
 

 

第６回 子育て支援 

～ 子育て（乳幼児）の悩み引き受けます ～ 

 

                           平成１５年１２月１３日（土） 午後２時～４時 

                           福祉センター学習・集会室 

 コーディネーター ： 山下 真一氏 

                                       小林 和人氏 

                           講      師 ： 高橋 道子氏 

※一般の方の発言は匿名としています。 

 

≪市長挨拶≫ 

 皆さんこんにちは。フォーラムに参加していただきまし

てありがとうございます。 

 きょうのフォーラムはお二人のコーディネーターと、講

師といたしまして東京学芸大学の高橋先生をお迎えして

います。のちほどお話しをいただきますが、その前に若

干お時間をいただいて、私の方から福生市の概要につ

いて、いろいろなデータを見ながらお話をしたいと思い

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

     開催の趣旨・福生市の概要については、 

第１回と重複しますので省略いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 これから子どもたちがどんなふうに育っていくことがい

いのか、どんなふうに育ってもらいたいかということを考

えていく意味では、きょうのフォーラムは大変重要な意味

を持っていると思います。 

 多くのお父さんやお母さん方がさまざまな悩みを抱え

ながら子育てをしていらっしゃるのでしょうけれども、み

んながお互いに協力し合いながら子どもを育てていける

ような、そういうまちにしていかないといけない。そのた

めにはさまざまな形で御意見を聞かせていただいて、そ

れを可能な限り反映しながら施策を展開していくことが

大切ではないかと考えています。 

これからの進行はコーディネーターのお二人にお願

いしたいと思います。今回のコーディネーターは、武陽

ガスの常務でいらっしゃいます山下真一さんと、大多摩

ハム社長でいらっしゃいます小林和人さんでございます。

それから、講演をいただきますのは東京学芸大学教授

で心理学が御専門であります高橋道子先生でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

≪山下≫ 

 コーディネーターを務めさせていただきます武陽ガス

の山下真一と申します。よろしくお願いいたします。 

 先に私と小林さんの簡単な自己紹介をさせていただい

た後に、高橋先生から１時間ほどいろいろなお話を伺い

まして、その後、きょう御参加の皆さんから御意見なりい

ろいろな質問事項等を出していただければと思っており

ます。 

 また、大変恐縮ですが、私ども座ったままでお話をさ

せていただくことをお許しいただきたいと思います。 

 私には９歳と６歳の女の子がおります。小学生と幼稚園

ですので、今回のテーマからすると少し大きいかなと思

いますが、いろいろ子育ての悩みもございますので、き

ょう皆さんと一緒に高橋先生のお話を含めて勉強させて

いただきながらこの会を進めさせていただければと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

≪小林≫ 

 皆さんこんにちは。大多摩ハムの小林と申します。 

 きょうのメインコーディネーターは山下さんで、私はサ

ブコーディネーターという位置づけでございます。まち

づくりフォーラムでは、これまでに国際化、情報化、それ

から商工業振興をテーマとしたコーディネーターをやら

せていただきました。このコーディネーターの役割とい



 

たしましては、専門家と市民の皆様との橋渡しをしていく

ような、そんなことができればと思っています。 

 私には３人娘がおりまして、上は小学校４年、２番目が

小学校１年、３番目が幼稚園の年少で、現在子育て真っ

最中でございます。自分で言うもおかしいのですが、私

は意外にも子どもの面倒見がいい方なのですね。たま

に３人を連れて公園に行ったりしています。そうすること

で、たまには家内に時間をあげるという意味もあるかもし

れませんし、もしかしたら、たまには子どもを家内から解

放させてあげるという意味もあるかもしれません。そんな

ことで井の頭公園に行ってお菓子を買ってボートをこい

だりして、楽しい時間を過ごしています。 

しかし、これも常に一緒にいないからこそできるという

か、男親という気軽な立場だからできることかもしれませ

ん。家内は専業主婦ですので、日ごろ、現実問題として

子どもに接していますので、かなり役に立っているのか

と思います。 

 そういうわけで、きょうは御専門の高橋先生がこちらに

いらしていますので、子育てに奮闘している立場で、私

も恥を忍んでいろいろ御質問させていただければと思っ

ています。よろしくお願いいたします。 

 

≪山下≫ 

 それでは、早速でございますが、高橋先生の方からお

話をいただいて、その後皆さんから御質問、御意見等を

お受けさせていただきたいと考えていますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは高橋先生よろしくお願いいたします。 

 

≪高橋≫ 

 皆さんこんにちは。高橋と

申します。 

 きょうは本当にすばらしい

お天気で、御家族とのいろ

いろな行事とか、あるいはせ

っかくのお天気だからこんな

こともしたいなという思いもお

ありだったのだろうと思いま

すけれども、それにもかかわ

らずこちらに参加していただ

きましてありがとうございます。 

 私は東京学芸大学という、

これは国分寺もしくは武蔵小

金井がＪＲ中央線の最寄駅で

すけれども、そちらの大学で

子どもの発達心理学を専門と

して研究をしたり、学生に指

導しております。 

 子どもはこの世に一人で生

まれてきますね。一人で生まれた子どもが周りの方たち

とのさまざまな関係の中でいろいろと関わっていき人間

として成長していきます。最初に一体子どもにとってどん

なことが大事なんだろう、どんな経験を通して子どもが、

例えば３歳とか、あるいは小学校に入るくらいというところ

まで育ってくるのだろうか、そのときに親とか、それから

子どもを取り巻いている周りの方たちというのは子どもに

とってどんな力になっていくのだろうか、そのようなことが

私がずっと自分の専門としてやってきたことです。 

 普段、学生たちにそういう話をしていますと、青年期の

恋愛の話なんかをすると目がらんらんなんですけれども、

小さな子どものことに関してはちょっと先のことなのでピ

ンとこないようで、大分経ってから「あのときの話を今思

い出しています」なんていう年賀状がよく来るのですね。 

 学生に話をする以外にも、公民館などで乳幼児のお子

さんをお育てになっているお母さんの講座などもたくさ

ん持っておりまして、むしろそういうところで子育て真っ

最中の親たちが抱えるいろいろな悩みを一緒に考えた

り、いろいろな勉強をさせていただいています。 

 きょうは私が１時間ほど講師という形でお話をするよう

にと言われておりますけれども、このフォーラムというの

は共に一緒に考えていきましょうという場だと思いますの

で、私の話をきっかけにして、できるだけ皆さんたちから

のいろいろなお話を伺っていきたいと思います。 

子育てというのは、これは今２歳や３歳のお子さんを

お持ちの方もそうでしょうし、もう大分大きいお子さんを

お持ちの方もいるでしょうけれども、一人ひとりこの子と

私との間の関係を作るということです。「この子について

何をしていったらいいのか」「どうやったらいいだろう」と

いうことで、それぞれ違った関係でそれぞれの子育てが

あります。そして発達心理学の専

門の立場からいうと、「このような場

合にはこんな考え方もありますよ」

ということは言えても、それが具体

的に誰にでも当てはまるなんてい

うことはなくて、本当に手づくりで、

日々探りながら、子育てというもの

はやっていかなければいけないも

のだと思います。 

 ですからきょうのこのタイトル「子

育ての悩み引き受けます！！」な

んていうすごい名前ですけれども、

これは引き受けますというのでは

なくて一緒に考えていきましょうね

という、そんな意味のタイトルです

ので、きょうの会もそんなふうに進

めていけたらなと思います。 

 これからの私の話がどのようなプ

ロット（筋）で話されていくのか、ち



 

