

清潔を保つために、汚れものを洗い、干して、再び着用できるように準備す

るため畳んで直すという選択選択をして行動行動をしています。 

夫婦二人だったら、そんなにたまらない洗濯物でも 

家族が増えて、幼子がいればいるほど、洗い物は増えます。 

あらって、乾かして、たたみ、なおす。そのルーティンには、体力も必要で

す。 

だけど、家族が不潔な場所で生活するのではなく、清潔を保つために洗濯を

しよう！と 

自自分で分で選んで行動を起こしているのです。 

 

Copyright©2018　モラハラDVからの脱出教科書All Rights Reserved 

60 



 

つまり、夫がモラハラDVである。と気が付いたけど、 

そのまま、そばにいるのであれば、 

その「そばにいる」という選択を自分でしているのです。 

 

「夫が私を大切に扱わなくて、暴力をふるい、そのストレスをツイッターに

書いてすっきりする。」 

という、選択をしてるから、その現実が起こる。 

すべて、自分で選んで、望んでいる行動なのです。 

 

今の現状を、本気で変えたい！と望むのであれば、 

どう変えたいのか？ 

明確に考え計画する必要があります。 

 

例として 

【Aパターン】 

夫に私や子どもを大切にしてもらいたい 

↓ 

そのために必要なことを考える。 

・夫に心の余裕もってもらうこと 

・私が大事にしてほしいことを伝えること 

・夜遊びせずに家に帰ってきて家族ですごしたいと望む 

・理想の過ごし方を平日と休日で考える。 

↓ 

私にできる行動は何があるのか？ 

・夫とまずは夫婦修復するためにすべて実践する。 

・私が家族で過ごす理想の形を夫に伝える。 

・朝の出勤のときに「早く帰ってきてくれると 
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私はうれしいな」と、私の気持ちを伝える。 

・夫が早く帰るかどうかは、夫に決めてもらう。 

 

【Bパターン】 

夫との修復は難しいと、いろいろ試して決断をする。 

では、夫と夫婦以外の形で、子供にとって幸せなこと、 

私にとっても負担がかからずにできる子供へのサポートをお願いできること

はないか考える 

↓ 

別居の場合のメリットとデメリットをあげる 

離婚の場合のメリットとデメリットをあげる 

↓ 

自分の望んだ未来を実現できる方法はどんな生活スタイルで、だれがそばに

いて、子供の未来も守れる方法をリストにする。 

↓ 

それを実現化させるためには、どんな方法があるのか考える。 

離婚を選択するなら夫が納得する→その後の生活を証書にする。 

夫が納得しない→調停にする→自分で調停の舵をとるが、アドバイス料金で

事務所でお願いをするか。すべて弁護士にお願いをするか。 

↓ 

離婚が成立したときにどんな暮らしをしているのか。 

どこに住んで、どんな仕事をしているのか、考える。 

そのためには、いつから動き出したほうがいいのか、 

いくらかかるのかを逆算して考える。 

↓ 

今すぐできることから始める。 

 

といった、自分で選択をしていくことで、 
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今までの「命令されたからやった」といった被害者意識ではなく、自分の人

生を自分で幸せにしていく自覚がしっかりと芽生えたとき 

あなたは、自分の人生を自分の足で、自分のペースで歩き出せたことになり

ます。 
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5-7：自分：自分ののペースを作るペースを作る 
自分が無理なく動ける生活リズムを知ることは、 

自分を自分を整整えるえるここととになります。 

自分を整えることは、最大の防御であり、 

自分の変化に敏感に気付ける状態にあります。 

疲れ切って、心をズタボロにされているときに、 

風邪気味なのか、単なる片頭痛なのか、区別がつきにくかったり、 

普段は怒らないようなことなのに、沸点が低くなっていて、子どもに当たる

ように怒ってしまったりしてないですか？ 

 

あからさまに夫と距離をおくよりも、「私は女優」と思って、水面に波をた

てないように、目の前の家事を一生懸命な妻を淡々とこなし、心にはタイミ

ングを見計らうことが大事です。 

タイミングとは、人によって状況が違います。 

ある人は、仕事をみつけたとき。 

またある人は、住むところをいくつか探しだしたとき。 

ある人は、子どもの受験が終わったとき。 

ある人は、貯金が１００万たまったとき。 

ある人は、弁護士と相談して心と準備ができたとき。 

どんなタイミングであれ、心も体も弱っていては、走り出しの瞬発力がなけ

れば、失速しかねません。 

状況変化の時が一番パワーを使います。 

それまでは、風邪気味だったら早めに対処できる余裕と、 

子供には不安をかんじさせない余裕の最強武器スマイルのママ。 

を、常に身につけておきましょう。 
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5-8：譲れるやさしさを忘れ：譲れるやさしさを忘れないない 
意識して笑顔を常に作りましょう。という話をしましたが、 

女性が頑張るぞ！！！！と気合を入れているときは、 

肩ひじ張って、踏ん張って、流れにさからって上る産卵期の鮭のようになっ

て必死になる場合があります。 

しかし、そんな状態は、長期戦むきではありませんし、 

何より体を壊しかねません。 

また、怒りの感情に支配されているときも、周りが見えず、譲るやさしさや

思いやりを、どこかに忘れてきているときです。 

そんな状態かどうかを、自分で判断する基準が、この「譲る」 

気持ちがあるかどうかです。 

 

公共の交通手段が一番わかりやすいですね。 

お年寄りや、妊婦さん、幼児期のお子さんのママさん、 
自分より弱い方に席を譲れるアンテナができているかどうか。 

これができてていたら次は 

一人で乗ってる子供さんや、若い女性で、痴漢にあってる人はいないかな？

というアンテナ。 

痴漢を撃退できる人は、体に筋肉もあり、コツをしって撃退できる人です。

女性でもいます。でも、男の人なのに、撃退できない人は、心に筋肉が付い

ていないからです。 

心に筋肉がなければ、「守る」とか、「追い払う」という選択ができませ

ん。 

そして、同居している家族への「譲り」 

同じタイミングで、ドレッシングを取ろうとしたり、 

トイレに行こうとしたり、 

チャンネルに手を伸ばしたタイミングなど、 

子どもも夫も、ありえると思います。 
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夫に関しては、意見についても、同意の場合もあれば、 

異なる場合もありますよね。 

でも、その意見が命に係わること以外は、修正もきくことがあります。あな

たの意見を突き通す必要があることばかりではないでしょうから、そんなと

きは、気持ちよく「譲る」ことも必要です。 

社会にあなたがでて、職場で、もしくは、お客様となる方と、自分と意見が

違う場合もあるはずです。 

そんなときは、素直に「わかった。あなたの意見でいきましょう」と答えて

くださいね。 

決して、「仕方がない」や、「譲ってあげたんだから」などの、表現は恩着

せてますよね。 

自分で決めて動ける人になってほしいので、決めて譲れる余裕を心にもって

いるかを、図ることができる心の余裕をもちましょう。 
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5-9：大切：大切なな人人のの料理をつくると料理をつくるときき 
お料理を考えて作るのが毎日好き！といえるママは、この回はとばして読ん

で構いません。 

何をつくろうか♪とワクワクできる主婦の方は、そのまま、ワクワクを続けて

いきましょう。 

でも、家庭がうまくいっていないと、料理にもキモチがこめられず、やらな

ければいけないこと。としてこなしていませんか？ 

 

そんな、いやいや作った料理で、家族の丈夫な体はできません。 

「これおいしいー！」といって食べてくれる時間ほど、最高に幸せな時間は

ありません。 

 

