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はじめに 

 雄大な自然の営みに、子育てを学びたいと思います。 

まいた種子が少しずつ成長して伸びていき、１本の草花にな

るには、育てる人の限りない心づくしが必要です。しかし元来、

種子には自分で伸びていこうとする大きな力があり、その力が

自然のうるおいや日光の暖かさに養われて伸びていきます。 

 子どもたちは、この尊い力を持った種子と考えていいでしょ 

う。親やまわりの大人は、自分で伸びていこうとする尊い力を 

彼らに自覚させ、彼らが自らの成長を楽しみ、喜んで生きてい 

くように育てたいものです。 

 岩倉市子育ち親育ち推進会議では、子どもの健やかな成長を 

願って、あえて「子育ち」「親育ち」という用語を使っています。 

「子育ち」とは、子どもたちが喜び勇んで自分を成長させてい 

こうとする力を持っていることを認識し、そのように成長する 

ことを願って親やまわりの大人が「子育て」することを意図し 

ています。「親育ち」とは、子どもを育てる上で、限りない心づ 

くしができるように子どもの成長とともに親も成長していかな 

ければならないということを意図しています。子どもの成長に 

とって「親育ち」は決定的に重要なことと言えます。 

 推進会議では、子育て真っ最中のみなさんに少しでも役に立 

つものを配布したいと考え『子育ち親育ち十七条』を作成しま 

した。乳児期・幼児期の子どもを対象にして、この時期の子育 

てのポイントを説明しています。この時期の子育ては、親とし 

てもたいへん手のかかる時期であり、子どもの変化に驚き、と 

まどうことも多いのではないかと思います。そんな時、この冊 

子の内容がお役に立てば幸いです。今回、本冊子のコラム欄を 

充実させるなど、改訂版としてみなさまにお届けすることにな

りました。ご愛読のほどよろしくお願いします。 
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＊親子のふれあい  

・乳幼児期の親子のふれあいは、子

どもには大きな刺激となり、心身

の発達につながります。  

・一見たわいもない親子のふれあい

の中で、子どもたちはその後の人

生の土台になる資質を育んでい

きます。  

 

 

                           

子育てに関してよく使われることわざに「三つ子の魂、百

まで」があります。このためか、３歳頃までは母親は育児に

専念すべきであるとか、早期のしつけが必要であるとかが話

題になります。  

 しかし、このことわざの本来の意味合いは、「生後３歳頃ま

で、子どもの脳の発達は大変めざましい。この時期十分な愛

情で包み、安心できる環境で赤ちゃんを育てると、大人にな

っても健全な心を持ち続けて生きていく基盤ができる」とい

うことです。３歳頃までの乳幼児期、愛情に包まれ安心でき

る環境で育てられたかどうかが、子どもの将来にまで大きな

影響を及ぼすということです。もちろん、この大切な時期の

鍵を握るのはお母さんやお父さんです。  
 

 お母さんやお父さんの子どもへの愛情、それは、日常のご

くありふれた親から子への「ふれあい」
*
の積み重ねです。ス

キンシップや優しい眼差し・笑いかけ・話しかけ・子どもの

言葉に耳を傾けることなど日常のありふれた行動の中に子育

ての極意がかくされています。この乳幼児期、親の愛をたっ

ぷり受けた子どもは、情緒が安定するといわれています。
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 赤ちゃんは未熟なままで生まれてきます。しかし、授乳・

オムツ替え・抱っこなどのふれあいを通して生後５～９か月

頃から、両親に対して特別な愛情・信頼感を育みます。心理

的な意味での親子のつながりが生まれてきます。  
 

これを「愛着形成」（アタッチメント）と言い、赤ちゃんに

は「この人は自分の欲求や意思を受け入れてくれるので、安

心だ」という気持ちが生まれます。赤ちゃんの愛着の対象は

いつも世話をしてくれる人になるので、最初はお母さんにな

ることが多いようです。このように愛着関係が形成されると､

赤ちゃんは愛着行動＊を通して、ますます親とのふれあいを求

めるようになります。この愛着行動にお母さん・お父さんが

こたえることで、赤ちゃんは、自分が困ったときには必ず助

けてくれるという信頼感をお母さん・お父さんに抱くように

なります。つまり、お母さん・お父さんは子どもにとっての

「安心の基地」になっていくのです。  
 

お母さん・お父さんは、子どもの愛着行動に対して、抱っ

こする・笑いかける・話しかける・なでなでするなどで十分

にこたえてやってください。  

          