ょっと手元にメモがあると、皆さんがお書きになる手間が

省けるでしょうし、私の方も軌道修正ができたり、このこと

をぜひお伝えしたいなということがわかりやすいので、１

枚の紙にいたしました。 

 これに沿いながら、前半はＨＯＷ-ＴＯ（仕方・方法）の

ように「具体的にこの場合にはこうです」というよりも、子

育てというのはまさに手づくりで、自分とその子とのことを、

子どもとともに悪戦苦闘しながら考えていかなければい

けないというときに、その考え方の多少の視点とかよりど

ころになるというようなものを少しお話したらいいのかな

というふうに思っています。ですから何かがそこでたちど

ころに解決するというのではなくて、そこからそれぞれの

方が考えていくきっかけになったらいいのかなというふう

に思っております。 

 人間の子どもだけ見ていますと、小さいから何もできな

くて、小さなうちはしようがないというのが当たり前という

感覚が、赤ちゃんの姿などを見ていると起こってまいりま

す。けれども、私たち人もこの地球上にいる動物だという

ふうに見ると、哺乳類という乳を親からもらって育っていく

動物の中でも、人間の赤ん坊ほど手のかかる動物という

のは他にはいません。地球上で人間様としていろいろな

ものを支配して、ある意味では一番いろいろなことがで

きる。我が者顔で地球上にいますけれども、実際に生ま

れてきた赤ん坊を見ていきますと本当に何もできないで、

そして親からのさまざまな保護を必要としています。 

 人間の赤ん坊というのは、どうも他の哺乳動物と比べて

みていきますと、約１年ほど早く親の胎内から出てきてし

まった動物だなどとよく言われています。生まれてすぐ

に移動ができて、おなかが空けば自分の方から親のとこ

ろにお乳をもらいに行くことができる哺乳動物がいる一

方で、人間の赤ん坊は寝かされたらもうそこに置かれっ

ぱなしで、親の方が気づいて抱き上げてお乳を自分の

胸元であげないとだめなのです。そのぐらいひ弱なので

すね。 

 そういう意味では本当に手がかかりますし、産まれてか

らの約１年間というのは、子宮の外に出て確かに生まれ

てきているのですけれども、子宮の外に出てまだ胎児の

状態だというふうに人間の赤ん坊を指している方もいま

す。 

 それだけ赤ん坊の時代は手がかかりますし、それから

いわゆる大人になるというのはいつなんだろうというふう

に考えましても、人間の子どもというのはなかなか大人

にならない。次の子どもが産むことが可能な、たとえば女

性では生理が始まるというところで見ていけば確かに大

人の体としての証しがありますが、精神的、社会的に一

人前と認められるまでには大変長くかかって、大学を出

てもまだ親がいろいろ面倒をみなきゃねという思いを多

くの方が今持つようになってきています。 

そのぐらい子どもの時代が非常に長い。その長い時

代に人間の子どもというのはゆっくりと発達しながら、最

初のころは非常に未熟であるというか、何もできないから

こそさまざまなことができる可能性を秘めて生まれてきて、

そして周りからのさまざまな働きかけを通して非常にすぐ

れたものをつくっていく。 

 逆に言うと、最初出来上がっていないということは、い

ろいろなものを吸収して育っていく可能性だけは秘めて

産まれてきていますよというのが人間の子どもなのだと

思います。だからこそ周りの方からのさまざまな働きかけ

が、いわゆる一人前の人間になっていくために必要だし、

親のさまざまな力も非常に大きくなってきます。 

 子ども時代が長いということで見ていきますと、以前に

比べればさらに子ども時代というのが大変長くなってい

て、長い子ども時代の間にさまざまなことが学習できるチ

ャンスが与えられている。一方で親の責任がますます重

くなっているということなのですね。 

 きょうは「子育て（乳幼児）の悩み引き受けます」というタ

イトルですけれども、もう少し上のお子さんをお持ちの方

もたくさん来てくださっているような気がいたします。人

間の親子ですごく難しいのは、どこで子どもを「もう親は

手助けしないからあなたは自分でやれることをやってご

らんなさい」と手を離すのかということです。なかなかふ

んぎりがつかない。はっきりといつになったら親元から離

していいのかというのがなかなかわからないというのが

人間という動物の一番難しいところなのだろうと思います。 

 他の多くの動物はわりとあっさりともう子離れ、親離れし

ていきます。なぜかというと赤ちゃんはみんなかわいい

ですけれども、だんだんと顔つきとか体つきが親に似た

顔つき、親に似たような細長い顔つきとかとがった顔つ

きになってきたり、体も大きくなってきて親の背を越すな

んていうように外見が親に近くなってくると、自動的にもう

親の役割はしないよという、親の役割を引くようなブレー

キがかかっていくらしいのです。 

 ところが人間の場合にはそういうブレーキが自動的に

かからないで、しっかりと頭で考えて、「いつこのことは子

どもに任せよう」「このことから私は手を引こう」ということを

考えなくてはいけません。人間は考える動物だと言われ

ていますけれども、考えながらやっていかなければいけ

ないので、実際に大変なのです。 

 かつてのように、子どもがたくさんいれば自動的に手

のかかる下の方に親の目がいくから、上の子は一人で

やりなさいとなっていたのが、子どもが一人や二人となる

と、親は子どもがかわいいですからいろいろ手をかけて

しまう。実際にそれができるお金もあるし、時間もあるしと

なると、手を引いていくのがとても難しくなっていく。でも

そこのところをある程度線引きができないから、子どもが

なかなか自立できないということがおこってきている時代

なんだなと思います。 

 そういう意味では親としてはいろいろしてあげたいが、



 

あげたい気持ちに負けて何でもしてやってしまうと、子ど

もが十分育っていかれないことがおきてしまいます。や

がては一人で自分の配偶者を見つけて子育てをしてと

いうところまで、次の世代につないでいくということに向

けて、子どもがなかなかうまく成長できないといったよう

な問題が起こってきます。人間にとっての子育ての悩み

というのは、親がいろいろなことをやれるけれどもやって

はいけないというのをどう考えていったらいいのだろうと

いうところが一番むずかしいような気がいたします。 

 でもそのことを十分にやるためには、逆に親の方から

「もうこの子は大丈夫、手を離しても一人でやっていかれ

るわ」というふうに親が子どもに対して子どもの持ってい

る力を信頼してあげる。「大丈夫、あなた一人でやってご

らん。一人で考えてごらん。困ったら相談にのるけれども、

でもまず自分でやってごらん」という、そうした信頼感を

親が子どもに対して十分に持っていないとなかなか離せ

ませんね。 

 子どもの方も「大丈夫、それだけ信頼してもらっている

のだから、僕はやれるんだ、私はやれるんだ」という信頼

感が十分に育っていないとなかなか離れられないとうこ

とがおこってくると思います。 

 きょうは乳幼児ということですが、乳幼児のときにはまだ

離す時期ではないのですけれども、でもやがては離す

ということで考えますと、乳幼児のときからお互いに親子

の間でその子どもに対してそれぞれ十分な信頼感とか

絆というのをつくっておくことができてこそ、もうちょっと先

のところで「大丈夫、一人でやれるよ」というふうに安心し

て親が子どもを見守っていくことができるし、子どもの方

も安心して親から離れていくことができるというところに

つながっていくのだと思います。 

 お手元の資料の１番に「ヒトとして生まれ、人とのかか

わりを通して人間として発達」とありますが、これはいわ

ゆる動物としてのヒトという意味で片仮名で書いています。

動物としてのヒトとして生まれますけれども、やがて漢字

で書きました人というのは、お互いに思いやりを持って

人と人との絆をつくり、そして自分ができることを自分の

ためだけにやるのではなくて、自分ができることをほか

の人の手助けのためにも使い、また同時に自分が困っ

た状態になったときには助けてねというのでしょうかね、

私は今こういうことを必要としているのということをちゃん

と相手に伝えて、自分が力を貸せるときには貸すし、人

が力を貸してもらいたいときには私は喜んでそのことが

できますよという、そういう相互に持ちつ持たれつの人間

関係をつくっていかれるような人として成長していく、そう

いうことが本当に人としての発達なのだろうと思います。 

 ここに漢字で「人」と書いたのですけれども、この人とい

う漢字は２本の棒がお互いに支え合っているというのが

成り立ちだとよく言われています。これを別々に立ててし

まいますとそれぞれが孤立して「私はちゃんとやってい

ますよ、あなたもちゃんとやってくださいね、助けません

よ」ということになってしまいます。これは孤立ですね。そ

れに対して人という漢字はお互いに支え合っている。支

え合うということは助けてもらうことと、それから今度は自

分が助け手になる、両方相互にできる、そういうことが人

として成長するということで大事なのだろうと思います。 

 そういう人間として発達するために一番大事なのは、先

ほど言いましたけれども、一人で生まれてきた子どもが

「自分は一人ではないんだ」「自分を愛し育ててくれてい

る人がいて、自分は支えられているんだ」「自分のことを

大好きな人がたくさんいるんだ」ということを実感として、

この世に生まれてきて最初の１年とか１年半のところでし

っかりと感じられる、それが人生のスタートで一番大事な

ことなのだろうと思います。 

 ２番目にいきますけれども、そうやって人と関わるという

ことが人として成長していく中で本当に大事なのですけ

れども、オギャーと生まれた赤ん坊に対して一生懸命親

が我が子だからかわいがってあげなければとか、親とし

てこうこうしてあげなければというような、そういう思いだ

けで子どもに向かっていくのだとすると、なかなかうまく

いかないのですね。人間関係って相互の問題ですね。

同じように、小さな赤ん坊と親の間でもやはり相互関係

があります。 

 本当にこんな未熟で生まれてくる人間ですので、人間

の赤ん坊がやがて次に自分の子どもを産んでというとこ

ろまで育っていくためには、愛情をちゃんともらいながら

育っていくということが人としての成長に大事です。人か

らのさまざまな愛情を受け取りやすいように、あるいは引

き出しやすいように、人間の赤ん坊はそういう力を持って

生まれてきます。人と関わることが大事だからこそ、人と

関わることが十分にできるように、人間の赤ん坊はいろ

いろな準備をして生まれてきます。 

 きょういらしている方たち、皆さん、子育てをしていらっ

しゃるので、もうその時期は過ぎてしまったのかもしれま

せんが、赤ん坊の素晴らしさを改めて知るために、ちょ

っと私の方でお話させていただきたいと思います。生ま

れてすぐ赤ちゃんが泣いてくれることで、例えば育児書

にはお乳はこの時期何時間ペースであげなさいと書い

てあると、忘れずにしっかり親としてやれるかしらと、初

めてお子さんをお持ちの方はすごく心配になるものです

けれども、実際には親が忘れたっておなかがすけば赤

ん坊は泣いて知らせます。泣かれると「あっ、お乳かな、

そういえば３時間前にあげたきりだった。」というので親

がわかるのですね。 

 そんなふうに、親子が関わるきっかけというのを子ども

はたくさんつくってくれます。その一つが泣きです。でも

余りにも長く泣かれると親としてはやはり情けない気持ち

になってくるし、いらだちも起こってきたりしますね。泣き

は親に「私を忘れないでね」というのを知らせる重要なき



 

