


は じ め に

この世に誕生した時は立つことも話すこともできずただ泣いているだけに思える赤ちゃん

を、一人前の人間に育て社会に送り出す…。子育ては、楽しく、喜びにあふれ、時に悩み、途

方に暮れる、その繰り返しの日々であり、やがて子供が自律・自立して巣立っていくまでの

壮大な営みです。

しかし、少子化、核家族化、価値観の多様化、マスメディアや情報機器の進化に伴う育児

情報の氾濫、近隣との関係の希薄化等、現代の乳幼児とその保護者を取り巻く状況は、その

保護者の親が子育てをした時代とは変化しています。親として育つための学習は必ずしも十

分ではなく、赤ちゃんに触れる経験がないまま親になった若い保護者にとって、子育ての悩

みや不安はつきません。

子供を育てることには、それまでの人生経験だけでは対応できないことがたくさんありま

すが、最初の子供を授かった時は、父親も母親もいわば「１年生」。子供を育てながら、親も

親として育っていくものです。

特に乳幼児期は、豊かな心と人間関係の基礎が培われる時期です。

このスライド教材は、対人関係づくりの基礎になる「愛着」をはじめ、親と子供のやりと

り・コミュニケーションについてのアドバイスを、心理・発達に関する科学的な知見に基づ

き、図やイラストにしたものです。

赤ちゃんをどうやってあやせばよいのかわからない。

子供とどのように接すればよいのかわからない。

まだ私も遊びたいし、やりたいことがあるのに。

そんな不安や悩みを抱える「１年生」の保護者が、親としての一歩を踏み出し、次に進め

るように。親として子供と一緒に育っていかれるように。

日々の支援・指導に取り組む皆さんの、子供と保護者を見守る温かいまなざしと、笑顔を

思い浮かべながら、この教材を作成しました。

子供がいずれ社会に出てしっかりと生きていくことができるように、人間形成の基礎をし

っかり育てるために、家庭教育で大切なことを保護者に伝えるときに、この教材をご活用く

ださい。

平成２４年３月

東京都教育委員会
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教材Ⅳ作成委員からのメッセージ

この教材は、日頃、子育て支援にとりくんでいる私たちが

「子育てをもっと楽しんで！」

「子育てに“もう遅い”はないのです。」

「子供の歩みに寄り添いながらあせらず、ゆっくりとすすんでください。」

というメッセージをお届けしたくて、心をこめて作成しました。

子育てに少し疲れた親たちや保育の場で幼い人たちの育ちに力を尽くしている保育者の皆さまに

子育ての見方を変え、頑張りすぎない子育てのヒントをお届けしたいと思います。

子育ては一人で抱え込まず、まわりの人々と分かち合うものではないかと思います。

「教育」は「共育」、そして「協育」なのです。“教え育てる営み（教育）”は、“共に育ちあう（共

育）”、そして“父母や保育者、そして社会の人々と協力し合って大事な社会の宝を育てる営み（協

育）”なのですから。

この教材を、ご家庭や保育の場でご活用いただけることを願っております。

教材Ⅳ作成委員会

委員

粟 澤 稚富美

内 田 伸 子

黒 田 みどり

千 明 素 子

永 田 陽 子

（五十音順）
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教材の活用にあたって
この教材は、乳幼児期の親子のやりとりや絆づくりの大切さを、子供の成長・発達の観点から保護者

に伝えるためのスライド集です。子育ての相談に対するアドバイスや保護者会・学習会等で、保護者の

理解を助け、深める視覚教材としてご活用ください。

●教材の特徴●
１．巻末のCD-ROMに２９枚のスライドが、パワーポイント形式とPDF形式の２つの形式で保存され

ています。いずれの形式のデータも、プロジェクターを接続することで大きな画面やスクリーン

に投影することができます。また、必要なスライドを印刷することもできます。

【１枚のスライドを選び使用する】

�PDF版では、必要なスライドだけを選んで使用できます。連続して投影はできません。

【スライドを連続して投影する】

�パワーポイントは、プレゼンテーション（発表・説明）用のソフトウェアで作成したスライドで
す。話の流れに沿ってスライドを順番に投影したい時に使用できます。「スライドショー」機能

を使用すると、話の流れに沿って、必要なスライドを紙芝居のように連続して投影できます。ス

ライドの順序の変更（入れ替え）も可能です。

２．この「指導の手引」には、スライドごとに、趣旨、解説、投げかけの例、関連事項や関連するス

ライド等を掲載しています。投げかけの例 では、保護者に話し合いを促したり、考えるきっかけ

を提供する投げかけ方を例示しました。使用する際の参考にしてください。

３．この教材は、東京都教育委員会発行の保護者向け資料「乳幼児期を大切に」（写真）を詳しく説

明した内容です。

この資料を保護者に配布していただくと、話の内容を家庭でも振り返ることができます。この資

料は東京都教育委員会「乳幼児期からの子供の教育支援プロジェクト」ウェブサイトからもご覧

いただけます。

〔乳幼児期からの子供の教育支援プロジェクト ウェブサイト〕

http : //www.nyuyoji-kyoiku-tokyo.jp/
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保護者向け資料「乳幼児期を大切に」

※主に０歳児の保護者に配付しています



４．東京都教育委員会では、このテーマの他に以下のテーマで指導用スライド教材を作成しています。

いずれの内容も、本教材の内容と関連があるので、併せてご活用ください。すべての教材のスラ

イドと「指導の手引」全ページを、東京都教育委員会「乳幼児期からの子供の教育支援プロジェ

クト」ウェブサイトで提供しています。

乳幼児期を大切に ～心と体の基礎を育てるとき～ 指導用スライド教材

Ⅰ 脳と心の発達メカニズム ～五感の刺激の大切さ～

Ⅱ 生活リズムの確立のために

Ⅲ 運動能力の発達と「遊び」の大切さ ～運動遊びを通して育つもの～

Ⅳ ふれあって、親子の絆を（本教材）

●スライドの動作環境について●
�「PDF」のスライドを使用するには、パソコンに「Acrobat Reader」というソフトがインストー
ルされている必要があります。※インターネット上から無料でダウンロードできます。

�「パワーポイント」で使用するには、パソコンに「パワーポイント」のソフト（Mac版又はWindows
版）がインストールされている必要があります。「パワーポイント」は有料で販売されていますが、

編集はせずに表示するのみであれば、「ビューア」をダウンロードすることにより表示が可能にな

ります。「ビューア」はインターネット上のマイクロソフト「ダウンロードセンター」ホームペー

ジから無料でダウンロードできます。

●その他の注意●
�このスライドの著作権は東京都教育委員会にあります。スライドのイラストやグラフ等を許可なく
加工することはできません。

�「私的使用のための複製」など著作権法で著作権者の権利の制限を受けている場合を除き、この著
作物の無断複製・無断転載はできません。

�東京都内の幼稚園、保育所等が作成する「園便り」や保護者会資料等、配布の対象が限られていて
いる印刷物への掲載は、出典を明記し、スライドを加工しない限り、使用を許可します。使用の際

は、東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課にご連絡ください。また、作成物を一部お送りください。
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第１章
人としての出発 ～親子の絆が安全基地になる～

子供と歩む ～子育て中のあなたへ～

子供は、あどけない顔をして、私たち大人にたくさんのことを教えてくれます。大人には、

できない方法で。どこにその力が潜むのだろうと不思議です。

あなたの一番小さい頃の思い出は何歳頃のことでしょう？ 私たちは意外に子供時代を忘れ

ています。子供の育つ過程は、私たちの通ってきた道でもあります。子育てをしながら、自分

がどのように成長してきたかを目の当たりにすることができます。

何でも口に入れて確認する、両足で立った時の目の輝き、最初の一歩を踏み出した喜び、要

求が通らず場所を選ばないでひっくり返り泣き叫ぶ、「だっこ」と両手をあげて親の前に立ち

はだかり実力行使で抱っこを要求する、動く蟻を飽きずに見ていること…挙げればきりがあり

ません。一つひとつに私たちも心を動かしていました。

子供をよく観察してみましょう。“どんなことに関心をもつのか”“どんな風に感じるのか”

“それをどのように表すのか”子供のように心を自由にして向き合うと、驚きと発見がたくさ

んあると思います。私たち大人は結果だけを先取りし、知識で自分をガードして心を不自由に

していないでしょうか？

子供は飽きずに同じことを繰り返して、学びます。学ぶ時には、楽しさだけではなく、失敗

もあるでしょう。その失敗からも、工夫や忍耐や努力などたくさんのことを得ます。むしろ、

失敗からの学びの方が多いかもしれません。

大人が避けている課題を、子供があらわに示す時があります。例えば、夫婦間がぎくしゃく

している時に子供が問題を起こし、夫婦が協力しあわなくてならなくなるなどです。このよう

な時に、子供の力のすごさを感じます。その課題に向き合うのは、ちょっと苦しいけれど「親

の自分をトレーニングするチャンス」と捉えるのはいかがでしょうか？ でも、一人でするの

は、結構難しいものです。信頼できる人、地域の機関など自分にあった形で、周囲を活用して

いくことをおすすめします。

それぞれの家族なりに、“今”を一生懸命歩むことが、かけがえのない家族の絆を作ります。

楽しく嬉しい時ばかりとは限りません。苦労や悲しみ、時にはぶつかりを通して豊かな時が刻

まれると思うのです。人にも育児にも“完璧”はありません。架空の理想像を求めないでほし

いのです。不足の点や欠点を見たらきりがありません。小さなことでも“足りている点”“や

れている所”をみる癖をつけてみませんか。

小さな小さな命が細胞分裂を繰り返し、“人”となって誕生し、あなたとの出会いとなりま

した。せっかく出会えたのだから、子供やパートナー・家族との歩みが豊かになり、それがあ

なた自身のかけがえのない人生となることを願っています。

永田 陽子さん（北区育ち愛ほっと館専門相談員・臨床心理士）
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１．親も子も完璧でなくていいのです

このスライドで伝えたいこと
●「完璧（パーフェクト）な親でなくていい、
という気持ちで大丈夫ですよ」ということを
伝えましょう。
親が完璧な子育てを目指すことは、子供に
も完璧を求めてしまいがちです。完璧な親の
元では、子供も苦しいことがあるかもしれま
せん。「お子さんと一緒に、親としてゆっくり
育っていきましょうね」というメッセージを
伝えたいものです。

解 説
●初めての子育てで不安な気持ちやとまどいを親が抱えるのは当たり前です。

赤ちゃんのことがよく分からないために「正しい子育てのやり方を教わろう、しっかり子供を育てよう」と、少し

肩に力が入ってしまう親への、アドバイスの言葉の例です。

●子供には成長・発達の“伸びしろ”があります。自分で成長する力をもっているのです。

「自分が親として全てのことを完璧にしてやらなくては！」「いい親になろう！」と思うと、子育てが負担になって

しまったり、思い通りにならないことにいらだったり、子供の成長の速度を無理に速めたりしてしまいがちです。

しかし、本来、子供は、特別なことをしなくても親が子供と一緒に笑い、泣き、考え、行動するという時間を共有

するだけで、ぐんぐん成長していきます。

急がず慌てず、子供の育ちを待って、じっくり見守ることが大切なのです。

子供と言葉や表情でをやりとりして「心のつながり」を作ることについてアドバイスをするときに、急いで正解やマ

ニュアルを教わりたい気持ちの方がいたら、支援者からのメッセージとして使用してください。

スライド使用の例
●このスライドの中の言葉を順番に一つずつ紹介したり、１枚に一つのカードにしたりして保護者に伝えます。

●支援者の方が伝えたいと思うことを中心に、順番を工夫してください。

（キーワードを示す順番の例）

①親も「子供と一緒に 一歩ずつ」育っていくものです。

②子供の成長は行きつ戻りつですから「あせらず、急がず」、

③親は「のんびり構えて」、

④一人一人の子供のペースで「ゆっくり じっくり」、

⑤子供の「成長を見守る」気持ちで

⑥子供の持つ育つ力を信じて「育ちを待つ」こと。

⑦決して「押し付けない」ようにしてくださいね。
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２．子供は胎内にいるときから育つ力を持っています