                   

                    

 

                                       

＜こんにちは

＊愛着行動のいろいろ  

・母親が部屋から出ると大泣きする。  

・母親を見つけると両腕を差し出す。  

・母親には、他の人には見せない笑顔  

を見せ、声を出して笑う。  

 ・人見知りを始める。         
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 － 子育ては母親の仕事ではなく、夫婦の仕事です  － 

 

親子の愛着関係を育んでいくためには、家族の間に思いや

りや優しさがあり、互いに助け合い、笑いに満ちた家庭であ

ることが大切です。なかでも、お母さん・お父さんの円満な

姿が、子どもにとってはいちばんなのです。そんな家庭であ

れば、子どもは安心してその中に自分の居場所を見つけます。 
 

さて、わが子をどのように育てていくのかは、親に課せら

れた大きな責務です。当然、夫婦二 

人の考えの統一が鍵になります。 

しかし、夫婦二人はそれぞれ異な 

る環境の中で育ってきたわけですか 

ら、経験も人とのかかわり方も異な 

り、子育ての考えにも違いが生まれ 

ると思います。ですから、子育てに 

向き合うためには、二人でよく相談 

しておくことがとても大切なのです。何かが起こったとき、

そこで一から話し合って対応していては間に合いません。ま

して、そうした場面でお二人が口論でも始めたら、子どもは

心に深いキズを残してしまうかもしれません。 
 

夫婦円満が子育ての基本です｡子どもへの対応の仕方につ

いて、夫婦で話し合い、二人の役割について考えておくとよ

いでしょう。子育てを母親だけの仕事にしてはいけません。

夫婦二人で仲よく力を合わせて子育てに取り組んでください。

「こんな子になってほしい」という願いをもって、基本的な

生活習慣や人との接し方など日常生活にかかわることを徐々

に学ばせてください。  
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  コラム  

 

   

  「みんなで子育て」の取り組みをすすめましょう  

 

      今の子育ての状況の一つとして、子育てに対するお母さん  

   の責任がたいへん重くなり、負担の多い「仕事」にかわった                                

ということがあげられます。◆助けを求めたくても、核家族  

で近くに縁者がいない、地域でつながる仲間もいない、夫は  

長時間勤務で家に帰るのが遅い。こうしたことから、母親が  

子育ての責任を一身に背負うような状況がみられます。プレ  

ッシャーを感じながらの子育てでは楽しくありませんね。  

◆「地域で子育て」と言っても、地域のつながりが希薄にな  

っている昨今の現実があり、なかなかうまくいきません。そ  

こで、今の自分にとって必要な関係を、自ら求めていくこと  

を考えてはいかがでしょうか。そのために、お母さん方が自  

分から子育てのサークルや会に仲間を求めて入っていくと

よいでしょう。岩倉市には、子育て支援センターや生涯学習

講座など様々な場面が用意されています。そこでつくられる

人間関係が、昔でいう地域で子育ての関係になっていきます。

自分が必要とする人間関係を自らつくっていくと子育てが

楽しくなりますよ。子育ては人と人とのつながりのある豊か

な環境の中で、「みんなで子育て」となるように進めていく

ことが大切です。◆「子育ての孤立化」は何としても避けね

ばなりません。この『子育ち親育ち十七条』の冊子に綴じ込

まれている「こどもたちキラキラ いわくら子育て情報」誌

は、子育て支援や相談の窓口などを満載しています。まずは

電話をしてみてください。  
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 「なんでも自分でできるように育てるべき。甘えさせると

わがままになる」と考えてはいませんか。  

子どもにとって大事なことは、お母さん・お父さんに十分

に甘え（甘えさせること）、お母さん・お父さんが「心のより

どころ」「安心の基地」になることです。「甘えさせる」は「甘

やかす」とは正反対のものです。子どもが困っているときは

力を貸し、一緒に困難を乗り越えるようにしてください。  
 

         
  

              

 

             

  

  
   

                    

 

                      

 

 

 

 

十分な甘えを体験している子どもは、心がとても安定し、

やがて「自立」を試みるようになります。その途中で「不安」

が大きくなったり、失敗したときには、「心のよりどころ」に

立ち戻り、再び「安心感」を満たします。安心できると、子

どもはもう一度チャレンジします。甘えることで養った「愛

されている安心感」は「自立」の土台なのです。  

 
甘えさせる 
 
(自信のもと ) 

