
第 1 回 子どもたちと意識して声掛けや対話をしてみよう 
 
○お母さんから「 近、中学生の娘が口を利かないし、イライラしている。学

校で何かあったのかと心配で、どのように話しかけたらよいか」という質問が、

相談室にありました。 
 
○小学生のころは、お母さんに学校であったことを何でも話してくれていたそ

うです。でも、近ごろはさっぱり話さなくなりました。いきおい、お母さんの

声掛けは「もうすぐ中間テストでしょ。勉強してるの？・・・学校でそんな態

度じゃ、内申が悪くなるわよ」。娘さんも「分かってるよー、もう！」。 
 
○親子の対話が必要と思っても、これでは対話になりません。それではと「近

ごろ、学校はどう？ 何かおもしろいことある？」「小学校の時、お友達だった

□□□ちゃんは、どうしてるの？」などと、話しかけても、「うるさいなー、ほ

っといてよ」と、取り付く島もありません。「子どもが何をしているのか、何を

考えているのか分からない」ということで、お母さんは不安を訴えました。 
 
○相談室では、お母さんに、学校での娘さんの様子を担任の先生から聞いてみ

るようアドバイスしました。その様子を聞いたところ、「授業では特に問題はな

いし、行事のことで責任のある役を引き受けて、がんばっている」とのことで

した。 
 
○これを受けてお母さんと、この年ごろの子どもの、親離れと甘えを行きつ戻

りつする心理状態について話し合いました。話し合いを進めるうちにお母さん

も安心し、「細かいことは本人に任せて、様子を見ていきたい」ということにな

りました。何もせずにじっと見守るのはなかなかつらいようでしたが、お父さ

んに愚痴をこぼしながらも、様子を見ていたようです。すると、娘さんの方か

ら「みんなが協力してくれるようになって良かった」と、行事の準備で悩んで

いた話を、ちょっとするようになったということでした。 
 
◇今は意識的に対話や声掛けをする時代 
 
○今は、個室や「弧食」、一人だけの遊びが可能な生活環境となりました。父親

は仕事で毎晩遅く、子ども本人は習いごとや塾通い。家族の食事はバラバラ。

テレビは、個々の部屋にあって、別々の番組を見る。このような家族は少なく



ありません。むしろ、中学生以上の子どものいる家庭では普通の風景かもしれ

ません。 
 
○このような状況の中、親は数少ない子どもへと注意が向きすぎていて、心配

のあまり、「何があったの？」と、些細なことでも問い詰めてしまいがちです。

子どもは、このような親の干渉に不機嫌となり、部屋に閉じこもってしまった

りします。また、親は、子どもにこうした反抗的な態度を取られると、次に何

を話しかけたらいいのか迷い、結局、互いに傷つくことを恐れて関わりを避け

てしまいます。現代は、こうした悪循環が生まれやすい状況ができあがってい

るようです。 
 
○振り返ってみると、一昔前までは、家族は大勢で暮らし、またお互いが関わ

り合う機会も多くありました。寝起きや、食事、家庭行事、家事などでの、団

らんやたわいのないおしゃべりを通して、共通の体験をし、図らずして声掛け

や対話ができていました。しかし、今は、意識的に対話や声掛けをする時代に

なったようです。 
 
 
◇声掛けの仕方 
 
○自分の気持ちや思いを一方的に相手に押しつけてしまうと、対話は成り立ち

ません。まずは、子どもの気持ちを聴く、「どうしたの？」の問いかけから始め

てはいかがでしょうか。その上で、お互いの考えや気持ちを出し合い、調整し

あって、思いを伝え合い、波長を合わせていくことが大事だと思われます。ま

た、言い過ぎたと思ったら、ユーモアを交えて、取り下げたり、謝ったりして

みることも大切です。 
 
○子育ては、試行錯誤の連続です。百点満点の子育てはありません。恐れずに

働きかけ、子どもの反応を見て、また軌道修正をしていきましょう。 
 
 
 