っかけづくりなのですけれども、同時に何かしてくれたら

泣きやむだけではなくて、ニコニコして微笑み返してく

れると「ああうれしい。私もうれしいわ」というので子どもと

のつながりが深まりますね。微笑みというのも同時に、生

まれてすぐに赤ん坊が使えるようにできています。 

 ちょっとここで、子どもの発達心理学という専門で私が

研究してきたことをお話しいたします。私が力を入れて

やってきたのは、微笑みの研究なのです。人と人とをつ

なぐものとして微笑みというのはとても大事ですよね。親

にとって赤ちゃんの微笑みはうれしいだけではなくて、

お互いに分かり合えているのねという気がしますし、言

葉が使えなくても微笑みひとつでお互いの気持ちがつ

ながっていきます。 

 例えば先ほど、福生には外国人の方がたくさんいらっ

しゃると市長からお話がございましたが、言葉が通じなく

てもお互いにニコッとすればそれだけで気持ちが通じる。

コミュニケーションというのは言葉だけではなくて言葉以

外のものでいろいろなコミュニケーションができますが、

特にその中で微笑みとか笑いとかというのは気持ちを和

やかにしてくれるとても大事なものです。 

 そういう微笑みの研究で、いつから人間の赤ちゃんが

何に対して微笑むのかというようなことを私はやってきま

した。それは特に親と子のきずなを深めていくときにとて

も大切なものだし、生涯にわたってとても意味のあるコミ

ュニケーションのひとつの形なのですね。 

 皆さん御自分の赤ちゃんやお子さんと目と目が合って

ニコッとしたのはいつだったかしらなんて考えると、おそ

らく１ヶ月半から２ヶ月ぐらいの時期に「あっ私を見て微

笑んだんだ」という時があったと思います。そのころから

もう微笑みというのが相互に親と子の絆をつくっていくも

のなのです。 

 この時期の赤ちゃんはだれに対しても微笑むのです

ね。人の顔でじっと見つめてくれる目さえあれば、まず

微笑みます。そのうちだんだんといつも見つめてくれて

いるのはこの人なんだというので、お母さんとかお父さ

んを見るとよけい微笑むし、知らない人にはけげんそう

に見て微笑まない。これは８カ月過ぎですね。 

私の研究というのは、そんなに微笑みが人間の親子

の絆をつくるので大事なのであれば、もっと前の生まれ

てくる前から微笑みはできているに違いないと考えてそ

れを探るというものです。実は赤ん坊は胎内で微笑んで

います。微笑みの表情をもう持っているのですね。つま

りそのくらい、人と関わるということがもともと人間の子ども

にできるようになっているのです。 

 私の研究では、お母さんの子宮内で赤ちゃんがいつ

頃微笑みの表情を示すのかしらというのでカメラを入れ

てみたかったのですけれども、子宮内にカメラを入れる

には難しいし、技術もいります。でも医学が高度に発展

したおかげで、未熟児でかなり早い時期でも生まれてく

るお子さんがたくさんいます。そしてちゃんと成長してい

ける率がどんどん高くなっています。普通ですと胎内に

４０週ぐらいいて生まれてくるのですが、現在は２２週ぐら

いで生まれてきても赤ちゃんが育っていくことができるよ

うになっています。そういう赤ちゃんの表情をずっと観察

しまして、そうして見ていきますと、２６週の時点でもう赤

ちゃんは微笑みの表情を持っています。こんなに早くか

ら微笑むことができるように人間の赤ちゃんというのは自

分にとって必要なことを備えています。 

 生まれてきた後今度は、その表情に対してだれが微笑

み返してくれるのかしらということを通して、微笑みが単

なる表情ではなくて人と人とをつなぐ意味を持つものと

いうことを、赤ちゃんは１歳ぐらいの間に学んでいきます。 

 赤ちゃんは人の顔を見ると微笑むことが自動的にでき

るのです。それだけの準備ができているのに、最近は微

笑まない赤ちゃんがふえているということがテレビなんか

でも報道されていますし、小児の精神医学などをなさっ

ている方たちで論議があります。もともと赤ちゃんは人を

見たら微笑みたくてしようがないから微笑むのに、生後７

～８カ月ぐらいの赤ちゃんが無表情で微笑まない。サイ

レントベイビーと呼んでいますが、静かな、黙っている赤

ちゃんがふえています。 

 もともと微笑むことができるようにして生まれてくる赤ち

ゃんがなぜ微笑まないか、それは赤ちゃんが微笑んで

も相手が微笑み返してくれないと微笑むことを続けなく

なってしまうということですね。自分の微笑みに対して相

手が反応してくれてニコニコして話かけられると、赤ちゃ

んは声を出したりして、まだ言葉になっていないけれど

もいろいろおしゃべりします。またそれに対していろいろ

と言ってくれると、赤ちゃんがますます微笑むというよう

なことが起こってきて、自分が微笑むことが人との関係を

増幅していく、活発にしていく、楽しい時間がつくれるん

だということを赤ちゃんは学んでいく。表情は生まれつき

持っていても、その表情の意味というのは親や周りの人

がつくってあげたのです。そういう意味がつくれないと微

笑まない赤ちゃんになってしまうのです。微笑まない赤

ちゃんというのは単に微笑まないだけではなくて、人と

のコミュニケーションができにくくなってしまうし、それか

ら周りのいろいろなものに対して興味とか関心を一切持

たなくなってしまうこともあります。 

 もともと力を持っているのに、力を発揮できるように周り

がそれに応えてくれないと、それが出てきません。そうい

うお子さんは自分の気持ちとか感情を出して周りに訴え

るということをしません。訴えても無駄だということを学ん

でしまうのですね。訴えても無駄だ、何も周りに示さない

方が一番安全なんだと思ってしまう。そういう赤ちゃんは

すごくかわいそうです。 

 また周りにいろいろな興味をひくようなものがあっても、

そういうものに対してじっと見たり、あるいは手を伸ばし



 

て触ったりしない。親は赤ちゃんと遊ぶとき、こんなおも

ちゃをあげたら喜ぶのかしらとかいろいろ考えるけれど

も、それだけではなくて子どもが思いもかけないものに

興味を持って手を伸ばしたり、じっと見ていたり、声を出

したりとか、そういう子どもが何に関心を持っているのか

を親が読み取って、そして一緒に遊んで、そこにいろい

ろな変化をつけて楽しい時間をつくっていきます。楽し

い時間というのは子どもも楽しいけれども、親もやはりそ

の時間が楽しい。楽しい中で子どもはいろいろなことを

学んでいくことができますし、同時にそれがお互いに絆

をつくっていく。「この子が私の子どもなんだ」とか、子ど

もの方から見れば、「この人は、私が何か欲しいものがあ

ったりあるいは興味を持ったりすると気がついて持って

きてくれて、そして楽しいときをつくってくれるんだ」「この

人といると安心できるんだ、大丈夫なんだ」そういうような

感覚をつくっていくことが大切です。 

 子どもの方から見ていきますと、だれが親なのかという

ことがどうしてわかるのでしょうか。親の方は「私が産んだ

から、私の体から出てきたのだからこの子は私の子ども

なんだ」となるし、実際に病院でもすぐ腕輪などに名前を

つけて間違いないようにしますけれども、それがないとこ

の子が私の子どもなのかすらわかりませんよね。まして

子どもは「この人が私の親なんだ」「この人といれば安心

なんだ」「この人は私が泣けばどうしたの、と来てくれるし、

手を伸ばせば抱っこねとやってくれる」という関わりを通

して親がだれかわかっていきます。手を動かしたりいろ

いろなジェスチャーをしたりすると、いつも同じ人がやっ

てきてくれる。しかもたった一人しか子どもはわからない

わけではなくて、一家の中でお父さんやお母さんやおじ

いちゃんやおばあちゃん、そのくらいの数は、いつも同

じ人がきてくれるなというのを学ぶ力を子どもは持ってい

ます。そして、この人といるとうれしい、この人といれば大

丈夫だという人が子どもにとっての親になってくるのです

ね。 

 ３番の絆というので見ていきますと、子どもにとっては

生後１年間ぐらいの中で、いろいろ泣いたり笑ったり、声

を出したり、手を伸ばしたりとかというのにだれがこたえ

てくれたのか、だれがいつも自分と一緒にいてくれたの

かというのを通して、「この人が私の親なんだ」と子どもが

発見していく。そういう発見の旅が生後１年間であると思

います。 

 最初はだれに預けても大丈夫だったのが、１年ぐらい

経ってくると、ちょっと親の姿が見えないと泣くし、トイレも

戸を閉めて入ってしまうと姿が見えないから泣き止まなく

て大変だから、昼間は私とこの子だけだからトイレの戸を

開けてちゃんと姿が見えるようにしてあげるとか、そうい

ったような大変な時期が確かにあります。 

 でもそれは親にしてみれば、しっかり子どもと関わって

きたからこそ、子どもの方から「この人が私の親なんだ

よ」としっかりと宣言されたわけで、言ってみると子どもの

方から勲章をもらった、その証だというふうに考えていく

こともできると思います。 

 絆がつくられていく上で一番大事なのはコミュニケー

ションなのですね。だれがお乳をくれたとかいうのでは

なくて、だれが子どもの泣きとか笑いとか、あるいはまだ

意味のわかる言葉になっていませんけれども、その言葉

にだれが応えてきたのか、それが子どもにとっての親で

す。子どもの方から見て「この人が親なんだな」「この人と

いれば大丈夫なんだな」という人が、生後１年から１年半

ぐらいまでの間に最低一人はきちんといることが、子ども

の発達にとても大事だと言われています。 

 多くの場合、子どもと接することが多いのは母親ですか

ら、母親と子どもの絆が強いですけれども、でもそういう

ものができてくるのは関わりによってなのですね。だれ

が一緒に遊んでくれるか、だれが一緒に楽しい時間を

過ごしてくれるか、あるいは困っているとき、泣いている

ときにだれが慰めてくれたのか、それを家の中でお父さ

んとお母さんがともにやっていれば、お父さんとお母さ

んの両方が自分にとって安心できる存在だし、おばあち

ゃんもそういう役割であればおばあちゃんなのです。最

低一人はそういう人がいないとその後の発達がなかなか

難しいということがいろいろな研究でわかってきています。 

 生後１年から１年半ぐらいまでにしっかり絆をつくって

おくことが大事だというのは、そのときだけの問題ではな

くて、絆がしっかりできることが、子どもがさらに人間関係

を広げて人格的にも発達していく、人との関わりを通して

人間として発達していくための基礎になるからです。 

 絆がしっかりできると、子どもは絆のできた人といつも

一緒にいなくても、「困ったときに、いざとなればそこに

いけば大丈夫なんだ」という安心感をもって親から離れ

られるようになります。同時に１歳半ぐらいになってくると

子どもは外の世界に向かっていくことに興味を持ちます

よね。親が「これ欲しいのね」と持ってきてくれるのでは

なくて、周りの世界に興味を見つければ今度は自分の

足でしっかりと出かけていきます。そしてそれを自分で

探っていく。子どもからみれば探検ですし、親から見たら

困ったいたずらをするという時期になります。 

 いつも親にくっついていたら外のおもしろそうな世界に

浸れませんね。なぜ親から離れていかれるのかというと、

「離れても大丈夫なんだ」「戻ってくるとどうしたのと言っ

てくれるから大丈夫だよ」という安心感があるからこそ、

離れていくということがだんだんと子どもの中で広がって

いきます。 

 そのための親としての役割が、ここに書きました「探索

のための安全基地としての親」ですね。ですから絆をし

っかりとつくっていくということは、くっつきっぱなしでは

なくて、今度はそこから安心して離れていかれる関係を

つくるということです。安心して離れていかれるというの



 