甘やかす  

(わがままの

もと ) 

主人公＝子ども 

子どものペースを大切にし、 

スキンシップや遊んでほしいと

いう要求を受け入れたり、どう

してもがまんできないことやど

うしてもできないことを手助け

してやること。 

主人公＝大人  

大人の思いや都合を優先し、

子どもができることでも大人が

やってしまったり、要求をなん

でも受け入れてしまうこと。大人

が先に動いて、子どもにがまん

を経験させないこと。 

正反対  
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赤ちゃんは、生まれてしばらくはことばを話すことができ

ません。それでも、お母さん・お父さんは授乳・オムツ替え・

抱っこなどのとき､名前を呼んだり、話しかけたりしています。 

このとき、赤ちゃんは、お母さん・お父さんやまわりの人の

ことばを音として頭に刻み込みます。それをふだんの生活の

中で、具体的な行動やみんなの表情などに結びつけ、徐々に

ことばとして理解し、話し始めるようになります。でも、ま

だ何も話せない、分からないからと、お母さん・お父さんが

赤ちゃんに呼びかけ、話しかけることをしないと、ことばの

発達を促すことがむずかしくなります。  
                   

ですから、授乳・オムツ替え・抱っこなどのときに、黙っ

て世話をするよりは赤ちゃんの「アーウー」の声や表情の変

化に応じて、赤ちゃんと目を合わせ「かわいいね」「オッパイ

飲もうね」「おいしいね」「ウンチしてね」などのことばをか

けながら行うのがよいようです。このようなことが赤ちゃん

のことばの発達を促し、心を安定させると同時に親子の絆を

深めることにもなります。  

                         

                  

  

 

  

 

 

 
赤ちゃんの脳は白紙の状態です。お母さん・お父さんの  

一言一言が頭の中に鮮明に記憶されていきます。  
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  コラム  

 

～携帯、スマホ、テレビ、ＤＶＤ～  

 

   今やちまたにあふれる多種多様な通信機器。その利用  

方法には、さまざまな考えがあるようです。  

 外出先でぐずった時に、キッ  携帯はまだ早すぎます。衛  

    ズアプリを利用したことがあ  生面でも気になります。  

   ります。  （１歳児の母）       （１歳児の母）  

   テレビやビデオは時間を決め、 携帯やスマホは、子どもの  

   子どもによくない内容は見せ  前では使わないようにして  

ません。  （２歳児の母）  います。 （２歳児の母）  

 通信機器には利点もありますが、これらに依存しすぎ  

ると、大切なコミュニケーション能力を身につけること  

ができません。子どもは実際に手で触ったり、目や耳な  

どの五感を使って、親や周りの人との関係を学んでいく  

のです。  

  便利なものだからこそ、家族でルールを決め上手に活  

用しましょう。  

  ・ゲームやアプリは一度親が試してから。（子守り代わりにしません）  

  ・食事の時はテレビを消す。（家族の会話を楽しみましょう）  

  ・使用時間を決める。（約束を守り、けじめある生活をしましょう）  

 また、「～ながら世話」（携帯操作しながらの授乳やベ  

ビーカーの使用など）は、事故につながる危険がありま  

す。  

 目と目を合わすふれあいを心がけたいものです。  
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 しつけとは、基本的な生活習慣（身だしなみ、行儀作法な

ど）や社会生活上のルール（人とのかかわり方、公共の場で

の約束、自己抑制など）を身につけることです。でも、乳幼

児期はまだ何が良くて何が悪いのか、自分で判断することは

できません。ですから、生活していく中でその都度大人が子

どもにも分かるように示してやることが大切なのです。その

ためには、親と子に信頼関係ができていることが必要で、こ

の信頼関係の形成こそが「しつけ」の始まりなのです。  

   

 

 例えば、１歳から３歳くらいの間  

に、子どもはトイレの練習などで、  

がまんしたり、がんばったりと自分  

の意思で行動することを覚えます。   

お母さん・お父さんとの信頼関係が  

できていると、「  親の喜ぶことは良  

いことだからこれからも行おう」       

「親の注意することは良くないこと  

だからやめておこう」と感じるよう  

になり、両親を喜ばそうと、その指  

示を守ろうとします。  

 