第 2 回 子どものほめ方、しかり方 
 
○子どもを、どうほめたらいいのか、またどうしかっていいのか分からないと



いう相談が多く寄せられています。「ほめるのは甘やかしになるので、厳しくし

ています」「感情的に一方的にしかってしまうので、しかるたびに後悔します」

「他のことが忙しくて、つい、ほめるタイミングを逃してしまうのです」など

など・・・。子どものことを気に掛けているけれども、どうしたらいいか分か

らないという切実な気持ちが、ひしひしと伝わってくる内容です。 
 
○では、そもそも、子どもをほめたり、しかったりすることが、なぜ必要なの

でしょうか。 
 
○第一に、将来、自分で考え行動できる、自立した社会人になってほしいから

です。ほめることは、適切な行動を続けさせるためであり、しかることは、適

切でない行動をやめさせるためです。 
 
○しかしながら、お母さんやお父さんが心配になるのは、このほめたり、しか

ったりしたことが、子どもに、どう受け止められ、子どもがどう変わるのか分

からないというところにあるのだと思います。 
 
○まったく子どもの成長というものは、親の思うとおりにならないものなので

すね。そう、赤ちゃんからだんだん大きくなる場合も、親の思うとおりにはな

らなかったのではないでしょうか。しかし、その子は、その子なりに大きくな

ります。親はただひたすらその子の環境を整備してあげたのではないでしょう

か。例えば、オッパイをあげたり、おむつを替えたり、お風呂に入れたりと・・・。 
 
○ほめたり、しかったりすることも、こうした子どもの環境を整えることにほ

かなりません。ここで大切にしたいのは「その子を認めること」「子どもが納得

すること」です。認められること、子どもが納得することが、子どもの成長の

基盤とエネルギーになるのです。 
 
○では、「その子を認める」「子どもが納得する」ほめ方、しかり方とは何か、

具体的に考えてみましょう。 
 
 
◇ほめ方、しかり方のポイント 
 
○まず、子どもの「今の目の高さ」と同じになることが大切です。「この子は今、

何に興味があるのかな」「何が得意・苦手なのかな」「△歳って、どういう時期



なんだろう」「この子はどういう性格なんだろう」かを知ることが、子どもの目

の高さに近づく早道です。 
 
○例えば、親が「片づけなさい」と言っても、子どもにはどうしたらいいのか

分からない場合があります。特に小さい子の場合は、親がおもちゃを片づけな

がら、「一緒に片づけようッ」て誘ってみてはいかがでしょう。片づけ終ったと

きには「きれいになったね」とほめてあげたら、きっと片づけることは楽しい

ことだと感じるでしょう。言葉より、頭をなでたり、抱きしめたりするスキン

シップの方が認められたと実感する子もいるでしょう。 
 
○次に、しかるときには、親の方で「この子は、なぜ、ここでこういうことを

するのかな」と考えましょう。もしかしたら、友だちをたたいたのは、いじめ

られがちな子を守ろうとした、その子の正義感からの行動なのかもしれません。 
 
○また、何回か同じ理由でしかったとき、この子は「こういうものだ」と決め

つけてしまうことも気をつけなければならないことです。うそを２、３回つい

たからといって「この子はうそつきだ」と思ってしまうことや、何度言っても

同じことを繰り返して「何で分からないのだろう。きっとこの子の性格なんだ」

と決め付けてしまうことも、避けたいことです。親の決めつけが、親子間の誤

解や感情のこじれ、子どもの自信低下を招いてしまうことになりがちだからで

す。 
 
○これに加え、ほめられたり、しかられたときの子どもの気持ちを、親が推測

することも大切です。我が子であっても、子どもの人格を尊重しましょう。し

かるときは、子どもの人格を傷つけることや他人と比較したりすることを言っ

たり、また、いつまでも同じことをくどくど言うのは避けるべきです。 
 
 
◇子どもの成長を長い目で見守りましょう 
 
○ほめ方、しかり方について、考えるヒントをいくつか挙げてみました。子ど

もは日々成長していきます。ほめっぱなしや、しかりっぱなしではなく、その

都度、子どもの変化を見守ることが大切です。親も、同じほめ方、しかり方を

繰り返すばかりでなく、いろいろな工夫をし、また、子どもの成長を長い目で

見ていく姿勢を常に持ちましょう。 
         



 
 