あなたの大好きなものを、あなたの大好きな人のために、心をこめて料理を

作る。愛情を伝えるのに一番伝えやすい手段が料理なのです。 

思春期の子どもとの絆を作るのは、凝った料理ではなく、おにぎりでいいか

ら愛情こめて握ること。 

それだけでも、子どもの受け取るパワーは全然違うんです！と、少年サッ

カーチームのコーチたちは、どのチームでも声をそろえて、おっしゃいま

す。 

 

ニコニコ食べてくれるようすをイメージしてつくるだけでも 

その料理には、愛情スパイスが入りますね！ 

その愛情を注ぐという時間が、あなたをもっと魅力的な女性に仕上げてくれ

る大切なことなのです。 
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5-10：片づけと掃除を：片づけと掃除をすするる 
 

実は、片づけをすることって、良い気が流れてくるといわれているのです。 

きれいになると、自然とポジティブになれて、やる気がわいてきます。居心

地もよくなります。 

 

片づけと、掃除は、それぞれ役割があります。 

片づけをすることは、整理整頓をすることです。 

掃除とは、磨く・掃く・拭くです。 

 

片づけの整理整頓は、いるもの、いらないものにわけること。 

 

そして、いるものは、すぐに取り出せるようにしておくことです。 

 

片づけは、今の自分にとって、必要なもの、もう不要になったものがきちん

と意識することが大切なのです。 

大切なものをしっかり見つめ、手放すものと、握るものを見極めていきま

しょう。 

 

片づけの一つ。 

【洋服編】 

女性は洋服を本当にたくさん持ってる人が多いのですが、 

人は年を重ねていきますが、洋服は年をとりません。 

そこに、ずれが生じてくるので、今のあなたを表現してくれるものを基準に

していけるようにできると迷いが大幅に減ります。 

サイズが合ってるかな？ 

これを着ていた場所と今行く場所は同じかな？ 
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今もしっくり自分と違和感なく着れるかな？ 

落ち着いた女性に見えるかな？ 

着心地いいかな？ 

 

何年も前に買った高価な服は、今の自分を素敵に格上げしてくれますか？自

分を高めてくれなければ、「ちょっと、あの時代の私と今は違うから、さよ

ならするね」とけじめをつけ、あなたの価値を高めるものをそばに置いてい

きましょう。 

あなたが、環境が変わっていたら、きっとステージが違うかな、、 

と感じる服が出てくるでしょう。結婚式で着用するものは、着心地よりキレ

イ目を優先するでしょうし、家で過ごせるには、楽に過ごせるものを選択す

るでしょう。自分が着用する場面がおもいつかなければ、自分の思い・その

基準を大切にして、片づけていきましょう。 

 

クローゼットを１日でできなければ、今日はこの面だけ。など 

限定して進めていくのもいいです。 

 

収納場所からあふれないように意識をすることは大切です。 

どうしても片づけがうまく進まない場合のスペシャルクエスチョンは、家が

家事になって、服が燃えたとき、どれを持ち出すのか？ 

いつか着よう！は、いつくるのか何日か決められない場合のいつかは来ない

場合が多いです。昔の私には出会ってくれてありがとう。 

といって、次のステージを心地よく過ごせるものを残していきましょう。 

服の次は、靴、バッグ、玄関、キッチン、と、場所を変えていきます。 

【靴】 

足の形は、日々変わります。 

インソールを使うことは、靴を長持ちさせるし、オーダーメイドのインソー

ルは、足を健康にしてくれます。 

足のゆがみは、背骨のゆがみにつながり、内臓に負担をかけ、不健康になっ

ていきます。 
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足のケアは、結果、自分自身の体全体を大切に扱ていることとなりますの

で、ふくらはぎや足の裏など、もんで疲れをいやしてあげてくださいね。 

ちなみに、インソールは消耗品。今のあなたは、毎日成長しています。姿勢

がよくなり、俯かず、前をしっかり見据えているように、あなたを支える足

も変化しています。 

靴ほど、サイズや形が正直なものはありません。 

履き心地も大切にすることで、自分の足を大切にしましょう。 

痛みを伴ってまで着用しつづけることは、自分の体を大切に扱っているとは

いいがたいです。 

あなたの体は、あなたが一番理解して、大切にあつかいましょうね。 

【鞄や小物】 

ベルトやカバンなど、収納場所にゆったりと入るだけにしましょう。そのた

めに、本当のお気に入りを選んであげましょう。 

たくさんありすぎると、いざ使うときにも迷って失敗したり、時間がもった

いないことがあります。購入した時は、その数だけ、さよならして数が増え

ないようにするのも、ひとつの手段になります。 

【いただきもの・衝動買いしたもの】 

趣味があわないものや、後悔しているものは、すぐに処分しましょう。いた

だきものは心が痛みますよね。「ありがとう」と感謝して、袋に入れましょ

う。 

 

どーしようかな。って思ったものは、その時、すてましょう。 

時間がたてば、捨てられなくなるだけです。 

１週間に１つ。できるようになったら、とってもスピーディで、わざわざ片

づけDAYをつくらなくても、隙間時間にできるようになるでしょう。 

朝、今日着る服装を選ぶのも嫌で、週末まとめて用意しておく人もいます。

そのくらい時間は大切なものです。 

ブラウスのボタンを留めながら、「これつかうかな？」って思ったら、もう

サヨナラをいいましょう。 

必要数にすることで、適量となり、収まりがでてきます。 
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【掃除】 

家が汚れていたり、ものがあふれていると、頭の中も混乱してきます。 

良いエネルギーが入ってくるように、掃除をしましょう。 

・玄関 

玄関は、午前中の早い時間に掃除をするのがいいです。 

１つ目は、朝日を浴びることになるから。 

朝日は幸せホルモンといわれているセロトニンを分泌させて 

最高に幸福な体質にしてくれます。 

太陽のエネルギーを頂戴して、細胞を活性化させましょう。 

２つ目は、玄関の床を毎日拭くことが、良い気が入ってきやすくなるといわ

れています。 

玄関から先は、外の世界です。 

良い気もあれば、悪い気もあります。 

玄関から良い気だけを呼び寄せるためにも、気持ちの良い玄関にしましょ

う。 

そして、玄関から外出するときの、挨拶。 

「行ってらっしゃい」「いってきます」 

この言葉は、家を出てから外の世界で過ごす人を 

守ってくれる言葉と、負のものがつかないようにシールドを張る言葉の組み

合わせになります。 

だから、でかけるときの挨拶は大切です。 

子供にも、この仕組みを話すと、いかに元気よく挨拶をすることが、自分を

強くすることになるのかわかってくれますよ。 

 

掃除を漠然とするのではなく、なぜしたほうがいいのか？を知って、どんな

効果があるのか？を知って行動すると、行動力がアップします。 

エネルギーを高めて、よりよい自分の理想に近づくことができるでしょう。 
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【水場】 

洗面所・トイレ・お風呂・台所 

このような水場は、流れの場所になります。 

流れの場所が詰まることは、物事の流れがうまくいかないことと言われてい

ます。 

次に進みたい！と願う時こそ、水場の掃除を取り入れましょう。 
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6)あなたを支える　あなたを支える　6箇条箇条 

 

6-1：話：話すす相手相手のの心に向かって話心に向かって話すす 
自分が正しい！と思ったことを、お話するのではなく、 

相手にとって、ほしい情報になれるように、どんな風に話すと役にたつ情報

だ！と思ってもらえるのか。というキモチで、話すことを覚えていてほしい

のです。 

今まで、「私の意見は聞く耳もたず、夫の意見ばかり押し付けられてきた」

と思うでしょう。 

しかし、その意見を飲み込み、行動する選択をしてきたのは、ほかのだれで

もない、あなたです。 

そうなりたくない！と思っていても、近くにいて、そう考えることで、あな

たも同じことをしている可能性がとても高いのです。 
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負の連鎖は、弱いほうへむけられます。 