「しつけ」は、あせらずゆっくりと、子どもの成長にあわ

せながら進めてください。  

「しつけ」の土台は親と子の「信頼関係」 

ちーでた！  

上手にできたね。  

お 母さん 、 

うれしいな。 
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 子どもには、なんでも自分でやりたがるときがあります。  

少しでもできたら、「えらいね  」「すごいね」と  ほめてあげ  

ましょう。ほめられることで、子どもには達成感や自信が生  

まれ、さらなるやる気があふれてきます。ですから、それが  

できて当たり前のことでも、ほめることがとても大切です。  

 

ただし、人に危害を与えた   

り、命にかかわる危ないこと  

をしようとしたときなどは、  

叱ることが必要です。もちろ               

ん、何もかもダメと人格を否  

定したり、いつまでもグチグ  

チと叱るのはよくありません。  

なぜ叱られているのか、ど   

うすれば良いのかが分かるよ  

うに叱ることが大事です。  

 

 

 

 

叱るときに気をつけること  

           １ その場で、ただちに  

           ２ 簡単に、明確に、具体的に  

           ３ その場だけ､あとに残さない  

           ４ 一貫性がある       

ほめる  

えらいね！  でき た！  

や る 気  

ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ 

次もがんばるよ  

わかった  

いい加減に    

しなさい！  

よくできたね  

すごいね  
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 おおよそ２歳前後から、子どもは親の言うことを聞かなく

なったり、してはいけないことを次々にして親を困らせるよ

うになります。叱れば泣きわめき、駄々をこね床に座り込ん

でしまう姿は、「もう赤ちゃんではないので少しは楽になるか

な」と思っていたお母さんを悩ますことになります。これは

第一反抗期と呼ばれるもので、子どもの自我の発達の上では、

避けて通ることができないものです。子どもが自分の意思・

意欲を持つようになってきたあかしでもあります。  

            

素直でかわいい自慢の子どもが大声

を張上げ、床に座り込んで駄々をこね

る姿に、戸惑い、逃げ出したい思いを

抱かれるのは当然のことです。でも、

子どもは「子どもの言い分」から行動

しているだけです。わがままではあり  

ません。一呼吸おいて、落ち着いて対応しましょう。  

 

親の言うことを聞かないといっても、それは親への反抗で

はないのですから、頭から押さえ込んだり、逆にすべて子ど

もの言うままにするなど、極端なことはしないことです。子

どもを怒らず、その都度、何がどこまで認められるのか、認

められないのか、はっきりと伝えることが大事です。  

「何してるの！」親が怒りをぶつければ、多くの子どもは

行動をよりエスカレートします。抑制を加えたいときでも、

子どもの思いにも配慮し、優しいことばをかけてください。  

どうしよう ? 
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  コラム  

 

   

お  お母さん・お父さん、お二人が子どもだった頃を思い  

出してみてください。そこに何が見えていますか。  

     ・家族での楽しい旅行？                                    

   ・一緒に遊んだこと？  

・一緒のお風呂？  

・テントでのキャンプ？             

・・・・    

楽しいことばかりではありませんね。  

お父さんの大声が響いたときもありました。  

悲しいときもありましたね。  

こんなことを思い出した人もいるのではないでしょうか。  

・風邪を引き苦しんでいるとき、そっと頭に手を置き、  

「大丈夫よ」と安心を与えてくれたお母さんの姿。  

 

 

     

    

か  あなたのまわりには、どんなときでも支え、守ってく  

れる家族の笑顔と優しさ、そしてぬくもりがありました。   
               

 

 

 

 

 

 

 

＊子どものとき、どんなことで親の愛情を実感しましたか。 

 ・どんなときでも、自分のことを信じてくれたこと  

・失敗しても、「がんばったね」と声をかけてくれたこと  

・困ったとき、助けてくれたこと  (父母アンケートから ) 

＊あなたが親としての喜びを感じることができたのは？  

・子どもと喜びの共有ができたとき  

・子どもが日々成長し、昨日までできなかったことができる  

  ようになったとき  

 ・子どもが元気に過ごしているとき  （父母アンケートから） 
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    － 子どもはまねる（まなぶ）天才です  － 

 