このスライドで伝えたいこと
人間は、自分で成長・発達する力を

持っている存在だということを伝えま

す。

赤ちゃんは、胎内にいるときにもど

んどん発達して、やりとり・コミュニケー

ションをとることができています。

解 説

赤ちゃんは、胎内にいるときからすでに発達を始めています。

例えば、およそ１８週で聴覚神経が働き始め、外の音が聞こえるようになります。

この頃から語りかけることで、外の世界を開拓する準備になり、また、生まれてからの言葉の成長につながります。

また、母親の胎内で羊水に浸かって守られている状態から、生まれて外界に出てくると赤ちゃんの環境は劇的に変わ

ります。生まれてすぐの新生児は、自分一人では何もできないとても弱い存在で生まれてきます。しかし、赤ちゃんに

は適応力があり、外界からの刺激を受けて、神経系や体がどんどん育ちます。

スライドの説明

イラストでは、胎内の赤ちゃんに、両親が語りかけています。すでに聴覚神経が働き始めている赤ちゃんは、その声

を聞いています。

投げかけの例
●胎内でも成長・発達している子供のために、妊娠時にはどんなことをしてあげられるでしょう？

●どんな環境を整えてあげればよいのでしょう？

百年は生きよみどりご春の月 仙田 洋子

西村 和子「俳句のすすめ 若き母たちへ」より

生まれたばかりの赤ん坊を「みどりご」と言います。この世に生まれ出たいたいけないのち。健やかに、幸

せに、百年は生きのびて、と願うばかりの親心です。

（コメント：千明素子・教材作成委員）
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３．「心のつながり（親子の絆）」の成長・発達の道すじ

このスライドで伝えたいこと
他人との関係作りの基礎となる「親

子の心のつながり」は、乳幼児期にど

のように育つのか、その道すじを説明

します。

解 説

親子の絆に始まる他人との関係作りは、言語・非言語のコミュニケーションや社会的なやりとりを通して育ちます。

言語のコミュニケーションとは「会話」、非言語のコミュニケーションとは「表情のやりとり」や「スキンシップ」な

どです。こうした会話ややりとりが、「愛着」（※）を育てます。愛着が形成されることは、心の成長・発達段階の一つ

のステップです。

スライドの説明
●子供の成長・発達に伴う親子の「心のつながり」の道すじを、親子の距離の変化で表しました。

①（０歳）言葉がしゃべれず話ができない段階では、ノンバーバル（言葉によらない）コミュニケーションがとれる

身近な人・世話をしてくれる人（愛着の対象・多くの場合は母親等）と、べったりと密着しています。その人と離

れた時には不安になります。

②外に出てみると、お母さんからは離れずにぴったりくっついて（親の洋服の裾をつまんでいます）、周りの様子を

うかがっています。次には少し離れてすぐに戻る、この「行っては戻る」を繰り返して少しずつ外の世界に出て行

きますが、このとき、この「母親又は父親（愛着の対象）」の存在は子供にとって、外の世界と触れあうための「拠

り所」、すなわち安心・安全な「基地」の役割を果たしています。

③（３歳頃）言葉が話せるようになり、徐々に文法も獲得されたおしゃべりをはじめると、愛着の対象（このイラス

トでは母親）に“見守られながら”少し離れるようになり、家族以外の人とも会話ができるようになります。

④（５歳頃）談話の文法が獲得され会話ができるようになると同時に、物事のルールもわかるようになり、友達と遊

ぶ等、他人と関われるようになります。「拠り所」が心の中にあるので安心感をもって外の世界に出て行けます。

※赤ちゃんの愛着の対象は、必ずしも“世話をしてくれる”人ではなく、よく遊び、頻繁に社会的なやりとりをする

人に対して愛着の絆が結ばれますが、このイラストでは、多くの場合に愛着の対象となる母親とのつながりの様子

を描きました。

※愛着については、P６～７指導者向けメモ「愛着について」を参照してください。

関連スライド

スライド４「赤ちゃんの時に特定の人との絆を作ることが『愛着』」（Ｐ１１）
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４．赤ちゃんの時に特定の人との絆をつくることが「愛着」

このスライドで伝えたいこと
親子の心のつながり・絆について、発

達心理学の「愛着」の理論で説明し、愛

着形成の臨界期（最も高まる時期）の

かかわりのイメージをイラストで説明

します。

解 説

相手を大事に思う気持ちに支えられた絆を、発達心理学では「愛着」と言います。

「愛着」の発達において、赤ちゃんは、生後７、８か月頃になると、特定の人（多くの場合は母親か父親）と、意

思疎通のために独特のやり方でコミュニケーションをとるようになります。その特定の人は、赤ちゃんが発する「言

語」（身振りや声）を解読してくれるし、赤ちゃんが出すサインに応えてくれます。また、いつものお馴染みのやり

方で「話し」かけてくれます。この独特のやり方（コミュニケーションの手順）は、母子など、乳児と特定の人との

間でのみ通じるもので、見知らぬ人には使うことができず、意思疎通ができません。

こうした関係が心理的な絆であり、こうしたコミュニケーションをとれる関係にある人が愛着の対象です。

子供は、この心理的な絆を基盤にして、段階を経て他の人と人間関係を結ぶことを学びます。

スライドの説明
●おむつを交換しながら「さっぱりしたね！」と声をかけています。赤ちゃんはすっきりして気持ちが良くなったので

嬉しそう。おむつの交換が気持ちよく楽しくなると、自分の足を動かさずにじっとして協力してくれるようにもなり

ます。

●幼児がぬいぐるみを指差して「お話」しています。まだ「会話」はできないけれど、一生懸命声を出して「おしゃべ

り」しています。それにお母さんが答えています。

●お母さんが赤ちゃんに頬ずりをしています。これも親子のやりとりの一つです。乳児の頃は特に、抱っこする、頬ず

りする、やさしく撫でる、トントンたたくなどのスキンシップをとったり、笑いあう、見つめ合う、話しかける、歌

を歌う、子供の反応を見る、子供の言葉を聴く…など、いろいろな方法で赤ちゃんとやりとりができるのです。

メ モ
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愛着について

１．「愛着（attachment） ～対人関係や学習の基盤となる」

子供はまず母親（養育担当者）と社会的やりとりを通して心理的な絆をつくりあげます。相手を大事に思う気持ちに

支えられた心理的な絆、これが「愛着」と呼ばれるものです。母親や父親との愛着を基盤にして、子供は自分の世界づ

くりを進めていきます。母との心理的絆「愛着」は、将来の対人関係のモデル（内的ワーキングモデル）として機能し、

父親、同胞、祖父母や近所の人々との対人関係を築くモデルになります。

乳児の人に対する愛着行動として現れる行動としては、「定位」「信号」「接近」などです。「定位」とは、目で養育者

の姿を追ったり、養育者の声を耳で聞こうとする行動であり、「信号」は、人に注意を向けたことのしるしとして、微

笑する、声を上げる、手を上げて合図するなどの行動を指しています。また、「接近」とは、人に近づく、しがみつく、

後追いするなどの行動です。

愛着行動は、４つの段階を経過して発達していきます（※１）。

●第１段階（出生～１２週）：愛着の相手は不特定であり、生得的な反応傾向によって人に注意を向けたり、働きかけ

を行ったりします。

●第２段階（１２週～６か月）：接触頻度の高い人や、乳児と社会的やりとりをしてくれる相手に対して結びつきがで

きてきます。

●第３段階（６か月～２、３歳）：見知った人と見知らぬ人に対して明らかに識別して反応するようになります。い

わゆる「人見知り」と呼ばれる現象が観察されるようになります。また、母親がいなくなると乳児はパニック状態

に陥り、「ママ」と叫んだり、泣いたりすねたりなど混乱状態になります。

●第４段階（３歳頃～）：子供の認知能力や言語能力が発達して、母親の設定目標を推測し、「目標修正的パートナー

シップ」が成立するようになります。この段階の最初の頃は、子供は母親との関係を「安全基地」として、その活

動範囲を広げていきます。乳児のそばに母親がいれば安心感を抱いて、自分の世界を拡大していけるのです。この

頃は、「行って帰ってくる遊び」をするのが観察されます。母に守られている安全基地から外に向かって出ていき

ますが、すぐに不安になり、母親のところに戻ってきて安心するということを繰り返す儀式的な遊びであり、この

遊びが見られなくなる頃、いよいよ子供は自律・自立への道を進んでいきます。

（※１）ボウルビィによる愛着行動の発達段階 Bowlby,1976

小児科医で発達心理学者のボウルビィ（Bowlby,1969）が「唯一の人物に自己の愛着を向ける機会がなければ“人

を愛せない性格”が作られる」と述べて以来、母親（又は一人の養育者）への愛着と維持が正常な人格の成長に不可欠

であると考えられてきました。愛着の対象となる相手は、乳児の世話をする人に限られず、むしろ乳児とよく遊び、頻

繁に社会的やりとりをする人に対して愛着の絆が結ばれるのです

写真１

（写真１）７か月の双子のやりとり（Seven-month-old twins communicating with each other.）Twin babies characteristically become
closely attuned at an early age. (Photos by Jennifer G. Wishart．）乳児期の双子の赤ん坊は、特徴として波長を合わせるように近づ
いた。
★生後７か月の双子の会話（非言語コミュニケーション）双生児は最初期から密な社会的やりとりをして愛着を形成する。
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２．「愛着形成のコミュニケーション理論」（Bower 1977）

「人見知り」という現象は、従来、他の人を見ることで母親のいないことを思い出すことによって生ずる現象である

ととらえられてきました。すなわち、「母親が乳児のそばにいること＝快をもたらす」、逆に「母親が乳児のそばから離

れること＝不快を予期させる」という連合学習の理論で説明したのです。この説ですと、母親が乳児のそばから離れる

と乳児は不快を予期して「分離不安」に陥ることになります。人見知りは、この「分離不安」から派生したものである

と考えられてきました。

ところが、人見知りは１歳くらいの双子の赤ちゃん同士でも起こります。一方がもう一人を世話するとは考えられま

せん。また、分離不安の現象の対象は、必ずしも身体的な世話をしてくれる人に限らず、しばしば乳児とよく遊んでく

れる人であることも分かってきました。そうすると「母親＝快の予測」「母親不在＝不快の予測」という連合学習の理

論では説明がつきません。それに変わって、認知発達心理学者のバウワー（Bower, 1977）は、「愛着のコミュニケ

ーション仮説」を提唱しました。

乳児は誕生直後から身近な大人と非言語的な社会的やりとりをしており、生後１ヶ月頃には見知らぬ人と馴染みのあ

る人を区別するようになります。生後７、８か月頃になると、社会的やりとりの機会の多い相手（母親であることが多

い）と意思疎通のための「コミュニケーション・ルーチン（決まりきった手順）」を形成するようになります。このルー

チンは、その母子のみに通じる“個人的な”手順であるため、乳児は母親がいないときにはこのルーチンを使うことが

できず、見知らぬ人とは意思疎通ができません。そこで乳児は孤立することになります。見知らぬ人はその乳児の発す

る「言語（身振りや声）」を解読してくれず、馴染みのやり方で「話し」てはくれません。“応じてもらえるはず”なの

に応じてもらえない、というように、その見知らぬ人に対する期待が外れることが乳児に恐怖や不安を引き起こす原因

になると考えたのです。つまり、人見知りの源泉はコミュニケーションの不成立によるものと考えられます。公共的な

コミュニケーション技能であり、誰にでも通じる言葉を獲得すると、分離不安は減っていくはずです。

バウワーがこの推測を確かめるために分離不安がいつごろ出現するかを報

告した先行研究の知見を調べたところ、右のグラフで示したように、子供の

言語発達に呼応して分離不安は減少していくことがわかりました。語彙が増

え、文法も習得して文を話せるようになる２歳代では分離不安は減少します。

【グラフ】年齢に伴う分離不安の強さの変化

（The changes in intensity of separation anxiety with age. Bower,

T. G. R., 1977）このグラフは、複数の研究のデータを編集したものであ

り、グラフの曲線は、分離不安反応の変化の一般的な傾向と割合を示したも

のである。

（写真２）The response of an eight-month-old baby to a stranger's at-
tempts to communicate.（Photos by Jennifer G. Wishart．）コミ
ュニケーションをとろうとする見知らぬ人に対する、８か月の赤ちゃんの
反応
★見知らぬ男性が話しかけたときの８か月児の人見知りや不安はいつまで
も解消されない。
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５．親と子の信頼関係は、その後の対人関係の土台になります