 

「そうならないようにしよう」と意識していると、そうなることがほとんど

です。 

なので、”～ないように”という表現ではなく、“～しよう”という表現のほう

が、気持ちもポジティブにできます。 

 

「そう思うよね！」って思って話すときは、自分の意見を押し付けてるの

で、「私は違うのに。。。。」と、うまく言えなかったりもする。 

 

また、お話することが、得意ではない方もいる。 

 

そんな方に、簡単に使える魔法の言葉テクニックをプレゼントしましょう。 

・相手の話の受け止め方 

伝わらないから、悪いってことはない。 

タイミングもある。 

相手が、まだ聞く体制になってないこともある。 

会話は、キャッチボール。きちんと相手の言葉も聞いて、 

受け取って、受け取りやすい言葉にして返す。 

言葉は言霊。想いをこめて、送る。 

 

相手の言葉を聞くこと。って、できない人も多い。 

でも、「うん」とうなづくだけより「そうだね」と、答えたほうが、丸ごと

受け止めてくれている気持ちになれる。 

 

だけど、受け止めるのに、否定的な言葉には、この受け止めワードを使って

はいけない。 

例えば 
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子：「あー、もう死にたい」 

母：「そうだね」 

なんて、返すのは、言語道断ですよね。 

なので、きちんと聞いて、必要なときにつかえるようにしましょう。 

・おうむ返し 

相手の言葉をそのまま返す方法です。 

子　「今日、久しぶりに小学校のときの○○ちゃんにあったんだ」 

母　「○○ちゃんにあったんだね」 

という、感じです。 

相手のことばに「へー」と返してしまうと、聞いてもらえてない印象を受け

ます。自分の投げかけた言葉が一方通行であると感じてしまうと、会話が楽

しくないのかなという印象を与えてしまいます。 

 

すべてを返す必要はないので、単語だったり、話を要約して、返すようにし

ましょう。 

 

・まねをする 

相手の身振りや癖をまねすることです。 

食べるタイミングや、飲むタイミング、座る恰好など、真似できそうな部分

を同じようなタイミングでシンクロすると、息が合ってるような気持ちにな

れます。 

たまにできる程度でよいので、すべてを真似されるといやな気持になってし

まいます。やりすぎないようにきをつけましょう。 
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6-2：思：思いい込みに縛込みに縛らられれないでないで自分をしっかり持ち自分をしっかり持ち

ましょうましょう 
あなたは、夫と、これからの時間を一生いっしょに過ごしていくことを想像

したとき、ぞっとしましたよね。 

「「相手相手はは変変わらない」わらない」のでしたよね。 

夫自身が変わりたいと願い、誰かに助けを求めに行けば、きっと変わること

ができるでしょう。 

しかし、モラハラＤＶをしている夫は、「我こそが被害者なり」という意識

があるので、むしろ、妻が変わるべきであり、妻が、もっと夫の自分に尽く

し、時間を割き、一生涯をかけて、時間も金も愛情も、すべてをささげるべ

きである！と思っていますをその型から、妻がはずれた行動をしたと知った

ら「ゆるさん！」という方程式へ進み、なんとしてでもそのレールに乗せる

ために、力ずくで自分の支配下へ移動させようとするのです。 

その力ずくが、罵声や、おどし、長い無視などでしたよね。 

この思いやりにかけた行動をとってでも、優先順位は、妻を支配下にするこ

とが正すことだと信じて疑わないわけで、妻が嫌な気持ちになることは優先

順位として重要ではないのです。 

この仕組みをしったうえで、私は、どうしたいのか。どう動けばいいのか。 

を、探ることができます。 

モラハラＤＶをしている人は、本人がまずい！やばい！俺は変わろう！と決

意するまで治りません。 

結婚前の優しい夫と同一人物でありながら、あの時の彼とは別ものだと考え

られるようになることが、「おんなじ彼だから、あのやさしい彼にまた戻れ

る！」という思い込みに縛られずに考えることになります。 

あなたの夫は、決意してくれそうですか？ 

できそうにないことに、いつまでも期待し続けては、失望する日々を送るよ

りも、自分にできることを、自分なりに回避していくことで、対応できるよ

うになります。 
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6-3：新し：新しいこいことに気づとに気づいいてみるてみる 
毎日を丁寧に過ごしてみてください。 

まったくしたことのない新しいことをするのではなく、まずは、今やってい

ることを丁寧にこなしてみるのです。 

家の中で移動するのに、部屋から部屋を体重のおもむくままドスドスあるく

のではなく、足音を立てず、丁寧に家の廊下をそっと歩いて見たり、洗濯機

のドアをバタン！としめるのではなく、音が出ないようにやさしく閉じた

り。 

おはしや、スプーンなども、がっさりなおすのではなく、きちんと拭いて並

べてみたり、和食をつくるのに、毎日じゃなくていいから、お出汁からとっ

てみたり、洗濯物をたたむときに、角まで手でそっとのばしてたたんでみた

り、すると、空気がよどんでいる場所に気が付くことができます。 

その場所を、整えるやり方を、あなたのひらめいた方法で整えてみましょ

う。 

夫が好きなものを飾りたいのか、清め塩を置きたいのか、さざれ石でかざり

たいのか、観葉植物でいやされたいのか、重層で掃除をしてピカピカにした

いのか、どれがいいと思いますか？ 

 

なまず、やってみると「なんとなく、しっくりくる」というものが見つかる

と、あなたの周りで変化がおきます。 

たとえば、携帯しかみない子供が、今日あったことをお話してきたり、家族

にいつものことをしただけなのに「ありがとう」と言ってもらえたりしま

す。 

あなたの職場で変化が現れたりするかもしれません。 

あたらしいことをはじめるには、まず、今していることを丁寧にすることか

ら始まります。 
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6-4：自分：自分のの時間を作る時間を作る 
「自分を大切にする」ということは、自分だけのために、時間を作ることが

できると、わかりやすいかもしれません。 

保育園にまだはいる年齢でなくても、美容院にいくために一時預入をしてみ

る。 

これは、とてもハードルが高い！といわれることがありますので、まずは、

ネイルをしてみるのはどうでしょうか。フットケアとして、ハンドクリーム

を足をマッサージしながらケアしてみることもいいでしょう。 

自分の時間を作ること。 

マッサージほど、自分のために還元できるわかりやすいものはありません

ね。 

 

そして、学びにいくことも、自分のための財産です。 

自分が学ぶことで、アップグレードするのであれば、とても価値があること

です。 

学びは、知識を豊にしてくれます。そして、人生を彩ってくれます。する

と、いろんな選択肢があることに気が付きます。それは、いままでの世界で

はなく、知識を得て世界観がひろがったからです。 

 

すると、どうでしょう。あなたは、どんどん可能性をかんじることができま

す。 

そして、動き出したくなるのです。 

知識があれば、自分を守ることもできますし、自分を動かすこともできま

す。 

なにより、自信がつきます。この自信は、相手を負かすためたけに使うので

はありません。せっかく得た知識です。 

まともに正面からぶつかっていくための武器として使うのではなく、あなた

のお守りとなるようにつかいましょう。 

自分の未来がプラスになるためには、どうしたらいいのかしら？ 

Copyright©2018　モラハラDVからの脱出教科書All Rights Reserved 

78 



 

