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設立趣意
                                         

 わが国教育の危機的状況が叫ばれてからすでに久しい。教育の現状に対する再検討とそれに

基づく教育改革は、国民各層のいわば必須の要請として、今やわが国の国民的課題となってお

り、初等中等教育から高等教育に至るまで、わが国教育の全般的見直しを迫られていることは

周知のとおりである。 

 しかし、教育は、どのように制度・機構・内容が改革されても、帰するところは、教える者

と教えられる者との、日常的な、人間的ないし人格的触れ合いを基礎にした営為なしに、その

結実・成果を見出し得ないことは言うまでもない。今日における教育の危機的状況の根本原因

のひとつは、実にこの教師と児童・生徒との人間的・人格的交流の問題に淵源していることも

覆うべからざる事実である。 

 教育は、単に知識や技能の伝授・習得に終わるものでなく、教育基本法第一条にいうごとく、

「人格の完成」をもってその究極の目的とするからである。 

 教育の目的が「人格の完成」にありとするとき、ここに看過し得ないもうひとつの要件があ

る。それは、家庭における子供の人間形成の問題である。思うに、学校教育が任される児童・

生徒のいわゆるスクールライフは、一日二十四時間の生活時間のうち、わずか七〜八時間に過

ぎず、他は殆ど家庭における生活に占められている。かかる生活時間の大まかな区分を見ても、

家庭における子供の人間的・人格的形成の問題、これを端的に家庭教育というならば、それは

学校教育に優るとも劣らない重要な課題であるといってよい。 

 しかるに、今日におけるわが国の家庭は、社会諸状況の急激な変化にともない、人間の家庭

生活維持にかかわる様々な問題や課題を内包し、子供の家庭教育にも影響を与えつつある。い

うまでもなく、人間の生活は、社会的・公共的生活と、家庭的・私人的生活とに区分される。

円満にして平安なる家庭生活があって、人は社会的・公共的生活に、職業等を通じて参加し、

個人として個性を発揮しつつ、その使命を十分に果たすことができる。 

 今日の国民的課題である学校教育の改善も、帰するところは児童・生徒の人間的・人格的形

成に資するものである以上、家庭教育も優にその最重要なる一半の責任を果たすべき使命があ

る。とすれば、家庭教育に関する様々な問題を解明・検討し、家庭における子供の人間形成に

資する諸方途を見出すことは、これまた、現下わが国の教育状況の中で極めて重要な課題であ

るといわねばならない。 

 ところで、家庭における子供の人間形成は、学校教育と同様、知・徳・体の全般にかかわる。

したがって、今後の家庭教育のあり方を検討するためには、家庭ないし家族とは何か、親子・

兄弟等の人間関係はいかにあるべきか、子供の心身の全人的発達をいかに促すか、学校教育と

の関連はいかにあるべきか、等々、実生活における体験・反省や人文・社会諸科学をはじめ医

学・体育学・家政学等の諸学問による学際的研究とともに、さらに学校教育の実践的研究等と

も密接なる連繋をはかりつつ、推進する必要があろう。 

 以上のような趣意により、我々はここに「日本家庭教育学会」を設立し、所期の目的を達成

するため、広く各界・各位に呼びかけ、家庭教育に関する理論的・実践的研究を進めようとす

る。我々はまた、特定の政治的ないしイデオロギー的傾向を一切排し、純粋にわが国の家庭教

育のあり方を理論と実践の両面から探求し、研究討議をする学会とすることを期待している。 

 上の趣意に賛同される各位が奮って参加されることを切望する次第である。 



日本家庭教育学会第 36 回大会主題 

 

脳科学等の科学的知見に基づく家庭教育の在り方を考える 

 

（主旨） 

 1999 年に OECD の教育研究革新センターが「学習科学と脳科学」という国際プロ

ジェクトを開始したのが発端となり、2003 年に文科省の「脳科学と教育」検討会の

最終報告が公表され、翌年に「情動の科学的解明と教育等への応用に関する検討会」

が発足した。2006 年に「情動研究会」（5 年後に「日本情動学会」に発展）が発足

し、文科省は「脳科学研究の推進に関する懇談会」を設置し、翌年に報告書「脳科学

研究ルネッサンス一新たな発展に向けた推進戦略の提言」を発表し、2008 年より「社

会に貢献する脳科学」の実現を目指して、「脳科学研究戦略推進プログラム」を開始

した。 

これらが 2012 年に発足した同省の「情動の科学的解明と教育等への応用に関する 

調査研究協力者会議」に引き継がれ、同「審議のまとめ」で、「領域の異なる研究者

間、研究者と教育関係者間等における情報交換等を円滑に行うことができる連絡体制

の構築の必要性」が謳われ、「子どもみんなプロジェクト」として 10 大学 8 府県 

8 市の教育委員会が連携し、5 年間の研究成果が 2 月 20 日に発表された。 

このプロジェクトが始まった背景には、不登校（小中）が 16 万 5 千人、いじめ

の認知件数が 54 万 4 千件、暴力行為が 7 万 3 千件という問題行動の深刻化があ

り、これらの問題行動と「情動発達との関連」などに関する脳科学等の科学的研究が

不在で、科学的知見が教育に活かされていないという根本問題があった。そこで文部

科学省は平成 27 年度から「いじめ対策・不登校支援推進事業」の中に、「脳科学・

精神医学・心理学等と学校教育の連携の在り方に関する調査研究」を位置づけ、その

委託事業として同プロジェクトがスタートしたのである。この教育現場と研究者が連

携した「情動発達研究」と現場との往還による 5 年間の研究成果で注目されるのは、

不登校・不安・いじめ予防（「子育て支援学」「メンタルヘルス支援学」を核とする

早期発見、早期支援・介入による）プログラムが開発され、その効果がエビデンスと

して明示され、立証されたことである。 

 

本大会では、上記の研究動向を踏まえて、大会テーマを「脳科学等の科学的知見に

基づく家庭教育の在り方」として、この問題について研究してこられた高橋史朗先生

に基調講演をしていただき、近年の研究を家庭教育にどのように活かすかを考えま

す。会員の皆様のご参加をお待ちいたしております。 

- 1 -



第３６回⼤会のオンライン開催と参加・視聴⽅法 
 

１．大会のオンライン開催について 

 令和３年度第３６回⼤会について、学会ＨＰ上にて対⾯とオンラインを併⽤した開催計画につい
てお知らせいたしましたが、その後、関東を中⼼に新型感染症拡⼤に対する４回⽬の緊急事態宣⾔が
発出されました。本学会の⼤会開催⽇が東京都の緊急事態宣⾔期間内に当たるため、⼤会委員会で協
議し、個⼈発表者、講演者の⽅々にも了承していただき、オンラインのみでの開催となりました。会
員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ぜひオンラインにて参加いただき、研究交流の機会にし
ていただけることを願っております。 
 なお、オンラインでの⼤会参加費は無料となっております。以下の⼤会参加・視聴⽅法に従ってご
参加ください。 
 
２．オンライン参加・視聴方法 

１）個⼈発表の視聴⽅法 
次の⼿順によってオンラインで個⼈発表を視聴することができます。 
①⽇本家庭教育学会 HP（http://hesoj.com）にアクセスします。 

  ※「⽇本家庭教育学会」と検索してアクセスしてください。 
②⽇本家庭教育学会 HP の冒頭ページに「第３６回⼤会参加」を説明したページが表⽰されます。
「第３６回⼤会に参加する」と表⽰された箇所をクリックします。 
③⼤会参加のＩＤとパスワードを⼊⼒する画⾯が現れますので、以下のＩＤとパスワードを⼊⼒

してください。 
 
 

（⼤会参加は会員に限られます。パスワードを⾮会員に教えないで下さい。） 
④個⼈発表を視聴するサイトの情報（URL 情報）ページが表⽰されます。そのサイトにアクセス

してください。次のような画⾯がでます。「開く」をクリックしてください。 
 

ZOOM の画⾯が⽴ち上がり、  
視聴することができます。 

 
 

２）講演会の視聴⽅法 
①個⼈発表の視聴⽅法と同様に、学会 HP から「第３６回⼤会に参加する」をクリックし、1）と同じ 

ＩＤとパスワードを⼊⼒してください。 
②講演を視聴するサイトの情報が表⽰されます。表⽰に従ってクリックすると視聴サイトにアクセス 

することができます。 
 
3．その他 

 その他、ご不明な点などありましたら、家庭教育学会事務局（jimu@hesoj.com）までお問い合わせくだ
さい。                               

ID 　　　　冊子に記載

パスワード　　 冊子に記載
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時  程 

 

 

9:15       開 会  

          ※オンライン開催となりますので、とくに受付はありません。 

2 頁の参加方法に従ってオンラインで参加が可能です。 
 

9:30 ～ 12:30 研究発表    ※オンラインで行われます。 

 

9:30～9:55   長谷 範子（花園大学） 

「子どもの育ちを支える就学前の教育・保育施設と家庭の役割の変化 

―保育所保育指針・幼稚園教育要領の改訂を手掛かりとして―」 

10:00～10:25 西田 朋仔（公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会） 

「健やかな子どもを育む夫婦の形とは？ 

―社会的男女平等がもたらした弊害と改善事例―」 

10:30～10:55 鈴木 昭平（一般財団法人子どもの未来支援機構） 

       「子どもの発達障害は家庭で改善できる ―胎児･乳幼児の 

脳のポテンシャルを引き出す脳科学的アプローチ―」 

11:00～11:25 伊勢 真由美（公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会） 

「子どもの自己肯定感を育てる共感の言葉 

～共感の言葉を磨くための親の取り組み～」 

11:30～11:55 鈴木 順子（愛知東邦大学）    

「コロナ禍における育児の現状と親のニーズに関する一考察 

―地域子育て支援センターの来所者を通して―」 

12:00～12:25 江田 英里香・前林 清和（神戸学院大学） 

「家庭における防災学習に関する調査研究」 

 

12:30 ～ 13:10 休 憩 

 

 　　　　　　　 「常任理事会」 ※メール会議 

 

14:10 ～ 15:40 講 演      ※オンラインで行われます。 

「脳科学等の科学的知見に基づく家庭教育  

― 新たな家庭教育学の樹立を目指して ― 」 

高橋 史朗 氏  

                        モラロジー道徳教育財団道徳科学研究所 教授  

麗澤⼤学⼤学院客員教授 

 

16:00          閉  会 
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子どもの育ちを支える就学前の教育・保育施設と家庭の役割の変化 
 －保育所保育指針・幼稚園教育要領の改訂を手掛かりとして－ 

 

長谷 範子 

(花園大学) 

 