は、離れていったらそれでおしまいではなくて、離れて

いっても必要だったらいつでも戻ってこられる場があると

いうことです。そしてその範囲がだんだんと広がっていく。 

 ２歳頃に公園に連れていっても始めのうちはしっかりと

親の手につかまっていたり、親が座っているベンチの足

元のところで遊んでいます。けれども、ほかの子たちが

おもしろそうな遊びをしているとちょっと離れて、でも

時々振り返って親がいるなというのを確認しながら少し

ずつ距離をおく。親が「一人で遊べているから大丈夫ね、

ちょっと洗濯物を取り込んでくるわ」なんて、だれかに頼

んでちょっと動くと、子どもはさっと気がついて、遊びを

やめて親の手をつかんでくるなんていうのが２歳ぐらい

によく見られます。目で見たり、あるいは直に触れるとい

う具体的な世界での安心感がないと、幼児の場合には

なかなか安心できない。 

 もう少し経っていくと、イメージの中で安全意識というも

のを確認できるので、実際に見えたり、聞こえたり、触っ

たりできなくても大丈夫になってきます。 親の方から見

ていきますと、お留守番ができるというのはそういうことで

すね。少しの間、例えば４歳とか５歳ぐらいになれば、

「時計の針がここにきたらお母さんは帰ってくるから、ち

ょっとお留守番していてね」と言うと、子どもは時計を見

ながら一生懸命待っている。その間、心の中でのお母さ

んとコミュニケーションして、「でも大丈夫、ここになったら

帰ってくるんだ」というお母さん、あるいはお父さんへの

信頼感の中で一人でお留守番ができる。それが一見す

ると親がいなくても大丈夫という姿に見えるかもしれませ

ん。外側の世界のところで触ったり聞いたりできる親が一

時期にいなくなっても大丈夫ですけれども、心の中には

しっかりと親が居座っていて、そして「大丈夫、大丈夫、

お母さんはここになったら帰ってくるんだから」と言い聞

かせながら心の中で親とコミュニケーションしている。そ

れができるところまで子どもが成長してくると、確かに周り

としても楽になってきますし、そういうことをさして、自立

してきたというような言い方をすると思います。 

 自立というのは孤立ではないんですね。自立というの

はしっかりと絆ができているからこそ自立していくことが

できる。なぜ自立していかれるかというと、本当に困った

ときにはちゃんとそれに対して受けとめてくれる人がいる

からです。これは乳幼児のうちだけではなくて、児童期

になろうと青年期になろうと、あるいは我々が自分の子ど

もを持つような大人になっても、自分はたった一人ぼっ

ちではなくて、この人のところにいけば私に「大丈夫だ

よ」とか「どうしたの」と言ってくれる人がいる。そういう人と

の支えがあるので、大人としての独立した人格をもって、

いろいろなことを一人でやっていけるということなのだろ

うと思います。そういうところまで成長していくために、し

っかりとした絆をつくることが大事です。自分が安心でき

る場がきちんとあるということが大切です。 

 それが最低限一人と先ほど言いましたけれども、それ

を出発点にして、その後子どもは日々いろいろな人との

関わりを持っていきます。保育園や幼稚園に行けばそこ

での担当の先生とか、あるいは仲間同士との関係、新し

い人間関係というのを次々とつくっていくわけです。その

ときに「人というのは基本的に信頼できるんだ」「安心でき

るんだ」「自分のことを受けとめてくれる存在なんだ」とい

う、そういう現体験が基本的にあると、新しい人との関係

はすんなりつくっていきやすいのです。 

逆に、「人というのは自分が何か言っても知らん顔され

てしまうのだ」「無視されてしまうのだ」という、そういう現

体験があると、なかなか新しい人間関係をつくっていくこ

とが難しくなってきます。 

 そういう点では、一番最初の人間関係づくりのときに、

子どもにとって親というのが大事です。これは私が親と言

っているのは、産んだ親ばかりではないのですね。産ん

だ親だからそれができるのではなくて、あるいは産んだ

親だから子どもが親として認めてくれるのではなくて、関

わりをしっかりと持ってくれた人が子どもにとっての親で

す。ですから、いろいろな事情で、例えば養子でお育て

になるといったようなときも、しっかりとしたそういう関わり

というものをつくれることで、子どもの方からみても親に

なってきます。血がつながっている、つながってないと

いうことではないし、産んだら親になれるわけではない

ですね。子どもの方から見ていくと、産んだから私が親

だよなんて言われたら、とてもあんた親じゃないよという

ことがどこかで起こってきてしまうのではないかと思いま

す。 

 ２歳ぐらいになってきますと、子どもが一人で、この社

会の中での人間として、この文化の中でいろいろなこと

をやっていかれるように、基本的な生活習慣のしつけと

いったようなこともそろそろ大事になってくる。どんなふう

にしたらいいだろうというので、乳幼児期のしつけの悩

みというのもあると思います。 

 でも、しつけというものも親と子の人間関係がしっかり

できているからできるので、関係がなくておやりなさいと

いうのはなかなか子どもに受け入れられていかないと思

います。 

 特に３番の最後のところなのですけれども、子どもは自

分が信頼し、自分が大好きな親がやることは本当によく

見ています。そして親がやることを自分が真似て、その

真似たことができますと、その家の中のしきたりとかやり

方に合っていて、「こういうふうにやればいいんだ」という

ことにつながっていくわけです。 

 なぜ親のやることを子どもが何でも真似するかというと、

やはり大好きな親がやっていることだから一番注目する

わけですね。そして大好きな親がやっていることを、自

分も同じようにやれるということで親に認めてもらいたい

し、それが偉いねとか、上手に出来たねと言われること



 

で、親からの愛情確認として子どもが受けとめていきま

す。見ず知らずの人がやっていることなどは余り真似し

ないですね。親がやっているから真似したいんです。 

 ただ困ったことには、やってもらいたくないことはよく真

似して、これはやってもらいたいのだということは、なか

なか真似してくれないということがありますね。お父さん

が家庭の中で、仕事から帰ってきて靴下なんかをその辺

に脱ぎ散らかしていると、子どもは同じようなことをやると

思います。それは子どもにとって大好きなお父さんで、

お父さんがそれをやっていて、お父さんが家の中でみ

んなに大事にされているのだから、その人のやることを

真似るのは当然ですよね。 

そのように、真似るということがしつけの第一歩でして、

思ったものをなかなか真似してくれない場合があるかも

しれませんけれども、子どもは本当によく見ていますから、

そういう点では、口で言う前に子どもにこういうふうにして

もらいたいなということを親がやることが大切だという気

がします。 

 小さな子どもと会ったときにあいさつができたりすると、

お互いにすごくうれしいですね。親が御近所の方とか、

すれ違った人に「おはようございます」とあいさつしてい

ると子どももいつの間にか真似をするようになって、結果

的に子どもにとっての本当に大事なことを育てていると

いったようなこともあると思います。 

 もう一つ、子どもが毎日成長していくということは、いろ

いろ知らない世界に出合う機会に満ちあふれているの

ですね。そのときに子どもは「ここではどんなふうに振る

舞ったらいいんだろう」とか「やっていいのかどうなのか」

といったような場合に、親の表情を手がかりとして判断す

ることがよくあります。例えば「こんな高いところから飛び

下りたことがない。もう少し下だったら大丈夫だけど、ここ

から飛び下りてもいいかな、やってみようかな」とちょっと

躊躇するときには親を見て、親がびっくりした顔をすると

子どもはやめるし、笑顔で安心した顔をしていると子ども

が思い切って飛んでみる。子どもが日々出合うことの中

で、今までやってきたことより一歩超えたような、どう判断

したらいいんだろうというときに、よく親の表情などを手が

かりにしてやっていくことができるようになります。 

 こういうことを「社会的参照」とか「ソーシャル・レファレン

シング」と呼んで、いろいろな研究がされています。日常

的な言い方をすれば、親の表情ひとつで子どもがあるこ

とに挑戦できたり、あるいはしり込みしたりするといったよ

うなことが起こります。言葉で「やってごらん」と言うよりも、

親が子どもがやろうとしていることをどういう気持ちの状

態で包み込んでいるのかがとても大事なのです。それ

によって子どもは励まされて、「思い切ってやってみよう」

となっていく場合もあるし、非常に慎重になり過ぎてしま

うといったような場合もあります。「この辺までできるから、

今度はここまでやっても大丈夫だわ」とか、「私が見てい

るから平気だよ」というように、子ども自身にやってごらん

と託そうとする気持ちを親が起こすかどうかというのは、

親が子どもの状態をよくつかんでいないとなかなか心配

でできません。子どもをよく知っているからこそ親も安心

して子どもにまかせることができるわけですね。 

 乳幼児というのはそういう意味で、親がバックでしっかり

と支えてくれているんだという安心感を土台にしていろ

いろなことに挑戦していく時期です。そういう挑戦の中で、

時には親の目から見ていくと「困った子ね」とか「困った

わ」といったようなこともあるけれども、それだけではなく

て、「ここまで出来るようになったんだ」というプラスの面

をしっかりと見てほしいと思います。 

 困ったことを一切起こさない子がいい子なのではなく

て、困ったことが起きたときに、親子で一緒に乗り越えて

いかれることが大事なのだと思います。実際に人が生き

ていくときにもそうだと思いますが、成功したことからはあ

まり学ぶことはないですけれども、ちょっと失敗したり、ち

ょっと困った事態というのは、そのことによって自分のこと

によく気がついたり、次へのチャンスが生まれてくること

がたくさんあると思います。 

 そういう点では、日々の中でお子さんが親の言うとおり

に何でもやっていい子だというのは実は必ずしも安心で

きることではなくて、いろいろと困ったことをしでかしてく

れることで、その子どもの特徴が分かったり、親が心を痛

めることが逆に子どもに伝わって、自分のことを心配して

くれる親なんだと分かることが、絆を深めることになるの

だと思います。悪戦苦闘するのでしょうけれども、それを

通して子どもが学ぶことがたくさんあったり、子どもから

親が学んでいくことがたくさんあったりするわけです。そ

ういう点では、悩みがないとか、困ったことがないという

のがいいというのではなくて、むしろそれがある中で、親

も育っていくし子どもも育っていくのだと思います。 

 ４番目ですけれども、乳幼児期のいろいろな話をしたり

しますと、「ほめたり叱ったりすることについて何か話をし

てください」とよく言われます。ほめるということで子ども

に何を伝えているのかと考えてみますと、ほめるというの

は今のその場の行動だけではなくて、「それと似たような

ところでは、これからもこれをするといいんだな」「お母さ

ん喜んでくれるんだな」「人が認めてくれるんだな」という

ことを伝えているのです。ほめることでこれからもこれを

伸ばしていきましょうというメッセージを伝えているし、子

どもはそれによって成長していくのです。 

 それでは叱るということはどういうことか。叱るということ

は「これをしてはいけないよ」という禁止でして、何もしな

いでいれば叱られません。親の意向にあわなかったり、

親から見て困ったことをするから子どもは叱られるわけ

です。何もせずに、ちぢこまっていれば叱られなくて済

むかもしれませんが、それは子どもの姿ではありません

よね。 



 