第 3 回 お小遣いの与え方 
 
○学齢期になり、お母さん、お父さん方の頭を悩ますことに、お小遣いを巡る

問題があります。例えば、何年生から、いくら与えるのが適当か。その使い方

についてのルールをどうするかなど、いろいろ考えてしまいますね。 
 
○さらに、お小遣いについての考え方も各家庭で全く違っており、小学生でも

びっくりするほどの高額なお小遣いをもらっている子や、中学生でも全くお小

遣いをもらっていない子もいます。 
 
 
◇お小遣いって何？ 
 
○そもそも、お小遣いってなぜ与えるのでしょうか。必要なものをすべて買い

与えさえすれば、お小遣いは必要ないものなのでしょうか。あるいは、「良い子」

なら増え、「悪い子」だったら没収されたりするようなものなのでしょうか。 
 
○お金は、私たちが社会で暮らしていくうえで必要不可欠なものです。子ども

たちは、大人になって自立した社会人になるために多くのことを学ばなければ

なりません。「お金とのつきあい方」は、そうした学ばなければならないものの

うちでも、大切なものの一つです。 
 
○お金の意味や価値を知ること。限りあるお金を有効に、そして計画的に使う

こと。お小遣いは、そうしたことを、親が子どもたちに実体験をとおして教え

たり、一緒に考えたりするための、「教材」のようなものだと思います。 
 
○日々の生活に必要な、基本的なものは親が整えたうえで、ある程度の金額を

子どもが自分自身の裁量で使ってみる。時には無駄遣いをして後悔したり、欲

しいものを買うには足りないからと貯めてみたり、欲しいものがたくさんあっ

て選択するのに悩んでみたりと…。 
 
○子どもたちが、お小遣いをとおして、「お金」という魔力的なものを自分で管

理できるようになる。その力が少しずつ育っていくことを期待したいと思いま



す。 
 
 
◇具体的な与え方は？ 
 
○さて次に、お小遣いを与える際の、具体的なことがらについて考えてみまし

ょう。 
 
○金額については、その年齢で管理できると想定される、常識的な金額を与え

ることが基本だと思います。小学生の場合では、「学年×１００円」が相場とい

う話を聞きますが、いかがでしょう。一月ごとに与えることが多いお小遣いで

すが、子どもにとって一月では長く、管理できないようであれば、はじめは１

週間単位で与えるなどの工夫もできるかと思います。初めてのお小遣いの場合

は、お財布の用意や、家の中のどこに置いておくか、一緒に考えてあげられる

といいですね。 
 
○お小遣いは「子どもが自分の裁量で自由に使えるお金」ではありますが、当

然ルールが必要です。例えば、年齢に応じ「買い食いはやめようね」とか、自

分が使った金額をお小遣い帳に記入し、計画的に使うとかです。 
 
○また、ルールは、一つ一つ子どもと話し合って決めていくことが大切です。

もちろんこの話し合いには、親子の価値観や意見の食い違いも出てくることで

しょう。しかし、それをお互いに話し合う中で、子どもの考えていることや、

子どもを取り巻く環境を知ることができますし、親自身が大切に思っているこ

と、世の中の仕組みなども伝えられるのではないでしょうか。 
 
 
◇大切な時間を持ちましょう 
 
○お小遣いをとおした、こうしたやりとり－親子の間で、押したり引いたり、

時には譲ったり、譲らなかったりの押し問答－自体が、子どもを理解する、そ

して親を理解してもらえる大切な時間になると思います。ゆっくりと、しっか

りと進んでいきましょう。 
 
 
 