１.問題と目的 

日本においては「子どもは3歳までは、常時家庭にお

いて母親の手で育てないと、子どものその後の成長に悪

い影響を及ぼす」と考える意識、いわゆる「3 歳児神

話」が根強く、実際に保育者養成校において入学当初に

尋ねてみると、毎年多くの学生が「いつの間にか『3歳

までは母親が子育てをすべき』と考えている。」と応

じ、自分の子どもは3歳までは自分の手で(配偶者である

母親の下で)育てたいと考えている。様々に少子化対策

に取り組むが結果が出ない中、1998年の「厚生白書」に

おいて「3歳児神話」には「少なくとも合理的な根拠は

認められない」とし、注目を集めた。子育てに関する意

識が変容しないことばかりが少子化につながる晩婚化・

未婚化の原因ではないと考えられるが、「3歳児神話」と

いう子育てに関する意識が政策的に利用されてきたこと

は否めない事実であろう。しかしながら、長きにわたっ

て「3歳児神話」が多くの人の子育て意識に根付いてき

たこともまた事実である。 

しかしながら昨今、特に3歳未満児の子育ての様相に

急速な変化が見られている。厚生労働省の発表による

と、令和2年（2020年）4月の3歳未満児の保育所等の利

用の割合は、0歳児は151,362人で全体の16.9％、1･2歳

児は958,288人で全体の50.4％であった。遡って平成22

年（2010年）4月の3歳未満児の保育所利用の割合につい

ては、0歳児は99,223人で全体の9.2％、1･2歳児は

642,862人で全体の29.5％となっている。この10年間

で、0歳児の保育所等の利用の割合は約1.8倍、同様に

1・2歳児は1.7倍となっており、3歳未満児の保育所等の

利用の割合は2倍近くに増加している。3歳未満児の

39.7％が保育所等で日中を過ごしているのである。 

一方、家庭の教育力については、その低下が問題視さ

れてきたところであるが、平成18年12月には教育基本法

が改正され、 家庭教育についての一項が設けられた。

（家庭教育） 第十条 父母その他の保護者は、子の教育

について第一義的責任を有するものであって、生活のた

めに必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育

成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものと

する。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を

尊重しつつ、 保護者に対する学習の機会及び情報の提

供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。というものである。ここ

では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一

義的責任を有するものであって…」とあるが、教育基本

法の対象は幼児からであり、子育てはそれ以前から既に

始まっている。 

0歳からの子どもの心身の調和のとれた発達を図るこ

とに資するべく家庭の教育力を向上するためには、「国

及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、 

保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭

教育を支援するために必要な施策を講ずる…」必要があ

る。 

 就学前の幼児教育・保育については「幼稚園教育要

領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・

保育要領」に準拠し取り組まれてきたところであるが、

戦後におけるそれらの変遷の中で、子どもの育ち（心身

の発達）にかかわり、就学前の教育・保育施設と家庭

(父母その他の保護者)のそれぞれの役割はどのようにと

らえられてきたのであろうか。 

 そこで本稿では、戦後まもなく策定された「保育要

領」に始まり、幼児教育内容の統一が図られた2017年告

示の各要領、指針における家庭教育にかかわる記載内容

から、子育てにおける就学前の教育・保育施設と家庭、

それぞれの役割についての変化をとらえ、明らかにする

ことを目的とするとともに、子どもの育ちを支える就学

前の教育・保育施設と家庭、それぞれの役割の課題と展

望について明らかにしようとするものである。 

２．方法 

 1948(昭和23)年 保育要領 

 1956(昭和31)年 幼稚園教育要領 

 1964(昭和39)年 幼稚園教育要領 

 1965(昭和40)年 保育所保育指針 

1989(平成元)年 幼稚園教育要領 

 1990(平成2)年  保育所保育指針 

1998(平成10)年 幼稚園教育要領 
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 1999(平成11)年 保育所保育指針 

2008(平成20)年 幼稚園教育要領 

 2008(平成20)年 保育所保育指針 

  2017(平成29)年 幼稚園教育要領 

 2017(平成29)年 保育所保育指針 

における家庭教育にかかわる記載内容を抜粋し、就学

前の教育・保育施設、家庭、それぞれの役割について検

討する。 

３．結果 

 1948(昭和23)年の保育要領においては、「七 家庭と

幼稚園」の項があり、その内容は、１ 父母と先生の

会、２ 父母の教育、３ 父母教育の指針、となってい

る。父母教育の指針においては、家庭的環境や保育上の

注意、しつけ、責任感や保育についての社会全体の責任

など、家庭教育の内容についての詳細な内容が記されて

いる。「幼稚園にしても保育所にしても、いわば家庭の

延長ということができる。」との内容から、家庭生活と

の隔たりがある保育法を行っては、保育の効果は上がら

ないとされ、子育ての基本が家庭生活にあることを示し

ている。 

 1956(昭和31)年の幼稚園教育要領においては、「こと

に人間の一生において、幼児期の教育がいかに重大であ

るかということは、「三つ子の魂百まで」とも言われる

ように、昔からの常識になっている。発達心理学や教育

心理学の研究は、この常識をいっそう科学的に裏づけて

いる。したがって、幼児期の教育を受け持つ幼稚園は、

特にこどもの性格形成の上からは非常に重要であるとい

わなければならない。」と発達の初期にかかわる幼稚園

の重要性が示されているが、家庭教育については触れら

れていない。ただし、家庭と関わりがあるものとして、

地域社会の特性に考慮する必要について触れられてい

る。 

 1964(昭和39)年の幼稚園教育要領においては、第1章

総則、基本方針の中で、「(11) 家庭との連絡を密に

し，家庭における教育と相まって教育の効果をあげるよ

うにすること。」と、連携対象としての過程の教育につ

いて触れられている。 

1989(平成元)年の幼稚園教育要領においては、一般的

な留意事項として、「（5） 幼児の生活は、家庭を基盤と

して地域社会を通じて次第に広がりをもつものであるこ

とに留意し、家庭との連携を十分図るなど、幼稚園にお

ける生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開され

るようにすること。」と記されている。 

1998(平成10)年の幼稚園教育要領では、「（7）幼児の

生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広が

りをもつものであることに留意し、家庭との連携を十分

に図るなど、幼稚園における生活が家庭や地域社会と連

続性を保ちつつ展開されるようにすること。…」と、家

庭についての記載は改定前とほぼ同様の内容である。 

2008(平成20)年の幼稚園教育要領では、「(8) 幼児の生

活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がり

をもつものであることに留意し、家庭との連携を十分に

図るなど、幼稚園における生活が家庭や地域社会と連続

性を保ちつつ展開されるようにすること。…家庭との連

携に当たっては、保護者との情報交換の機会を設けた

り、保護者と幼児との活動の機会を設けたりなどするこ

とを通じて、保護者の幼児 期の教育に関する理解が深

まるよう配慮すること。」とし、子育て支援についても

記載された。 

 2017(平成29)年の幼稚園教育要領では、「(3) 家庭との

緊密な連携を図るようにすること。その際，情報交換の

機会を設けたりするなど、保護者が、幼稚園と共に幼児

を育てるという意識が高まるようにすること。」との記

載となっている。 

保育所保育指針については、1999(平成11)年の保育所

保育指針までの「家庭養育の補完」との記載から、

2008(平成20)年の保育所保育指針では「家庭との緊密な

連携」との記載となり、2017(平成29)年の保育所保育指

針でも同様の記載である。 

４．考察と今後の課題 

 幼稚園教育要領、保育所保育指針における、子育てに

おける発達を支援する役割については、家庭教育を基盤

として就学前の教育・保育施設がその方法についても沿

っていく立場から、「連携」という言葉を用い、対等な

関係において共に子どもの発達を支えていく方向に変化

している。 

 同時に、平成20年以降、子育て困難が問題とされる中

で、就学前の教育・保育施設においては、子育て支援の

役割の重要性が増している。 

 子どもを持つことが保護者の選択事項となり、大人の

ライフスタイルを維持しつつ子育ても行う大人中心の子

育てが志向される昨今、1948年に「幼児教育の手引き」

とのサブタイトルをもって「保育要領」が示され、子ど

もを中心に置き、幼稚園、保育所と保護者(父母)が保育

の方法を一にしながら子どもの心身の発達を支えようと

する協働の内容については、改めて注目する必要がある

と思われる。戦後の新たな出発の中で、希望を持って幼

稚園・保育所の保育、家庭教育の形を考えた経過の中

に、共に楽しみながら子どもの育ちを支える保育と家庭

教育の協働のあり様についてさらに学びたいと考える。 
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健やかな子どもを育む夫婦の形とは？ 

－社会的男女平等がもたらした弊害と改善事例－ 

 

西田 朋仔
と も こ

 

(公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会) 

 

 

はじめに 

  日本は戦後、家長制度が崩れ、1950年～1970年にか

けて労働環境の変化が急激に起こり、第一次産業から

会社などに勤める人が増えた。（資料１：一般社団法人

日本リサーチ総合研究所「産業別就業人口割合」） 

 

 【資料１】 

 

  また、女性の社会進出が推進されるようになり、「男

女雇用機会均等法」（雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律）が1985年に制定

され、1986 年施行された。 1997 年に改正され、努力

目標から禁止に強化された。企業の事業主が募集・採

用や配置・昇進・福利厚生、定年・退職・解雇にあた

り、性別を理由にした差別を禁止することなどを定め

ている。 

 また学校教育現場でも、1989 年の学習指導要領によ

り、中学校の技術・家庭科、高校の家庭科は男女同一

となり、体育の格技・ダンスを男女で指定することは

なくなった。 

 1999年には「男女共同参画社会基本法」が制定され

た。男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成する」（男女共同参画社会基本法第2条）と謳われ

ている。 

 

 

  内閣府男女共同参画局ホームページより 
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男女雇用機会均等法が雇用に関してのみの法律であ

ったのに対して、男女共同参画社会基本法は社会活動

全般に関しての法律になっている。男女共同参画社会

を実現するための５本の柱の一つに、 

 「家庭生活における活動と他の活動の両立」がある。

そこには、 

『男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、

社会の支援も受け、家族としての役割を果たしなが

ら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必

要があります。』 

と書かれている。 

 また、「社会における制度又は慣行についての配慮」

の項目で 

『固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な

活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を

考える必要があります。』 

と明記されている。 

 1980年代以降、減少に転じた専業主婦世帯数は1997

年には完全に共働き世帯数に抜かれ、その後も減少の

一途をたどっている（資料２：独立行政法人労働政策

研究・研修機構「専業主婦世帯と共働き世帯」）。 

 

【資料２】 

 

 

 これらのことより、女性が社会のなかで活躍し、自

己実現を果たす、また、それを推奨し、パートナーも

家事労働、子育てに関わることが推進、家庭での役割

を、男女で対等に担う社会を目指して進んでいると思

われる。 

 そのような社会の雰囲気に、実際の家庭のなかでど

のような問題がおきているのか、子どもにどんな影響

があるのか、子どもにとって望ましい父母の関係とは

どのようなものかを、事例を通して考察し、夫婦にと

っても子どもにとっても幸福感を得られる家庭運営を

提案したい。 

 