それが、結果自分のためになり、自分で自分をコントロールできることにな

ります。 

コントロールすれば、幸せになれる未来へすすめます。ぜひとも、自分のた

めになる時間をつくりだしましょう。 
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6-5：良：良いこいことを日記に書くとを日記に書く 
みなさんのスケジュール帳には、どんなことを書いてありますか？ 

これからおこる予定だけでしょうか。 

手帳に書く内容は、ほめられたこと、うれしかったこと、をその日記入して

いくことです。プラスな出来事を積み重ねていくことで、どんどんプラスが

増えていく手帳は、ワクワクラッキー手帳として、あなただけの素晴らしい

エネルギーを生み出せる宝物になります。 

例えば 

◎月〇日　久しぶりに前の職場の先輩たちとご飯を食べに行き、「○○ちゃん

と一緒にいると元気がでるわー」と言われた♡ 

〇月△日　白のトップスがとっても素敵だね。と同僚にほめられた。 

 

このように、 

お世辞だったかもしれないけれど、なんでも幸せなことを書き込んでいくこ

とで、もっと幸せなことをどんどん引き寄せていけるようになれる自分だけ

のお守りになるのです。 

自分では、当たり前にできることだと思っていても、それがほかの人にとっ

ては苦手なことで、強みであったこととかがわかるんですよね。 

それが、わかると自信もつきます。 

この手帳があなたを強くすることになるのです。 

見直すことで、元気をもらえる手帳にしていきましょう。 
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6-6：自分にプレゼント：自分にプレゼント 
このマニュアルを読んで、落ち込んでどうしようもなかった状態から、自分

で自分を立ち上がらせ、子供と私の笑顔を取り戻すぞ！と、前向きな気持ち

になってきましたね。 

 

今日は、あなたが「自分で自分を幸せにする」決意をした記念日です。素敵

な女性になるためにステップアップする１日目です。 

さあ、この記念すべき日に自分へのプレゼントを買いましょう。 

 

携帯カバーであったり、ネックレス、指輪、など、毎日目に触れる、もしく

は、身に着けることができるものとします。 

 

金額は関係ありません。気軽に買えるささやかなもので十分です。 

 

そして、自分へのプレゼントを最初に身に着けるとき、やってほしいことが

あります。 

 

今いる場所から脱出し、幸せを毎日かみしめることができる自分を想像して

ください。このプレゼントは、あなたの人生をあなた自身が自分で歩みだし

た時のご褒美なのです。 

自立した女性になれるための10箇条　5-1「目標は常に目に入るように」を思

い出してください。 

このプレゼントを身に着けていれば、１日何回も目に入ります。そのたびに

未来の幸せな自分を思い出すことができます。 

 

１日何回も、幸せな自分を思い描いていると、不思議なことに、脳が勝手に

「幸せはもう手に入れた」と錯覚するようになります。そうなれば占めたも

のです。現実でも幸せになるのは、もう間近です。 
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起きているとき、寝ているとき、両方を効率よく利用することで、あなたの

選んでいる幸せな生活を手にすることができます。 
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7)心のエクササイズ心のエクササイズ 
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7-1：自分：自分のの思思いいに気づくワークに気づくワーク 
 

自分がどうしたいのかわからない。 

目標を持とうと思っても、自分の将来を見据えることができない。 

 

そんな状態に陥ってしまったときには、しっかりと自分の中に意識を向け

て、自分の思いに気づく必要があります。 

 

まず最初は、自分が充実感や満足感を得られる好きな行動を思い浮かべてみ

ましょう。「料理を作る」「お掃除をする」「お風呂に入る」「ドライブを

する」など、なんでもいいので一つ思い描きます。 

 

そして、その行動のどんなところが好きなのかを掘り下げていきます。これ

は人によってさまざまです。料理を作るという行動でもひとつひとつの工程

をこなすことで出来上がっていくのが好きという人は、作り上げる創造性を

大切にしているかもしれません。 

レシピ通りに作ればうまくいくという正確さを大切にしているかもしれませ

ん。 

「食べた人がおいしいと笑顔になってくれるのが好き」という人が大切にし

ているのは、家族の幸せかもしれません。 

【自分の思【自分の思いいにに気気づづくくワーク１】ワーク１】 
1.自分が好きな充実感や満足感を得られる行動を思い描く 

例）料理を作る 

2.その行動のどんなところが好きなのかを掘り下げる 

例）食べた人がおいしいと笑顔になってくれる 

3.その好きなところの奥にある自分が大切にしている思いを描く 

例）家族の幸せ 
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こうやって自分のすきな行動が何を大切にしているから好きなのか、という

ことを意識してみると、自分の理解が深まります。 

次はさらにさらに効果の大きいワークです。 

自分がイヤだと思うのにしてしまう行動に注目していきます。 

 

自分の望ましくない行動をひとつ思い描きましょう。 

例えば、「つい掃除をさぼってしまう」「買い物に行くと余計なものまで

買ってしまう」などです。「つい掃除をさぼってしまう」という見方をして

いきましょう。 

 

行動を思いうかべたら、その時の心の葛藤や心の中での会話を思い出しま

す。そして、その時の気分を思い返して十分に感じていきます。例えば、

「本当は掃除しなきゃいけないのに、疲れてるしやりたくないなぁ」ともや

もやする気分です。 

 

その気分を十分に思い返して体験したら、その行動をやってしまう意味を感

じていきましょう。掃除をさぼることで、私わ何を得られるんだろう。そう

自分にたずねていきます。それは、必ずポジティブなものです。「時間や気

持ちの余裕」かもしれませんし、ほかのものかもしれません。そして、さら

にそこから、掘り下げていきます。 

 

 

時間やキモチの余裕を得ることで、私はさらに何を得られるんだろう。そう

やって繰り返しどんどん掘り下げて、もう十分だと感じたら、そこでやめま

す。 

 

【自分の思【自分の思いいにに気気づづくくワークワーク2】】 
1.自分の望ましくない行動を思い描く 

例）つい掃除をさぼってしまう 
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2.その行動の中の心の葛藤や会話をしているときの気分を思い返して、十分に

感じる 

例）胸のあたりがもやもやした気分 

3.その心の中の葛藤や会話をしているときの気分を思い返して、十分に感じる 

例）胸のあたりがもやもやした気分 

4.その気分を感じながら、望ましくない行動をやってしまう自分に聞く。 

例）時間やキモチの余裕 

5.その答えが出たら、さらに質問を繰り返す。「時間やキモチの余裕を得られ

ることで、私はさらに何を得られるんだろう」 

例）人生の豊かさ 

6.自分が十分だと感じるまで、質問を繰り返す。 

 

自分が望ましくおもっていないイヤな行動にも、かならずポジティブな意味

があります 

それをきちんと受け入れてあげることで、自分をさらに理解できるようにな

ります。 

 

自分の思いを知るということは、自分が大切にしているものを知るというこ

とです。自分が大切にしているものを知れば、自然に自分がこれからどうな

りたいか、どんな人生を歩んでいきたいかがわかるようになります。 

そしてそれが、心の軸になっていくのです。 

 

自分の好きな行動もイヤな行動も、ひとつだけではありません。 

それぞれの行動にはそれぞれの思いがあります。ひとつひとつをピックアッ

プして、深い思いをしっかり見ていくことを習慣にしましょう。 
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7-2：自信を取り戻：自信を取り戻すすワークワーク 
夫に大切にされずに過ごしてきた方にとても有効なワークです。 

 

今までの人生がずっと平坦で何もなかったわけではありませんよね。とても

沈んで落ち込んでしまったときもあるでしょう。けれども、逆に何かを達成

したりした体験だってあるはずです。 

その「達成した体験」を思い出してみてください。 

 