第 4 回 お手伝いのさせ方 
 
○子どもにお手伝いをさせるのに、苦労した経験がある方はいませんか。また

逆に、大人がやってしまった方が早いからと、お手伝いをさせていない家庭も

あるようです。お手伝いをしたご褒美に、お金をあげることについて、賛否両

論の声も聞きます。今回はお手伝いについて考えましょう。 
 
 
◇お手伝いの目的 
 
○まず、お手伝いは何のためにさせるのでしょうか。家族の一員としての意識

をきちんともたせるため、あるいは、達成感や人の役に立つ喜びを知るため、

責任感をもたせるため、現実的に親の負担を減らすためなどが考えられます。 
 
○なかでも大切なのは、親子の間を円滑、親密にして、関係を豊かにしていく

コミュニケーション手段であるという点ではないでしょうか。特に、親は仕事

に、子どもは勉強や習い事などで忙しく、ふれあう時間が少ない 近の家庭に

は、この点が、意外と見落とされているのではないかと感じます。 
 
 
◇お手伝いのさせ方 
 
○では、どんなふうに、お手伝いをさせたらいいのでしょうか。一番大事なの

は、子どもにどんなお手伝いだったらやれそうか、やりたいか。また、どれく

らいの頻度だったらできそうかなど、希望を聞き、一緒に相談しながら決めて

いくことです。自分で決めるのが難しいお子さんでしたら、親がいくつか案を

出すのもいいでしょう。とにかく、本人の意思を尊重することです。 
 
○一言でお手伝いといっても、いろいろあります。子どもの年齢や成長にあわ

せた無理のない内容にしましょう。新聞を取りに行く、おばあちゃんの肩たた

きをする、お花の水やりをする、自分の部屋のごみを出す、などなど…。そし

て、お手伝いをしたら必ずほめたり、「ありがとう」と言うなど、感謝の気持ち

を伝えます。お手伝いという子どもの「仕事」に関心を寄せているよ、という

姿勢を見せて、一言でも声をかけると長続きしやすいものです。けちをつけた

り、期待しすぎたりするとせっかくのやる気も失せてしまいますから、長い目



で見守りましょう。 
 
 
◇子どもの成長 
 
○こんな例があります。 
 
○今まで何をやるにも長続きしなくて途中で投げ出すことが多かったＡくんが、

「学校から帰ったら、金魚にえさをやる」というお手伝いをお母さんと約束し

ました。たまに忘れてしまうことがあったものの、お母さんが、できたときに

はカレンダーに大きな丸をつけて「金魚さんも喜んでるよ」と声掛けを続けた

ところ、次第に「ボクが金魚の係だから」と自分からすすんで手伝うようにな

りました。お母さんと生き物の話をすることが増えて、家の中のことにも関心

が出てきました。 
 
○このようにうまくいく場合ばかりではありませんが、お手伝いをきっかけに

子どもが成長した例です。 
 
◇お手伝いをとおして子どもと向き合おう 
 
○お手伝いはこうさせるべきだというような、決まった答えはありません。た

だ、続かなかった、いい加減だったなどの悪い方に目を向けるのではなく、試

行錯誤の中で、「やる」という子どもの意欲を買い、育てる姿勢を持ち続けるこ

とが必要です。 
           
 
 