このスライドで伝えたいこと
子供の対人関係の発達の土台には、母

親または父親との信頼関係によりつく

られる絆があることを、図で説明しま

す。

解 説
●子供の対人関係の発達を、同心円の広がりで説明します。

子供はまず最初に、身近にいて自分の世話をしてくれる特定の人（多くの場合は母親か父親）との絆（愛着）を作

り、それを基盤にして、段階を経て、他の人との対人関係を作っていきます。

スライドの説明
●図は、子供の対人関係の発達、社会とのかかわりの広がりを、同心円で表してみたものです。

中心（子供）に最も近いところにいるのは、多くの場合母親・父親です。その次の層に家族（姉妹、兄弟、祖父母

等）がいて、その外側には、幼稚園・保育園の先生や友達など日常的に会う人たちがいます。さらに一番外の層にい

るのが友達や地域の人（ご近所さん）です。

まず最初に中核の愛着関係が築かれます。これが子供にとって、安定した拠り所になります。

それを基盤として、対人関係がより広い領域に広がっていき、やがて社会の中に自分なりネットワークを作ってい

きます。

万緑の中や吾子の歯生え初むる 中村 草田男

西村 和子「俳句のすすめ 若き母たちへ」より

赤ちゃんの口の中にチラッと白いつぶ、あ、歯だ！と発見したときの感動。時は緑萌え出づる季節、赤ちゃ

んの歯の白さと山々、木々の緑のコントラスト。生命の力強さが一層感じられます。赤ちゃんの歯が、かわい

い口の中でまさに宝石のように誇らしく輝いています。

（コメント：千明素子・教材作成委員）
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６．人見知りは絆ができた証拠

このスライドで伝えたいこと
子供が人見知りすることで、周囲との関係

が上手く作れなかったり、我が子に手をやい

てしまう保護者がいます。人見知りは、対人

関係の基礎になる愛着の発達の一つのステッ

プであり、親との愛着がしっかり形成されて

いること、「人見知りは、お母さん（又はお父

さん）と仲良しの証拠」だということを伝え

ます。

解 説
１歳後半から２歳になる頃は、信頼関係のある特定の人（多くの場合は母親か父親）と離れることの不安度が高い時

期です。この頃、乳児が、自分に関わろうとする見知らぬ人に対する不安や恐怖から、緊張や混乱の様子や、泣いたり
逃げ出したりしようとする拒否的な行動が見られます。これが「人見知り」です。この様子は、個人差がありますが生
後７、８か月頃から見られます。
見知った人と見知らぬ人を区別して反応するこの「人見知り」が現れるこの時期は、愛着の発達の第３段階と考えら

れています。
お母さん又はお父さんは赤ちゃんと毎日一緒に過ごし、赤ちゃんの気持ちを読み取って世話をしています。二人の間

には、他の人には通用しないコミュニケーションが成り立っています。ですから赤ちゃんはお母さんと離れると、自分
の気持ちを分かってくれる相手がいないので、不安になって泣き出します。つまり、お母さんとのコミュニケーション
がしっかりとれているから、赤ちゃんは人見知りをするのです。
人見知りが激しいと「育て方に問題があったのかも」と自分を責めたり、知らない人に挨拶ができないからと子供を

叱ったりするお母さん・お父さんがいますが、育て方が悪いのではなく、きちんと育てているから、「お母さん（お父
さん）以外の人はイヤ！」とメッセージを発しているのです。
この時期を経て、やがて他人ともコミュニケーションをとれる共通手段の「言葉」が発達して会話ができるようにな

ると第４段階になり、「拠り所」の存在と離れている不安は減っていきます。

スライドの説明
●左側の絵は、子供にとって知らない人が顔を近づけたので、不安が高まって泣いて母親にしがみつこうとしている様
子です。これが人見知りの典型的な様子ですが、裏返して考えると、この行動は、母親に対する愛着がしっかり発達
している、母親との絆がしっかり結ばれていることの証とも言えます。

●右側の絵は、幼児同士が遊んでいる様子です。おもちゃを渡して仲がよさそうですが、このような様子は初めて会う
子供同士でも見られます。子供同士では人見知りをしません。

メ モ
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７．やってみよう、“赤ちゃんとの遊び”

このスライドで伝えたいこと
０歳～１歳の赤ちゃんとは、遊ぶこ

とが大切なコミュニケーションになり

ます。

０歳～１歳の赤ちゃんと、向き合っ

てできる簡単な遊びを紹介します。

解 説
０歳～１歳くらいの赤ちゃんは、大人が顔や手を動かすと、じっと見て覚え、やがて自分でやろうとします。この遊

びが赤ちゃんとのコミュニケーションになっているので、赤ちゃんと目を合わせて、喜んでいたら繰り返してやってみ

せてあげてくださいね。赤ちゃんはゆっくり反応します。

スライドの説明
《れぇろれぇろ》
�やり方：「れぇろれぇろれぇろ」と歌いかけながら、上唇をなめるように、舌を左右にゆっくり動かします。そし
て、赤ちゃんが返事をしやすいように、少し待ちましょう。

�親が見本を示し、少し待っていると赤ちゃんはじーっとみて真似をします。例えば、口をあける、口の中で舌をあ
げる、舌を出すなどの動作をします。

�これ以外でも、赤ちゃんが注目する単純な動作で遊べます。
�人とやり取りの遊びをすると、赤ちゃんの模倣する力が伸びていきます。そして、赤ちゃんの心が安定します。何
より赤ちゃんと一緒に遊べると、大人が嬉しいですね。

《にぎにぎ（手遊び）》
�やり方：「にぎにぎ」の歌にあわせながら、手を開いたり閉じたりします。
�動作を見せたら、赤ちゃんの様子を見てください。腕を動かしたり、口をあけたり、声を出す赤ちゃんもいます。
一生懸命、コミュニケーションをしているのです。

�赤ちゃんが喜んでいたら、繰り返して遊んで楽しみましょう。
�イラストでは、お母さんが両手で「にぎにぎ」をしていますが、両手の動きを見ることは赤ちゃんには難しいこと
なので、最初は片手でやるとよいです。

●お座りができるようになったら、拍手をしながら「ぱちぱちぱち」や「じょうず、じょうず、じょうず」等の言葉か

けも遊びになります。赤ちゃんがまねをした時には、大いに楽しんでください。
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８．対人関係づくりと言葉の発達

このスライドで伝えたいこと
他人との関係作りには言葉の発達が

関係していることを伝えます。

※言葉の発達については、第２章で詳

しく説明します。

解 説
愛着の発達の第４段階・最終段階は、会話をして他人とコミュニケーションがとれるようになり、少しずつ、親と離

れていても大丈夫になる、子供が外の世界に向かっていく時期です。

他人とのコミュニケーションはその後の人生に欠かせないスキルですが、その多くは言葉を介して行われます。です

から、言葉の成長・発達は他人との関係作りの要（かなめ）とも言えます。

スライドの説明
●子供は、５歳くらいまでの間に、言葉の発達にともなって、人との関係が変化します。

０歳………まだおしゃべりはできませんが、まわりの声をよく聞いています。
１歳半……「知らせる」お母さんに単語で話しています。
２歳………「自己主張」自分の気持ちを言葉で伝えます。
３～４歳…やりとりのための「会話」ができるようになります。

関連スライド
言葉の発達とコミュニケーションについて、詳しくは第２章を参考にしてください。

スライド１３「言葉の力はやりとりを通して伸びていきます」（P１８）

スライド１４「言葉かけは対人関係の基礎 やりとりをして育ちます」（P１９）

スライド１５「ちゃんと会話ができるようになったら」（P２２）

指導者向けメモ

「言葉の発達のすがたとコミュニケーション」（P２０～２１、２２）
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地域で子育てを支えるみなさまへ

「子どもたちが変わってきた」「最近の保護者は…」

ときどきそのような言葉を保育や子育て支援関係者から耳にします。そして私自身も子育て

ひろばで多くの保護者と出会い、このように感じることがありました。

例えば、泣かない赤ちゃんは手のかからない子だと喜ぶ母親がいました。また、自分を好き

になれない母親。自分の気持ちが最優先になってしまう母親にも出会いました。子どもの失敗

は子どもの責任、私には関係ない、と責められることに敏感になっている親もいるかもしれま

せん。他人をにらむ子ども、幼いながらにストレスを抱えている子どもも少なくありません。

“困った母親”“気になる親子”とひとくくりで見ていませんか？ でも、よく考えてみれば、

人はそれぞれ性格も育った環境も違います。「最近の保護者は…」の言葉の裏に、“もっとこう

してほしい”ということを望みすぎてはいないでしょうか？ 出来ない親子と思い込んではい

ないでしょうか？

多くの保護者は、「我が子には社会の中で幸せになってほしい」と望んでいるのに、ではど

う育てたらいいのかということは分らないのだと思います。だから思い通りにならないと悩ん

だり、イライラしたり焦ったりしてしまうのです。保護者も自信を失くしているかもしれませ

ん。心細い思いをしているかもしれません。私には「気になる親子」は「私を見て欲しい」と

いうSOSを出しているように思えます。

親も子どもも完璧でなくていいのです。そして、親も子どもも“ありのままの自分を認めて

ほしい”と思っています。

「大丈夫」「自信をもって」という言葉だけでは励みになるかどうか分かりません。だから、

私たちも一緒に子育てをしていきましょう。

そしてこのスライド教材を使用し子どもの発達を理解すること、愛着の大切さを伝えること

で、迷っている保護者たちへの手引きになればと思っています。

私は、この教材の作成に携わらせていただいたことで、とても多くの事を学びました。

「指導の手引」には、私たちの思いもぎゅっとつまっています。ぜひ、多くの保育、教育施

設関係者の方に活用していただき、保護者の方へと伝えて欲しいと願っています。たくさんの

笑顔をそえて。

粟澤 稚富美さん

（日野市立駅前ミニ子育て応援施設 子育てカフェモグモグ責任者）
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第２章
子供の発達の姿を知って、適切なかかわりを

～どんな育て方が子供を伸ばすのでしょう？～

頑張り過ぎないで
子を憂しとおもふときあり猫柳 大石 悦子

子供って本当にかわいいな、と思いながらも、相手は生きていて、こちらの願うようには
動いてくれないもどかしさ。こんなに小さい人間に振り回されている自分、時には“子供なん
てうっとうしいな、子供がいなければ自分の好きなことを思い切りできるのに…”と思わない
母親はいないでしょう。いつも思っているというのではなく、この俳句の「猫柳」という季語
からは、とくに春先の気持ちが何とも不安定なころの母親の偽らざる感情がうかがえます。“子
を憂し”と思う時があったとしてもそれは特別な人の、特別なことではありません。

子供を育てるということは、古今東西親となった誰もが行ってきた、暮らしの中でのあり
ふれた営みです。しかしながら、昔の人たちが難なく、悩みなく行ってきたということはなく、
いつの時代、いずれの地域においても、子供を育てるということは、様々な葛藤を抱え、負担
を感じることもあったでしょう。まして、現在はかつての大家族の世帯や色濃い地縁関係の環
境とは異なり、核家族化が進み、一層人とのかかわりが薄くなっている中での子育てです。今、
子育て中の皆さんの中には、子供だけを相手に閉ざされがちな日々を送り、育児に迷い、心細
い思いをしている方も少なくないと思います。

毎日の子育て、思わず肩に力が入っていませんか。とりわけ初めての子供を育てるとなる
と、すべてが手探りの連続かもしれません。“なぜ泣き止まないの？”“なぜ寝てくれない
の？”“なぜ食べないの？”“なぜ…？”と、悩むことが多い分、心配や不安を何とかしようと
焦ったり、イライラしたり、落ち込んだりなど、でも、これではいけないと、懸命に頑張って
いるのではないでしょうか。