・運動会で一等賞になった 

・習字で優秀賞をもらった 

・図工の絵画で症状をもらった 

・大学合格した 

・子供を産んだ 

・登山をし、頂上に到達し雄大な景色を見た 

・何度も流れ星が出るような満天の星空をみた 

 

他人からの評価は、まったく気にしないで構いません。 

夫が聞いたら「そんなことで？」と言われそうなことでもいいんです。 

あなたが、が、感動・達成感・充実感・満足感を得られた特別感の体験を思い出

しましょう。 

 

まず、一番感動したシーンを思い描きます。 

 

長い陣痛を乗り越えて、子供が産まれ、赤ちゃんを胸にのせてもらっている

とき。だと、ある方はおっしゃいました。 

シーンを描いたら、その感動をもう一度肌で感じるため、その時の体験に

入っていきます。過去に入ったあなたが、見えるものや、聞こえるものの感

覚をしっかりと意識していきます。 
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何が見えるかな？ 

何が聞こえるかな？ 

温度はどうかな？ 

体に触れるものはあるかな？ 

 

そんな風に意識をしていきます。十分に意識できたら、体は自然とあのとき

と同じ動物や充実感、達成感を感じています。その感覚を十分に感じていき

ましょう。 

 

 

【自身を取り戻すワーク】【自身を取り戻すワーク】 
１.感動したり、達成感・充実感・満足感を得られた特別な体験を思い出す。 

 

2.その体験の一番心に響いたときのシーンを具体的に描く 

 

3.そのシーンに入り、五感を使って、体験する。 

（何が見える？周りの人の表情は？どんな声が聞こえる？温度はどのくら

い？匂いはする？ほかに感じるものは？） 

 

4.自分の体の内側の感覚に意識を向けて十分に感じる 

（胸が高鳴る、体が熱い、体が軽いなど） 

 

この時感じるからだの感覚をリソースフルな感覚、と呼びます。 

感動、充実、満足、達成、幸せ、楽しいなど、心が震え自分にとても良い影

響を与える感覚です。 

 

このリソーフルな感覚は、これから、夫の元から離れ、自分で自分の幸せを

作り上げていくのに、とても大切です。なぜなら、リソーフルな感覚になっ

ていると、あなたは自然と自分の幸せのために、次の一歩が踏み出せるから
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です。ママの持つイライラや、落ち着きの感情は、子どもにも伝染ります。

ママが自信に満ちて、幸せを信じて進むことこそが、一番の道しるべになり

ます。 

 

落ち込んでしまうことがあったら、このリソーフルな感覚を思い出すことで

打ち消しましょう。 

この感覚をしっかりと使えるようになると、あなたの幸せな生活リズムが掴

めるようになるまでが格段に早まりますので、しっかりと身につけましょ

う。 
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7-3：未来を見るワーク：未来を見るワーク 
第５章　自立した女性になれるための１０箇条でも、紹介しましたが、大切

なので、もう一度説明していきます。 

 

目標をしっかりと見据えることはとても大切です。目標がなければ、そのた

めに何をすればいいかもわかりません。しっかりと具体的に見据えること

で、その目標は手に入りやすくなります。 

 

「未来を見るワーク」は、ひとつ前に説明した「自身を取り戻すワーク」と

似ています。 

「自信を取り戻すワーク」では、過去の体験を振り返りました。 

「未来を見るワーク」はそれを未来に向かっておこないます。 

 

あなたは１年後、夫の元から離れ、夫の収入に依存した妻ではなくなり、ど

んな生活をしていると思いますか？ちょっと想像してみましょう。 

 

「子供が小さいし、、、」とか「お金がないし、、、」などのように、でき

ない理由は考える必要ありません。できない理由を考えずに、あなたの望む

幸せを自由に思い描きます。 

 

目標を思い浮かべられたら、そのシーンを頭の中で目いっぱい思い描き、映

像にしていきましょう。ドラマや映画のワンシーンのように、あなたの想像

力をフルに使って描いていきます。 

 

・季節はいつかな？ 

・周りにだれがいるのかな？ 

・人以外には何が見えるかな？ 

・どんな音が聞こえてくるかな？ 

・そこは室内？窓からみたらどんな景色かな？ 
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・木々は何色の葉っぱを付けてる？ 

・空は何色？ 

・その時の服の素材はどんなかんじ？ 

・服の柔軟剤からの香りはどんなの？ 

 

などなど。。 

 

あなたの周りの状況をひとつひとつ丁寧に具体的にしていきます。 

そして、その思い描いたシーンに入り、まるで今自分が体験しているような

感覚になっていきましょう。 

具体的な例をだしてみましょう。 

であった時に、たまたまシングルマザーだった。といってくれる自分のこと

も、子どものことも、大切にしてくれる彼と、子どもと、一緒にＵＳＪに遊

びに行きたいな。という目標をもった方の例です。 

 

土日を使って遊びにきています。季節は春休みの３月下旬。 

天気はとっても澄み切った空の見える快晴です。風は少しひんやりしていま

すが、はしゃいだからだには、とても優しくここちよく、気持ちがいいで

す。入り口を抜けて、ハリーポッターのエリアにむかって歩いていきます。

私たち以外にも、家族連れや子供たち、卒業旅行なのか、お友達通しもい

て、みんな楽しそうに笑っています。彼も子どもたちも、同じように心から

楽しそうに笑っています。あまりに楽しみで、だんだん早歩きになってくる

子どもたちを、追いかけるように、少し走って追いかけます。おいしそうな

食べ物のかおりが、すれ違う人や、建物のすきまから、風が運んでくれま

す。彼のごつごつしていて力強い手がぎゅっと握ってくれています。 

 

こうやって、見えるものを隅々まで見て、聞こえる声・音もしっかり聞い

て、触れるものや、においなども意識していきます。五感をすべて使って

しっかりと具体化していきましょう。 
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何度も訪れている大好きな場所だったら、「あれ？ここから、徒歩数分では

到着しないわ。」など、細かいところは、気にする必要はありません。 

 

しっかり意識したら、そのシーンの中で、あなたがどんな感覚を抱いている

のかを意識していきます。 

 

家族が何より楽しそうに笑っていて、彼は、手をつないでくれている。楽し

い音楽、笑い声、美味しい香り、の中でどんな感覚を抱いているのでしょう

か。と質問をしたときに、 

「暖かいものが、心を溶かしてくれているような気がします。」と、お話に

なられていました。 

 

その暖かさをしっかりと感じとれる力が、あなたを良い方向に導くリソース

フルな感覚なのです。この感覚をしっかりと感じ取ることができれば、感じ

取るほど、あなたの潜在意識としてのこの目標が、本当に達成したいものな

んだ。と認識します。 

 

そうすると、あなたの潜在意識は目標を達成するために必要なものを勝手に

用意してくれるようになります。 

 

ただ、潜在意識というものはブロックが強く、そう簡単に書き換えられるも

のではありません。ですので、この「目標を映像で見る」作業は一度するだ

けでは足りません。 

 

夜、眠りに入る前のウトウトしている状態や、お風呂にゆっくり使ってリ

ラックスしている状態は潜在意識のブロックが緩んでいるときです。ベット

に入って寝付くまでの間、ひとりでお風呂に入っているときなどに、毎日毎

日この「目標を映像で見る」という作業を行いましょう。 

 

目標は、いつの間にか現実のものとなります。 
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【未来を見るワーク】【未来を見るワーク】 
1.３年後、どんな状態になっていたら幸せなのか、目標を決める。 