第 5 回 成績が悪かった（良かった）ときに 
 
◇通信表の見方 
 
○相対評価から、絶対評価へと通信表が変わっても、学期末、子どもたちが持

ち帰る通信表は、子どもにとっても、親にとってもたいへん興味・関心の高い

ものです。それは、子どもが毎日生活する学校の中で、一定期間努力した成果

が評価されるからです。ある限られた期間での子どもの一面であるとも言えま



す。 
 
○通信表を長い人間形成の通過点での評価としてとらえ、今やるべき大切なこ

とや、目標を決めるための材料とし、参考とする。これが通信表についての基

本的な見方ではないでしょうか。 
 
○では、テストについてはどうでしょうか。 
 
 
◇テストを持ち帰ったときの対応 
 
○「子どものテストの点数を見て、腰が抜けそうになった」などという話を聞

くと決して人ごととは思われませんし、「頭に血が上ってとても冷静に対応なん

てできない」という気持ちも分かります。しかし、どうでしょう。こうした態

度で接せられる子どもにとっては…。 
 
○そこで、次のような提案をしてみたいと思います。 
 
   基本的な態度＝合計点数よりも、中身を検討することで、学習に向かう姿勢

を見直す。 
 
 
・まず、正答をほめる。  
・誤答の原因を考える。親の方で「こうでしょ」と決めつけたり、言いっぱな

しにしないで、ゆっくりと子どもと向かい合って話し合い、子どもの言葉で

対策を言わせる。例えば、「これからどうしようか」などと話を向けてみる。  
・次に、授業中に理解できているのか聞いてみる。 
・そして、これからの学習で、ここを直していこうという目標を決めさせる。  
・留意点＝誤答の多い子には、全部にこの方法をとるのではなく、一部だけに

やってみる。 
 
○また、今までよい成績だったのに、急に悪い点をとったときには、「何よ！ こ

の点数」などと怒鳴らず、会話する機会をもちましょう。中学生ぐらいになる

と、勉強の目的を見つけられなくなって、やる気をなくしている例もあります。 
 
 



◇成績をめぐる子どもたちの気持ち 
 
○成績に関係した親の対応で、「１） うれしかったとき」 「２） いやだな

ーと思ったとき」 「３） やる気がでたとき」についてアンケートを取って

みました。参考にしてください。 
 
  １）うれしかったとき  
    ・ 個人面談で先生がほめてくださったことを親が伝えてくれたとき  
    ・「まあ、こんなものかな…」とそのまま認めてくれたとき  
    ・たいして良くない成績でも「まあ良いじゃない。頑張ったのね」と軽く

流してくれたとき  
    ・「どんなに実力があっても、100 点を取るということはなかなかできない

ことだ」と、頑張りを認めてくれたとき  
    ・成績の悪い作品でも「上手ね」と言って飾ってくれたとき  
    ・頑張っても成績が思わしくなかったが、「あなたが頑張ったことは、すぐ

には現れなくても、自分の力になるものよ」と、励ましてくれたとき 
 
  ２）いやだなーと思ったとき  
    ・「どうしてこんな成績なの」と、答えようもないことを聞かれたとき  
    ・「だから言ったでしょう」と、過去にさかのぼって話をされたとき  
    ・「あなたって、いつもこうよね」と、努力をしても変化しないみたいに言

われたとき  
    ・「努力していない」「どうして、こんなにできないの」「勉強できない子は

大嫌い」などの言葉を言われたとき  
    ・「今回 100 点を取ったからって、油断しちゃだめよ」と、ほめてもくれず、

反対に注意されたとき  
    ・「私も得意だったから、あなたもできると思ったのに…。がっかりね。お

父さんに似たのかしら」と言われたとき  
    ・「変わり映えしないねえ。進歩しない人間って、やっぱり努力していない

んだよね。本当にやっているの」と、疑われたとき 
 
  ３）やる気が出たとき  

     ・良かった成績のところや、まあまあだったところを見つけて、「やればで

きるね」と言ってもらったとき 
    ・少しでも良くなった点をほめられると悪い気はしない。「よっしゃー」と

いう気分  



    ・「あなたなら絶対できるはず」という力強い励ましで、「自分はできるか

も…」と勇気が出てきた  
    ・点数より、間違っているところに注目し、「ここはもったいなかったね。

こうするとミスが減るかもね」とアドバイスしてくれたとき  
    ・先生が「ここは素晴らしい」とほめてくれたり、「やればできる子だ」と

言ってくれたとき 
 
 
◇さあ！やってみましょう 
 
○どうでしたか。何となく思い当たることもあったのではないでしょうか。 
 
○そこで 後に、親が心がけるべき事柄をまとめてみました。さっそく実行し

てみませんか。 
 
  ・まず、ほめるところを５つくらい探して、ほめましょう。できなかったと

ころは慰めたり、励ましたり、そっとしておいたりと、子どもの状態で臨

機応変に対応を変えてみましょう 
 
  ・良い成績のときは、「ほめると増長するんじゃないか」「世の中にはもっと

すごい子がいる」「油断しないでがんばれ」などと制限をつけずに、素直に、

一緒に喜んであげましょう 