子どもは遊びの中で、他の子からいろいろな刺激を受け、

その振る舞いや話し方をいつの間にか身につけます。これは、

子どもが集団の中で他の子どもがやっているのを見て、まね

て、学んでいるからです。             

つまり、子どもにとって、仲間との「遊びの場」は大事な

「学びの場」なのです。  
 

そしてもう一つ、子ども同士の  

遊びには「他の子とかかわり合う   

力を育む」という大事な側面があ   

ります。家庭でテレビやゲームを  

相手に過ごしているのでは、人と  

のかかわり合いの力は育ちません。       

しかし、遊びの場では、ブランコ  

の順番を待つ、スコップを一緒に  

使うなど、ルールを作ったり、協  

力し合ったりする力を自然に身に  

つけることができます。ただし、            

こうした遊びの場で、他の子ども  

と我が子を比較しないでください。子どもには、それぞれ成

長のペースがあります。得意不得意もあります。  
 

親や大人は、子ども同士が互いを認め学び合い、安心して

遊べる機会・場所を保障してやらなければいけません。  
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－過保護や過干渉は子どもの自立を妨げます－  

 

「人ほど生れた時に無力で、手のかかるものはいない」と

言われます。生まれてしばらくの間、赤ちゃんはすべてが依

存状態です。意思表示も周囲が察することが必要ですし、自

分でできることは何一つありません。親の保護があるからこ

そ生きていくことができるのです。でも、子どもは日々成長

していきます。いつまでも、親の手厚い保護は必要としませ

ん。子どもの成長にあわせて、少しずつ「保護」から「自立」

へと、親が子育ての考え方を切り替えていくことが必要です。 
           

子どもは３歳前後の頃から、  

「好き」「きらい」「ほしい」  

「いらない」といった自分の  

要求を声に出すようになりま 

す。自分の思いを主張するこ  

とで、自我が芽生え、自立の  

心が養われていきます。なん  

でも先回りして準備しておく   

のではなく、子どもの成長に   

合わせて、なにが子どもにできるかを見極め手助けするよう

に、少しずつ接する姿勢を変えていくことが子どもの自立を

促すことになります。  
 

手のかかる時期には思い切り手をかけて、子どもが自分で

できるようになる時期（３･４歳以降）は子どもの生きようと

する力を信じて見守ることが大切です。過保護や過干渉にな

れば、子どもの「がんばる力」「やる気」「がまんする力」を

育てることがむずかしくなります。 

大丈夫  
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私たちの生活には、多くの約束事があります。それは、私

たちがまわりの人と気持ちよく、そして互いを尊重し合い生

活していくための最低限度の条件と言えます。しかし、その  

範囲は広いものです。起きたとき、  

寝るとき、食事のときのあいさつ  

や食事のとり方などの作法から、  

他人に迷惑をかけない、うそはつ  

かないなど社会人としてのあり方  

にかかわるものまでいろいろあり  

ます。規範、マナーと言われたり  

します。  

                  

人と人との集合体をコミュニティといいます。子どもたち

は成長とともに、家庭から離れて、子ども同士、保育園、幼

稚園、学校、地域と行動するコミュニティを広げていきます。

当然、そうした場では家庭とは異なる生活上のマナー・ルー

ル・人とのかかわり方が求められます。ですから、家族で過

ごすとき、保育園や幼稚園で過ごすとき、道路を歩いたり、

電車に乗っているときなどさまざまな生活場面にはそれぞれ

のルールがあり、それを守ることが気持ちよく生活するため

に必要だと言うことを、家庭でしっかり子どもに教え育てる

ことが大事です。  

               

子どもたちが成長し社会に出ると、無礼・不作法で恥ずか

しい思いをし、自信をなくしてしまうことがあります。生活

上のマナー・ルールは、まわりの人と気持ちよく生活するた

めには欠かせない大切なものなのです。         
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大人に夜型生活が広がっている昨今、子どもの生活にも影  