2.その目標が達成したときのシーンを具体的に描く（場所はどこか、季節はい

つで時間は何時ごろか、だれといるのか、何をしているのか、など細かいと

ころまで詳しく） 

3.そのシーンに入り、五感を使って体感する（何が見えるか、周りの人の表情

はどんな風なのか、どんな音が聞こえてくるのか、体感温度はどのくらいで

季節はいつなのか、風は吹いてるのか、においがあるのか、ほかにも感じる

ものはどんどん感じて描いていく） 

4.自分の体の内側の感覚に意識を向けて十分に感じる 

（胸が高鳴る・体が熱い・体が軽い・心がはずむ・体をうごかしたい・お菓

子作りがしたい・きれいなお花を買いに行きたいなど） 

 

あなたが目標を達成するために必要な能力は、実はあなたは、もうすでに

持っています。 

この「未来を見るワーク」をおこなって、その能力を引っ張り出していきま

しょう。 
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7-4：前向：前向きなきな気持ちに気持ちにななるワークるワーク 
「未来を見るワーク」をおこなうだけでも、かなり前向きになります。けれ

ども、さらにもっと前向きになるために、もう少しワークをつづけましょ

う。 

 

まず、「未来を見るワーク」をもう一度おこないます。 

 

具体的に目標を思い描き、その目標の中に入っていきます。先ほどのユニ

バーサルスタジオにいく例の場合は、実際に大切な人たちと言っている体験

の中に入っていきます。 

 

季節は、いつで、気温はどのくらい？ 

周りにいる人は誰だろう？ 

人以外は何がある？ 

どんな音が聞こえてくる？ 

長袖？半袖？どんな格好してる？ 

など。。。 

 

しっかりと意識しましょう。そしたら、今度はこの目標を達成するために今

のあなたが持っているものに目をむけていきましょう。 

能力・環境・人間関係など、目標達成をてつだってくれるものをひとつずつ

あげていきます。 

 

今のあなたは、 

仕事がある 

休みはとれる 

子供と関係が良好 

学校にも行きやすい場所 

Copyright©2018　モラハラDVからの脱出教科書All Rights Reserved 

94 



 

職場も生きやすい 

学校の保護者の方で話せる良い方がいる 

職場で理解のある上司がいる 

時短のお料理レシピを教えてくれる友人がいる 

つらいときいつでもご飯に付き合ってくれる友人がいる 

離れていても頑張ってるって応援してくれる友人がいる 

 

などです。 

どんどん、思いつく限りあげていきましょう。 

 

その次は、必要なものです。 

あなたがこの目標を達成するのに必要なものはなんでしょうか。 

 

もちろん、今の苦しい状況から脱出できて、笑って暮らせる日々。というの

が初めにできてきますよね。 

では、夫と離れて暮らすためには、何が必要でしょうか。 

また、夫の関係以外に、目標達成のために必要なものはなんでしょうか。 

これも時間をかけてじっくりと考え、おもいつく限りあげていきましょう。 

 

それができたら最後の仕上げです。 

 

あなたが目標を達成するために、まず何からはじめますか？ 

やるべきこと、やりたいことがいろいろ思いつくでしょう。それは、宝物の

かけらです。一つ一つ髪に書いて記録しておきましょう。 
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【前向きな【前向きな気気持ちになるワーク】持ちになるワーク】 
1.未来を見るワークで想像した場面を思い浮かべましょう。その時の場面に入

り込んでいきます。 

 

2.その場面を手に入れるために、今の自分が持っている「目標達成を手伝って

くれるもの」をひとつずつあげていきましょう。 

（励まし、応援してくれる友人がいる・休みをとることに理解のある上司が

いる。。。など） 

 

3.次に「目標達成のために必要なもの」「モラハラDVから脱出するために必

要なもの」をひとつずつあげていきましょう。 

（相談しやすく、任せられる！と思える弁護士さんをみつける・そのあと、

法テラスを申し込み、調停へむけて打ち合わせをする・シェルターの可能性

があることを役場の相談室に事前相談しておく・仕事をみつける・家を見つ

ける、、、など） 

 

4.最後に目標達成するためにまず何からはじめるか、決めましょう。 

 

目標達成のために、自分が何を持っていて、何が足りないのか、そして何か

らはじめればいいのかは、実はあなた自身が一番よく知っています。しか

し、頭のなかでいっぱい考えても、良く見えていなかったり、思考の整理整

頓ができていないと、混乱してしまいます。 

それを整理して、前向きになり、行動できる状態にするのが、この「前向き

な気持ちになるワーク」です。 

 

どうしよう、なにからすればいいかわからない。 

 

と、なることがあるかもしれません。そんなときは、このワークを活用した

らいいのです。 
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8）子供がいる場合の対処方法）子供がいる場合の対処方法 

 

まずまず、モラハラ、モラハラ夫夫のの本質につ本質についいてて 
母親は、妊娠することで体が変化し、母性が覚醒すると、自分を犠牲にして

でも、自分ができていなくても、子供を優先にしていく傾向があります。し

かし、女性も妊娠したからと、すぐに母性がでるわけではありませんよね。 

男性は、妊娠のように体が変化しない分、女性と同じような感覚にはなれま

せん。 

しかし、女性だって、妊娠で体が変化していくことに、気持ちが追い付か

ず、精神的にも浮き沈みができて落ち込みます。さらにそこに、肉体的につ

わりで苦しみがあったら、妻は夫に精神面も支えてほしいと願います。 

ところが、夫にとって、体の変化もないのに、妻と自由に暮らしていたとこ

ろ、妊娠がきっかけで、大きく生活スタイルが変化していくことの現状にす

ら、飲み込めず、ついていけないタイプの男性が、妻の精神面も支えられる

器があるとは思えません。 

 

今までは一人の人間として自由に気ままに自分のことは自分でできていたの

に、急に弱くいたわるべき人間としてのポジションに立たされてしまった。

と目の前のことを、全身で喜べず、まるでお荷物のような問題ができたよう

な視点で受け止めてしまう考え方の人もいるのです。 
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そんな男の人が、この先、子供が生まれ、社会的に責任が大きくなり、気ま

まに生活することができなくなると、どうしよう。というネガティブな思い

も湧き起こります。 

結婚することは、マイホームを購入することもあるでしょう。 

数十年にわたるローンが世帯主に覆いかぶさってきます。そのローンを、自

分はずっと返していかなければならない。という考え方をしてしまう夫であ

れば、マイホームのローンが、夢の実現だ！という前向きのとらえ方ではな

く、苦しみを生み出すものとして、とらえてしまいます。 

こうやって、ほかにも、さまざまな世帯主として、プレッシャーが覆いかぶ

さってきます。 

しかし、妻だって大変だからこのプレッシャーやストレスを我慢しなければ

ならない。という思いが、頭では理解しようとしていても、本能的にどうし

てもできない。だから、「やっぱり自分が一番じゃなければ嫌だ」という気

持ちが手放せないのが、モラハラDV夫なのです。 

 

父性がうまれ、父親になれる人と、残念ですが子供を犠牲にしても自分優先

の人がいる”事実”をまず受まず受けけ止止めめままししょうょう。 

なんでわからないの？と算数のように、教えてはっきりした答えを導き出し

て、父性は養えるものではないからです。 

父性がない、家族を困らせてもいい、と思っている人が存在している。と受

け止められないと、「夫を正さなければ！教育しなければ！」というスター

ト地点にもどってしまう。でも、そんな人を正そうとする力はもったいな

い。自分にエネルギーを注ごう！と決意し、夫を正そうとする以外の方法を

見つけることができるのです。 
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8-1：：モラハラモラハラDV夫夫のの子に与える影響子に与える影響 
 