事例１ 

 Ａ子さんは学卒業後、男女雇用機会均等法が施行さ

れ、女性も男性と同様に働く道がひらけた頃（1992年

）、就職。 

 総合職で男女の区別なく仕事をする。仕事では、実

績を上げ、充実感を持ち働く。結婚し、共働きを続け

る。30 歳で妊娠。8 か月まで働き、出産、1 年後、子

どもの夜泣き等に悩まされ、育児と仕事の両立に無理

を感じ、退職。 

 Ａ子さんは、仕事に注いでいた力を子育て、家事に

振り向けようとした。仕事では、男女の区別なく協力

していたことから、家庭でも職場と同様に子育てを夫

婦で平等に担っていくべきとの考えのもと、専業主婦

としての生活をスタートさせた。 

 しかしながら、理想と現実のギャップは大きかった。

会社勤めの夫は、24時間稼働の工場の技術指導のため

、会社中心の生活。夫妻の両親は遠方に住んでいて、

手伝いなどはほとんどない。子育てを共に担ってもら

いたかったが相談に乗ってくれず、夫は理解がない、

と不満を大きくした。 

 また、専業主婦としての生活は、同じことの繰り返

しのように感じ、変化も感じられず、社会から取り残

されているのでは？、という不安感も持ち続けていた。 

 さらに、仕事で評価されることで充実感、自己肯定

感を得ていたＡ子さんにとって、子どもが、人から良

い子と見られること、褒められること、他の子よりも

優れていることが、いつしか、子育ての目的になって

いった。また、子育てと仕事の両立を目指していたの

に、できなかったという挫折感がぬぐえなかった。 

 このような不満や、不安から、子どもや夫にあれこ

れと指示や命令をしていたため、子どもは生気をなく

し、夜泣きがひどく、極度の人見知り、また、初めて

の場所や事柄を怖がるなど心配な行動が現れる。相談

に乗ってもらいたい夫は、Ａ子さんの愚痴を聞きたく

ないためにますます仕事中心の生活をおくるようにな

り、夫婦の関係は悪化していった。 
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問題点の改善のための実践 

 Ａ子さんはスコーレの子育てセミナーに参加した。

子どもの問題行動は、言葉で表現のできない子どもが

身体で表す親へのメッセージであると知る。生まれた

ときには、動物と変わらない人間の子どもが、社会に

出て集団のなかで生きていくには、社会性（マナー、

縦の人間関係）が必要であり、それを育ませるのは父

親が望ましいことを学ぶ。 

 また、同時に家庭には、生命の再生という役割もあ

る。人間の子どもは、他の哺乳動物と違って、生まれ

てしばらくは自力では母乳にたどり着けない。生物学

的には早産である。 

 それだからこそ、産まれた赤ちゃんには子宮の代わ

りとなる安心、安全な場所として家庭が必要である。

一般の家庭の場合、子どもを産む母親がその役割を担

い、子どもに生きるエネルギーを与えることであると

学ぶ。子どもにとって居心地がよく、望ましい家庭に

するには、夫婦が性差にそった役割を果たしていくこ

ととわかり、それを夫に伝えるために以下の実践を行

った。 

 

夫婦関係改善のために行ったこと 

①夫の重要性を認識する。毎日の仕事に行っているこ

とへ感謝する。「おはようございます」「ありがとう」

「お疲れ様」など、挨拶を徹底する。 

②子ども、夫の長所を容姿容貌・能力・性格に分けて

具体的にノートに書きこむ。 

③毎朝 5 時からの早朝研修に出席し、毎日の生活リズ

ムを整える。それによって、情緒が安定し、達成感

を得られ、焦りやイライラすることから解放された。 

④感性を磨く。快感覚の言葉を口にする。何気ない日

常の中で、喜びを見出す。ご飯がおいしい。子ども

が植えたミニトマトが順調に成長して嬉しい。子ど

もの足が大きくなって、靴を買い替え、成長が嬉し

いなど。 

⑤できたことを書きだす。当たり前のことをあえて書

く。幼稚園に時間通り送っていけた。時間がない中、

夕食を３品作った。朝、早起きができた。朝の時間

に余裕ができて、ゆっくり新聞が読めたなど。 

⑥ボランティア活動をする。社会との接点。賃金に換

算できない、人や社会のために役立つ喜び。感謝さ

れることによる充実感を味わう。 

 

 

結果 

 子どもの幼児期に与える、肌のぬくもり、笑顔、優

しい言葉がけを自分が今、できる環境に感謝が湧くよ

うになり、仕事から帰ってきた夫を労い、笑顔で迎え

ることができるようになった。それに伴い、ぎすぎす

した夫婦関係が改善し、コミュニケーションもスムー

ズになり、明るい家庭となった。父親と母親がお互い

の良さを認め合い、補完しあうことで、母親としての

安心感が増し、子どもにも優しく接することができる

ようになった。  

 子どもも、積極的に人と関わるようになり、自分の

意見もはっきりと言えるようになった。『家庭教育研究

』（日本家庭教育学会発行）のNO.24「子どもの価値観

・態度形成に影響を有する家庭環境要因に関する 1 考

察 保護者の夫婦関係満足度、生活に着目して」のな

かで、「健全な夫婦関係・家庭環境を構築することが子

どもの健全な育ちに寄与するという常識的な考えを実

証したことに意味があるのである」とあるが、この事

例はそれを証明したものであり、一歩進めて子どもに

とって健全な夫婦関係とはいかなるものかを示すもの

になった。 

 

事例２ 

 Ｂ子さんは夫婦ともに教師の職業を持って子育てを

していた。 

 家事労働、育児に当たる時間と労力は自分の方が多

く、同じ仕事なのに、なぜ？との不満を持ち続けてい

た。 

休みの日や仕事から帰ってきてからの家事、育児を

分担しようとするが、等分にできず、どちらかが不満

を持つようになり、言い争いの原因となる。同じ職業

だけに対等意識も強かった。夫が独身時代から持って

いた趣味をやめてもらうなどしたが、夫はそのことに

納得したわけではなく、我慢をしていて、喧嘩の原因

になっていた。 

 

問題解決のために行ったこと 

①趣味を制限していたが、お互いに認め合う。すると、

感謝の気持ちが湧き、互いに分担以上の動きをする

ようになった。夫が趣味に割く時間をくれて、あり

がとうと言ってくれた。 

②生活リズムを整えるため、早朝研修を続けた。 
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③夫のいい所を書きだし、伝えるようにした。 

④子どもの話を聞くことを役割として続けた。お父さ

んの長所も話に入れる。 

⑤やってもらったことに「ありがとう」と言うように

した。 

 

結果 

 Ｂ子さんはいつも自分だけが大変と思い、離婚まで

考えていたが、夫婦関係が劇的に改善した。Ｂ子さん

がキャリアでステップアップするにあたって、夫が快

く賛成してくれ、子どもたちもお母さんのチャレンジ

を応援してくれる。 

 家事、育児の大変さは変わらないが、家庭が安定し

ていると仕事にも打ち込める。 

 Ｂ子さんが夫を尊敬していることを子どもたちに語

ることにより、夫にも余裕が生まれ、子育てにも家事

にも積極的に関わってくるようになった。子どもが思

春期になったが、お父さんのことが好きで、夫も子ど

もたちを自分の趣味に連れて行くなど、Ｂ子さんだけ

では経験させられない体験を子どもたちにさせ、世界

を広げてくれていると感謝の気持ちも持つようになっ

た。 

 

結論 

 子どもの幸せにとってなにが一番いいのか、と考え

たとき、夫婦関係がよいこと、子どもに関わっている

時間を母親が誇りに思うことが大切である。 

 男女は人としては平等であるが、仕事場での男女同

権意識を家庭生活・子育てに同じように持ち込むのは、

夫婦仲を悪くする原因の一つである。 

 子育てを仕事と同列に考えず、何にも代えがたい大

切な未来を背負う子どもを健やかに育てている母親と

しての役割を果たすことに価値を見出し、満足して子

育ての時間を過ごすことが大切。子どもの自己肯定感

を高めることにも通じる。 

 子どもを生み育て、社会に送り出す場として家庭を

考えたとき、父親母親の役割を男女同権とは切り離し

て考え、子どもにとって望ましい役割を明確にし、そ

れぞれを認め合うことが、夫婦仲をよくすることにつ

ながり、ひいては子どもの心の安定感につながる。 

 共働き世帯はこれからも増加していくことが予想さ

れる。今こそ、家庭の父親母親の役割をはっきりとさ

せていくことが必要であると考える。 

今後の課題 

 本研究では２つの事例を挙げたが、一人親家庭（父

子家庭・母子家庭）、３世代同居等、家族形態も様々で

ある。また、家族それぞれの性格、家族形態の違いに

よって、社会性と生きる力（自己肯定感）を子どもに

伝える役割をどう分担するかに違いが生じることも考

えられる。 

 今後は様々な事例について検証し、データ等をとる

ことによって、急激に変化する社会にあっても、子ど

もが幸せな子ども時代を送れる家庭像を探究していき

たい。 
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子どもの発達障害は家庭で改善できる 

－胎児・乳幼児の脳のポテンシャルを引き出す脳科学的アプローチ－ 

 

鈴木 昭平 

(一般財団法人子どもの未来支援機構) 

 

消える日本人 

2019年の出生数は86万5234人でした。初めて90万人を

割り込み、「86万人ショック」と言われました。 

新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年の出生数

は84万832人と、さらに85万人を割り込みました。 

 

 

同時にコロナ禍での婚姻数は前年よりも12.3%減の52

万5490組と急減し、戦後 少となりました。 

日本総研によると、2020年の婚姻数は前年比マイナス

16.2％と大幅減に落ち込む見込みであり、妊娠届け出数

も前年比7.5%減の78万4千人まで落ち込むそうです。 

この結果、2021年の出生数は、統計史上 少の70万人

台に突入する可能性があります。 

第二次世界大戦直後のベビーブームで一番出生数が多

かったのは1949年の269万6636人でした。それに比較する

と30%を下回ることになります。 

日本人が、急速に消滅しつつあります。 

 

人類最大の事業 

自明の理ですが、子孫が存在しなければ、全ての生物

は例外なく永続できません。 

子どもがいなければ、人類の未来は有りません。女性

が妊娠して出産しなければ、早晩人類は滅亡します。 

つまり、未来＝子ども、と言っても過言ではありませ

ん。ですから、子育てこそが人類 大の事業なのです。 

心の底から、子育てしやすい社会が望まれます。しか

し現実は真逆です。ますます子育てのしにくい社会にな

っています。 

親の使命 

子育ての目標は、健全なる社会的かつ経済的自立です。 

そして、国民の健全なる自立を実現するために、国家に

よって行われているのが義務教育です。 

近やっと、人間の基礎をつくるための幼児教育の重

要性が注目されてきていますが、まだまだ不十分です。 

実は、その基礎の基礎をつくるのが、胎児・乳幼児期

の家庭教育、すなわち子育てなのです。 

 

自立の４条件 

健全なる自立の基礎の基礎をつくるためには、就学前

健診までに、次の4つの条件を整えることが必要です。ど

の１つでも欠けると、歪んだ自立になってしまいます。 

１．６歳までの基礎能力の獲得 

２．我慢 

３．自信 

４．思いやり 

 

授業が成り立たない！ 

次のグラフは、文部科学省「平成26年度通級による指

導実施状況調査結果」の中の、「通級による指導を受けて

いる児童生徒数の推移」です。 
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このグラフから、発達障害に分類される「注意欠陥多

動性障害(ADHD)」「学習障害(LD)」「自閉症」のために通

級による指導を受けている児童数を抜き出してみます。 

 

 

 

平成18年と平成26年を比べると、通級による指導を受

けている児童生徒数は、およそ5.5倍になっています。令

和２年と比べれば、10倍を大きく超えるでしょう。 

しかもこれらのデータの中に、就学前の子どものデー

タは入っていません。新生児から保育園児や幼稚園児に

至る発達障害児は、通級する児童生徒の予備軍なのです。 

 

増え続ける発達障害児 

憂うべきことですが、少子社会にもかかわらず、新し

く生まれてくる子ども達の中に、発達障害と診断された

り、発達障害の傾向にあるケースが急増しています。 

 