響が出始めています。このため、国は子どもの基本的生活習

慣の確立や生活リズムの向上を目指し「早寝早起き朝ごはん」

運動を展開しています｡（全国協議会 http://www.hayanehayaoki.jp）  

2000 年       2005 年      2010 年  

      幼児の寝る           

       時刻   

資料：ベネッセ教育研究開発センター第４回幼児生活 (1.5～ 6 才児 )アンケートより  

赤ちゃんの一日は、授乳・睡眠・排せつのくり返しで、授

乳以外ほとんど眠っていますが、この十分な睡眠が赤ちゃん

の成長には欠かせません。幼児期の子どもにも睡眠時間の確

保はとても大事で、それにより一日の生活リズムが確立され

ます。特に子どもが通園するようになると、園で精いっぱい

活動して疲れて帰宅するので、睡眠時間の確保がさらに大事

になります。しかし、夜型生活が続けば睡眠時間が確保でき

ず、生活リズムや心身のバランスが崩れてしまいます。  

健全な生活には、早寝早起きの習慣が欠かせないのです。 

                    あまり食べない３ .1%   

                

      （H26 全国学力・学習状況調査結果より）   全く食べない 0.5％  

子どもの健全な成長には食事も欠か  

せません。活動を始める朝に食事をと  

ることで、活動のエネルギーを蓄積し、  

集中力を高め、一日充実した生活がで  

きます。「 早寝早起き朝ごはん」は健  

全な生活習慣の形成、ひいては生涯に  

わたる健康生活の基礎を確立する上からも大事なことです。  

 

24％ 

毎日・どちらかといえば毎日食べている  96.4％  

10 時以降 39％  29％  

http://www.hayanehayaoki.jp/
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生活空間の広がりとともに、人間関係も大きく広がってい  

きます。そこでは、喜びだけでなくつらく苦しい体験や思い  

も味わうことになります。このつらい体験や思いに子どもは  

どのように耐え、乗り越えていくのでしょうか。  

 

誰でもいろいろな壁にぶつかったり、  

人とのかかわりにつまずいたり、進む  

方向を見失ったりします。その時、心  

の支えとなるのが両親や家族との信頼  

関係、家族のぬくもりです。どんな状  

況にあっても、両親や家族から温かい  

眼差しで見守られている子どもは、それを支えにいやなこと

からも逃げずに踏みとどまり、困難なことにもきちんと向き

合い、前に進もうとするものです。  
 

親からまるごと受け止められていることが、大きな安心を  

生み、子どものエネルギーの源になります。不安そうにして  

いるときは、優しく声をかけ、何か言いかけてきたときは、

じっくり耳を傾けてやってくだ

さい。子どもはお母さんやお父さ

んに話を聞いてもらえることを

たいへん期待しています。いつも

自分を気にかけてくれる人が身

近にいることは、子どもにとって

とても心強いものです。  
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コラム  

 

   

    

優しい子、父母を大事にする子、人のために動く子、 

   そんな子に育てるためにどうしたらいいでしょう。  

 

親の後姿を見せましょう。 
     

・いつも笑顔で、ていねいに。  

・年寄り、弱い人、身近な人を大切にする。  

・地域のため、人のために役に立つ。  

・小さなことにも、感謝！感謝！感謝！  

・向かい合って、人の話、子どもの話に耳を傾ける。  

・責めないで話し合う。  

・比較しない。  

・社会のルールをきちんと守る。  

 

あたたかい家庭にしましょう。 
 

・大人の生活リズムと子どもの生活リズムは違う。  

・基本はやっぱり、「早寝 早起き 朝ごはん」。  

・朝のあいさつ「おはよう」が、生活にリズムを作る。 

・子どもの目に殺人、暴力、性描写シーンは触れさせない。  

・困難な問題に対しても、前向きにとらえる。  

・魔法の言葉は、「ありがとう」。  
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お母さん・お父さん、安心してください。「うちの子ども

は何もできないのです」なんて心配する必要はありません。  

子どもは皆、大きな可能性を秘めているものです。  

子どものちょっとした言動に、「すごい！」と驚くことが

あります。親バカと言われるかもしれませんが、とてもうれ

しいことです。大いに喜びましょう。ほめましょう。子ども

もまた、そんな親のことばや姿に自信をもち、むずかしいこ

とでも自分からすすんでやろうとしていきます。  

「親と一緒にさまざまな経験を積み重ねること」「目線を

合わせた親子の会話」「子どもの認められたい・負けたくない

気持ちを生かすこと」など意外にありふれたことが、子ども

の潜在能力をうまく引き出すとも言われます。  
        

「しなさい」「まだできないの？」  

なんて言わないで、ことばを少し  

変えてみてはいかがでしょうか。  

たった一言でやる気が変わります。  

「ありがとう」「よくできたね」  

こんなことばが、子どもにはとて   

も大切なことばになります。      

                       