頑張り過ぎないこと、とくに自分一人で子育てを抱え込まないことです。家を一歩出れば
地域には子育ての支援機関（保健所、子供家庭支援センター、子育てひろば、保育所、幼稚園
など）があります。そして多くの専門家がいます。どうぞ大いに頼ってください。
また、お子さんの定期健診の場には同じように子育て中の仲間が集まります。あなたの子育
て仲間を増やすこと。そのためには、そこではケータイから視線を外し、子供を連れた人に眼
差しを向けましょう。そして、思い切って声を掛けてみましょう。「今、どのくらいですか？」
「お子さん、何という名前ですか？」

世界に何十億の親たちがいる中で、極々微かな確率で巡り合った親同士なのです。同じ時
代を生き、同じ地域で、同じような幼い子供を育てている親同士の出会いを大切にして、互い
に声を掛け合い、支え合い、子育て仲間としてのつながりを築いて頑張り過ぎない子育てを心
がけましょう。

千明 素子さん（台東区立教育支援館生活指導相談員・元公立幼稚園園長）
※俳句 西村和子「俳句のすすめ 若き母たちへ」より
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９．子供と向き合ってやりとりしよう

このスライドで伝えたいこと
赤ちゃんとの“やりとり”をしない

お母さん・お父さんは、言葉を話さな

い赤ちゃんには話しかけなくてもいい

と思い込んでいるのかもしれません。

具体的な場面を取り上げて、子供に

応えるやりとり・コミュニケーション

についてアドバイスします。

解 説

人間の赤ちゃんはミルクや母乳を「休み飲み」します。このときの「もういっぱいかな？」などというやりとりが、

最初の会話です。赤ちゃんの様子を見ていないとわかりません。

赤ちゃんがしゃべれなくても、あやしたり、おしめを替えたりするときに、どんどん話しかけてあげてください。こ

の話かけが言葉の準備になります。

授乳は、赤ちゃんとお母さんだけの貴重なコミュニケーションの時間です。赤ちゃんが静かにしているから…と携帯

電話を見ていると、子供とは目が合わず、やりとりの機会を逃してしまいます。また、どれくらい飲んだかという様子

も見逃してしまいます。

ヘッドフォンステレオも同じです。そのとき、子供とのコミュニケーションが途切れています。本当に必要な時以外

は、携帯電話はお休みして、子供に注意を向けてください。

親のほうから発信したことを子供が受け取っている（やりとりできている）ことがわかると、子供とのやりとりがう

んと楽しくなります。

イラストの説明

�左の絵では、ミルクやおっぱいをあげながら、目を見て話しかけています。飲むのをちょっと休んでいる赤ちゃんに
「もういっぱいかな？」と話しかけると、また飲み始めたりします。これがやりとりになっています。

�一方のお母さんは、子供を抱っこしながら携帯電話の操作に夢中です。これでは、子供の様子を見たり、会話をする
機会をなくしてしまいます。子供の表情も不満げで、困ったような顔をしています。

投げかけの例

子供が何かを話しかけたり訴えている時（それが意味のある言葉でなかったとしても）、無視していたり、携帯電話

を操作しながら答えたりしていませんか？

ミルクやおっぱいをあげながら、携帯電話を操作していませんか？

自分の気持ちに応えてもらえなかったら、子供はどんな気持ちになるでしょう？

この左側の赤ちゃんの気持ちをみんなで考えてみましょう。

関連スライド

スライド７「やってみよう、“赤ちゃんとの遊び”」
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１０．子供の時間はゆっくりです 子供が育つペースに合わせて

このスライドで伝えたいこと

大人は、子供のやることが待てず、せか
したり、あせったり、イライラしたりしが
ちですが、子供が育つペースはゆっくりで
す。ゆっくり、ゆったりだと、子供もいろ
いろなことを経験でき、理解できるもので
す。効率的・合理的な子育てをするのでは
なく、子供が育つペースに合わせること、
子供の育つゆっくりなペースでかかわるこ
とを伝えましょう。

解 説

子供が見たり、聞いたり、匂いを嗅いだり、手で触ったりして受ける刺激が、成長・発達の栄養になります。寄り道

も、子供には大きな意味があるのです。時間を気にして急がせることは、好奇心の芽を摘んでしまうことにもなってし

まいます。

子供の時の成長していく時間は、季節の移ろいを感じて楽しんだりしながら、ゆっくり流れていきます。また一人ず

つの成長・発達のペースも違います。成長は行きつ戻りつ。子供の育つ、ゆっくりなペースで関わっていきましょう。

イラストの説明

買い物の帰り道に、子供が蟻の行列を見つけたようです。

子供の目線は大人より低いので、大人は気づかないような足元のものにも目が行きますね。子供は興味津々で蟻の動

きをじぃーっと見ています。好奇心があふれている瞬間です。

�左の絵は、ニコニコと笑顔で見守っているお母さん。子供が探検や発見、体験することに付き合って、一緒に楽しん
でいる様子です。

�右の絵の、手を引っ張って先を急ごうとするお母さんは、困った顔をしていますね。夕飯の時間が気になるのでしょ
うか。子供の顔も口がへの字で残念そうです。

●このような力が育っています

いろいろなことやものに興味や関心を抱き、じっくり見つめ、疑問を抱くことは、学校での学習の基礎になるだけで

なく、人生を豊かに過ごす上でとても大切なものです。

これらの発見、探検、観察、探索する力は、子供のゆっくりなペースで育ちます。大人が敷くレールの上に子供を乗

せて電車のように前だけを見て走らせる…そのような関わり方では、発見、探検、観察、探索して好奇心や感性を伸ば

す時間がありません。

時間が気になるときもありますが、子供の様子をよく見て子供の興味・関心が湧き起こっているような場面では、ぜひ、

手を出さずに見守り、大人も子供が見ているものに一緒にまなざしを向けてみるようにアドバイスしてください。
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１１．子供のやっていることには一つも無駄がないのです

このスライドで伝えたいこと
成長・発達の過程での子供の行動は、

大人にとっては一見意味がなく、忙し

い親にとってはイライラの種になって

しまいがちですが、どんなことでも成

長・発達のステップとして意味がある

ことを伝え、子供への関わりについて

アドバイスします。

解 説

子育ては、合理的に割り切れることばかりではありません（むしろ少ないと言えるでしょう）。

大人にとっては意味がない、時間の無駄なことでも、イライラしないで、止めさせるのではなく安全にやらせてあげ

るようにしましょう。

汚れたり散らかったりしてイライラすることもありますが、「後できれいにすればいいか」「取り替えればいいか」と

考えてはどうでしょう。ただし、とがったものを避けるなど安全には配慮してあげてください。

イラストの説明

わけのわからない絵を描いたり（はみ出して床にも描いてます）、水溜りがあれば喜んで入ってぴちゃぴちゃと跳び

はねたり、木の実を並べてみたり、棒を振り回したり、ちょっと段差があるとすぐに登ってみたり、穴ぼこがあれば指

を入れてみたり…

大人にとっては、汚れるし、時間の無駄と思えるようなことを、子供は本当に楽しそうにやっています。

このとき、子供は感覚をフルに稼動させて新しいことを取り込んでいます。

一見無駄なことのように見えても、次の発達への準備になっている、次の発達のためにやっていることなのです。

このイラストのほかにも、例えば、１歳半頃、「行ってきます」「ただいま」の遊びをします。何度も繰り返すので、

大人は飽きるし付き合うのに疲れてしまうかもしれませんが、子供にとってはちょっとだけ安心できる親の元を離れて

みる、という意味のあることなのです。
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１２．子供の様子をよく見ましょう

このスライドで伝えたいこと
子供とのコミュニケーションでは、親

のほうが子供をよく見なくてはやりと

りになりません。その意味でも、子供

の様子をよく見ることが大切だという

ことを伝えましょう。

解 説

子供の「泣き」を聞き分けるのは難しいことですが、子供の様子をよく見ると分かってきます。ぐずり泣き、甘え泣

き、おむつが濡れている、嘘泣きなのか、深刻な事態なのか。何かしらの理由があって泣いているので、子供の様子を

見ているとその答えがわかることが多いのです。答えは子供が教えてくれるとも言えます。

イラストの説明

２歳ぐらいの子供が、積木が崩れて大泣きしています。小さな積木の上に大きなものを乗せたので崩れてしまったよ

うです。このように、子供は何かをしたいのにできなくて泣くことがあります。

子供の気持ちのスタートは「自分で作りたかった」という気持ちです。それがうまくできなかった時、様子を見てい

ないとこの達成感へのサポートがうまくできません。

イラストでは、お母さんがその様子を見て、（小さいのを下に置いたから崩れちゃったのね）と気づきました。そし

て、「こうしたらいいんじゃないかな？」と提案しています。

●子供の様子をよく見ることは、子供が成長してからも生きてきます

この時期の子供への観察力、感受性は、将来にわたって大切です。子供に対するこの関わり方の積み重ねが、成長し

てからも生きてきます。例えば、学校に行くようになってからも、学校から帰ってきた子供の様子の変化に親が気づ

くような力になります。

風邪の子の息いくたびか確かめぬ 細谷 喨々

西村 和子「俳句のすすめ 若き母たちへ」より

子供の風邪引き。大きくなるまでに幾度も繰り返されます。高熱が続き、息づかいもつらそう。寝顔を見

ながら、息づかいを確かめ、早く元気になってほしいと願う親の切なる姿です。

（コメント：千明素子・教材作成委員）
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１３．言葉の力はやりとりを通して伸びていきます

このスライドで伝えたいこと
子供と向き合うことの第一歩、言葉で

のコミュニケーションの大切さ、特に言

葉を話す前の赤ちゃんの時の“やりと

り”は、その後の言葉の力を育てるの

で、しっかり向き合って話しかけること

が大切であることを伝えます。

解 説
●言葉のない時期でも、目と目や表情のやり取りが言葉の力の基礎を育てています。

日本には、昔から感情を表す赤ちゃんの動作（ベビーサイン）があります。

「イヤイヤ」、「じょうずじょうず」、「見てよ～（パチパチ）」など。特に０歳の赤ちゃんでは、「名詞」のサインよ

りもこちらのやりとりが大切です。ものの名前（名詞）はいずれ言葉が出てきます（その頃には赤ちゃんではなくな

っています）から、「あれは○○よ」と物の名前を正しく教えるのではなく、共感的なかかわりを大切にしましょう。

赤ちゃんは会話ができないからと、親が話しかける機会が少ないと、子供は人の声に鈍感になってしまいます。言

葉を作るための基礎を無くしてしまいます。

イラストの説明

左の絵では、ご飯を食べながら、「おいしいね！」と共感的に関わっています。子供はまだ上手に単語が言えない年

齢です。この頃は、このように気持ちを分かち合って笑顔で会話（やりとり）することが大切なのです。

一方、右の絵では、ベビーカーの中の子供が犬を指差してお母さんにお話をしているのに、お母さんは携帯電話の操

作に夢中で気づいていない様子です。

単語が出始めた１歳半頃は、その単語で大人に「知らせる」のが会話の形です。こんな時は、携帯電話は少しお休み

して、子供との会話を楽しんでください。会話をすることで親子の絆も深まり、言葉の力も育ちます。

メ モ
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１４．言葉かけは対人関係の基礎 やりとりをして育ちます