30%を超える？ 

出生児におけるその比率が、20%を超えてきています。

5年前では、10％前後でした。おそらく５年後には、30%

を超えるかもしれません。いや、すでに超えているのか

も知れません。 

 

幼児虐待＆児童虐待が増えている 

発達障害児の急増と関連して増えているのが、子ども

への虐待です。当初、児童虐待が主でしたが、現在では

幼児虐待が増えています。 

将来の社会を担う子どもたちの、たった一度しかない

大切な人生に、強いマイナス影響が懸念されます。 

 

虐待のスタートは愛情 

なぜ虐待が起きるかというと、そのスタートは憎しみ

ではありません。実は、大半が愛情なのです。 

ノーベル平和賞受賞者のエリ・ヴィ―ゼルは「愛情の

反対は憎しみではなく無関心だ」と言いました。 

子どもに無関心で、関わろうとしなければ、元々虐待

は起こりません。 

 

虐待の原因 

虐待は、子育ての知識と経験とスキルが不十分なのに、

安易に我流で子どもに関わろうとして起きる現象です。 

自分のやり方で、子育てが上手くいかなくて、子ども

に感情を爆発させることになり、いつの間にか虐待に発

展してしまうのです。 

 

核家族化も一因 

大家族の場合には、おじいちゃんおばあちゃん、そし

て兄弟の介入によって、虐待リスクは吸収されやすいの

ですが、核家族になればなるほど、逃げ場がなくなり、

虐待リスクは高まります。 

 

胎児虐待や乳児虐待が水面下で増えている 

これまでは、余り話題に上りませんでしたが、本当に

深刻なのは、水面下で確実に増加していると思われる問

題です。すなわち、胎児虐待や乳児虐待です。 

 

高齢結婚高齢出産の増加 

 

 

 

女性の高学歴化と社会進出によって、女性の高齢結婚

高齢出産が進んでいます。同時に男性の結婚年齢も遅く

なっています。 

それに伴って、早産児や低出生体重児、染色体異常児

などのリスクが増加しています。 

双子などの多産の場合、確実に低体重化しますし、体

外受精は多産化が生じ易く、出生児は低体重化します。 

また、高齢結婚によって、卵子や精子の老化と損傷の

リスクが高まり、正常な妊娠や出産が難しくなります。 

 

胎児の成長に異変 

その結果として年々、2500g未満の低出生体重児が急増

しています。本来は3000gです。 

1500g未満の極低出生体重児や、1000g未満の超低出生

体重児も増えています。 
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世界で一番小さく生まれた日本の男児 

これまでに世界で一番小さく生まれた男児は、2018年

に日本で生まれた268gのケースです。女児の場合は、2018

年アメリカのカルフォルニア州で生まれた245gのケース

です。 

 

地方自治体の財政が破綻する⁉ 

この傾向が続けば、医療コストだけでなく、教育コス

トや福祉コストなど、社会的コストが益々拡大します。 

日本社会を維持運営するための費用として政府は、消

費税を３%から５%へ、８%から10%へと増やしてきました。

しかし、たとえ消費税を20%にしても、間に合わなくなる

でしょう。 

実際に、地方自治体の財政は、既にひっ迫してきてい

ます。早晩、破綻する可能性が増大しています。 

 

特別支援学校の建設が間に合わない！ 

少子化が原因で、地方を中心に小中学校の統廃合が進

んでいます。 

しかし、特別支援学校は全国的に不足しています。既

に定員の2倍3倍を超えているケースも増加しています。

建設が間に合わないのです。 

 

膨大な建設費や維持管理費、そして教員の給与 

特別支援学校では、1人の教員が受け持つ児童数は極端

に少なくなります。普通級の教員に比べて10～20分の１

です。つまり、10～20倍の人件費が必要となります。 

しかし一番の問題は、発達障害児を指導する教員の質

と量が足りないという現実です。 

 

日本の未来が危ない‼ 

発達障害児の将来の課題となる就労問題も避けられま

せん。障害者雇用促進法の改正によって、企業にとって

の負担は年々増加しています。 

こんな状態があと数十年続いたら大変なことになりま

す。経済力は低下し、社会問題も増加し深刻化して、輝

かしい未来を描くことが難しくなります。 

 

世界中の先進国病＝発達障害児の急増 

実は、この問題は日本特有なものではありません。先

進国とされる殆どの国で起きている共通した問題です。 

この問題を避けては、どの国にも未来は有りません。 

 

 

 

発達障害改善の日本モデルをつくろう 

この問題を正面で受け止め、問題解決の努力を積極的

にすべきです。そして、解決した暁には日本モデルとし

て、世界にアドバイスすることを目指すべきです。 

 

これまでの常識では治らない 

世界中の医者と教育者と心理学者たちが「発達障害は

治らない」としてきました。これが、これまでの常識で

した。 

 

新常識＝脳科学的アプローチなら改善できる‼ 

 

  

 

これまでの常識でだめなら、アプローチを変えましょ

う。これまでの常識的な古いアプローチをやめて、新し

い脳科学的アプローチに切り替えましょう。 

 

発達障害は脳のトラブル 

発達障害は、大きく身体障害と知的障害に分かれます。

知的な発達障害では、必ず知的な遅れが伴います。つま

り、脳の問題なのです。 

知的な遅れが減少すれば、その減少した分、必ず知的

な発達障害も減少します。 

ですから、脳に注目したアプローチ、すなわち脳科学

的アプローチが必要なのです。 

 

教育の再定義 

まずは、教育の定義を再検討しなければなりません。 

日本における教育の定義は、教育基本法にあります。国

家および社会の形成者というコミュニティの一員の育成

という視点から、そのために必要な資質を備えた心身と

もに健康な国民の育成を期して行わなければならない、

と定義されています。 

教育者に「教育の定義」と尋ねると、「人格の形成」と

か「社会性の涵養」など、哲学的で抽象的な説明が返っ

てくることが殆どです。 

こんな哲学的で抽象的な定義では、具体的な発達改善

の教育プログラムはできません。 
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教育の脳科学的定義 

脳科学的アプローチにおいては「教育とは、自立に必

要な神経回路を脳に形成すること」となります。 

自立に必要となる脳の神経回路を、1つでも多く形成す

ることができれば、その分だけ脳は発達し、知的な発達

障害は改善し、教育が促進されることになります。 

 

脳の量的拡大期（胎児・乳幼児期） 

人間の生命活動をコントロールしているのは、脳とい

う中央制御装置です。この脳は、胎児期や乳幼児期に急

激に成長します。 

大人(成年男子)の脳の重さは、1400～1500gです。新生

児の脳は300～400gです。3歳で1100g前後。そして5歳で

1200前後。9歳で大人の90%以上と急成長します。 

 

頭囲から分かる脳の成長 

日本人の大人の標準的な頭囲は56～58㎝です。新生児

の頭囲は、約33㎝ですが、1年後には45～46㎝と急激に拡

大します。3歳では50㎝前後となり、5歳で52㎝位に成長

します。 

頭囲の変化は頭蓋骨の成長を伴います。当然、頭蓋骨

の内部にある脳も、同時に成長していると考えられます。 

 

脳の質的可能性も胎児・乳幼児期に90%固定する？ 

脳の量的拡大が90%以上に達する9歳までに、脳の質的

可能性も90%決まるのではないかと考えられます。 

もちろん、10歳からでも伸びる可能性は、十分に残さ

れています。しかし現実的には、0～9歳児に比べると、

大きく伸びることは稀です。 

 

小学3年神話 

多くの教師の体験上の言葉ですが、昔から「小学校3年

時の成績を見れば、その子の将来の学力が90%予測できる」

といわれてきました。 

 

オートファジー論 

2016年に、東京工業大学の大隅良典栄誉教授が「オー

トファジー」の研究で認められ、ノーベル生理学・医学

賞を受賞しました。 

オートファジーとは、使われない無用な脳細胞は、や

がて自食作用を起こし、ついに消滅するという生理学的

現象です。 

この理論からの推論ですが、脳が急激に成長する胎児

期や乳幼児期に、適切な刺激を与えないと、使われない

脳細胞は消滅し、脳のレベルが低下してしまうことにな

ります。 

 

三つ子の魂 

大隅良典栄誉教授のオートファジー論からすると、胎

児や乳幼児期に、適度な刺激を与え続けると、密度の高

い優秀な脳が形成されるということになります。 

この現象は、昔から「三つ子の魂百まで」という諺で

伝えられてきました。 

 

親の一言が子どもの未来を左右する 

貧しい家庭に育った子どもが、母親から常に「頭は使

えば使うほど良くなる」と言われて育った結果、大人に

なって脳科学者なったというエピソードがあります。 

 

過度な刺激(ストレス)を与えると？ 

 

 

 

胎児や乳幼児期に、虐待などの強い苦痛(ストレス)を

受け続けると、過緊張による脳の血流障害により脳の一

部が委縮したり損傷したり変形したりします。これが固

定すると、修復が難しくなります。 

脳の萎縮や損傷や変形によって脳の機能障害が引き起

こされ、異常行動を生じます。 

学習にも支障をきたし、自立は困難になり、大切な人

生が台無しになります。 

 

右脳左脳 

人間の脳といわれる大脳新皮質は、解剖学的にみて、

右脳と左脳の二つに分かれています。 

米国の大脳生理学者ロジャー・スペリー博士は、1981

年に右脳左脳の研究でノーベル賞生理学医学賞を受賞し

ました。その研究によって右脳と左脳は異なる機能を持

つことが解明されました。 
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赤ちゃんや子どもは敏感 

大人は子どもより理性的なので、左脳をたくさん使い

ます。一方で赤ちゃんや幼児は、大人より感覚的な分、

右脳をたくさん使います。 

つまり、赤ちゃんや幼児は五感を多用しており、大人

に比べて感覚が鋭くなるということです。 

 

発達障害児の特徴 

発達障害を持つ子ども達に共通している特徴は、健常

な子ども達に比べて、さらに感覚が過剰反応するという

現象です。 

音に敏感、においに敏感、触れたものに敏感、味に敏

感、目に入ったモノに敏感です。 

つまり、自分の敏感さに振り回されて不安定になって、

異常行動を起こしているのです。 

 

過剰ストレスは脳に炎症を発症させる 

過剰に敏感な子どもは、小さな刺激でも過剰に反応し、

強くストレスを感じます。赤ちゃんや幼児が、ちょっと

したことで泣くのはそのためです。 

ストレスを強く感じると、脳内にアドレナリンが分泌

されます。アドレナリンは闘争ホルモンです。戦うため

に身体を準備させます。戦うために脳を興奮させます。 

過剰に興奮すると、脳は炎症を起こします。その炎症

を鎮めるために、血液が集まり、鬱血が生じます。 

脳に鬱血が生じると、その周辺の脳細胞は機能障害を

起こします。その結果、異常行動がはじまります。 

 

胎児・乳幼児期のストレス教育は百害あって一益なし 

ストレス教育を受け続けると、恒常的にアドレナリン

が分泌され、恒常的に興奮状態が続き、脳内の炎症と鬱

血によって、やがて、脳を損傷させたり変形させます。 

ですから、ストレス教育は今すぐ停止すべきです。人

格は歪み、自立もできません。未来も歪みます。 

 