 ほめる場合には、「これからもこんなことをしてみよう

ね」ということをちゃんと伝えているんですけれども、叱る

場合には、「してはいけませんよ」ということだけでおしま

いになってしまうと、「では何をしたらいいの」ということに

なります。ですから、「こんなふうにしようね」ということが

一緒にないと、なかなか子どもの活動を育てることができ

ない。 

 実際には、叱るときは親も感情的になりますし、大抵は

皆さん大きな声を出しませんか。子どもの方もすごく緊

張します。「今度はこんなふうにしようね」と言っても、子

どもの中にその全部はなかなか伝わりづらいですね。そ

ういう点では、ほめることを多くして、結果的に叱ることが

ない状況をつくっていくことが効果的です。ほめられるこ

とが多くなれば叱られることは減ってきます。ほめると親

もうれしいですし、ほめられた子どももうれしい。そのこと

によって関係はますますよくなっていきますし、「よし、じ

ゃあほめられるようにやってみよう」ということもなります。 

 本当に叱らなければいけないということは、よく整理し

てみるとすごく少ないと思います。むしろほめることを多

くして、そちらの方から子どもの挑戦する力を伸ばしてい

くということが大事だと思います。 

 すごく難しいのは、親が叱ったつもりになっていても、

実は親の思いと子どもの受けとめ方が食い違うことです。

例えばすごく忙しいお母さん、お父さんは、子どもが何

かほめられるようなことをしても、そういうことができてい

て当たり前ということで、「よくやったね」「よかったね」「す

ごくうれしいよ」というような言葉をあまり言いません。でも

叱るときには親はその子どもに注目して、真っ向から向

き合いますよね。よそ見しながらでは叱れませんから、

子どもに注目します。子どもにとってはたとえ叱られるこ

とであろうと、これをやったら親が自分に注目してくれる、

親が自分のことにちゃんと気がついてくれているんだと

いうことが、子どもにとってはうれしい。気がついてくれて

いるということがごほうびになる。親との絆をつくっていく

には、叱られることをやった方がてっとり早いなんてこと

が起こってくる場合もあります。 

つまり親の方は、やってほしくないから叱るのですけ

れども、子どもは叱られるようなことをして親に、「自分は

ここにいるんだよ」「僕のことを忘れないでね」「私のこと

忘れないでね」というメッセージを伝えることにしてしまう

といったようなことが小さな子どもにはよくあります。そう

するとますます子どもは、親の注目を浴びるような困った

ことをしてしまうという悪循環が出てしまいますね。 

 ですからやはり子どものちょっとしたことでも、「気がつ

いているよ」「よく見ているよ」「お母さんうれしいよ」という

ようなメッセージを表情や言葉や、そして肌とか体にちょ

っと触れることでちゃんと示すことが大事です。頭をなで

られるなんていうのは、ちょっと大きくなると子どもは照れ

て嫌がる場合もありますけれども、小さいときはうれしい

ですね。またそういうような接触というものがすごく大切な

んだと思います。 

 そして６番ですけれども、叱るときには、本当に叱られ

なければいけないところで叱ってください。親のちょっと

したそのときの気分で、あるときはなんとなく気に障って

叱り、あるときはいいやといったようなことが起こっていな

いだろうか。それから、その子どもの発達の状態に見合

った要求をしているか、それとも過大な要求を過ぎてい

ないだろうかを考えてほしいのです。 

 子どもの発達には一人ひとりのステップがあります。育

児書では何歳ぐらいになったら何々ができますなんてい

うことが書いてありますけれども、なかなかそのとおりに

はなりません。「今子どもはこんなようなことは一人でや

れるようになった、では次はこういうところに向けていこ

う」という、一人ひとりの発達のステップに応じた期待をし

ていくことが大切なのだと思います。 

 先ほど、親と子どもの受けとめ方の食い違いという話を

しましたけれども、子どもの表面にあらわれた行動が、本

当に求めているものとずれているということもあります。

例えば子どもが「何か買って」「あれ買って」と次々に物

を要求して、親の方もそれに対して物を与えていく。買

ってあげてもまたすぐ次に新しい物をほしがるようになり

ます。子どもは物をもらって満足なのではなくて、本当に

欲しいものは親の心なんだということはよくあることです

ね。親にいろいろと物を要求することで、親の関心や自

分に対しての注目、そういったものを確認していく。買っ

て与えておけばそれでいいというのではなくて、それを

通して一緒に行動をする。子どもはお父さんやお母さん

と遊んでもらうということを一番求めているのです。親の

方は買ってあげて「一人で遊んだらいいでしょう」となっ

てしまうと、子どもはおもしろいものを手に入れたことに

はならなくて、また別のものを要求するなんていうことも

あると思います。 

 それから３歳前後ぐらいですと、「子どもの言葉の発達

が少し遅いみたいで心配だ」といったような悩みを持つ

方もいらっしゃるかもしれません。でも言葉というのは単

純に言葉そのものの発達を育てることが大事なのではな

くて、相手に何かを伝えたい気持ちが子どもの中に育っ

ていく、それがあふれ出て言葉になるということが発達の

中ではとても大事なのです。ですから、言葉でなくても

子どもが表情とか身振りとか、そういうものでいろいろとこ

ちらに対して関わっていくことを求めている限りにおいて

は、いわゆる単語とかそういう意味がわかる言葉が少なく

ても余り心配することはない。むしろ子どもにとって伝え

たい相手がちゃんといることが大切なのです。たとえば

道を親子で歩いていて子ども自身が何か見つけたとき、

自分の家にいる犬と同じ犬を見つけたときに子どもが反

応する。それに対して、「おうちの何々と同じだね」「何々

だね」というような言葉を返すことで、子ども自身が見つ



 

けたという気持ちを親と共有する。そういうことがまずでき

ることが大事で、単語が幾つ言えるということは大変些細

なことのように思います。本当に伝えあいたい気持ちが

子どもの中にしっかりと育っていればいいのです。 

 全体を通して私がお伝えしたかったことは、「子どもは

そのままでいいんだよ」ということです。ありのままの自分

を受けとめてもらえる一番の場として家庭がある、家族が

いる、お父さん、お母さんがいるということが大事です。

先ほどほめると言いましたけれども、何かができるからほ

めるということが余りにも過度になってしまうと、「じゃあ、

それができないと私はだめなんだ」となってしまうことも

あります。子どもに対しては無条件に「お母さんにとって

大事なんだよ」「何々ちゃんがいてくれてうれしいんだ

よ」というメッセージを伝えることが大切なのです。 

例えば小学生ぐらいになったときに、「学校の勉強が

できるからお母さんはぼくのことが好きなんだ」ということ

だけになってしまうと、勉強につまずいたときに子どもは

「僕はもうお母さんに嫌われてしまうんだ」と非常に心を

痛めることになってしまいます。勉強ができるとかできな

いとか、お手伝いをよくしてくれるとかしてくれないとか、

そういうことではなくて、「何々ちゃんは何々ちゃんだか

ら、お母さんといてくれて、それが一番大事なんだよ」と

いうメッセージ、「ここはそのままの自分を受けとめてくれ

る場所なんだ」ということがしっかりとできていると、子ども

は自分自身の持っている力に自信を持って、いろいろな

ことに挑戦していく、そういうふうに育っていくのではな

いかなと思います。 

 自分への信頼感があって、自分が今できないことをや

ってみる、やることができる、そういう可能性を持っている。

お母さん、お父さんが「大丈夫、やれるからやってごら

ん」と言ってくれるからやってみるんだと、そういうことが

子どもの中で育っていくということがとても大事なことのよ

うな気がします。 

 資料の一番下に二重丸を書きましたけれども、「叱るよ

りもほめることで子どもを育てよう」ということで、これは子

どもに対してだけではなくて、それ以前に家族の中でお

互いに言葉を交わすことが大事で、「ありがとう」とか「い

いね、素敵だよ」といったような、そういうほめ合うというこ

とがないと、子どもだけには伝わりません。お互いにちょ

っとした「ありがとう」という感謝の言葉を出す。子どもが

何か家の中のことをやってくれたら「うれしい」「ありがと

う」「助かったよ」という、そういうことが日常的になってい

く中で、子どもが成長していくことができるのではないか

なという気がしております。以上です。（拍手） 

 

≪山下≫ 

 どうもありがとうございました。１時間程度と高橋先生に

お願いしましたら、ぴったり１時間でお話をしていただき

ました。今の先生のお話の中で、私自信も結構心にギク

ッとくることがありましたし、子どもを育てている中で、や

はりそうなんだなということもたくさんございました。 

 せっかくの機会でございますので、皆さんの方から質

問とか、こんなことで悩んでおりますとか、そういうような

お話があれば出していただきたいと思います。もし出し

ていただきづらいようでしたら、コーディネーターの小林

さんが奥様にこういう質問をしてきてくれないというものを

幾つか頼まれてきているそうなので、口火をきるというよ

うな意味も含めて、小林さんの方から質問等をしていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

≪小林≫ 

 家内を通して、御近所のお母さん方に聞いてみました

ら、内容はいくつかに絞られてくるんですね。だいたい

ベスト５ぐらいの中に詰まってまいります。その中の一つ

が兄弟げんかの話なのです。一人っ子のときは発生し

ないのですけれども、うちは３人いますし、そういう兄弟

げんかが発生したときに、どのようにして仲裁するかとい

うことが簡単なようでいてすごく難しい。 

 例えば一つのものを奪い合うという、ゲームみたいなこ

とで始まるのですね。それで相手が欲しがるから自分も

欲しがる。相手がそれをもういいやとなってしまうと、それ

でもって自分も興味がなくなってもうおしまいという、そう

いった安全に終わるというケースもありますし、それがエ

スカレートするというケースもあります。その時にどっち

が先に使ったのみたいな感じでゆっくり話を聞いてあげ

ればケースバイケースで対応できますが、例えば電車

の中で始まってしまって、それで大声を出して、その時

はもう緊急避難的に、やはり親も分別はわかるだろうとい

う方から「いい加減にしてよ」ということにならざるを得な

いと。逆にそうすると理不尽だと上の子が思うこともある

だろうし、そしてまたそれはもしかしたら分別がつかない

振りをした方が得なのだと、そういうみんなの前で騒いだ

方が結果としていい結果が得られるというそういう訓練を

してしまう、そういった内容もあるようです。 

 そういったところで、ケースバイケースだと思いますけ

れども、そういったきょうだいげんかのゲームみたいなこ

との人前での仲裁方法があろうかと思うので、そこらをお

聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

≪高橋≫ 

 どうでしょうね。これはフォーラムですので、うちではこ

んなふうにしていますというのを、むしろ何人かの方に

言っていただいた方がお互いにいろいろなこともあるな

という気もしますが、どうですか。 

 