子どもは誰でも大きな潜在能力や向上心・競争心をもって

います。それを大人がうまく手助けし、引き出してやると、

何事にも進んで取り組み、驚くほどの能力を発揮します。  
 

             
 

             どの子にも無限の力があります。  

私たち大人は､ほんの少しそれを手助けするだけです。  
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＜落ち着きがない＞  

・遊びが長続きしない  

・親と手をつないで歩かない  

・どこかに一人で行ってしまう  

＜特異な行動をする＞  

・頭をぶつけたり、腕をかむ 

・うつろな目で寝ころんでいる  

・オウム返しをよくする  

＜ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとりづらい＞  

・ことばの発達がおそい  

・一人遊びを好む  

・目が合わず、反応に乏しい   

＜気になる行動がある＞  

・かんしゃくがひどい  

・わけもなく他の子をたたく  

・極端な人見知りをする  

 

  

 

子どもの成長は誰もが同じということはありません。成長

には個人差があります。それでも、「どうしてうちの子は他の

子と違うの」「どうしてこんなことができないの」と不安を感

じることがあったら、できるだけ早めに地域の相談機関を活

用しましょう。もしも、お子さんに次のような行動が見られ

る場合は、発達障害の有無をチェックする必要があります。  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

万が一、障害があっても、早期発見、早期対応することに  

より、障害を軽減できることがあり、その後の可能性を広げ  

ることにつながります。まずは、専門家のアド  

バイスを受け、的確に状況を把握することが大  

切です。地域の支援体制も整備されていますの  

で、過度に心配する必要はありません。  
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「助けて」の一声を、うまくまわりに示すことができない

子どもがいます。でも、そのような子も体調不良を訴えたり、

今までにない態度や行動を示すことで、不安な心・傷ついた

心を外に向かって発信しているのです。  

                       

「わがままいうな」「ばかいってるんじゃない」   

「ずる休みするな」  「なにをぐずぐすしているの」  

                      

子どもの出しているサインに気づかずに繰り出される厳し  

いしっ責や励ましの一言は、悩み苦しむ子どもには、崖から

突き落とされるような言葉に聞こえます。それまで必死に耐

えていた心が一気にはじけ、突然の暴力・破壊行為・非行、

そしてときには自らの命を絶とうとするなど、思いもしない

行動をとることがあります。だからこそ、子どもの出してい

るサインを見逃さないようにすることが必要なのです。  

 

 
    
 
 
 
 

 

子どものサインを見過ごさないためには、素直に悩みをう  

ち明ける関係をつくること、感情にとらわれず冷静に子ども

の姿や行動を見極めることが大切です。そのためにも、乳幼

児期からの親子の信頼関係の形成がとても重要になります。 

禁

句  

＜子どもが見せるサインのいろいろ＞  

頭痛・腹痛・寝起きの悪さ・食事の変化・言  

葉の変化・すぐに興奮する・さ細なことでの  

激しい攻撃性・器物破損・成績の急激低下・  

身なりや頭髪の変化・部屋へ引きこもりなど  
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 コラム  

   

 

   「子育て」は、思い通りにいかずイライラすることの  

  連続です。「ちょっと、休憩」と思っても、子どもはそ  

  の心を見透かしたかのように、何かしらトラブルを起こ  

します。ささいなことでも親の思いと違う行動・言動を  

とれば、「この子は大丈夫？ 間違っている？」と心配  

になり、「どうしてうちの子だけ？」と思いがちです。  

 でも、これは「間違っている」のではなく、「違って  

いる」だけのように思います。  

 「間違い」は、「誤り・正しくないこと」であり、他  

に正解があります。法律に触れるようなことや人を傷つ  

けるようなことをしたら、それは「間違い」です。親の  

言葉で、「間違っている」と厳しく諭すべきです。  

 一方、「違い」は、ただ「同じでない」だけのことで  

す。積極性があるかないか、協調性があるかないかとい  

うようなことは個人差であり、成長に伴い変化もしてく  

るものです。  

親や大人の基準で子どもを見ていませんか。「違い」  

  に気づくと、子育てにも余裕がもてます。 

 子どもは一人ひとり違います。当然、子育ての仕方も  

違ってきます。さまざまな情報は目安にはなりますが基  

準ではありません。気になることがあれば、気軽に質問、

相談しましょう。子どもの個人差、そして個性を理解し  

尊重した上で、子育てを楽しみましょう。  
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親・家庭は子どもの心の港であり、港の近くの内海にあた