フィンランド教育 

北欧のフィンランドは人口の少ない国です。鉱物など

の資源も少ない国です。そして、歴史的には、周辺の大

国から何度も侵略を受けています。 

この国の未来を考えたときに到達した結論は、教育に

よる人材の育成でした。 

そこで、教育に負担となっているマイナス要因を取り

除きました。具体的には、小中学校から通信簿を無くし

たそうです。宿題も無くしたそうです。 

ストレスが減った分、教育効果が高まり、現在では世

界でトップ水準の教育国になっています。 

そして、国民一人当たりの国内総生産は、日本の２倍

前後だそうです。 

 

これまでの日本の教育はストレス教育 

明治維新のときにはじめられた富国強兵策の一環とし

て、強い軍隊をつくるための兵隊の訓練法として導入さ

れたのが、現在につながる日本の教育の基盤です。その

代表がスパルタ式教育です。 

特に敏感な子どもの場合には、スパルタ式教育で強い

ストレスを感じると、脳内でアドレナリンが分泌され、

興奮して脳内に炎症と鬱血を起こし、脳の機能障害が生

じます。 

これでは、まともに学習することはできません。心（＝

脳）は歪んでしまいます。 

 

学習ホルモン（快楽ホルモン）の分泌が学習を促進させる 

学習は、脳内に学習ホルモンが分泌される時に、促進

されます。学習ホルモンの別名は、快楽ホルモンです。

すなわち、楽しさを感じた時に、学習が効率良く進むと

いうことです。 

 

「ほめ育て」のススメ 

叱って育てるよりも、ほめて育てる方が、子どもの学

習を促進させることを、幼児の右脳教育を日本に広めた

七田眞博士は強く提唱してきました。 

ほめ育てを効率的に実践するには、そのための技術が

必要になります。 

そこで私共では、「➀気絶するほどホメる」というスキ

ルと、「➁60のホメ言葉」のリストと、「③親に実践を動

機づけるフレーズ」などを開発し、広めてきました。 

実践した家庭における効果は抜群です。 
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子どもが親に求める報酬 

本来、子どもが親に求めるものは、➀笑顔と②ほめ言

葉なのです。 

絶対に、幼児をモノで釣ってはいけません。お金で釣

ってはいけません。大きくなってもモノやお金で判断す

る人間になります。ですから、人間関係は歪みます。ロ

クな大人になりません。幸せにもなれません。 

 

逆効果の笑顔 

世界中でも昔から、「子育てには笑顔が大切」と言われ

ています。でも実際は、無理に笑顔をつくっても上手く

いかないケースが多いのです。なぜでしょうか。 

それは、笑顔のパワーがマイナスになるからです。 

子どもは未熟であり、親に依存して生きています。親が

頼りなのです。特に、母親が心の頼りなのです。 

わが子が発達障害と診断されると、強くショックを受

け、心がマイナスの意識に支配されます。 

 

鬼の笑顔 

意識は表情に表れます。マイナスの意識を持つと、マ

イナスの表情となります。 

マイナスの意識でつくられた笑顔は、敏感な子どもに

強いストレスを与え、脳内にアドレナリンを分泌させる

ので、炎症と鬱血を引き起こし、脳の機能障害を生じさ

せます。ですから、学習は促進されません。マイナスな

笑顔は、逆効果となります。 

 

子育てに必要な3つの感覚 

幼い子どもに与えなくてはならないのは「３つの感覚」

です。それは➀安全 ➁安心 ③安定です。 

この３つの感覚をキープした上で、さらに楽しさを感

じることによって、脳内に快楽ホルモンすなわち学習ホ

ルモンが分泌され、学習が促進されます。 

 

子どもに与えてはいけない４つの感覚 

幼い子どもに与えてはいけない感覚は、➀恐怖感、②

不安感、③孤独感、④挫折感です。 

この４つの感覚は、どれも強いストレスをもたらす感

覚です。幼児期に、これらの感覚を強く与えると、子ど

もは過度に緊張し血流が低下するので、低体温になりま

す。 

 

頭寒足熱vs頭熱足寒 

興奮すると頭は熱くなりますが、血液が脳に滞留した

分、体は血液が不足し冷えてしまいます。 

血流が悪くなると、成長ホルモンの分泌が低下するので、

身体的にも発達が阻害されます。 

 

目が笑っている笑顔 

つまり、親の「目が笑っている笑顔」が必要なのです。 

それを、一瞬にして実現するのが、コチョコチョ体操で

す。 

まず必ず、取り組みをする前に、自分をコチョコチョ

します。その後で、子どものこともコチョコチョします。 

 

         

 

これで、親子間の緊張は緩和されます。すると、周波

数が合いやすくなり、コミュニケーション効果が高まり、

学習効果も上がります。 

 

体温37℃ 

免疫細胞の7割は腸に分布しており、体温37℃で一番活

性化します。 

体温が37℃よりも低下すると、免疫細胞の活性度が低

下し、病気にかかりやすくなります。 

コチョコチョすると、緊張が緩和し血流が良くなるの

で、体温が上がります。 

 

学習の３ステップ 

学習という現象には、情報の➀獲得と②定着と③活用

という面があります。つまり、➀集中、➁記憶、③判断、

という３つのステップによって構成されています。 

一番重要なのは、 初のステップである➀集中です。 

効果的に集中できなければ、➁記憶の精度は下がります。

③正しい判断もできません。したがって、➃正しい行動

が取れません。 

発達障害は、脳のトラブルなのです。脳のトラブルに

よって、問題行動が生じるのです。 

 

周波数理論 

テレビでもラジオでも、無線機でもスマホでも、情報

を伝達するには、周波数を合わせる必要があります。 
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周波数が少しでもズレると、情報混乱が生じます。周

波数がピッタリ合うと、情報は正確に伝わります。 

 

子育てにおける周波数理論 

親子間でも同じです。親子間の周波数がずれると、情

報は絶対に伝わりません。親子間のコミュニケーション

が成立しません。 

周波数が合うということは、親子間のコミュニケーシ

ョンが成立し、情報が正しく伝達されるということです。 

周波数が合うことで集中力が高まれば、情報が正しく

伝達されて、正しく記憶されます。ですから、正しく判

断でき、正しく行動できるようになります。 

正しく行動できれば、発達障害という現象はドンドン

減少します。 

 

叱る４つの原則 

ホメ育てはとても効果的ですが、それだけでは自立に

とって不十分です。 

➀６歳までの基礎能力の獲得、➁我慢、③自信、④思

いやり、この4つが90%できた子どもには、「叱る４つの原

則」が必要です。 

１．わがまま 

２．いじわる 

３．うそ 

４．よくばり 

この４つは、やってはいけないことです。 

 

子どもを犯罪者にしない 

この４つは、犯罪を構成する主な要因です。ですから、

「叱る４つの原則」を獲得すると、大人になっても犯罪

に関わる確率が減少します。犯罪者にならない分、幸せ

になる確率が高まります。犯罪が減れば、社会は安定化

します。 

 

エデュケーション(教育)の語源  

エデュケーション(教育)の語源はラテン語educare「養

い育てる」だそうです。 

脳科学的にいうと、子どもの脳の可能性すなわち脳の

ポテンシャルを「養い育てる」新しい教育システムによ

って、新しい教育が実現するのです。 

 

査定する発達検査表＜伸ばす発達検査表 

これまでの発達検査表は、子どもの能力を査定するた

めに利用されてきました。 

医療機関では、診断名を付けるために使われてきまし

た。行政においては、子どもをクラス分けするために使

われてきました。 

子どもを伸ばすためには使われてこなかったのです。 

 

知能指数(IQ)・発達指数（DQ）＜ポテンシャル指数PQ 

伸ばす発達検査表においては、ポテンシャルという概

念が重要となります。 

子どもを伸ばすためには、知能指数(IQ＝Intelligence 

Quotient)や、発達指数（DQ＝Development Quotient）

などよりも、ポテンシャル指数(Potential Quotient)の

方がより重要となります。 

 

子どもの発達の可能性(ポテンシャル) 

この発達検査表では、各検査項目をできる(〇)できな

い(×)でチェックするのではなく、もう少しでできそう

な部分(△)すなわち可能性(ポテンシャル)を見つけるこ

とがメインになります。ですからチェック欄は、△印と

〇印のチェック用に２つの欄を設定しています。因みに、

×のチェックは絶対に行いません。 

 

 

 

発達検査表の不適切な評価者＝専門家プロ 

発達検査表をチェックする評価者にも、根本的な問題

が潜んでいます。 

敏感な子どもは、初めての場所や知らない人に対して、

過剰にストレスを覚え、過度に緊張し、興奮してしまい

ます。ですから、日常的能力すなわち実力は発揮できま

せん。 

しかも、評価者は専門職でプロとされていても、実際

には被評価者である子どもの真の姿を良く知りません。 

こんな欠点だらけのチェック状態では、正しいデータを

入手することは不可能です。 

間違ったデータによって、子どもの未来が決められて

いるのが現状です。すぐに改めるべきです。 
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発達検査表の最適な評価者＝母親 

発達検査表の 適な評価者とは、その子どもを一番理

解している人です。その子と時間を一番共有して、一番

よく観察している人です。それは母親です。 

ケースによっては、父親、お祖母ちゃん、お祖父ちゃ

ん、その他に保育園や幼稚園の先生などです。 

その子を一番観察している人が、検査項目をチェック

することで、一番正確なデータが得られます。 

一番正確なデータに基づいて判断することで、一番正

しい評価が可能となります。 

 

子育てにおけるレーザービーム効果 

レーザービームの消費電力はたった50mWです。しかし、

レーザービームを目に受けると失明の危険があります。

なぜ、そんなに小さなパワーでも驚くほどの重大な影響

を及ぼせるのでしょうか。答えは「1点に集中」です。 

△と評価した項目の中でも、一番やり易い項目の中か

ら一つを選択し、集中して時間とエネルギーを注入しま

す。すると、何十倍何百倍の効果が生じるのです。 

このように子育てにおいても、レーザービーム効果を

応用することで、少ない労力でも短時間に大きな結果を

得ることが可能になるのです。 

 

発達障害を改善する公式：DQ＋PQ＝TQ 

発達指数(〇)にポテンシャル指数(△)を加えると、当

面の目標指数(Target Quotient/〇＋△)が算出できます。 

同時に、この数式に基づいてグラフをつくり、可視化し

ます。 

△の部分は、色で塗りつぶしてポテンシャル・ゾーン

として表示します。そうすることによって、さらに子ど

もの伸びる部分(伸びしろ)が明白になります。 

 

 

 

統計学的手法も 

このように、脳科学的アプローチに加え、定期的にデ

ータを取って、統計学的なデータ処理を行います。する

と、時間とエネルギーの無駄が圧縮されます。 

時間とエネルギーの無駄が圧縮された分、効率的かつ

継続的に実践が可能になり、子どもの成長発達が大きく

加速します。 

 

子どもの発達障害は家庭で改善できる 

わが子の改善の可能性が明白になると、親の精神は安

定します。光明が見えるからです。発達障害児の「子育

ての暗闇」から解放されます。 

親がパワーアップし、前向き積極的になり、取り組み

の継続性が高まれば、家庭教育の相乗効果が飛躍的に上

がります。 

ですから、➀脳科学的アプローチと②新しい発達検査

表により、「子どもの発達改善は家庭で改善できる」と結

論することができるのです。 
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子どもの自己肯定感を育てる共感の言葉 