妻が「一番大変なのは私よ。」と、夫のつらさにも目をうけることができた

ら、夫は威圧をかけたり、罵声をとばすことをしない人間だと思いますか？ 

大人になっていくときに、自分の感情を自分で処理ができず、周りの人間に

あたって生きていたという育ちは、本人がかわりたい！と望まないかぎり、

決して、治ることはありません。 

自分で自分の感情を片づけられず、周りにストレスを発散するためにあなた

は生まれてきたわけじゃありません。あなたが、そんなストレスを受け止め

ることを拒否することは権限の一つです。その権限を意思表示したからと

いって、夫は癒しを外に求め、浮気をしたり、風俗に通ったり、多額の趣味

にお金を費やしたりして、生活費をむしばむ行為は、大人として欠けている

行動であり、優先順位を理解できない大人だと、あなたが切り離すことがで

きるのも、あなたが生きていくために、与えられた権限の一つです。 

夫が自分の癒しに使う出費を優先順位をあげて、そのことを、「こんなに妻

を想い気遣っているのに、妻は自分のことを考えないのだから、自分が自分

を癒すしかない。」と正当化していくことが、許す・許さないととらえる

と、きちんと教育しなければ。。。と母性が強い人は思ってしまいます。教

育されるものではなく、この人とともに私のこれから先の人生に手をつなぎ

ともにいきる選択にするか、これから先の人生に不必要だと切り幸せになる

鍵は、夫ではない、と、違う手段を選ぶか、選択をしていくことが、あなた

の課題になのです。 
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8-2：優先：優先すすべべきき順位順位 
 

夫は、妻が子どもにむけられた自分への愛情を、悲しいと考える考え方でい

れば、それを怒りとしての傷つけることができる言葉を選び、威圧的な言い

回しで、執拗な無視を続け、生活費を押さえつけ、自分の支配下におけて

も、ずっとずっと無理やり自分を優先順位を上にしていく。 

 

一度でもその勢いを実行してしまうと、男性は、プライドが高い生き物だ

し、競争意識ならエネルギーもでるが、へりくだったり、謝ったり、みんな

の歩調を合わせ、というのが苦手で、もう戻れなくなる。 

 

気が付いたら、妻と子どもより、自分の予算や自分がたてた家や車などを守

ることしか考えられなくなります。 

そうすると、妻は夫に「家庭にかかる経費をださないことは困る！」と理解

を求めるでしょうが、夫からみたら、自分がやっていることが間違っている

とは、つゆほどにも思っていないので、自分の大切にしているものを奪う悪

い妻だと、自分を正当化しようとして、所かまわず、威嚇、罵声、怒声する

ことになってしまい、子供たちは、息をすることも忘れるように、安心でき

る空間であるはずの家庭を、凍り付いた家庭としてくつろぐことができずに

なってしまいます。 

本来、夫婦の生活費や、子育て、家事、などの話し合いは、怒鳴って決める

ことではないし、思いやりを持って話すことで、試行錯誤形をきめていくこ

とになるのです。 

でも、ここまでくる人は、子供にもキレて、怒鳴り、子供が怖がって泣いて

も、一度切れてしまった怒りは、本人にも止められないのです。こんな恐怖

を何度も味合わせることは、子供の心が壊れてしまいます。キレて怒鳴りつ

ける夫は、残念ですが、もう、元に戻すことは無理でしょう。きっと、数日

たって、そのことを言っても「ただのしつけなのに、大げさな言い方をす

る」というでしょう。 

 

もう、正そうとしても、無理であることは、お分かりですね。 
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だったら、子供から、いつ切れるかわからない父親を、本来なら安心してく

つろげる場所である家に、一緒に居てもいいわけがありません。 

 

きっと、あなたは、夫が自分のように、子供や家族を守る人に代わってくれ

ると信じ、まちがっているよ。とたしなめたこともあるでしょう。 

しかし、多くのモラハラにあった妻が経験があるように、元に戻そうとすれ

ばするほど、その力に反発し、攻撃をしかけてくることになります。そうな

れば、母と子の安全は、約束できなくなっていくでしょう。 

だからこそ、今、そうなる前に、あなたが、その場から離れることこそが、

あなたと子供を守れる勇逸の手段なのです。 

 

その手段をあなたは、これから実行しようとしている。 

まずは、子供とあなたの安全を確保することが第一の条件です。 

その場所を離れたとき、どこに拠点を構えるのか。 

おそらく、未来を見るワークで、書き出しができているかと思います。まだ

の方は、ここを先に決めましょう。 
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8-3：耐える：耐えるこことが努力とが努力ではないではない 
 

夫が威圧的なものの言い方だけがつらく、絶対的に「しつけ」と称して手を

出さないのであれば、目と鼻の先に居住を構える方もいらっしゃいます。そ

の方は、節目節目で、金銭的にも困ったとき、元夫が援助を余儀なくしてく

れるからです。それは、ご自分がそう決めて、その場所をお選びになられた

ので、そのカタチもあっていいのです。 

 

妻の実家に、子供を連れて帰られる方もいらっしゃるでしょう。 

妻の実家のメリットは、ママがフルタイムで勤務していると、なかなか子供

の帰宅より先に帰ることができません。「おかえりなさい」と言ってあげら

れないことが多いでしょう。しかし、同居していれば、ママでなくても「お

かえりなさい」を言ってもらえる環境にあること。これは、離婚しなくて

も、共働きだと誰もいない家に帰ってくる状況の子はとても多いでしょう。 

いずれ、母親と子供だけの独立生活が始められても、もう一つの安心する場

所として、母親の実家があれば、備えあれば患いなし。 

もし、同居のデメリットがあるとしたら、祖母や祖父の存在が、過保護によ

り、孫との関係性が悪くなることがあるようなら、早く独立できるように事

をすすめていくことがいいでしょう。（ただし、住民票や、戸籍を、簡単に

誰でも入手できるようにするべきではなく、市役所に相談して、本人以外に

は発行させないようにしてもらい、元夫に場所を簡単にばらされないように

する手続き・もしくは、住民票をそのままにするなどの配慮をしっかり考え

て動くことをオススメします。突然夫がきて、子供をとっていっては困りま

すから） 
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8-3：子どもに与えて：子どもに与えてはいはいけけないない影響影響 
 

・力で抑えて言う通りにさせるという社会をみせること 

・夫との言い争う姿 

・勉強ができなければ将来生きていけないという思い込みの押しつけ 

・「怒鳴る」「机をひっくり返す」「ものを投げる」「壊す」「扉を思い切

り強く閉める」「壁や扉を蹴って壊す」「殴る」などの、脅す態度を見せる 

 

児童虐待として、子どもの目の前で親が喧嘩をすることも認められるように

なりました。 

 

力や長いものにまかれるほうが正解と思える世界には、自分の意見や自分の

存在意義がありません。 

 

「ひどいお父さんだ」と思っていても、そんな世界を見続けていたら、「ど

うしてお母さんは、この世界を飛び出そうとしないんだろう」と母親に対し

ても不信感を募らせていきます。 

また、子どもも、ストレスがたまったり、イライラしたら、脅しに近い態度

を起こそうとしてしまいがちです。（なぜならイライラしたときの解消方法

がそうだと目で見て学んでしまったからです） 

でもその行動を抑えるサイドブレーキの役割は、愛情と、守ってもらえると

おもえる存在です。その存在を知っていれば、壁にぶつかったときに、その

ことを糧にがんばることができるはずです。 

だから、「～できてエライね」というほめ方だと、事ができなければほめら

れない。と思ってしまいます。できるだけ「やさしさが 

 