このスライドで伝えたいこと
子供がおしゃべりができるようにな

る頃の、言葉のやりとりについてアド

バイスします。

解 説

２歳を過ぎる頃、おしゃべりができるようになると、自分なりの理屈で主張する時期です。

何かを思いつくと「…だから、…なの！」と理由を言ったり、自分の気持ちを主張したりします。やがてストーリー

作りができるようになり、３歳くらいになると、想像したことを盛り込んだ物語も話すようになります。

考えたことや想像したことと現実の区別ができていないので、何が起きたかを話そうとしたときに創作したストーリー

が入り込んでしまうことがあります。大人から見ると「嘘をついた」ように思えることもありますが、この頃は、「嘘」

とはどういうものなのかが分かっていないので、「嘘をつくような子供に育てた覚えはない…」と心配したり思い悩ま

ないでも大丈夫です。「おかしいよ」「そんなはずないでしょ」と叱ったりすると、かえって子供は混乱してしまいま

す。そのように言ってしまった子供の気持ちに寄り添いながら丁寧に問いかけて、こうしてほしい、と親の気持ちをメ

ッセージにして伝えるとよいです。

また、しつけだと思って、きつい言葉、ネガティブな（否定的な）言葉をかけている保護者がいるかもしれません。

この頃には、親の言っていることを理解できるようになりますから、「だから言ったでしょ？」「やっぱりできないじゃ

ないの」等のマイナスの言葉かけをしないように心がけましょう。

イラストの説明

子供は大人にとっては「？（はてな？）」と思うようなことを話すことがあります。

このイラストは、新聞のコラムへ投稿されたお子さんの会話のエピソードから作りました。夕方、散歩をしていて、

夕焼けが空一杯に広がっているのを見て感動したお子さんが、家に帰ってから満月を見つけて、こう言ったそうです。

それを聞いているお母さん、お父さんの言葉を想像して創作してみました。

お母さん、お父さんは、共感して受止めるような会話をしています。「違うよ、あれはお月様だよ」などと訂正はし

ません。心では（そうか、そんな風に見ているんだ）と、子供についての発見もあるようです。

こうしたやりとりが、言葉の力と共に、のびのびとした発想、「なんだろう？」の気持ち、感動したり共感する心等、

見えないけれど大切な力を育てています。
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言葉の発達のすがたとコミュニケーション（その１）

●おっぱいのリズムは会話のリズム

おっぱいやミルクをあげるときにお母さんと赤ちゃんは「会話」をしています。赤ちゃんはおっぱいを吸ったら休み、

休んでからまた吸うという具合に“休み飲み”をします。赤ちゃんが休んでいる時には、お母さんが「よし、よし」「も

うお腹いっぱい？」と声をかけたり、赤ちゃんをゆすったりする光景がよく見られます。赤ちゃんがおっぱいを吸い、

休むとそれに応えるようにお母さんが声をかける。この繰り返しこそ、赤ちゃんとお母さんとで作る会話のリズムなの

です。このリズムは、赤ちゃんが話せるようになった時に自然と受け継がれていきます。

●話せる前は「アイコンタクト」で以心伝心

何も話さない赤ちゃんに不安になった時は、ぜひ赤ちゃんの顔を見ながら「べー」と舌を出してみてください。繰り

返しているうちに、赤ちゃんもしだいに口もとをもぞもぞと動かし始め、かわいい下をちょろりと出します。コミュニ

ケーションとは、話しかけるだけではなく、こうした表情のやりとりからも生まれるものです。

３か月を過ぎると、お互いに見つめ合うようになります。このとき「アー」「マ、マ」など声を出してお母さんの注意

をひきつけようとするので、「なぁに？」「ママだよ」など、簡単に話しかけてあげると赤ちゃんも安心するでしょう。

６か月過ぎにはお母さんの目の動きを追いかけて、一緒に同じものを見ようとします。赤ちゃんはお母さんとコミュ

ニケーションをとりたくて、うずうずしているのです。それに気づけは、赤ちゃんといろいろな遊びが楽しめます。

１０か月頃になると、赤ちゃんは「問い合せ」をするようになります。たとえば、赤ちゃんと一緒に散歩に行ったと

き、前から犬が歩いてきたとします。それに気づいた赤ちゃんはびっくりしてママの顔を見て「あれなに？」というよ

うに問い合わせるような表情をします。そんな時はお母さんは「大丈夫、ワンちゃんよ」と答えてあげてください。

●言葉を覚えるには「やりとり」は必要不可欠

赤ちゃんは６か月を過ぎると「バ、バ、バ」とか「アウアウ」など、母音と子音から成り立つ音声を発します。これ

を喃語（なんご）といいます。喃語はたいてい赤ちゃんがごきげんなときに出てきます。このとき「そうだね」「ごき

げんだね」とどんどん話しかけてあげると、赤ちゃんは喜んで「アー」「ダー」と答えます。赤ちゃんの、言葉になる

前の「言葉」に答えてあげてください。

７・８か月になると「日本語らしい」音声を発するようになります。まるで話しているようなリズムとアクセントで

「アウアウアウアウア」と長く言い続けるので、おしゃべりをしているように聞こえます。赤ちゃんは周りの大人の話

し声から、音を聞き取っているのですね。

１０か月ごろから「マアマ、パアパ」とはっきりと相手に向かって呼ぶように言葉が出てきます。この頃になると、赤

ちゃんが何を望んでいるのかが分かるようになってきます。赤ちゃんが「ダー」と言いながらおもちゃに手を伸ばした

ら「クマさんが欲しいの？」という具合に声をかけながら渡してあげてください。スープをあげるときに「熱いからフー

フーしようね」と声をかけてもいいでしょう。話しても分からないから、と話すのをあきらめるのでなく、世話をしな

がらどんどん話かけましょう。赤ちゃんは周りの大人とやりとりをしながら言葉を覚えていくのです。

●言葉の間違いは訂正しないで

１歳半ぐらいから、「ママ、クック」のように、二つか三つの言葉を続けて話すようになります。やがて「ママのク

ック」と、二つの言葉をつなげるのに「の」を使うようになります。「の」を使えるようになると、全てのつなぎに「の」

を当てはめていきます。「白いのお花」のように、大人が使わないような言い回しをすることもあるでしょう。きちん

と話せないからといって、言葉が遅いわけではありません。子供は「パパのカバン」のように、二つの言葉をつなげる

間には「の」をつけるという規則を覚えたから、それを使ってみているのです。もし、ここで間違いを正したり、「白

いお花、はい、言ってみて」と繰り返し言わせてみても、自分で作り出した規則をすぐに変えることはできません。ま

だ大人の言葉と自分の言葉の違いを分かるレベルには至っていないのです。

また、せっかく話せるようになったのに、それを訂正されてばかりいたら、子供も話す気がなくなってしまうでしょ

う。言葉の発達に大切なのは、まわりの大人がおおらかに受止めて共感してあげることです。子供が「ワンワン」と言

ったなら、「大きいワンワンだね」「ワンワン鳴いてるね」と、子供が何を言いたいのかを汲んで、言葉を添えてあげる
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ようにしましょう。

そうやって、お母さんやお父さんと「話したい」という気持ちを育てれば、家庭で家族と話したり、保育園や幼稚園

で友達と遊んでいるうちに、自然と正しい言葉の使い方を覚えていきます。子供とゆっくり、楽しい会話を交わすのが

一番の言葉の練習なのです。

●「わかる」と「話せる」には時間差あり

１歳の誕生日頃から、赤ちゃんの発する声は、ものや事柄との結びつきが強くなって言葉らしくなってきますが、言

葉を覚える時には、耳で聞いてわかるようになるのと、声に出して話せるようになるのには時間差があると知られてい

ます。耳で聞いて分かるようになるのが先で、話せるようになるのはその後です。生後１６か月で理解できる言葉は１８０

語ぐらいあるのに対し、話せる言葉は６０語ぐらいで、かなり差があります。

いろいろなものを同じように呼ぶことは、子供が言葉を覚える途中によくあるケースです。一つには舌や声帯の発達

が十分でないという理由があります。また、頭の中では、ものやことについて分類したり、似たものを集めたりして、

知識を整理しているのです。

言葉を覚える時期やスピードは、個人差が大きいので、他の子供と比べたり育児書を読んだりして不安になる親も多

いようですが、お母さん・お父さんの呼びかけに反応して身の回りのものに興味を示しているようなら、まず心配はあ

りません。

●言葉が少ない子は「おしゃべり準備中」

周りの子がどんどん話し始めると、「うちの子は話す言葉が少ない」と心配になる保護者もいることでしょう。しか

し、話し始めるのがとても早い子も、とてもゆっくりな子もいます。幼稚園に入ってしばらく経ってから急に話せるよ

うになる子もいます。言葉が少ない子は、大人の言葉や会話を聞きながら体の中に言葉をためて、話すための準備をし

ていると考えてはどうでしょう。なかなか言葉が増えない子でも、お母さん・お父さんの言うことに興味を示したり反

応しているなら心配はありません。子供が何かができるようになるには、その準備期間がありますし、後戻りすること

もあります。言葉も同じです。もう少しの間見守って、大人は積極的に話しかけたり遊んであげましょう。

●「イヤイヤ」は初めての自分のアピール

「やー」「イヤ」「イヤイヤ」は、１歳の終わり頃から子供がよく口にする言葉です。多くの保護者が経験する悩みの

一つですが、子供の成長・発達にとっては重要な意味があります。このように反抗してみせるのは、「自分」という存

在を意識し始めたサインなのです。お母さん・お父さんの言うことを聞かずに「イヤ」ばかり言うのは、両親とは違う

「自分」をアピールしようとしています。

一日中「イヤイヤ」といわれるとイライラするし、毎日続けばうんざりして「勝手にしなさい！」と放り出したくな

ります。そんな時は気持ちを切り替えて「好きなようにやってみて」と子供に任せてみるのも一つの方法です。この時

期の子供は自分でやろうとしてもなかなか上手くできず、イライラしたり失敗して泣いてしまうでしょうけれど、それ

も子供の成長には欠かせない経験です。この時、失敗を叱ったり、誇らしげに「ほら、ごらんなさい」等と言うのはタ

ブーです。子供は傷ついて二度とやろうとしないかもしれません。「残念だったね」と共感したり「次はできるんじゃ

ない？」等と励ましましょう。子供は何をするにも時間がかかるものですから、あせらずに、子供の気持ちを汲み取り

ながら、おおらかな気持ちで心の成長を見守ってください。

●自己主張をはじめる２歳からの子供とのコミュニケーション

子供がコップを割ったりおもらしをしたりという失敗をしてしまったときに、つい問いただしてしまいますが、それ

は子供を追い詰めることになってしまいます。自分のしたことの理由を考えて話せるようになるのは、５歳半くらいか

らです。２歳くらいの子が「だって…だもん」と理由を説明するような話し方をすることがありますが、これは、自己

主張をしているのであって、理由を考えて説明しているわけではないと思ってください。「どうしてこんなことしたの」

と問い詰めるような聞き方は、子供を追い詰めてしまい、泣き出して止まらなくなるとさらにイライラすることになり

かねませんね。まずは「怪我はしなかった？」「着替えようか」と子供を案じる言葉をかけて、その後で言い聞かせれ

ば素直に話を聞くでしょう。

また、この頃から独り言が多くなります。独り言は、幼児初期から中期にかけて、子供が迷っている時や悩んでいる

時に多くみられます。独り言を言うことで自分自身に質問し、答えています。やがて言葉を発しなくても心の中で言葉

を使って思考するようになるまでのプロセスです。内なる言葉が育っているのです。
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１５．ちゃんと会話ができるようになったら

このスライドで伝えたいこと
会話ができるようになる５歳頃の子

供との、言葉を介したコミュニケーシ

ョンについてアドバイスをします。

Ｐ２０～２２「言葉の発達のすがたとコ

ミュニケーション」を参考にしてくだ

さい。

解 説

５歳頃には、おしゃべりが楽しめるようになります。お母さん・お父さんが一方的に聞き出すのではなく、子供の話

によく耳を傾けて「聴いて」ください。

イラストの説明

年長の子が、幼稚園から帰ってきて、今日楽しかったことをお母さんに話しています。コマで遊んだことが楽しかっ

たのでしょう、目がキラキラしています。お母さんがちゃんと聞いてくれているので、言葉が次々と出てきて、会話が

楽しくなってきているようです。

言葉の発達のすがたとコミュニケーション（その２）

●４歳児は泣いている理由の説明はまだ無理
３歳、４歳ぐらいの子供が泣いている時、「理由を言ってごらん」「泣いていてもわからないよ」「わかる

ように話しなさい」と聞いても、答えられません。今現在起きていることの説明はできるけれど、過去の出
来事を説明するのは難しいのです。気持ちを分かってほしいのにうまく伝えられなくて、ますます声を張り
上げて泣くでしょう。こんな時は、落ち着くのを待ちましょう。落ち着いたら、「どうして？」ではなく、何
が起きたかを順を追って聞いてみてください。
失敗した時に子供に考えさせるのは大切なことですが、理由を考えられない時期に無理に考えさせようと