            ～共感の言葉を磨くための親の取り組み～ 

 

伊勢 真由美    

(公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会) 

 

<はじめに> 

平成２９年度に実施された高校生の意識調査（独立行

政法人 国立青少年教育振興機構）では、「私は価値のあ

る人間だと思うか？」に対し、「そう思う」は、日本４５

％、アメリカ８４％、中国８０％、韓国８４％という結

果が出ている（図1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：自己評価（「そうだ」「まあそうだ」と回答した者の割合） 

 

また「価値」という言葉で思い出されるのが、５年前に

「みんなに迷惑かけるし、生きる価値ない」と命を絶った

中学生の言葉。昨年は新型コロナの影響により11年ぶり

に増加に転じたが、それまでは２０代以上の自殺者が減

少する中、１０代の子どもの自殺は増加を続け、令和元年

には、６５９人。人口１０万人当たりの自殺者数を示す 

「自殺死亡率」は、統計を取り始めた１９７８年以降最悪

となった（図２）。 

 

 

＜年齢階級別自殺死亡率の年次推移＞ 

図２：警察庁自殺統計原票データより構成労働省作成 

 

さらに、文部科学省のまとめによると、平成３０年度に

自殺した小・中・高校生は３３２人と、昭和６３年に統計

を取り始めて以来、過去最多となった（図３）。 

自分を「価値のある人間」だと思えない子どもの多い現

状を重く受け止める必要を感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３：統計以来最多となった小・中・高校生の自殺者 

 

日本は物質的に豊かになり、高度情報化社会の中で、子

育てにおいてもあらゆる情報が簡単に手に入る時代にな
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った。その一方、情報に振り回され、我が子本来の個性よ

り、他の子と比べ足りない部分を補おうとして、子どもの

言動を否定したり、子どもの言葉に耳を傾ける前に、先回

りして指示してしまう親がいる。否定、指示された子ども

は、親に今の自分を認められていないと感じてしまい、 

「僕は親から嫌われている」「私はダメな子」と、自分を

尊ぶ自尊感情や自己肯定感が育ちにくくなっていく。 

自己肯定感とは、自分を価値ある人間だと思え、ありの

ままの自分を肯定し、受け入れる事ができる感情。では、

どのようにして子どもの自己肯定感を育てていけば良い

のか？ 

小児科医の友田明美福井大学教授によると、ハーバー

ド大学との共同研究で１５００人の脳をＭＲＩで調査し

た結果、小児期に繰り返しの暴言を受けた人は、コミュニ

ケーションのカギを握る「聴覚野」が変形していたことが

わかった。一方、傷ついた脳が、親の子どもへの継続的な

ほめる・認める言葉によって回復してきたという結果も

出ている。 

言葉は「言霊（ことだま）」ともいい、魂が宿ると言わ

れる。どんな言葉をかけるかで、子どもの心を傷つけ、や

る気を奪うことにもなり、安心と喜びで満たし、それをエ

ネルギーとして困難を乗り越える力にもできる。 

子どもを健全に成長させ、自立させていくためには、子

どもを肯定し、認めて、「共感」によって、困難を乗り越

えていく力、つまり生きる力を育てることが肝要である。

同時に、様々な人との関わりの中で生きていくための社

会性を育まなければならない。そのために、親は子どもに

規範（しつけ、ルールやマナー）を教えていくことが必要

となる。しかし、どんなに規範を伝えても、その前に「共

感の愛」が十分に注がれていなければ、子どもの心に届き

にくい。 

だからこそ親は、子どもの心の根底に「共感の愛」を注

ぐための言葉を磨いていくことが大切となる。 

この共感の言葉かけによって、子どもが自分の存在価

値を認め、自己肯定感が育っていくことを、様々な事例を

挙げながら検証していく。 

 

１．共感の言葉かけのための実践 

「共感」とは「相手と同じような気持ちになること」。

プラスの出来事だけでなく、失敗や無気力などマイナス

の言動に対しても、「そうね」「つらかったね」「やり

たくないんだね」…と、子どもの気持ちに応えていくこ

とが求められる。そのためには、親の先入観や価値観は

横に置き、評価・比較・アドバイスせず、子どもの言動

をそのまま受け止めることが第一歩となる。 

親が子どものありのままを受け止め、共感の言葉をか

けていけるよう、スコーレ協会では、会員が様々な学習メ

ニューの実践に取り組んでいる。そのメニュ―をいくつ

か紹介する。 

① 子どもの長所発見            

子どもの長所を 1.容姿・容貌 2.能力 3.性格の３つの

観点から観察し、毎日記述していくワーク。子どもの

長所を再確認したり、できて当然と思っていたこと・

これまで気づかなかったことを子どもの良さとして認

めることができたり、短所だと思っていた部分の裏に

ある長所に気づく。また、この取り組みによって、子

どもへの否定的な思いや言動が軽減され、子どもを心

から愛おしいと思えるようになったという親自身の変

化も多数報告されている。 

②『スタート』学習…日常生活からの感動や気づき、発見

を記述するウォーミングアップの学習 

◆（例）「相手をほめよう」 

子どものありのままを受け止め、その言動を認める、

ほめる。言葉にして伝えることにより、親が「自分の

ことをわかってくれた」「自分の良さを評価してくれた

」と、喜びや安心、自分への自信に繋がる。 

③『ステップ・ＵＰ』学習…より良い生活習慣をつけてい

くためのレベルアップした学習 

それぞれ、５つのテーマに沿って１カ月間、毎日記述

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自信がつき、人生が変わる『スタート』学習の教材 
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◆（例）「挨拶は自分から心をこめてする」 

〝挨拶〟には、相手の心を開き、相手に近づくという

意味がある。挨拶を交わし合うことは、相手を尊びな

がら、お互いの距離を縮めていくことになる。家族の

中で、先ずは親から心をこめた挨拶の言葉を子どもに

かけることで、子どもが心を開き、ありのままの自分

を出しやすくなる。 

◆（例）「美しい〝ハイ〟の返事を心がける」 

子どもから呼ばれたり、頼まれたことに対し、その場

で「ハイ！」と返事をする。子どもの話や求めること

を全面的に受け止めてあげることによって、子どもは

「親から大切にされている」と実感でき、心を開いて

親との信頼関係を深めていける。 

 

 どんな時も、子どもに共感の言葉をかけることは容易

ではない。親にとって、子どもの「そうあって欲しくない

」言動を目の前にした時、苛立ちや心配の気持ちから、子

どもを否定したり、指示や命令の言葉をかけてしまいが

ちである。長い年月をかけ、子どもへの共感の力をつけて

きた会員の事例を紹介する。 

 

２．事例①  

Ａさんの娘は、小学校に入学して１週間たった頃、「学

校へ行きたくない」と、泣いて登校を渋るようになった。

Ａさん自身も不安になり、「何で泣くの？」「そんなに嫌な

ら学校辞める？」と責めた。厳しくしなければ強い子にな

れないと思っていたＡさんは、「もう１年生なのだから」

と何とか登校させようとしていた。 

「お母さんなんか嫌だ」と反発する娘をかわいく思え

ず、子育てに自信をなくしていた時、スコーレの家庭教育

講座に出合い、「こころの強い子」に育てるには、「スキン

シップ、笑顔、プラスの言葉かけ」が大切という話を聞き

、これまで正反対のことをしてきたと気づいた。 

それからは、泣いている娘を抱きあげ、「学校へ行くの

が嫌なのね」と娘の気持ちに共感し、落ち着くまで抱いて

あげ、泣きながら登校する娘を笑顔で送り出した。少しず

つ娘の笑顔が増え、夏休み明けから元気に登校するよう

になった。 

真面目で常に全力投球の娘は、その後も学校での疲れ

が見える時はあったが、家に帰るとリラックスでき、行き

渋ることはなくなっていった。 

ところが小６の時、再び娘から笑顔が消えてしまう事

件が起きた。クラスの男子からの嫌がらせが始まった。 

「汚い」「死ね」などの言葉に心を痛め泣いている娘が元

気を取り戻せるよう、毎朝しっかりと抱きしめ、「大好き

」と言葉をかけて学校へ送り出し、娘が話しかけてきた時

は、じっくり最後まで聞くよう心がけた。娘の姿にＡさん

自身の気持ちも暗くなる時があったが、スコーレの様々

な学習メニューに取り組むことで、「私もやればできるの

だ」と、自分に自信をつけ、どんな時も明るい気持ちで過

ごせるようになっていった。 

「お母さんは、いつでもあなたの味方。何があっても、

あなたを守るよ！」と心から伝え、娘はその言葉を信じて

くれた。娘は「負けない！」と言って休まず登校し、次第

にいじめはなくなっていった。卒業式を笑顔で迎え、中学

に入学した娘は、クラスや学年の活動に積極的に参加し、

昨春、目指す高校へと進学した。娘と共にＡさん自身もた

くましく成長できた９年間の貴重な体験となった。 

 

３．事例② 

Ｈさんは、長女が小学生になった頃から、学校生活で周

りの子と比べ、自分の子の理解が遅いと感じるようにな

った。「できないのは努力が足りないだけ」「復習すればで

きるようになるから」と、学校で困らないよう、周りに追

いつけるように娘の勉強をみて、叱咤激励してきた。 

低学年の頃は母親の言葉に従い、家庭での学習に取り

組んでいた長女だったが、高学年になるにつれ、母親の言

葉や指示に反発するようになってきた。動かない娘を動

かそうとして、イライラしていたが、スコーレの学習を始

めたＨさんは、今までのやり方では、子どものヤル気の芽

を摘んでしまうと感じた。 

「できない所をできるように」から「できている所を伸

ばす」ことを最優先にしようと決め、スコーレの『スター

ト』学習の５つのテーマの中から、「相手をほめよう」に

取り組んだ。 

取り組み始めた当初、これまで感情を表に出すことが

なかった長女が、急に泣き出したり、「イヤだ・・・」と

正直な気持ちを言葉にするように変化した。聞くと、「今

までイヤだと思っていたけど、言えなかった」と話してく

れた。マイペースの長女へ「こうしたらいい」という思い

が強く、それを強要して、長女の本音を閉じ込めていたの

だと痛感した。 

本人のペースを大事にして見守りながら、できない、や

りたくない、疲れた・・・と訴えてくる長女の言葉に、自
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分の気持ちも不安になることがあったが、「そうなんだね

…」と共感し、日々を明るく笑顔で過ごすことを心がけた

。また、小さな出来事も具体的にほめて、『スタート』学

習への記述を継続した。 

長女の変化には３年ほど要したが、少しずつ笑顔が増

え、涙をこぼすことも減ってきた。高学年になると、学校

生活でも委員会活動に積極的に参加したり、苦手な課題

に何日も費やして丁寧に取り組み、完成させた。 

中学校では、自信を持って物事に向かう姿が多く見ら

れるようになり、苦手なことも「やる」と決めたらやり通

すたくましさが備わってきた。そして、保育士になる夢の

実現に向けて努力を続け、第一志望校への合格を手にす

ることができた。 

 