≪山下≫ 

 先生からの御提案で、うちではこんなふうにして仲裁し

ておりましたとか、子育てをもう御卒業なさって、昔はこう



 

いうふうにやってきましたよというお話でも結構だと思い

ますので、もしどなたか、これでうまく乗り越えましたとい

うようなお話をいただければ大変ありがたいと思うのです

が、いかがでございましょうか。 

 

≪高橋≫ 

 子育て真っ最中のお母さんいますか。では、また出て

きたらお話を伺うということでちょっと。けんかができると

いうのは発達的にみると、それはすごいことなのですよ

ね。確かに親はけんかしないで仲良く遊んでくれていた

方がというのがありますけれども、けんかを通して、自分

の欲しいものは相手も欲しい、そういうことを学べるすご

く絶好のチャンスです。実際に幼稚園とか保育園、親の

目がないところでは、例えば物を取られたら取られっぱ

なしだった子どもが「返して」とか「私の、イヤ」というよう

なことが言えるようになると、先生達の夕方の子ども達同

士についての話のところでは、何々ちゃんはやっとけん

かできるようになった、始めて自分が持っていたものを

奪い返したのよというので拍手なんですよね。 

 そういう意味では、例えきょうだいの中でもまずそうや

って奪い合える相手がいるということ自体、これはもうす

ごいことです。それを通して一つは年齢ではなくて、先

に使っていた者はどっちかという優先権や、これはお兄

ちゃんのものとか、これは誰々ちゃんのものという所有に

よるルールが必要になってきます。そうすると所有権が

ある者が使っている時には、たとえ下の子どもでも貸し

てと言って後で貸してもらおうねとか、おにいちゃん貸し

てあげられるかしらとか、そういったことというのはやはり

必要なのかなという気がしますね。単なる年齢ではない

場合、それから譲ってあげることによって良かったね、お

兄ちゃんありがとうというようなことで結果的に納まる場合

もあるし、これはケースバイケースですけれども、少なく

とも年齢が違う中でけんかができる、そういう状況に家庭

があるというのは、やはりすごく素晴らしいことなんだと思

います。けんか、大いに、いいじゃないというぐらいで親

が見ているのがいいと思います。 

 ということは、逆に言うと、相手に傷をつけるような形で、

たとえ兄弟でも単なるものの奪い合いではなくて、例え

ば長い物差しなんか出てきたら、そうなったらそれは仲

裁が必要で、どっちももう使えないよというような何かおう

ちでもルールが必要と思います。ただしそういうけんか

できる事態というのは恵まれたことだというふうにむしろ

考えると、親としても少し気持ちのゆとりが出てくると思い

ます。実は私、女ばかりの３人きょうだいの長女なのです

が、やはりどちらかというとお姉ちゃんだからというので

我慢させられた経験があります。２歳すぐ下に妹がいて、

もう一人は３歳離れているのですが、やはりとても理不尽

な思いをした記憶があります。 

 全く同じ物で両方が持っていた場合でも、きょうだいで

すと相手が使っているものが欲しいということがよくありま

す。幼稚園や保育園なんかでも幾つか物がある時でも

相手が使っているものが欲しい、奪い合っているからほ

らこっちにもあるよと先生が言ってもそれじゃだめなので

すね。相手が使って操作しているからそれがすごく魅力

的に見えるのであって、それで欲しいのであって、単に

物ではなくて、その物に息を吹き込んでいる人の関わり

があって初めてそのおもちゃが魅力的に見えてくるとい

うことがありますので、おうちでもそうだと思います。けん

かを避けるために二つ同じものを買えばいいという問題

ではないのです。 

 園なんかですと、先にそれを使った者にまず使う権利

があって、そしてそれが終わったら、手を離したら、今度

は園にあるものはみんなのものだから、今度は手を離し

たら誰が使ってもいいのだよというような暗黙のルール

が出てきますが、おうちの中ですと必ずしもそうではなく

て、むしろ所有ということについてはっきりと承知させて

いくこともいいのではないかと思います。何でも通るわけ

ではないし、何でも要望すれば通るわけではないという

のが一番いい形で子どもの中で培われていくことができ

るチャンスかなと、けんかを活かして子どもが育つ場にし

ていこうということかと思います。 

 けんかのことでいえば、けんかを子ども同士ができるよ

うないい関係を、親同士も子どものけんかをある程度見

守っていける関係をつくってほしいなという思いがありま

す。地域の方達が相互に、お互い様に、ここまでは子ど

もに任せておく、でもこれは気がついた方がストップしま

しょうねという、親同士の関係をつくるのが非常に難しく

なっていますけれども、子どもが育つために大事なのだ

という気がします。 

 もう一つ、きょうだいのことを私の方からもお伝えしよう

と思っていました。子どもはみんなそれぞれ自分がお父

さん、お母さんから一番かわいがられている、自分のこと

を親は一番好きなのだと思っていたいのですね。それ

でよく親に聞きます。「私のこと好き？」その時に「みんな

好きだよ」と、親はつい「誰々も、誰々も好きだよ」と言っ

てしまうと思うのですけれども、「僕のこと好き？」って聞

かれたら、僕のことを聞いているのだから「何々君大好き

よ」とはっきり言ってください。子どもはやはり自分が一番

好かれているのだという気持ちをみんなそれぞれ確認し

たいし、思いたいし、実感したいのです。それから時に

は何となく、自分のことをきっと一番好きなんじゃないか

なと思わせるようなことを二人だけでいるときにはしてあ

げてもいいですね。 



 

 例えば私がちょっと覚えていることですが、何か行事が

あるので母が海苔巻きを作ったりした時のことです。端っ

こを切り落としますよね。端っこはそんなにたくさん出ま

せんが、誰もいないときに「特別ね」なんて言われて口

に入れてくれると、なんかすごく自分のことを大事にして

くれたような気がして、とてもうれしくて、「特別よ、これし

かないからね」と言われるとやはりほかの者たちには言

わない。もしかすると妹の時にもやはり特別ねと言って、

みんなそれぞれに親はやっていたのかなと思うのです

けれども、そのようなちょっとした親と自分だけの何かと

いうものを子どもは求めているということがあります。 

 そういったことが、自分がすごく大事にされているのか

なと思うと、ほかのきょうだいに対してちょっと寛大な気持

ちになれるようなことがあったりします。「誰に比べてあな

たのことが好きよ」という比較はいけないけれども、「自分

のことが好きなんだ」というメッセージを子どもってすごく

欲しいし、二人だけの特別の時間というものをきょうだい

のそれぞれが求めていると思います。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございます。お時間は一応４時頃までというこ

とでございますので、きょうの御参加の方の中でもし御質

問なり、ちょっとこういうことを聞いてみたかったということ

がございましたらお願いしたいと思いますが、どなたか

いらっしゃいますでしょうか。 

 

≪Ａさん≫ 

 もう乳幼児はいないのですけれども、ちょっと子育てと

か、近所の人の様子を見ていて、今の話がすごく改めて、

まだ子どもが成人していませんので参考になりました。

ありがとうございました。 

 ただ、自分の育てていた頃を振り返りますと、やはり、

いっぱい、いっぱいだった。特に第一子の時なんかは

「わかっているのに」みたいな部分があったりして。その

時は、第二子を育てると見えてきたもので、第一子の時

には、きつきつにやっているつもりはないのに、振り返っ

たら、「あっすごい自分でマニュアルどおりにしていたの

だな」ということがわかったりしました。あと、今やはり核

家族とかで、夫側の手伝いとかが本当に物理的に無理

であったり、母親が一人で子育てに奮闘していても、虐

待とか、そういうものはちょっと取り出したい部分ですけ

れども、そういったいっぱい、いっぱいの時の子育ての

息の抜き方とか。あと自分が今本当に聞いていて、もう１

回育て直したい、育てられたらという思いもしましたが、

育ってしまった子で、もう１～２歳の時と言われても、えっ

みたいな部分がちょっとあるので、例えば中学生とかに

なっても「こういうことができるわよ」みたいなのがあった

ら伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

≪高橋≫ 

 本当に今、特に母親が子どもに対する責任のかなりを

負わされていて、それがすごく強くなっていますよね。親

だから、あるいは母親だから子育てに責任を持つのは

当然だという思い込みが自分でも、それから周りからの

期待の中でも非常に強くて、そういった意味では親にと

って今はつらい時代なのだなと思いますので、今おっし

ゃってくれたとおりです。 

 ただ、同じように思っている親達がたくさんいるのだと

すると、「私だけではないわ、大変なのは。」とか、それか

らいろいろな面で「これもあれもしなければいけないわ」

という思い込みから自由になって、育児に関しても誰か

にちょっと預かってもらったり、手助けしてもらうのは当た

り前なのよ、そうだよねと同調してくれる仲間がいると大

分違うのかなという気がします。 

 地域の中で子育てをしていくという時に、もちろんそこ

に公民館の中での保育室とか、乳児の保育教室とか、こ

こにどういうものがあるかちょっと私はよく知らないので

すが、公が提供する場もありますけれども、同年齢の子

どもを持っている親同士が、あるいはちょっと前に育児を

していた者が、相互にもうちょっと気軽に協力できるよう

になってくるときっと楽だろうなといった思いがあります。 

 それには、私達、自分のことは全部自分で賄わなけれ

ばいけないという思いがどうしても強いけれども、相互に

助け合っていこう、支えあっていこうという気持ちがすご

く大事なことなのだと思います。 

 今お話くださった方ですと、お子さんが中・高生ぐらい

かなという気がします。もちろん無条件に子どもが人と関

わる時期に、泣いたり笑ったり、人に向けて声を出す時

期にコミュニケーションができていればスムーズですけ

れども、でも今振り返ってみた時、子どもとのコミュニケ

ーションがちょっと欠けているかなと思ったら、そう気が

ついたところから作り直していけばいいのです。「お母さ

んは、あるいは親はどんなことがあったってあなたの味

方だよ、あなたのことを知りたいのよ」というようなメッセー

ジを伝えていけばいいのです。小さな時に比べると、もう

ちょっと複雑になってくるかもしれませんけれども、「自分



 