しかし、飛び出そうとしない母親は、モラハラ夫に依存をしている可能性が

あるからです。 

本気で、飛び出す気持ちがあるのであれば、父親がいない隙に荷造りしてい

くことも可能ですし、携帯とわずかなお金でも、身を守ってくれる場所はあ
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るのです。心が傷ついて、死にたいと思い出していたら、それはかなり、こ

ころまで蝕まれている証拠です。 

死ぬくらいなら、逃げたほうが、絶対幸せです。 

では、なぜ飛び出していこうとしないのか。それは、見たことない世界だか

ら怖い気がするのです。昨日は生きてこれた。だから、幸せではないけど、

生きてはいける。潜在意識で思ってしまうのです。 

 

しかし、その場にいるかぎり、明日も幸せではありません。 

 

そんな、笑顔をうばわれた母親の姿を子供にみせないでください。 

「ママの笑顔が、一番の安定剤」これは、私が子供を産んで、予防接種のと

きに、ミニ講座があったのですが、ママの笑顔は、子どもに伝わるんだよ。

だから、「どうしようどうしよう」と不安にいたら、ベビーちゃんも不安で

いつまでも泣き止めないのです。 

「大丈夫だよ。だって、ママは幸せになるって絶対信じてるんだよ」って気

持ちは、自分で自分の潜在意識にも話しかけられる環境づくりは、結果、自

分と子どもを同時に癒し、安心させてくれ、なおかつ、自分を大切にする心

を養えるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©2018　モラハラDVからの脱出教科書All Rights Reserved 

104 



 

8-4：子どもに与えるべ：子どもに与えるべきき環境環境 
 

自分の母親が、幸せそうに生きている姿を見せることです。 

 

両親の離婚は、子どもに多大な影響を与えてしまいます。 

母子家庭であっても、共働き世帯であっても共通するのは、母親の負担が大

きいということです。子育て、仕事、家事を両立しないといけないからで

す。  

すると子どもに手がかけてあげられる時間がなくなってきて、愛情不足愛情不足にに

なってなって子どもが荒子どもが荒れるれるという負のスパイラルに陥ることは、確かにありえま

す。 

 だけど、私には、そうならないといえる自信があります。 

子どもの教育費だけを考えて、耐え続ける結婚生活をしてほしくありません

ので、子育てに関することも記載していきます。安心してついてきてくださ

いね。 

 

愛情です。とにもかくにも、愛情です。 

上手に子どもに愛情を伝えていけば、子どもが荒れることはありません。 

勉強を頑張らせ受験を成功させることも可能です。 

だから子どもが、小さい時ほど、何かをしてくれたときに、「優しいね」

「ありがとう」と声かけましょう。たとえば、片付けを手伝ってくれたと

き。テーブルを拭いてくれたとき。下の子の面倒を見ようとして、ちょっと

失敗して飲み物こぼしたとしても、しようとしてくれた行為に対して、「掃

除ができてえらいね」とか「上手にふいてくれてえらいね」もいいですが、

褒めるより、優しさに有難うの感謝の声掛けを心がけましょう。 

ひょっとしたら、その子は、もっと優しくなりたいな、と思ってくれるかも

しれません。 

そして、その感謝の言葉をもらった言葉は、これから様々な試練が与えられ

たときに、その子が自分自身を支える魔法の言葉になってくれると思いま

す。 
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9）脱出を阻む落とし穴）脱出を阻む落とし穴 

 

ドリームキドリームキララーー 
 

私たちは幸せになるために動いているだけなのに、人の幸せを応援どころ

か、夢をつぶそうとしてくる人は、どこの世界にもいるものです。 
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ここまで、いろいろ自分とむきあってきたのですから、最後にあなたの幸せ

になる行動が本気かどうかをみるために、神様から最後の合格試験があった

とします。 

きっとそれは、あなたの前に現れた「ドリームキラー」という人です。ド

リームキラーというのは、ことごとく、反対してくる人のことです。夢を壊

す人です。しかも、これは、最も近い存在の人が多いのです。もっとも応援

してもらいたい立場の人でしょう。 

例えば、家族であったり、親しい友人です。 

では、どうして、こんな身近な人たちこそが、反対をしてくるかというと、

「人間だから」です。人類は、生き延びるために、二足歩行に変化し、狩り

で生き延び、稲作を覚え、領土を広げ、平和の大切さを学び、手と手を取り

合う学習をして、子孫繁栄をしてきた遺伝子は、人であれば、かならず埋め

込まれています。つまり、明日生きていけないかもしれない経験から、昨日

までは生きてこれた選択ではない、新しい選択をするなんて、それは生きて

いけるの？という不安が働くからです。それが、大切な存在の人がチャレン

ジするときいて、「新しいチャレンジなんて、やめときな」という信号が働

いたのです。 

なので、反対されたのは、あなたが大切な存在である人だから。という確信

は取れます。でも、なかなか理解ができないのは、人の遺伝子だからです。 

この仕組みを逆手にとって、生きていける安心な場所である方向に向かうこ

とが確実だと分かれば、「やっぱりこっちにきてよかったね」と、反対して

いたことを忘れて応援するようになります。 

と、いうことは、目下、具体的に事が進むまでは、直接関係ない人には、話

さないことがいいでしょう。（例えば、実家が遠く、家を新しく探して住む

つもりがある人は、その場所が決まるまで、もしくは、援助が必要な時がく

るまで、あえて不安にさせない） 

あえて、言わないことで、正面から向き合い、ぶつかりあうことにはならな

いと、精神的にも消耗することは減ります。 

でも、いずれ、報告・相談はしなければなりません。 

だったら、嘘をついてやってるわけではなく、説得するのに必要な材料を探

して、用意ができたときが、話時！と思って、早く報告ができるように、毎

日の選択をしていきましょう。 
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ゴールが具体的に見えれば、反対してくる確率は、ぐーーーんと減ります！

大切な存在ですもの。頑張って報告できるようにしましょうね。 

 

愛情は、両親がそろっているからできることとは限りません。それでも、周

りからは、「そろっているほうがいい」と言われることがあるでしょう。そ

んな外からの言葉に耳を傾ける必要はありません。その人のアドバイスは、

その人のものの考え方だけで言っているからです。 

愛情を注げず、否定する言葉ばかりを発する人のそばからは、一刻も早く離

れるしかありません。大切にしてくれない人からは、離れる選択しかないの

です。 
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最後に最後に 
最後まで、お読みくださいまして、本当にありがとうございます。 

何度も申し上げますが、ご主人は、どんな人に説得を試みてもらっても変わ

ることはありません。なぜなら、ご主人自身が変わらなければいけない、と

決意してない以上、動かないのです。 

今いる場所が安全に、笑って、幸せを感じられない場所であるのなら、ご自

分が変わらなければいけません。 

このマニュアルを読み終わった今、あなたは何から始めるべきか、もう頭の

中に映像が浮かんでいることでしょう。 

小さな積み重ねの選択が、大きな幸せを作っていく道しるべになるのです。 

思うようにいかないこともたくさんでてくるかもしれません。そんなときも

リソーフルな状態に自分を置いて、自らを励まし、さらに続けてください。 

あなたの笑顔が再び戻ってくることを、こころから応援しております。 

***************** 

わがままで自己中なモラハラDV夫から脱出する勇気を与える 

脱出ナビゲーター　　　福岡　さちこ 

***************** 

 

Copyright©2018　モラハラDVからの脱出教科書All Rights Reserved 

109 