４．事例③ 

その他にも、『スタート』学習や『ステップ・ＵＰ』学

習に取り組み、子どもの状況が好転した事例を紹介す

る。 

・不安をすぐに口に出す息子の自信のなさが気になり、指

示や命令が多かったと反省。毎日長所を書くことで、成

長した息子への愛おしさがわき、欠点が気にならなく

なった。 

・字を書くのが苦手な息子のノートをよく見て、丁寧に書

けていることを伝えると、投げ出していた書初めを根

気よく続けた。 

・娘をよく見て、毎日ほめることを続けると、苦手だった

水泳を「続けたい」と言い出した。弟の面倒もみてくれ

るようになった。 

・娘２人に毎日何か声をかけてほめると、何とも嬉しい自

信がついたような表情に。「これもできるよ！」と意欲

的になった。 

・障害を持つ息子の自傷行為が増えていた。毎日１回ほめ

る事を続けたら、心が安定してきたのか、自傷行為がな

くなった。 

・頼まれた事を「はい！」と、すぐにやるようにしたら、

子どもの気持ちが分かるようになった。子ども達も話

を聞いてくれるようになった。 

・目を見て「おはよう」とあいさつしていたら、子どもの

不調にスグ気づけた。 

・「行ってらっしゃい、お帰りなさい」を笑顔で心がけた

ら、子どもとのぎくしゃくした雰囲気が解消した。 

 

５．まとめ  

自分の子育てに自信を持てず、孤独や不安、ストレス

を抱える親が増えている現代社会で、一人でも多くの親

が、自身の自己肯定感を磨いていくことが求められる。

安心感を持って正しい方向にエネルギーを注ぐことで、

これからの社会を担う子ども達の自己肯定感を育ててほ

しいと願うものである。 

ＡさんやＨさんの事例を紹介したように、傷ついた子

どもの心に生きるエネルギーを与えるには、温かいスキ

ンシップや笑顔が注がれてこそ、共感の言葉が活かされ

ることがわかる。 

事例で紹介した皆さんは、わが子の気になる言動に不

安を感じながらも、自分の思いを横に置くこと、待つこと

、心も身体も傾けて子どもの言葉を聴くこと・・・といっ

た実践に取り組みながら、共感の言葉を磨いていった。ま

た、親自身が「これでよし！」と今の自分を認め、これか

ら先のことに対して、大きな不安を感じることなく進ん

でいけるようになった。 

このように、実践を通した成功体験を積み重ねながら、

親自身の自己肯定感を磨いていった程度、自分の思いに

とらわれず、ありのままのわが子を受け入れられるよう

になる。 

子どもは幼少期に「親からありのままの自分が愛され

ている」と実感できると、心の底にしっかりと自己肯定感

の根を下ろす。親が子どもの言動に隠れた本音に気づき、

その時その場、わが子の心に響く共感の言葉をかけてい

くことによって、この自己肯定感がより強固なものにな

り、成長の過程で様々なハードルを乗り越えていく大き

な力になると確信する。 
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コロナ禍における育児の現状と親のニーズに関する一考察 

－地域子育て支援センターの来所者を通して－ 

 

鈴木 順子 

(愛知東邦大学) 

 

Ⅰ. はじめに 

 愛知県下にも昨年度から緊急事態宣言等が発令され、

自粛が余儀なくされている。こうした状況下が 1 年以上

続く中で、コロナ禍は子どもや親の生活環境にも影響を

与えている。今回の調査は N 市の地域子育て支援センタ

ーを利用している親を対象に実施した。N市センターは昨

年度、緊急事態宣言の中、閉館していた時期があった。   

本稿では、コロナ禍における親の育児の現状に焦点を

当て考察することにより、親のニーズに関する内容の把

握の整理をしたいと考える。 

 
Ⅱ. 研究方法 

1. 調査方法と対象者 

愛知県N市の地域子育て支援センター(以下、「センタ

ー」又は「Nセンター」という)にてセンターに来所した

母親83名と父親20名の103名に質問紙を配付し、回収

した。 

 

2. 調査期間   

2020年 12月に4回調査を実施した。 

①12月 1日(火)  ②12月 9日(水) 

③12月 12日(土)  ④12月 19日(土) 

 

3. 調査内容 

紙面による質問項目の内容は、回答者の①基本的属性、

②回答者の育児・家事時間、③育児の相談相手、④セン

ターの自粛期間中に過ごした場所及び遊び相手、⑤自粛

中の子どもの変化、⑥育児等に関して困っていること、

困ったこと、⑦センター自粛期間後のセンター利用を通

して感じること等である。 

 

Ⅲ. N市の概要とセンターの開所時間 

N市は2020年12月現在、人口は約9万人、世帯数は約3万

世帯となっている。Nセンターは子育て支援拠点施設とし

て、開所日時は月曜日から土曜日、9時～16時30分である。

センターでは、自由に遊ぶことができる広場の開放、子育

て相談、あそびのひろば等が開催されている。 

 

Ⅳ. 調査結果 

1. 回答者に関する基本的事項 

(1)回答者の基本的属性 

本研究の対象者の基本的属性は母親に関しては20歳・

30 歳代が全体の約9割、父親に関しては30歳代が8割、

9割以上が核家族世帯であった。来所する子どもの年齢は

0,1歳児、1人の子どもを育てている家庭は約7割であっ

た。就労の有無に関しては父親は正規雇用、母親は専業主

婦が最も多かった。 

 

(2)回答者の育児・家事時間  

 母親の育児時間は平日、休日共に、4 時間以上が 9 割、

父親の育児時間は平日が1時間以内で約5割と最も多く、

休日は 3 時間以上が約 7 割となっている。休日の家事に

関しては母親の約8割が3時間以上、父親は1～3時間が

9割となっている。 

 

2. センターの自粛期間中の育児や親に関する事項 

 N センターは2020 年の 4,5 月は自粛期間として閉館さ

れ、2020 年 6月 1日から開館された。再開後は来所者の

消毒と検温、マスク着用を促し、感染予防に心掛け、滞在

時間を設け、開館している。本研究の調査対象者は父母共

に 5 度目以上の来所者が多く、日頃から利用している来

所者であることがわかる。 

(1)育児の相談相手 

 日頃の育児の相談相手は母親、父親共に「パートナー」

が最も多い。次いで母親は「友人・知人」、「祖父母」、「セ

ンター職員」、父親は「友人・知人」、「祖父母」、「近所の

人」の順に相談している結果がみられた。 

 

(2)センターの自粛期間中に過ごした場所及び遊び相手 

 N センターの自粛期間中に子どもが過ごした場所は、

「自宅」が最も多い。次いで、「公園」、「祖父母宅」とな

っている。その際の遊び相手については母親が最も多く、

次いで父親となっている。「子どもの友達と遊ぶ」と回答

した人は全体の8%であった。 
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(3)自粛中の子どもに関する変化 

  親に「自粛中の子どもに関する変化」について尋ねた。

父親からは「子どもの運動不足」「特になし」という回答

がみられた。母親に関しては「お菓子を沢山、食べるよう

になり、太った。」「だらだらと過ごすことしかできず、運

動不足になった」「運動不足なのか、体力が余ってお昼寝

ができない」「人との関わりが減少、人見知りが再発」「子

どもが我儘になった」等の回答がみられた。 

 

(4)育児に関して困っていること、困ったこと 

 親が育児をする上で、また自分のことでの困り事に関

して質問をしたところ、父親の回答には主に「遊び場所が

ない」「外出できない」と記されていた。母親の回答につ

いては、表1のように5つに大別した。 

表1  コロナ禍で困っていること、困ったこと 

子ども

の遊び

環境に

関する

問題 

・外出先で思いきり、遊ばせられない。 

・1 歳になり自由に動き回るようになったが

子どもを連れていく場所が限られた。 

・人が集まる場所に沢山、連れて行きたいが、

感染リスクが高まること。 

人と関

われな

いこと

から発

生する

問題 

・ママ友に会って話せず、また周りのママ友か

らの口コミ等の育児情報が入手しにくい。 

・子どもが同世代の子どもと遊べないこと。 

・子どもに親以外の人と関わる機会を与えた

かったができなかったこと。 

・実家(県外)に頼れなくなった。 

・知人に会えない。孤独感。 

毎日の

子ども

との関

わり方

の問題 

・ずっと家にいる為、お菓子の量とテレビを 

見せる時間が増えた。 

・家で毎日遊ぶことが同じであきてしまった。 

・遊び方が分からなかった。 

毎日の

生活の

中での

親の問

題 

・夫が仕事のため、家にこもりきりで、買い物

も行きづらかった。 

・夫のリモートワークでの昼食の準備の負担

増の家事時間の増加。 

親のス

トレス

の問題 

 

・子どもと家で過ごす時間が多く、イライラ 

することが増えた。 

・元々、外出する事が好きだった為、家に 

閉じこもることは辛かった。 

・子育ての不安でイライラしていた。 

 

(5)コロナ禍においてのセンター利用による利点 

   -子どもと親の利点から- 

自粛後に子どもがセンターを利用したことに対して親

がよかったと感じることは、他の子どもとの交流で成長

できること、いろいろな人と触れ合う機会が増えること

で様々な経験ができ、遊びの幅が広がること、広い場所で

のびのびと動き回れること、家とは違う玩具で遊ぶこと

ができること等が記されていた。  

母親にとっての利点は、大別すると、センターの保育士

やママ友と「相談できる場」、「安心・気分転換・人との交

流・ストレス解消の場」、親子で「遊べる場」として活用

できると記されている。また父親に関しては「広い場所で

遊べ、楽しめてよい」「同じ年代の子ども達と関わる楽し

さを感じている」「楽しく過ごせて助かっている」という

回答であった。 

 

Ⅴ. まとめ 

 家族形態は核家族が大半を占め、外出先がないことや

人との関りがもてない、育児・家事時間をみても母親の育

児が長いこと等、コロナ禍においての母親の育児の大変

さが感じられる結果であった。日頃の母親の育児の相談

相手として多い回答は「パートナー」「知人・友人」であ

った。「友人・知人」は子どもの友達の母親、いわゆるマ

マ友のことであり、日頃から相談相手として関わってい

ることがわかるが、自粛中の子どもの遊び相手をみると、

「子どもの友達と遊ぶ」は全体の 8%と少なく、実際には

対面をして話していない現状にあったことがわかる。母

親が困っていることとして、「ママ友に会って話せず、ま

た周りのママ友からの口コミ等の育児情報が入手しにく

い」ことが記されていた。今回の調査の回答者は 0,1 歳

児で一人の子どもをもつ親、つまり初めての育児をする

人が多いことから実際に口コミで情報を得たいと考えて

いると思われる。また自宅で過ごすことが多いため、毎日

の子どもの生活や母親のストレスの問題等が挙げられて

いた。さらには、夫の在宅勤務での家事の負担増の現状も

みられた。また日中、子どもと過ごしていない父親も多い

ためか、自粛中の子どもの変化については「特になし」と

いう回答が多くみられたが、「子どもの運動不足」を気に

しながらも外での遊び場所がないとの記述もあった。 

以上のような現状や様々な問題からニーズがみえてく

るが、これらの問題と回答者のセンター利用を通して感

じたことから考察すると、子どもも親もセンターを利用

することで上記に関連する問題が軽減されているのでは

ないかと推測される。今回の回答からセンターは子ども

がのびのびと遊ぶことができる場所としてだけでなく、

親と子どもが人と繋がり、関われる場所としても求めら

れていることを考察することができた。コロナ禍の中で、

感染予防にも注視し、親のニーズを視野に入れ、コロナ禍

の育児支援を行っていくことが重要であると考えられる。 
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家庭における防災学習に関する調査研究 