のことをわかろうとしているのだな」ということが子どもに

伝わるやり方はいろいろあると思いますね。 

 一番いいのは、何か一緒に活動してみることですね。

男の子だろうと女の子であろうと、ただ言葉でコミュニケ

ーションするというのは大変ですけれども、一緒に買い

物に行ってそれで「一緒に何かごはんを作ってみよう

ね」ということで、作業していると何も言わなくてもいいで

すよね。例えば「何つくる？鍋物でも作る？」と言って材

料を買ってきて、そしてそれを作って夜みんなで囲むと

いうようなことです。もくもくと一緒の作業でもいいですけ

れども、何か活動する、共にするということを通して関係

を作っていくのがやりやすいですね。家庭の中のことを

一緒にすることをしてみると、結構自分も家の中で役に

立っている、あるいは役に立つ力を持っているのだなと

子ども自身が実感できて、結構いいきっかけになる場合

もあると思います。 

 実は子ども達、特に小学校以降になってきますと、自

分が認められるというのは学校の中でいい成績を取って

くるという場の中での認められ方しか余り経験してないの

ですね。でも人が育つ中でその子のもっている力が発

揮できる場というのはたくさんあるし、どの子もやはり、自

分が認められて評価されるということを望んでいます。で

もそれが学校の勉強の場、成績がいいとか何とかという

だけだとすると、子どもの持っているすべてが本当に正

当に評価されていません。子ども自身が、自分について

こんなこともできる、頼りにされているのだという思いをす

る場というのは本当に今は減ってきていると思います。 

 でもせめて家庭の中では、この子のこんないいところ

を私はちゃんと知っているよということを、学校の中での

ある一面のところだけでの力の発揮の仕方ではない場

を子どもに作ってほしいのです。例えばお庭がある場合、

しげってしまった木の枝を下ろすのを一緒に手伝ってね

ということで、子どもが親に認められたり、子ども自身がも

っている力に子ども自身が気がつき、自分についての価

値観が高まっていく場というのは多分いろいろとあると思

うのですね。 

 日常生活の中で、そういう場というのはいろいろさがせ

るのではないかなという気がしておりますがいかがでしょ

うか。できるだけ子どもを巻き込んで、そして親子で一緒

にやっていくんだよ、家庭生活はみんなで一緒に作って

いくものなんだよというのが、大切なんだと思います。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございます。子どもの成長過程というのが重

要だという先生からのお話でございました。 

 他にどなたか。 

 

≪Ｂさん≫ 

 Ｂと申します。 

 先程からレジメに沿ってわかりやすいお話をいただき

ました。現在、福生市では生後２カ月の赤ちゃんから乳

児保育を受けておりまして、朝７時から夜７時まで１２時

間お預かりしているのですけれども、その中で一応１カ

月半から２カ月ほどの間にお母さんとコミュニケーション

が取れる時期とかいろいろありますが、朝母親に抱かれ

て、寝たまま保育園に連れてきて、目が覚めたら保育士

がミルクを飲ませて、おむつを１日何回か取り替え、なん

かかんかでお母さんに代わって一生懸命お世話してい

るわけなのですが、そういう子どもさん達が成長してくる

間に、夕方お家に帰ればお風呂に入ってもう御飯をい

ただいてすぐ休むわけですので、大事な時期をお預か

りしているのだから、みんな一生懸命やりましょうというこ

とでやっているのですけれども、子ども達は親とは本当

にどのぐらいそういうコミュニケーションを取る時間がある

のかなと思うと、どうして、こう行政がどんどん親から子ど

も達を離すように進んでいくのだろうか、それから病後児

保育も今またそろそろ近くで始まりそうな話も聞いていま

すが、先程先生もおっしゃったように、病気の時ぐらいは

お母さんの側に置いてあげたらというような気持ちで子

ども達と毎日接しています。そこら辺、高橋先生はどうお

考えでしょうか。 

 

≪高橋≫ 

 難しい問題ですね。私はこういう問題について、子ども

の方の立場から研究しています。お母さんが仕事を持っ

て働いている、結果的には仕事を持っているから子ども

が多くの場合には保育園という公のところで育っていま

すね。そのことが子どもと親が絆を作っていくのにどのよ

うな影響があるだろうかというようなことを私自身も研究し

ていますし、調べております。 

 まず最初に一般的なことで言いますと、長い時間接す

ればそれで絆ができて大丈夫だというわけではないの

ですね。子ども自身が求めるのは目の前にいる人に向

けて笑ったり声を出したりしたときに、目の前に人がいる

からそこに対して向けているわけですから、向けていた

その人がちゃんと子どものことを受けとめてくれるかどう

かということです。 

 そういう点では、確かに母親が仕事を持って保育園に

子どもが行っている場合、昼間のかなりの時間、それを

受ける相手が親ではなくて保育園の担当の保育士さん

です。でも実際にいわゆる通常のフルタイムの勤務の範

囲内で子どもが保育園に行っていて親と共にいる時間

が少ないからといって親との絆、愛着がきちんとできな

いという証拠はないのです。 

 なぜかというと、朝とか帰ってきた際に親と接する時、

目の前にいる親に対して向かった時に、親がそれに対

してちゃんと応えてくれる。大変時間は短いけれども、そ

の時間の中で子どもが求めたらそれにちゃんと応じてく



 

れる親がいるということが大事なのです。それから現実

的に、かなり子煩悩で子どもとよく遊んでくれる父親であ

っても、大体皆さん朝会社に勤務に出かけ、夜帰ってく

る。子どもといるのは本当に短い時間なのだけれども、

その時間はもう誠心誠意で遊びほうけると、２０～３０分と

短い時間でも毎日それがあると、絆はお父さんにも同じ

ようにできて「パパも大好き」になりますね。そういうふう

に見れば、時間の長さではなく、かかわりの質なのです。 

 それから先程の保育園保育でいきますと、子どもにと

っては、この場の中では自分は誰に自分を十分に託し

ていられるのかが経験できることが大切で、園の中でそ

の担当の保育士さんとの間にちょうど親と似たような形で

の絆というのが早い時期からできます。保育園ではこの

人が自分にとって安心できる人、お家に帰ればこの人が

といったような形で、自分自身を委ねられる人とか場とい

うものが状況によって複数作られています。そういう点で

は、子どもは小さなうちは母親の手で、何が何でも家庭

で育てなければいけないということはないと思っていま

す。 

 制度として朝７時から夜７時まで保育の受け入れ体制

があるからといって全て朝７時から夜７時まで、それを全

部の週にわたって使う親は少ないのではないかと思うの

ですね。制度として選択のチャンスが用意されているこ

とと、実際にそれを自分がどう使うかということとは別だと

思うわけです。あまりにも長時間にわたる場合にはやは

りどうして今ここまで長い勤務をこの時期にしなければい

けないのか、もうちょっと早い時間に子どもの迎えができ

ないのだろうかというようなことについて、お子さんの様

子から見ていて心配であれば、それは保育園として親と

話し合っていくことだと思います。また、お子さんを持つ

ということは、子どもとの生活とか、子どもと一緒に自分が

過ごす時間、子どもと共に成長する時間というものを大

事にしたからこその決断というものがあると思うのですね。

その辺についてのお話をしていくということは次の別の

問題として必要な場合もあると思います。 

 ただ、一律に長時間の保育が、子どもが親との愛着を

作っていくことにネガティブになってくると考えるのでは

なくて、むしろ引き取った後、親がまず子どもとの時間を

どのように優先できるかどうかの問題があるというふうに

思っています。 

 行政としてどんな形で母親が仕事を続けていくことの

可能な状態をつくっていけるのか、保育の時間とか、あ

るいは企業などに勤めていれば育児休業制度とか、そう

いうものが使いやすくなるようなことというのは、まずその

システムとして必要な人には使えるようにしておくという

のが大事です。次に個々人の問題としてそのシステムを

どの程度使うのかということです。家族の中で子どもの育

て方について、「じゃこの時どんなふうにしたらいいのか

な」というふうに考えられるのも、様々な選択肢があって

初めて可能です。 

 現代では余りにも母親が育児の責任を背負わされ過ぎ

て、そして孤立した形で家庭の中にこもっている場合が

あります。むしろ保育園という専門家の協力の中で子育

てができるということが、母親にとって非常に助けになり、

かえって子どもにとってもプラスになっていくケースがか

なりあります。 

 そういう意味では、子育ては母親だけのものではなくて

父親のものでもあるし、それから家族だけのものではな

くて、地域みんなでやっていくものなのだということを、も

っとみんなが認識していく必要があるのではないかと思

います。 

 

≪山下≫ 

 ありがとうございました。時間の方も大分経ってまいりま

して、もしよろしければあとお一方ぐらい御質問をお受け

したいと思います。 

 

≪Ｃさん≫ 

 Ｃといいます。昨日はセミナーに行きまして発達心理

学の話を聞いたのですが、まさに高橋先生のお話と同じ

ことを言っていました。 

 それで現場にいる者としていろいろ思うことがやはりあ

るのですが、保育園は受け皿をいっぱい作って、保育

制度もいろいろあって、ここに掲げてあります子育て支

援について、それが国の制度で平成１７年度には支援

センターを作らなければいけないような状況になってき

ていますね。国からはどんどん話がきているのではない

かと思うのですけれども、それはお母さんの受け皿です

ね。子育て支援というのはどちらかといえばお母さんの

受け皿に近いのかなと思います。保育園もそうですが、

子どもの視点に立った時に、先程から出ている長時間保

育とか、確かに子育てというのは実際産みの親が育てな

くても育ての親が育てればいいということ、育ての親とい

うのはその場その場で育てるので違ってきたり、だから

保育園関係のお子さんは各保育士が育てたり、保育園

はそういう受け皿があるからいいですけれども、それが

小学生、中学生になったときにそういう受け皿、親として

の受け皿がどこにあるのかなとふっと思ったのですね。 

 今、乳幼児に関しても子育て支援を一生懸命やってい

ただいているのですが、実は自分の次男が今中学１年

生なのですが、中学校の現状を見ていると、今、なんか

置き去りにされた子ども達が学校の中ですごく悲鳴を上

げているような気がするのですね。学校もすごく困って

いるし、そういうものを現場で現実に見てしまうと、もっと

子育てというのは親も育っていくということも必要だし、同

時に子どもを育てていくのは保育園とかありますけれど

も、もうちょっと視点を変えていかないと、なんか怖いよう

な気がしますね。 



 