すると、子供にはプレッシャーになり萎縮してしまいます。年齢によってできること、できないことがあり
ますから、あまり多くのことを求めないようにしましょう。
また、３歳になって、自己主張がはっきりし、一人で行動するようになったと思ったら、４歳になると、

周りの視線を気にしたり恥ずかしがりやになったりします。活発に見えた子が急に引っ込み思案になったよ
うにも見えることがあります。心の中であれこれ考えて判断できずにいても待って、励ましたり、ほめてあ
げましょう。

●物事のルールがわかりはじめる５歳
５歳になると物事の整理ができ、ルールが分かってくるので理由を考える力がつきます。他人の気持ちを

想像して自分の行動を選べるようになります。
３歳、４歳、５歳。子供はこの３年間にめまぐるしく変わり、大きな心の成長があるのです。

22



１６．小さい頃の男の子へのかかわり

このスライドで伝えたいこと
性差による成長・発達の違いや、男

の子の成長・発達上の特徴を踏まえて、

小さな頃の男の子を育てる時のコミュ

ニケーションについてアドバイスしま

す。

解 説

男の子はハキハキして、強い心で、泣いたりしちゃダメと思っていないでしょうか？

最近は保護者のみなさんも兄弟姉妹が少なくなり、男の兄弟がいないと男の子の育ちについてはよく分からず悩む母

親もいます。

そもそも、生物学的には受精してすぐは女性のカタチで、それが細胞分裂の過程で一部が男性の遺伝子になりま

す。そのため、男の子は小さい頃は女の子より発達が遅い傾向があるのです。

社会性の発達は女の子よりも約１年遅いので、ナイーブで泣き虫なものなのです。

脳の発達のしかたも違います。言葉を司る「左脳」の発達は女の子のほうが早いと言われています。女の子の方が

早い段階で挨拶や「ありがとう」と言えるようになるので、しっかりしているように見えます。一方、男の子は、自

分の気持ちをうまく言葉で表せないで、黙々と遊んだり、声をかけられてもモゴモゴと口ごもったりします。

そんな時に「男の子でしょ、しっかりしなさい！」等の言葉をかけると、自信を無くしてしまい、男の子の心はしぼ

んでしまいます。

「男の子はハキハキして、活発でなくちゃ。泣いたりしちゃダメ！」と思い込みがちですが、幼児期の男の子がモジ

モジしてしまうのには、理由があったのです。しかし、永久にモジモジしているわけではありません。思春期になると

声変わりをして、背もどんどん伸び、体つきもたくましくなっていきます。いつかおとなしい男の子から卒業する日が

訪れますから、長い目で子供の成長を見守ってあげましょう。

イラストの説明

「挨拶は？」と言われたけれど上手に言えなくて、モジモジしながら何やらモゴモゴとつぶやくように挨拶している

男の子がいます。モゴモゴした挨拶でも、「ごあいさつ、できたね」と認めて、自信を持たせてあげるとよいですね。

下の男の子は、「ちゃんと、はきはき挨拶しなくちゃだめじゃない！」と叱られて、ますます上手く自分の気持ちを

言えなくなって泣いてしまったようです。
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１７．こんな言葉は子供の心にどう響くだろう？

このスライドで伝えたいこと
教えたいこと、伝えたいことがある

ときの適切な言葉のかけ方を考えます。

解 説

強制するしつけよりも、共感するしつけをしている家庭の子供の方が、子供の語彙が豊富という調査があります。（※１）

共感するしつけスタイルとは、親の介入が少なく、親子の触れあいを大切にして、楽しい経験を共有したいと思って子

育てをするスタイルです。

スライドの中に、「ほら！ママが言ったとおりでしょ？」「だめじゃないの」という言葉があります。

大人が言ったとおりになったということで、子供に勝ったかのような言葉を使ってしまうことがありますが、子供に

負けを意識させるような勝ち負けの言葉は、子供を支配することになってしまいます。子供自身の進歩を認めるような

言葉がいいですね。子供は無垢なものです。教えたいこと、伝えたいことがあるときは、感情的に叱ったり、禁止した

り、命令するのでなく、提案の形で伝えましょう。

子供への言葉かけでは「３つのＨ《ほめる、はげます、ひろげる（視野を）》」を大切に！

《ほ め る》…「工夫したね」「がまんしたんだね」

《はげます》…「がんばったね」「もう少しだったね」

《ひろげる》…例えば、友達とケンカになって相手をぶってしまった時に、相手の立場に立つ言葉をかけてあげると、

視野が広がります。（例）「○○ちゃんは、こんな風に痛かったんだってよ」

※１ お茶の水女子大学・ベネッセコーポレーション共同研究 報告書N0.Ⅱ
「幼児期から学力格差は始まるか―しつけスタイルは経済格差要因を凌駕し得るか」（平成２３（２０１１）年３月）

スライドの説明

危ないよ、などと注意されていたのに遊びに夢中だったのでしょうか、転んで膝から血が出ている男の子です。

左の絵では、お母さん・お父さんが「ちゃんと注意したのに言うことを聞かないから！」という気持ちをそのまま言

葉にしているようです。右の絵では、今の子供の気持ちに寄り添った言葉をかけています。確かに子供は何度注意して

も気に留める様子もなく、失敗をしてしまうことが多いのですが、大人がかける言葉で、子供の心に残るものがずいぶ

ん違います。

投げかけの例

左の絵のような言葉をかけられると、子供はどんな気持ちになるでしょう？

このような場面で、これまでは、どんなふうに声をかけていましたか？

これからはどんな風に話しますか？ またどんな言葉がけがあるでしょう？
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１８．もしも注意する声かけが多くなってしまったら「実況中継」をしよう

このスライドで伝えたいこと
親からの言葉がけを指示や否定ばか

りしないために、それ以外の、肯定的

で子供を認めるような言葉をプラスす

ることをアドバイスします。

解 説

かけられる声がいつも注意される言葉では、いやになってしまい、子供は徐々に言うことを聞かなくなります。

しかし、親も楽しい声かけができる時ばかりではありません。そのような時には、事実を言葉にして実況中継をしま

しょう。子供のしたことを、言葉で言うだけです。「靴をはいたのね」「自分でパンを食べたのね」と言う具合です。ほ

めるより簡単にできます。

スライドの説明

指示や注意、否定の言葉ばかりかけている…と思ったら、こんな言葉を加えてみてください。

①実況中継をします

大げさにほめることはできなくても、子供がしたことを、そのまま言葉にします。

「靴、はいたのね」「スプーンで食べたのね」

②親の気づいたことを、見たままに言います

自然のこと、親が感じたこと、考えたことなどを伝えます。子供の興味を広げたり、価値観を伝えることができます。

「すずめがチュンチュン鳴いてるね」「電車って速いね」「運転士さん、いたね」「今日は風が気持ちいいね」「パパ

のくつ、大きい！」

③子供の話したことをそのまま繰り返します。

子供を褒めにくい時には、子供の言ったままを受け取るようにしましょう。子供の言葉を繰り返すだけでも、子供

は安心感を持ちます。

子供 「ママ！ 靴下、はいたよ」

親 「靴下、はいたのね」

④歌を口ずさむ

あなたの好きな歌はなんでしょうか？ 小さい頃歌った童謡（「赤とんぼ」等）？、学校で合唱した歌？ それとも

学生時代に流行った歌？ 歌いたい歌、好きな歌、口ずさみたい歌でよいのです。散歩をしながら、洗濯物を干しな

がら…。少し悲しい時には思い出の歌でもよいですね。もちろん、子供と一緒に歌うのも素敵なことです。
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「不適切な関わりが子供の発達に影響を及ぼす」

不適切な関わりが子供の発達に影響を及ぼすという新しい研究報告があります。

ここまで、乳幼児期の子供への適切な関わりの重要性や具体的なアドバイスのスライドを掲載してきましたが、この

ように逆の視点から親子のコミュニケーションを考えることも、支援・指導の参考になります。

しつけの延長と思い体罰を行ったり、自覚のない「言葉の暴力」を振るうことが、子供の成長・発達に影響している

ということが解明されています。子供の心や体に、跡が残るほどの傷や、目には見えない傷を残していることがあるか

もしれません。家庭の価値観、親子のコミュニケーションの方法は様々ですが、支援の際にはこうしたことも念頭にお

いてください。

「身体的な経験を通して発達していく中で、虐待という激しいストレスの衝撃により、子供の脳には癒されない傷がで

きてしまう」

救急救命センターや小児医療の現場を経験しながら、国内外で小児神経や脳の発達の研究を続けている。友田明美さ

ん（福井大学教授）は、脳科学、医学、発達心理等多様な側面からの研究の結果として、次のような影響があることを

報告しました。

《「児童虐待は、脳の発達に影響を及ぼしてしまう」ことの解明》

子供時代の虐待のストレスにより、情動の中心である扁桃体が過剰に興奮し、副腎皮質から大量のストレスホルモン

（コルチゾル）が放出され、脳の発達がダメージを受けるということが解ってきました。

�性的虐待を受けると、視覚から得た情報が蓄えられる視覚野が傷つく。長期になるほど深く傷つきその容積が小さ
くなる

�言葉の暴力では、言語、コミュニケーションに重要な役割を果たす聴覚野に影響が出る。暴言の頻度が多いほど、
聴覚野の容積が大きくなる。

�痣ができるほどの体罰を受けていた人の脳は、前頭部（前頭前野）に傷がつく。
�子供時代に家庭内のＤＶを目撃することで、脳の中の視覚情報を処理する部位が萎縮し、知能指数や記憶力が下が
り、学業にも影響する。

《虐待で傷ついていく子供の脳は、環境に過敏に反応して適応し、様々な症状として表れる》

�フラッシュバックや、声が出なくなる失語症など、様々な症状として表れる。
�行動面では、異常な警戒心、過食、排便・排尿障害、大人びた行動、多動、虚言（うそ）、自傷行為、自殺行為、ま
た精神面では、発達の遅れ、うつ、緘黙（言葉が出なくなる）、パニック、気分易変（気分がコロコロ変わる）、被

害念慮（自分だけが認められないと思う）などの症状がでる。

《「癒されない傷」に立ち向かう》

�脳科学の研究では、虐待を受けた人がケアを受けて克服できることが分かっている。
�回復可能なうちに虐待を発見し、社会的な支援を行っていくことが重要である。
�虐待を受けた子供たちには適切な世話をし、新しいストレスを与えないこと、安心して生活できる場の確保、「褒
める」ことで脳に報酬（ご褒美）を与えるなど

参考：「新版いやされない傷 ～児童虐待と傷ついていく脳～」（友田明美著 ２０１１年）

友田明美 福井大学 医学部付属病院子どものこころ診療部／子どもの発達研究センター教授
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１９．子供に正しい行動をして欲しいとき、どうしていますか？

このスライドで伝えたいこと
叱ることは「教える」ことだという

ことを保護者に伝えましょう。ルール

やマナーを子供に伝えるためのアドバ

イスです。

解 説

子供は失敗するものなのです。そのときに、理屈攻めにせず、包み込むようなやりかたもあります。

スライドの説明

「や・さ・い」（やさしい子、さみしい子、いたずらっ子）

子供の手首を持ち、手首から、親の手の左右の親指を交互に押し当てながら、徐々に肘まで登っていきます。この

ときに、１回登るたびに「や」・「さ」・「い」・「や」・「さ」…と言いながら親指を押し当てます。

肘に到達した時に、

●「や」だったら、「本当はやさしい子なんだよね」

●「さ」だったら、「そうか、さみしかったんだね」

●「い」だったら、「いたずらっ子だ！ ちょっといたずらしちゃったんだね」

そして「わかっているけれど、ごめんねって言えなかったんだね」と語りかけてみましょう。

※「や・さ・い」のどこで止めるかは、そのとき一番伝えたいことによって調節してください

泣き疲れ眠る子の汗拭きやりぬ 西村 由美子

西村 和子「俳句のすすめ 若き母たちへ」より

“ああ、今日もやってしまった”つい感情的になってカッと怒ってしまいました。子供は泣き疲れてそのま

ま寝入ってしまいましたが、そのあどけない寝顔、起きれば叱られたことなどケロリと忘れ、また抱きついて

くることでしょう。子供の寝顔を見て、明日こそは穏やかないい母でいよう、と自責の念を抱きつつ、汗を拭

いてやっています。そのような体験を重ねながら親も成長していきます。

（コメント：千明素子・教材作成委員）
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２０．友達とのいざこざやケンカで子供に伝えることは？