 

江田 英里香・前林 清和 

（神戸学院大学） 

             

１．研究の背景と目的 

 日本は災害大国であり、毎年様々な自然災害が発生し

ている。2021年1月から7月までの間にも、宮城県沖地震、

和歌山県北部地震、福島県沖地震などの地震に加え桜島

の火山活動、積雪や大雨などが起きている。特に7月の静

岡県熱海市での大雨による土石流発生では大きな被害を

もたらし、尊い命が失われた。 

 災害は予期せぬ時に予期せぬ形で発生するケースもあ

れば、予測可能な災害もある。自身の命や家族の身を守る

ためには、日本どこでも起こる可能性がある災害に備え

てのリスク管理や備えは必須である。特に、「自助・共助・

公助」が重要であり、特に「自助」つまり、自らの避難や

家族の助け合いが最も重要であると言われている。 

 全国の 18 歳以上を対象に行った内閣府の「防災に関す

る世論調査」（平成 29 年 11 月調査）によると、地震対策

として行っていることとして、地震保険加入が 46.1％、

食料や水日常品などの準備が 45.7％、停電時の備えが

43.3％などとなっている。また、防災訓練の参加について

は 40.4％である。さらに「自助・共助・公助」について

は、「自助」に重点を置くべきと答えた人は 39.8％となっ

ている。 

 そこで、本研究では、小中学生を持つ親が、どの程度、

家庭において共に防災について備え、共に学習をしてい

るのかを明らかにし、その課題を検討する。 

 
２．調査対象者と調査の手続き 

インターネット調査会社のモニターの中で既婚で子ど

ものいるモニターに対して、小学生と中学生のどちらか、

あるいは両方の子どもがいる親をスクリーニングした。

その該当者 800 名に対して、本調査を実施した。有効回

答数は、男性が 473 名、女性が 327 名であった。 

 

３．調査の結果と考察 

３－１．防災に関する意識・知識・行動 

調査対象者である親に対して、防災に関してどの程度

意識を持っており、また知識があるのか、さらにそれらを

行動に移しているのかについて聞いた。 

 

①防災意識 

表１ 防災意識の高さ 

対象 高い 普通 低い 

全体 21.6% 57.5% 20.9% 

性別 男 26.2% 55.6% 18.2% 

女 15.0% 60.2% 24.8% 

 

②防災の知識 

表2 各種防災知識に有無 
項目 知っている 知らない 
避難場所・避難所 85.3% 14.8% 
ハザードマップ 65.4% 34.6% 

 

③防災の行動 

表3 各種防災準備等の有無 
項目 はい いいえ 
水・食料 62.8% 37.3% 
簡易トイレ 27.1% 72.9% 
防災訓練・防災研修 26.4% 73.6% 

  

全体で見ると防災意識は「普通」が6割弱であるが、男

女別でみると男性の方が防災に対する意識が高いことが

明らかになった（表1）。防災の基本的な知識として、避難

場所と避難所について、ハザードマップについての知識

があるかについて聞いた問いでは、前者については8割以

上が知っており、後者については6.5割程度が知っている

とこたえており、ハザードマップの認知が高くないこと

が明らかとなった（表2）。 

 さらに防災の行動として備えについて聞いたところ、

水や食料の備えについては6割以上が備えているものの、

簡易トイレの備えは3割未満と低いことが明らかになっ

た。また、地域の防災訓練や防災研修への参加についても

3割にも満たしていないことが分かった（表3）。水と食料

の備えについては内閣府の調査よりも多くなっている。 

 

３－２．防災に関する親子の関係 

 次に、親と子どもが防災に対してどの様に取り組んで

いるのかについて、①「親子が一緒に過ごす頻度」と「家

族防災会議の頻度」、「子どもとの防災準備」、②「親の防

災意識」と「家族防災会議の頻度」、「子どもとの防災準備」、

のクロス集計を行った。 
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①家族が一緒にいる頻度との関係 

親が子どもと一緒にいる頻度と家族での防災会議につ

いては、親が子どもと一緒にいる頻度が高ければ高いほ

ど防災会議を実施していることが分かった（表4）。一緒に

いれば必然的に話をする内容も多岐に渡り、その中に防

災についての話があることは想像できる。また、「避難場

所・避難所の確認」「ハザードマップの確認」「水・食料の

準備や確認」「簡易トイレの準備や確認」「防災訓練などへ

の参加」といった防災準備についても同様で、親が子ども

と一緒にいる頻度が高ければ高いほど、防災準備を一緒

にしていることが分かった（表5）。 

 

表4 家族防災会議の頻度と親子が一緒に過ごす頻度のクロス 

 

表5 子どもとの防災準備等と親子が一緒に過ごす頻度のクロス 

 

子どもとの防災準備 

避難場

所等 

ﾊｻﾞｰ

ﾄﾞﾏｯ

ﾌﾟ 

水・

食料 
簡易ト

イレ 
防災

訓練 

日常

子ど

もと

一緒

に過

ごす 

よくする 
はい 46.0% 38.5% 52.4% 26.3% 23.3% 

いいえ 54.0% 61.5% 47.6% 73.7% 76.7% 

ある程度する 
はい 39.6% 24.0% 46.1% 19.4% 17.1% 

いいえ 60.4% 76.0% 55.9% 80.6% 82.9% 

普通 
はい 30.1% 25.9% 33.1% 13.9% 11.4% 

いいえ 69.9% 74.1% 66.9% 86.1% 88.6% 

あまりしない 
はい 34.8% 23.9% 34.8% 10.9% 13.0% 

いいえ 65.2% 76.1% 65.2% 89.1% 87.0% 

全くしない 
はい 20.0% 30.0% 30.0% 20.0% 30.0% 

いいえ 80.0% 70.0% 70.0% 80.0% 70.0% 

 

② 親の防災意識との関連 

 親の防災意識と家族での防災会議については、親が防

災意識が高ければ防災会議をしている割合は「よくして 

いる」「時々している」を合わせると6割を超えており、親

の防災意識が大きく影響していることが明らかになった

ければ高いほど様々な防災準備も行っていることが顕著

になっている（表7） 

表6 家族会議の頻度と防災意識のクロス 

 

表7 子どもとの防災準備等と防災意識のクロス 

 

 では、家庭における防災会議や防災準備について、

「家族が一緒にいる頻度」と「親の防災意識」のどちら

が重要な要素であるのかについては、「親の防災意識」

が高い方が防災会議と防災準備共に行っていることが明

らかとなった。 

 

４．おわりに 

内閣府の調査では「自助」が重要と答えた人が4割近く

に上ったが、本稿ではそれを家庭教育として子どもたち

と共に行っているのかという点に着目した。 

その結果、家族が一緒にいる頻度が高ければ高いほど、

そして親の防災意識が高ければ高いほど家庭での防災会

議や子どもとの防災準備をしていることが明らかになっ

た。また、家庭における防災会議や準備等については、親

の防災意識の高さが影響を及ぼしていることが明らかに

なった。 

災害に備えるための家庭教育として、まず親が防災に

対する意識を持ち、子どもたちと共に話し合いをしたり

準備をしたりすることが重要である。 

 

【参考文献】内閣府、「防災に関する世論調査」（平成29年11月調査）

https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-bousai/index.html（2021年7月19日アクセス） 

 
家族防災会議の頻度 

よく 時  々 普通 あまり  全く 

日常

子ど

もと

一緒

に過

ごす 

よくする 
はい 14.4% 33.8% 20.8% 23.3% 7.8% 

いいえ 85.6% 66.2% 79.2% 76.7% 91.2% 

ある程度する 
はい 2.3% 29.0% 34.6% 25.3% 8.8% 

いいえ 97.7% 71.0% 65.4% 74.7% 91.2% 

普通 
はい 0.6% 10.8% 44.0% 31.9% 12.7% 

いいえ 99.4% 89.2% 56.0% 68.1% 87.3% 

あまりしない 
はい 0.0% 13.0% 21.7% 39.1% 12.7% 

いいえ 100% 87.0% 78.3% 60.9% 87.3% 

全くしない 
はい 0.0% 10.0% 20.0% 20.0% 50.0% 

いいえ 100% 90.0% 80.0% 80.0% 50.0% 

 
家族防災会議の頻度 

よく 時  々 普通 あまり 全く 

防災

意識 

高い 
はい 24.3% 38.2% 26.0% 10.4% 1.2% 

いいえ 75.7% 61.8% 74.0% 89.6% 98.8% 

普通 
はい 3.0% 27.6% 35.7% 27.2% 1.6% 

いいえ 97.0% 72.45 64.3% 72.8% 98.4% 

低い 
はい 1.2% 10.2% 15.6% 41.3% 31.7% 

いいえ 98.8% 89.8% 84.4% 58.7% 68.3% 

 

子どもとの防災準備 

避難場所

等 
ハザード

マップ 
水・食料 

簡易ト

イレ 
防災訓

練等 

防

災

意

識 

高い 
はい 64.2% 65.3% 74.6% 39.9% 40.5% 

いいえ 35.8％ 34.7％ 25.4%  60.1% 59.5% 

普通 
はい 37.2% 27.0% 42.5% 19.3% 14.1% 

いいえ 62.8％ 73.0%  67.5% 80.7% 85.9% 

低い 
はい 22.8% 12.6% 15.6% 5.4% 8.4% 

いいえ 77.2% 87.4%  84.4% 94.6% 91.6% 
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（表6）。また同様に、子どもとの防災準備も防災意識が高



 

 

講 演 

脳科学等の科学的知見に基づく家庭教育 

―新たな家庭教育学の樹立を目指して― 

 

講師：高橋史朗 氏 

(モラロジー道徳教育財団道徳科学研究所 教授/麗澤大学大学院客員教授） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 26 -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 27 -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 28 -



会員入会のご案内

本学会は、家庭教育に関する理論的・実践的研究とその普及を目的として昭

和 61 年に設立され、大会開催、『家庭教育研究』『家庭フォーラム』『会報』

などの刊行、家庭教育師・アドバイザーの認定及び支援、海外の家庭教育関連

団体との交流などの事業を行っており、「日本学術会議協力学術研究団体」と

して認められています。家庭教育の研究と実践に努力していく仲間の入会をお

待ちしております。 

【 入会手続 】 

 本学会のホームページ（hesoj.com）の「入会案内」から「入 

会申込書」をダウンロードし、必要事項を記入して事務局宛に 

ご郵送ください。または、電話や郵便などで事務局に申込書を 

依頼することも可能です。 

 申し込の際には現会員 1 名の推薦（捺印またはサイン）が必要 

です。 

 入会は年 4 回開かれる常任理事会において正式に承認されます。 

【  会 費  】 

  年会費 5,000 円（入会金不要） 

＊学校教育法に定められた、専門学校、高等専門学校、 

短期大学、大学、大学院に在籍する者は年額 3,000 円。 

 

【 会員特典 】 

 会員は学会主催の大会における研究発表および研究紀要『家庭 

教育研究』に投稿することができます。 

  学会発行の『会報』『家庭フォーラム』『家庭教育研究』を 

お送りします。 

 学会認定の「家庭教育師」資格を申請することができます。 
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