 今、次男が中学生で七つ離れた上に一人兄弟がいま

すけれども、わずか中学を卒業して５年しか経っていな

いのですが、この５年の間で中学が非常に変わってしま

っている。子ども達も変わっているし、先生達の対応も変

わっている。それがさらに５年過ぎるともっと変わるので

はないかなと、例えば中学で教室に入れない子ども達

ですね。そういうのは中学であれば問題もなく、小学校

でも学級崩壊という形でいろいろ出てきていますね。そ

して小学校の高学年になるとかなりあちこちで聞いたりし

ますし、実際に私の息子が行っていた小学校でもそうい

うことがありました。 

 やはり身近な問題として捉えていくと、保育園なり乳幼

児までの子育て支援はこれからうまくいくかもしれないで

すが、小学校、中学校に子どもが進んだ時の受け皿とい

うのかな、あと親の育て方、私達は大変な思いをしてい

る親を救っていかなければいけないというのかな、受け

ていかなければいけない。だから例えば、今の現状とし

てどこかへお出かけするのだって保育園は子どもを受け

ていますよね。私が１０年ちょっと前に子育てしている時

は、どこかへ出かけるために預けることはできなかった

のです。それが今では状況が全然違ってきています。

今家庭で虐待があったりいろいろなことがあったりしてい

ますから、親の支援もしていかなくてはいけないと思うの

ですけれども、それがどこまでしていったらいいのか、ど

こまでしていけば子どもにとっていいのかというのは、現

場にいて非常に悩むことですね。 

 今回、セミナーに私はちょっと通ったのですけれども、

話を聞けば聞くほど悩んでしまって。小学生とか中学生

の子ども達をどのように考えていったらいいのかなと、子

ども達のことを今考えないときっと遅いと思うのですね。

乳幼児のことばかり考えるのではなくて、その先のことを

考えていかないと少し危険なような気がしたので発言し

ました。 

 

≪高橋≫ 

今こちらにいらっしゃる方達が今の発言を受けてどん

なふうに考えているのか、まさにこれぞフォーラムたるも

のと思いますけれども、どうでしょうか。どなたかご意見

のある方はいらっしゃいますか。 

 

≪Ｄさん≫ 

 私、福生市で児童に関する福祉に関わらせていただ

いております主任児童委員のＤと申します。 

 今お話があったように、私もいろいろな家庭のお子さ

んやお母さんと関わってきている中で、特に問題のある

そういう方たちと関わっていることが多いのですけれども、

いろいろお話を伺ったり、家庭を垣間見たりしますと、先

程お話があったように、子育てに関する支援体制がどん

どんどんどん整ってきているにも係らず、そういうおうち

の方とかお母さんは全くそういうものに関心がない、それ

からお子さんを育てることにも関心がないし、熱意がな

いというようなことがよく見受けられます。 

 私達、民生児童委員として、児童の子育て支援というも

のに関わってきている時に、ちょっと前までは自分の地

域を歩いていまして、例えば洗濯物におむつが干して

あったり、赤ちゃんの洋服が干してあったりすると、「あっ

ここのうちに赤ちゃんが産まれたんだわ、何かあった時

に訪問してみようかしら」と、そういうふうに地域の中が見

えたのですが、今は布のおむつってほとんどありません

ね。ほとんど紙おむつになってしまいました。それから

マンションとかがやはり多くなりまして、景観を考えて洗

濯物を外に干さないようになっているお宅も増えてまい

りました。そういうわけで、地域に民生児童委員がおりま

しても、新しく赤ちゃんが産まれた家庭というのがとても

見えにくくなってきているのです。 

 先程からいろいろ孤立という話も出てきていますけれ

ども、福生市はいろいろな地域から転入される方も多い

ものですから、そういう赤ちゃんが産まれた、新しい家族

が増えたといった、そういう家庭もなかなか地域で見え

にくくなってきているし、また町会加入率は先程市長さん

の方からデータをいろいろ出していただきましたが５０％

いっているのですけれども、そういう新しい住民の方は

なかなか地域の活動への参加も少ないのです。 

 ちょっと話が支離滅裂になってまいりました。データか

ら見まして、図書館も多いですし、体育館とかという文化

施設がとても整っているわりには不登校の生徒が多いと

いうことも、私達は子どもと関わっていてとても残念に思

うところです。 

 いろいろと現実を見ますと、先程言いましたように、家

庭の中にいろいろ問題を抱えているけれども、それを出

すことができない家族、それから出そうとしない家族、そ

れから全く、先程言いましたように、子どものことは無関

心で、子どものことよりもまず親の自分のことを優先した

い親御さん、本当に様々いらっしゃいます。 

 そういう言えない支援、本当は支援を必要としているそ

ういう家族に、私達はいろいろな支援が整ってきており

ますので、何とかそういうところを皆さんに出していただ

けたり、提供していきたいなと思っていますが、そういう

言えない部分をどういうふうに掘り出していくかということ

を、今とても考えているところなのです。 

 それで今もお話になりましたように、小学生の高学年、

あと中学生になりましても同級生のお母さんの方から、こ

のお子さんの親はほとんどおうちにいないので、朝何百

円持たされてそれで１日過ごすと、ほとんどコンビニの弁

当で過ごしているようだとか。また、親が夜いませんので

火をつけると危ないからお風呂に入れないのです、何

日もお風呂に入ってないようですと、こういうお話を聞き

ます。それが小学校の高学年であったり、中学になって



 

いたりするのですね。そういうお子さんはとかくやはり不

登校になりがちです。 

 学校に行っていれば、そういうちょっとしたガスの使い

方とか習えるでしょうけれども、どうしても家庭環境がそう

いうふうですと、学校にもだんだん行かなくなる、そうす

ると年相応にできることが整っていないお子さんも増え

てきていますね。 

 そういう中で、先程子どもの支援、受け皿が必要ではな

いかとおっしゃいましたが、本当に私も同感しております。

今からでも遅くはない。そういう子を本当におうちの片付

けからではないですけれども、ガスのつけ方、お風呂の

掃除の仕方とか、ちょっとした料理の仕方とか、学校生活

で遅れている部分をどこかで教えるそういう受け皿も必

要ではないかと思っております。 

 先生のお伺いするところと少しポイントがずれてしまい

ましたけれども、まず一つは見えていない、支援を必要

としている、そういう家族にどうやったらこちらの方に目を

向けていただけるようになるか、その辺で何かお考えが

ありましたらお聞かせ願えますでしょうか。 

 

≪高橋≫ 

 考えてみたらなかなか難しいですね。とにかくそれぞ

れが自分の隣にいる人に対して気をつけましょう、声を

かけましょう、子どもに対してちょっと声をかけましょうとい

うのを引き続きやっていきましょうねというレベルと、もう

一つは、子ども自身と、子ども自身が発達していくのを支

えるために親、どっちからも必要だけれども、同時に親

が子どもを育てていきやすいように親子を丸ごと支えま

しょうというのが子育て支援センターだと思います。確か

におっしゃられたとおり、そのシステムがもうちょっと上の

年齢で急に欠けていく、保育園が終わって今度は小学

校に入るところでとたんに放り出されてしまうという問題

はおっしゃるとおりだと思いますが、では、どんなことが

地域の中にあるのかなということをむしろこちらにいらっ

しゃる方達から明らかにされて、またこちらに市長さんも

いらっしゃるし、働きかけていくことだなという気もします。

実際にどうでしょうね。 

 

≪山下≫ 

 今後また市民フォーラム等でそういうお話をしていただ

いたり、いろいろな機会を通じてお話をしていただいて、

市でも支援センター等について具体的にお考えがある

ようですので、そこでいろいろ皆さんの生活しやすいよう

に、子ども達にどう働きかけができるかということも含めて、

またお話をしていただきたいと思っております。 

 時間の方が大分過ぎてまいりました。最後のまとめをコ

ーディネーターの小林さんにしていただきたいと思いま

す。それから、実は高橋先生に若干お時間を取ってい

ただいております。もし皆さんの前で話ができなくて個

別に相談したいことがあれば、後ほど先生に申し出てい

ただければと思います。 

 それでは小林さん、よろしくお願いいたします。 

 

≪小林≫ 

 貴重なお話をいただきまして「あなたのことが好きよ」と

すべての子どもに、それぞれの子どもにそう思わせるこ

とが大事という、それがひとつ胸に残りましたね。きょうこ

れを聞いてよかったなと、また違った考えで、また違った

気持ちで臨んでいけるなという感じがしました。 

 この福生市、これからいろいろ子育て支援の具体策を

御検討されているようですけれども、今後ハードづくりも

大事ですけれども、きょうのような、ＮＨＫによく出られる

ような高橋先生のようにレベルの高いこういったアドバイ

スをいただいたり、お話を伺うということは大変貴重なこ

とだと思います。またこういうソフトの提供がこれからの重

大な、重要な行政サービスになるのではないかと考えて

おります。 

 きょうは、最後になりましたけれども、いい御意見を伺

いまして活発な議論になってまいりましたけれども、時間

になりまして大変残念なのですがこれはきょうで終わりま

せんので、市民フォーラムはこれからも継続していくでし

ょうし、またお手元の資料にもありましたけれども、今まで

のことは全部活字化されて各公共機関に配られていま

すし、市役所に行けばそれが見られますし、欲しい方は

手に入れられます。なおかつこれはすべてインターネッ

トで全部公開されますので、もちろん銘々の方々の名前

は伏せますけれども、こういった議論があった、またこう

いった先生のお話があったというのは、誰でも閲覧でき

るようになっています。ぜひ声をかけあってこういった議

論に参加していただいて、さらにみんなの力を集めて福

生市をよくしていただきたいと思います。 

 そしてまた、先程お話がありましたけれども、きょうこの

場に出て、この話を聞いてもう一度育て直したいというよ

うな話がございましたけれども、大変すばらしい発言で

私も子育てに役立てたいと思っております。 

 またきょうの御縁を大事にして、これからも次の市民フ

ォーラムを継続して、行政に生かしていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

≪市長≫ 

 すばらしいお話しをありがとうございました。お礼だけ

申し上げたいと思います。高橋先生本当にありがとうご

ざいました。同時にコーディネーターを引き受けてくださ

いました山下さんと小林さん、そして参加していただい

たみなさん、本当にありがとうございました。（拍手） 

―  終了  ― 

 