このスライドで伝えたいこと
成長・発達の段階によって、子供の

心を傷つけずに、適切な行動を教える

（学ばせる）ことを伝えます。また、親

の都合や感情で怒らない（叱らない）こ

とも助言しましょう。

解 説

３歳から５歳にかけては、自己主張もはっきりするようになったかと思えば、周りの視線を気にして恥ずかしがるな

ど、わずか３年間ですが、大きな心の成長がある時期です。また、この時期は、社会的な言葉を覚えようとする時期で

もあります。

めまぐるしく劇的に成長・発達する時期なので、時期によって大人の役割が異なります。その時の子供の心を傷つけ

ずに、適切な行動を教えましょう。

�４歳くらいまでは、原因を作ってしまった（物を取った、ぶった等）側に立つ声かけを。否定形の「ダメじゃな
いの」ではなく、受止めて他の提案をしましょう。（例）「ほしかったのね。『かして』と言ってみようか。」

�５歳くらいからは、他人の気持ちを想像したり推測して、自分の行動を選べるようになるので、相手の気持ちを
思う言葉をかけます。（例）「あの子は、痛かったと思うよ」など

例えば「物の取合い」では、このケンカが子供にとってどういう意味を持っているのかがポイントです。「物を取る」

のは他者の存在に気づいたということ。それは発達として自然な、普通のことです。好奇心の表れで突進してしまいま

す。そんな時は、「ダメ、ダメ」ではなく、「少し待とうね」「ちょっとしたら貸してあげてね」「かわりばんこね」「こ

っちのはどう？」などと、大人が、子供の気持ちを汲みながら、別の提案をしましょう。

スライドの説明

１つのボールを取り合っている子供たち。右の子供は「貸してよ」または「返してよ」と泣き出してしまいました。

左の子供は渡そうとしていません。子供同士では解決が難しい場面ですね。

投げかけの例

それぞれに側にいる大人は、どんな言葉をかけたらよいでしょう？ 吹き出しの台詞を出し合って話し合ってみまし

ょう。

大人同士の言葉のやりとりを身近なところで子供は見ています。友達とうまくやっていくことお手本は、親です。親

自身も問われるのです。あなたは、気持ちを伝える時、依頼をする時等、周りの人とどんな言葉で交渉しているでし

ょうか？ 振り返ってみましょう。
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２１．大人の言葉や態度がモデルです

このスライドで伝えたいこと
子供はまねをして学びます。大人が

やっていることを見せるように伝えま

す

解 説

例えば、おもちゃの片付けなど、大人がやってしまうと、「甘やかすことになるのではないか？」「自立できないので

はないか？」という疑問を持つ人がいますが、幼児期については、これは間違いです。

子供は大人の真似をして学ぶので、まずは大人がやっている様子、やり方を見せてあげましょう。

発達の段階を経て、やる時が来たら自分でやるようになります。やれることはやらせた方がいいけれど、一人一人の

ペースがありますから、あせらずに待ちましょう。

ぬくもりをもって関わってあげると、むしろ自立は早いものです。成長・発達の段階によって、子供の心を傷つけず

に、適切な行動を教える（学ばせる）ことを伝えます。また、親の都合や感情で怒らない（叱らない）ことも助言しま

しょう。

スライドの説明

積木等のおもちゃが散らかっています。

子供がじぃーっと見ている前で、親がおもちゃを片付けながら、「お片づけをしよう」と誘うように語りかけていま

す。親がまず積極的に片付けているのを見て、子供は、「そういうふうにやるのか」と気づいたようです。

子供がくまのぬいぐるみを持っているので、「くまちゃんのおうちはどこかな？」と語りかけています。このやさし

い語りかけが、片付けに誘う言葉になっています。そのうち、子供が参加するようになり、やがて自分から進んで片付

けをするようになるでしょう。

しっかりと飯を食はせて陽にあてしふとんにくるみて寝かす仕合せ 河野 裕子

河野 裕子 歌集「紅」より

子供を育てることは昔から脈々と受け継がれてきた順送りの営みです。肩肘を張ることなく、日々子供の笑

顔を拠りどころにして、幼い子供と共に在る、共に生きることの幸せをかみしめながら過ごしたいものです。

（コメント：千明素子・教材作成委員）
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２２．親から子にバトンを渡そう ～生活習慣を身につけると自信がつく～

このスライドで伝えたいこと
いずれは自律・自立した生活ができ

るように、基本的な生活習慣を身につ

けて身辺の自立ができるようにするこ

とは、親の役割でもあります。家庭で

親が子に生活スキルを教えることを、生

活のバトンリレーに例えて伝えましょう。

解 説

大人は自律・自立した存在ですから、自分の事は自分でやって当たり前ですね。その土台となる基本的な生活習慣や

生活のスキルは家庭で身につけます。身の回りのことを自分でやって、しっかり生活ができるように、親から子へと生

活のスキルというバトンを少しずつ渡しましょう。

自分のことを自分でできるようになると、子供に自信がつき、意欲をもって取り組むようになります。すると、いっ

そう身辺の自立が進みます。

また、生活にはいろいろな動きが含まれていますから、手先や体の使い方が器用になります。

親がやると手早く、失敗なくできますが、子供が生活習慣を身につけにくくなります。最初は上手にできなくて当た

り前です。子供が一生懸命に取組むのを見守り、できないことはお手伝いして、後はゆったり構えましょう。

スライドの説明

生活習慣の中で子供が自分でやろうとしている３つの場面をイラストにしました。

�洋服を着る
服の袖に腕を通す、反対側の袖を通す、かがんでズボンやスカートをはく等、体全体を使う経験になっていま

す。また、ボタンをかけるなど手先の細かな動きもあります。最初は難しくて時間がかかりますが、ゆっくり見守

って、できたらほめてあげましょう。

�ご飯を食べる
小さい頃の食育では、バランスよく栄養を摂ることはもちろん重要ですが、食べることを楽しいと思う気持ちを

育むことはその後の食生活にも影響するとても大切なことです。子供がスプーンやフォーク、お箸を使うには手先

の器用さが必要で、最初はうまく使えず、絵のように周りにこぼしてしまうものですが、叱ったりせずに、一緒に

食事を楽しみながら見守って、上手くできるように教えてあげましょう。

また、たっぷり体を動かして遊んで、お腹が空くリズムを作ることも生活習慣づくりでは大切なことです。

�体を洗う
お風呂の時間を楽しく過ごすことも、清潔を保つ習慣を身につけるための大切なポイントです。全身を洗うこと

は難しくても子供が自分でできることをやらせて、できないことを手伝ってあげましょう。

こうしたことを徐々に子供が自分できるようになれば、子育てもまた一つ、楽になります。
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第３章
みんなで子育て

地域社会の関係が希薄になってきていると言われている現代。夫婦だけで子育てをして、不安や悩み
があっても誰にも聞けずにいる世帯もあるでしょう。そんな時に伝えたいのは、周囲の人とつながるこ
とです。
地域には助けてくれる人がいます。力を借りて助けてもらうことで、親自身もリラッスし、子供の成
長を喜べるようになります。また、子供は、家族の関係だけでは育ちません。いろいろな人とのつなが
り・かかわりの中で育ちます。
「一人で抱え込まないで」「親もまた、人とのつながりを作って、助け合って子育てをしましょう」と、
乳幼児を育てている親に伝えていきましょう。

教材Ⅳ作成委員から

風を届けたい

乳幼児期の子どもの育ちに関わる人々…その仕事は、毎日が闘いだと思います。時には、自我を押
し殺して子どもに笑顔を向けなければならないことも多いのではないでしょうか。皆様のお力が、保
護者の方々に寄り添い、子ども達の心に、やすらぎ、自信、勇気を育んでいる過程を見ていると、日
本の将来を背負う人材の育成は、まさに、此処から始まっている…そう思えてきます。日本の未来を
変える力を持つのは、政治や経済ではなく、乳幼児期の子どもの育ちに関わる人々の信念と情熱では
ないかと…。

保育所保育指針が改訂され、3年が経過しました。職員の質の向上に関する項目に「子どもの最善
の利益」「人権に配慮した保育」「職員の共通理解」「協働性を高めていくこと」「職員同士の信頼関係」
「職員と子ども及び職員と保護者との信頼関係」という言葉が並びます。地域子育て支援、各専門性
の駆使等新たな課題を与えられたからこそ、チームがスクラムを組んで、子ども・保護者と共に、ひ
とつの夢を目指し歩んでいきたいものです。

今回、教材作りに参画させていただいて、委員お一人お一人の熱き思いと親子に対する温かいまな
ざしのもと、「愛着」という深い課題に取り組ませて頂きました。私自身も多くを学び、一人でも多
くの保護者の方に、このテーマについて語っていきたいと思っています。
教材作りのお仕事に巡り合えたこと、委員の皆様、事務局の皆様との出会いに深く感謝すると同時に、
この教材を手にされた皆様の心にも、きっと優しい風が吹いてくれることを信じて…。

風…
それは目には見えないものです

人の優しさや思いやりも同じように目には見えません
お父さん、お母さん、そして私達保育に関わる人々の言葉や表情が

子ども達の心に安心感や喜び
時には不安や悲しみを与えているかもしれません

そして、今の… 将来の…
子どもの行動として目に見える形で表現されるのかもしれません

「子ども達の心に、心地よく吹く風になりたい」
そういう思いで、この教材をお届けします

～花の木保育園HP保健だより プロローグの言葉を引用して～

黒田 みどりさん（社会福祉法人芳美会 花の木保育園 看護師）
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２３．自分の周りに子育ての輪を作ろう 笑顔の中で子供を育てよう

このスライドで伝えたいこと
現代の日本では、育児の主な担い手は母

親であることが多く、子育ての負担が母親

にかかる傾向があります。また、核家族化

や地域とのつながりが薄れる中で、親子が

孤立してしまいがちです。まずは、最も身

近な家族、夫婦が協力し合うことについて

考え、さらに親自身が地域の人々とつなが

って子育てをすることの良さを伝えます。

解 説

子供が育つ環境の中に、人と人とが寄り添う人間関係があることは大切です。

笑顔と会話があふれる環境の中で子供を育てたいものです。そのためには、親にも努力が必要です。

最も身近なところでは、家庭の中の人間関係です。

特に、母親だけが子育てを担っている家庭では、父親（パートナー）の存在意義を考えてみることも必要です。家族

がお互いに思いやりをもって、夫婦で子育てをするための双方の役割を確認し、会話をし合って生活をしていきましょう。

また、祖父母や隣近所、地域社会や子育て支援の公共施設等、自分の周りに子育てをする自分と子供を見守ってくれ

る輪を作りましょう。子育ては一人、一家族ではできません。慣れない子育てをしていると、“誰かとつながりたい”と

いう気持ちを誰もがもつでしょう。そんな時、夫婦だけで子育てをせず周囲に力を借りることは、大きな支えになって

くれるでしょう。

スライドの説明

イラストは、乳幼児を育てている夫婦と、それを取り巻く地域社会の人々です。いろいろな人が周囲にいます。皆、

笑顔で夫婦と子供に話しかけたり、見守っています。

こうした人たちと子育てを介した人の輪を作り、一緒に子供の成長を喜び、困った時は助け合える人がいることは、

きっと心強いことでしょう。

関連スライド

ひとり親など、いろいろな形態の家族があるので、説明の際には配慮が必要です。スライド２４「子育ての担い手であ

る父親のみなさんへ」では、特に子育ての仲間作りが難しい父親が多い学習会等やシングルの父親へのサポートに使

用してください。
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２４．子育ての担い手である父親のみなさんへ