る幼稚園・保育園にこぎ出し、さらに小学校・中学校・高校

と次第に大海原に出て行きます。それは、常に帰ることので

きる母港があり、何かのときには救援船がやってくると信じ

ているからこそできるのです。  

 

＜温かい家庭の雰囲気＞    

お母さん・お父さんが子どもを受け  

止めるには、夫婦円満が欠かせません。  

お二人が口論し、いがみ合っていれば、  

子どもは親を信じ、自分の思いを安心  

して親にぶつけることができません。  

本音をかくしてしまいます。   

＜親子のけじめ＞  

  親と子は信頼関係を築きます。しかし、親と子は別々な  

存在です。信頼関係の上に立ち、親は子どもの思いを大事  

にしながら、子どもの自立を後押します。  

          ＜親子の絆＞  

            息子は父親と、娘は母親と、それぞれ  

    同性として連帯感を抱きます。同時に、  

                   父親の中に優しい母親の存在を、母親の  

                   中に温かい父親の存在を見つけます。  
 

温かく、けじめある親子関係は子どもの成長や自立を後押

しします。しかし、この関係を築くには、親もその時々に、

親としてのあり方を学び、成長することが必要です。そうす

ることで、家族はさらに強い絆で結ばれるのです。  
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岩倉市子ども条例 

すべての子どもは、未来の社会をつくっていく、かけが  

えのない宝です。一人の人間として尊重され、健康に育ち

生きていくために、全ての大人から愛され、大切にされな

くてはなりません。まさに「みんなで子育て」です。  

岩倉市では、子どもたちが将来にわたって安心して暮ら

すことができるまちづくりを進めるため、「岩倉市子ども

条例」を平成２１年１月１日に制定しました。 

 

子どもたちに保障されている権利は… 

・子ども一人ひとりが尊重されること。（第４条）  

・遊び、学び、休息すること。（第５条）  

・夢を抱き、それに向かって挑戦すること。（第５条）  

・あらゆる暴力や犯罪から心身ともに守られること。（第６条）  

・愛情と理解をもって育まれること。（第６条）  

・平和な環境で生活できること。（第６条）  

・自分の意見や考えを表明する機会が与えられること。（第７条）  

 

１１月２０日は「岩倉市子どもの権利の日」です。  

その日を含む１週間は、子どもの権利を考える週間です。 

ぜひご家庭でも、家族みんなで、考えてみましょう。  

 

◆「岩倉市子ども条例」の全文は、岩倉市ホームページに

掲載しています。 http://www.city.iwakura.aichi.jp/ 
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おわりに 

 

 私たちの身辺では、「パソコン使用マニュアル」「災害時避難マ

ニュアル」「不審者対応マニュアル」等々、「マニュアル」という

言葉が様々な分野で飛び回っています。 

 マニュアルとは、いざという時に関係者が適切に動けるように

するための行動基準を示したものだと思います。言い換えれば、

ある問題に対する関係者の対応の仕方をルール化したものとも言

えます。だからこそ、明確で関係者が熟知していることがとても

大事なことになります。 

 ところが、マニュアルがあまりに強調されると、子育てでは困

ったことが起きてきます。例えば「友だちと遊べない」「学業成績

がふるわない」「親の言うことをきかない」などは、親にとって気

になる子どもの姿の一つですが、これらに対して「マニュアルど

おり対応すれば解決する」と考えてしまうところに、落とし穴が

あるような気がするのです。 

 子どもが気になる姿を示している時は、まず、子どもがその 

時にどんな気持ちでいるかをわかることが大切です。どうした 

ら子どもは変わるかという「方法」は、その後で、「あせらず、 

ゆっくり、一歩いっぽ」、考えればよいと思います。 

 「心が通じ合わないと人は変わらない、変えられない」は、 

子育ての長い歴史の中で培われた知恵ではないかと思います。 

 本冊子の底流にあるこのような子育ての考え方が、お目を通 

してくださる方々の参考になることを願っています。 
 
 

    岩倉市子育ち親育ち推進会議委員長 

                松尾 昌之 
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        お子様の名前  

  

お父さん           お母さん  

 

 

 

 

 