このスライドで伝えたいこと
ひとり親で子育てをする父親や、育

児休業をとっている父親もいます。子

育てをする父親へ、父親の子育て先輩

や仲間と支えあうことのよさを伝えま

す。

解 説

最近は、父親の育児参加が進み、休日は頑張って子育て担当をしている父親もいます。育児休業を取得する男性もち

らほら出てきました。また、ひとり親で子育てをしている父親もいます。

父親は積極的に支援を求めない傾向があり、子育てをする父親の不安や悩みは支援者に届きやすいとは言えません。

また、子育てを担っている男性の数が少ないこともあり、父親の仲間作りも難しいものです。

例えば子供と一緒に公園に遊びに行っても、女性（母親）の輪の中に入っていけなくて孤立しがちです。子育てひろ

ばは母子を対象にしたイメージで、入りにくさがあります。

しかし、父親同士で話ができる育児仲間が存在すると、気持ちが楽になります。仲間がいると子育ての楽しさや不安

の高さが違います。

父親が複数参加している学習会等では、父親同士の話し合いの時間を設定するとよいでしょう。自己紹介に加えて、

「子供が生まれて想定外だったこと」等を話してもらうことから始める方法もあります。話すと情報が得られる、気が

楽になる等の経験をすると父親同士のつながりが作りやすくなります。

父親同士のネットワーク作りを働きかけてみましょう。父親同士の子育てグループづくりでは、軌道に乗るまで支援

者がサポートするとよいでしょう。

スライドの説明

乳幼児を育てている男親が、泣きじゃくる子供を抱いて困っています。そんな時、同じような経験をした子育て先輩

や仲間が、このイラストのような言葉をかけてくれたら、きっと少し気持ちが楽になるでしょう。そして、仲間づくり

のきっかけにもなります。

メ モ
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２５．あなたはたくさんのことをやっています

このスライドで伝えたいこと
いろいろ伝える前に、まず、子育てをし

ている保護者自身を認め、「こんなにたく

さんのことをしているんだ」と思ってもら

うためのスライドです。

特に若い保護者で、子育てを負担に感じ

たり、子育てに対して否定的な気持ちにな

っている親に、自己肯定感をもって前向き

な子育てをすることを伝えましょう。

解 説

誰もが完璧な親ではないのですから、子育てをしていて疲れたり、不満を感じることがあります。特に年齢の若いお

母さん（お父さん）は、子供に対する愛情とは別の部分で、仕事や趣味などあれこれやりたいことがあるのに上手くい

かないこともあります。

心に不満が溜まると「時間がない」「趣味ができない」「私は育児が苦手」「育児なんかできない」…というように否定

的な考え方をしがちです。

このスライドは、子供との触れあいの大切さや子供の成長・発達のことを話す前に、「あなたは育児をしながら家事

をはじめいろいろなことをやっているんだ」という「当たり前のこと」を認め、育児に関する自己肯定感をもって、前

向きな子育てをすることを伝えるために使ってください。

「ないもの探し」や「できないこと探し」ではなく、「こんなにいろいろできているんだ」と感じてもらいましょう。

スライドの説明

このスライドでは、説明ではなく、ぜひ“語りかけて”ください。

（例）

あれこれと忙しい毎日の中で、子育てについて不安を抱えながらも、あれこれ教わったり（言われたり）、あふれ

る育児情報を読んでますます不安になったりすることがあるかもしれません。

でもみなさんは、家族のために、些細なことだけれど日常の当たり前のことをたくさんやっているのですね。

買い物、料理、洗濯、掃除、布団干し、（仕事をしている人もいるでしょう）…毎日、こんなに忙しくいろいろなこ

とをやっているのです。時間と心を使って家族のためにやっている自分を認めていきましょう。
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２６．困ったときには相談しよう

このスライドで伝えたいこと
現代の日本では、核家族化や地域と

のつながりが薄れる中で、親子が孤立

してしまいがちです。

そうした環境の中で孤立しがちなお

父さん・お母さんへのメッセージとし

て、地域に様々な支援者がいることを

伝えます。

解 説

幼稚園や保育園に未就園の乳幼児の子育てをしている家庭等は、地域とのつながりがないと一日中親子だけで過ごし、

子育ての不安や悩みを話せる相手もおらず、孤立した状況になりがちです。特に母親が在宅で子育てをしていると、昼

間はずっと子供と二人きりということもありえます。

こうした状況では、ちょっとした子育ての悩みが深刻な事態になることもあります。

「子育ての不安や悩みを一人で抱え込まないで」、「あなたの周りにはたくさんの人が見守っています」「いろいろな人

に支えられよう、支えよう」というメッセージを伝えましょう。

スライドの説明

中央でお母さんとお父さんが立ちすくんでいます。子供が泣きやまず、困り果てて途方に暮れているようです。

この家族は、この町に引っ越してきたばかりかもしれません。あまり知り合いがいないようです。

まだ子供が小さいので幼稚園や保育園には行っていないようです。おじいちゃん・おばあちゃんは離れて住んでいる

のでしょうか、子育ての経験者に子供をあやす知恵や手を借りることもできずにいるようです。

一緒に子供の様子を見て欲しいだけなのに…。こんなとき、どうしたらいいのか、誰に相談すればいいのか、わから

ず困っているようです。

投げかけの例
●「自分の地域の子育て支援のネットワークを知ろう」

�このイラストの中では、親子の周りにどんな人がいるでしょうか？
（子育てを経験した世代の人、近所の人、子育てをしている人、幼稚園・保育園の先生、かかりつけの病院の先生、

いつも買い物をする商店の人等）

�さて、あなたの（私たちの）地域には、子育て中の親子の周りにどんな人がいるでしょう？
イラストのほかにも、地域の子育て支援公共施設、図書館、子育て支援のグループ等、地域独自の支援者を皆で挙

げてみましょう。

関連スライド

周囲の人を自分からの距離で考えてみる スライド５「親と子の信頼関係は、その後の対人関係の土台になります」

周囲の人とのつながりができている様子をイメージする スライド２３「自分の周りに子育ての輪をつくろう 笑顔の

中で子供を育てよう」

自分の地域にどんな支援者がいるか書き出してみる スライド２７「あなたの地域にはどんなサポーターがいますか？」
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チェックリスト　知っていますか？地域の子育てサポート・センター

具体的な場所や
施設の名称を書きましょう知っているものを してみましょう。

□児童館や子育てひろばなど 乳幼児と一緒に遊んで過ごせる場所 （ ）

□乳幼児向けに絵本の読み聞かせをしてくれる地域の図書館 （ ）

□育児に関する講座を開催している公民館や生涯学習の施設 （ ）

□ファミリーサポーターなど気軽に相談できる地域の子育ての先輩 （ ）

□一時預かりをしてくれる施設や団体、保育者等 （ ）

□子供と一緒にお茶を飲めるカフェや食事ができるレストラン （ ）

□その他 （ ）

２７．あなたの地域にはどんなサポーターがいますか？

このスライドで伝えたいこと
スライド２３「自分の周りに子育ての

輪を作ろう」、２６「困った時には相談し

よう」等を踏まえて、地域の子育て支

援施設や機関の存在を伝えましょう。

このスライドは、いろいろな使い方

ができます。皆さんのアイデアで自由

に活用してください。

スライドの説明
このイラストは架空の町の地図です。中央の家が、親子の住まいです。子育て中の家庭に関係する、いくつかの施設

が描いてあります。

スライドの使い方の例
こスライドのイラストの他にも、いろいろな施設や機関、人が考えられます。
あらかじめ、地域にある施設や機関等（下のチェックリスト参照）のイラストを描いたカードを作成しておくとよい

でしょう。作成したカードをスライドの周囲に貼り付けながら説明したり、グループワークで話し合いながら配置する
などの工夫をしてください。実際の地域のことを知ることにつながりますし、情報交換や仲間作りのきっかけにもなり
ます。

説明する
�この他に、地域の施設や機関を加えて、気軽に相談できる場所、仲間作りができる場所、子育ての先輩と知り合え
る場所などを紹介します。下のチェックリストを配って、お母さん・お父さん自身が参加できるように工夫してみ
ましょう

作業する（グループワークなど）
�このスライドを印刷して模造紙等の大きな紙の中央に貼り、周辺に、実際にどんな施設や公共機関が周囲にあるか、
話し合いながら書きこんだりカードを貼っていきます。話し合いの際には、自治体が発行している便利帳や子育て
に関するガイドブックなどを活用してもよいでしょう。

�「こんな場所があったらいいな」という話し合いもできます。
�転居してきて日が浅い等で地域をよく知らない人がこの作業をすることでかえって孤立してしまわないよう配慮し
ましょう。
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２８．親子で小学生や中学生と交流

このスライドで伝えたいこと
もしも地域の学校などと協働して小学生

や中学生と乳幼児の親子が交流する機会を

作ることができたら、子育て中の母親だか

らこそ、伝えられることがある、というこ

とを伝えましょう。

子育ても立派な社会的な役割なのだと考

えるきっかけにもなります。

解 説 ～支援者の皆さんへ～

●小学生や中学生と乳幼児の親子が交流する機会は、子供たちにとっても自分より小さい命に触れる経験として、また

１０歳代後半の青年には親になるための養育性を養う貴重な学習の機会になります。乳幼児は多様な人との触れあいに

よって自分の世界を広げていくことができます。また、乳幼児の親にとっても自分が役に立つという社会貢献のよい

機会です。

●小学生から、「どうして赤ちゃんが泣いてる理由が分かるの？ すごいね～」「赤ちゃん、かわいいね～」等と言われ

ることで、親としての自信につながり、リフレッシュにもなります。また、周囲から認められて、我が子への愛おし

さ、愛情が増す効果があります。

●また、中学生からは「私もいつかお母さんになりたいな」等、子供が家庭や子育てを意識する貴重な経験になります

が、これは、子育て中の母親だからこそ伝えられることで、立派な社会的役割です。

●小学生と交流することで、数年後の我が子の成長した姿の見通しがもてます。

●地域の学校と協力すれば、親子にとって地域とのつながりもできます。

●交流で知り合った地域の小中学生と親子は、その後もお互いに見守り合う関係となります。例えば街で小中学生と親

子が会うと、再び交流が生まれます。地域に知人ができ、ゆるやかな見守り合いとなります。

このような機会は、親へのサポートにもなります。ぜひ、小学校・中学校と協働して、プログラムを組んでみてくだ

さい。

メ モ
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２９．子供と一緒にいられる時間を大切に

このスライドで伝えたいこと
子育ての社会的な意義－子育ては自

分だけでやるのでなく、社会全体でや

っていることを伝えると同時に、一人

で困難な子育てをさせないために親が

社会とつながることの大切さ、またそ

れが子育てを支えあう社会づくりにつ

ながることを伝えます。

解 説（語りかけてください）

子供と一緒にいられる時間は様々な思いをもつけれど短いのです。

子供はいずれ社会に出て行きます。子供と一緒にいられるこの時間、子育てをしているこの時間を、のんびりと、

ゆっくり、あせらずに、大切に過ごしてください。嫌だと思って過ごすよりも一緒にいることを楽しめば、気持ちが

明るく前向きになるでしょう。

完全な親でなくていいので、周りの人と支え合いながら、地域の中でお子さんとともに育っていきましょう。

親が社会とつながることは、単に子育てが楽になるだけでなく、子供が、そういう親を見ていることで、子供自身

も社会とのつながりを持ち、コミュニティを作れる人になります。

平成23年３月の東日本大震災の時、被災地の避難所生活では、小さな子供を抱えている家族には大変な苦労があ

ったことでしょう。しかし、乳幼児をもつ家族は、知り合いでなくてもお互いが子供を見合って世話をするようにな

り助け合えたそうです。避難生活は本当に大変だったけれど、子育てについての不安は少なかったという声もあった

そうです。

親が子育てを通していろいろな人とネットワークを作る姿を見れば、いずれ子供自身が子育てをする時にも孤立せ

ず、子育てが少し楽になります。そういうつながりのある、子育てを支えあう社会にもつながっていくでしょう。あ

なた自身も、人が過ごしやすい地域をつくる担い手です。まずは、地域の人とあいさつをするとか子育てひろばに行

く等でよいのです。一人一人が自分のできることから始めてみましょう。
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