
第 6 回 友達との関わり方（関わらせ方） 
 
◇子どもの友達について、心配なことが多いですね 
 
○日頃、相談室には「うちの子、友達とうまくやっていけないみたい」「◇◇ち

ゃんが、うちの子にこんなひどいことをする」「クラスのみんなからうちの子が

非難されていて…」というような、友達との関係についての相談が多く寄せら

れます。 
 
○人間関係をうまくやっていくことは、大人でも難しくて、「振り回されたくな

いな…」と感じてしまいますが、子どもにとってはどうでしょうか。 
 
○私たち自身、子どもの頃を振り返ってみると…。そうでした、そうでした。

ののしりあったり、取っ組み合いのけんかをしたりと、いろいろとありました

ね。 
 
○子どもというのは、こうした修羅場を体験しながら、相手やその場にあった

表現の仕方、折り合いの付け方を、少しずつ体得していくものなのでしょう。

これは、机上の勉強と同じくらい、いやそれ以上に長い時間のかかる、大切な

“学び”だと思います。親としては、問題が起きたときに、子どもに代わって

問題を解決してしまうのではなく、まず子どもがこうした学びのただ中にいる

ことを認識し、成長していく子どもを見守ることができるようなゆとりをもつ

ことが何より大切です。 
 
○では、親は傍観するだけでいいのでしょうか。いいえ。当然ですが、親とし

て、そして、大人としてできることがあります。  
 
 
◇気持ちをくむということ。そして、お互い様ですから… 
 
○「◇◇ちゃんにいじめられた」と泣きながら帰宅したわが子を見たら、冷静

ではいられないでしょう。子どもと同じように傷つき、怒りの気持ちが湧き上

がり、子どもと同じ被害者として、振る舞うでしょう。確かに、問題が深刻な

場合も多い昨今では、こうした思いが先立つことも当然でしょう。 
 



○しかし、親が子どもと同じような立場に立つことで、被害者・加害者という

色合いが強まり、必要以上に事態が悪化してしまうことも少なくありません。

先人の言に「子どものけんかに親はしゃしゃり出るな」というようなものがあ

ります。親同士が相手を責め、心情的にスッキリしても、子どもにとっては学

びの体験にはならないよという戒めの言葉なのでしょうか。 
 
○そうです。子どもの気持ちが沈んでいるとき、怒りがおさまらないときは、

まず、大人である親がゆとりを持って、その子の悲しい気持ち、悔しい気持ち

を、しっかりくみ取り、受け止めてあげることが必要です。傷ついて悲しい気

持ちを、あるいは、腹が立ってささくれだった思いを、「悲しかったね…」「悔

しかったね…」と優しく受け止めるのです。 
 
○子どもに限ったことではありませんが、揺れ動く心の内をしっかりと聞いて

もらえたり、気持ちを理解してもらうだけで、人の気持ちというのはずいぶん

と落ち着き、ゆとりが出るものです。また、ゆとりがあれば、感じ方にも余裕

ができて、「いじめられた！」という体験を、より広い視点から見つめられるよ

うにもなるでしょう。 
 
○子ども自身に、こうした体験の過程から、「あいつ、なかなかいいところもあ

るんだよな…」「もしかして、少しは自分もいけなかったのかもしれない…」と

いう、折り合う気持ちや、相手を許す気持ちが生まれてくるでしょう。 
 
○また一方では、こうした状況をつくるには、親同士が「お互い様ですから…」

という気持ちをもって、見守る姿勢があって、はじめて可能となるものだと思

います。  
 
 
◇陰湿ないじめがあるのでは… 
 
○最近は、生活レベルも向上し、手塩にかけて大切に育てられた子どもたちは、

よりデリケートに、傷つきやすくなっています。出来事自体は小さなことでも、

子どもたちにとっては、本当に大きな傷として体験されやすくなっているよう

です。 
 
○また、昔と比べて、家庭と地域社会との結びつきが弱まり、子ども同士が群

がって遊ぶようなことも少なくなってきました。昔なら、けんかをしても、い



じめられても、仲裁する遊び仲間が一人や二人はいたものですが、今それを期

待するのは難しいのかもしれません。 
 
○そうしたことからか、陰湿ないじめが起こる可能性も昔よりは高くなってい

ます。 
 
○親としては、上で話したものとはまた別の視点から、子どもを見守る必要も

あります。家庭での子どもの様子を見て、また学校での状況も聞いて、はたし

て学びとなるものなのかどうか、状況を判断しなければなりません。 
 
○陰湿ないじめがあるのではないかと判断した場合には、担任や学校関係者、

教育委員会に早急に連絡する必要があります。  
 
 
◇大人の受け皿づくり 
 
○子どもたちが人間関係につまずいたとき、親や大人には、それを争いのきっ

かけとしてではなく、学びのきっかけとして捉え直して、さらには子ども同士

が互いに学びあえるような受け皿をつくることが求められています。 
 
○子どもたちが出会う、関係のつまずきが、どのように子どもの中に残るかは、

大人の受け皿にかかっているといっても過言ではないと思います。 
 
 
 

第 7 回 しつけについて 
 
◇しつけにまつわる悩み 
 
○相談室には、お子さんのしつけにまつわる様々な相談が寄せられています。 
 
○「繰り返し教えているが、なかなかできるようにならない」「何度言っても、

ちゃんとできない」「親の方がイライラして、感情的になってしまう」など、し

つけにまつわる保護者の方の悩みや困惑は、尽きません。 
 



○そこで、今回はしつけについて、基本に立ち戻って考えてみたいと思います。 
 
 
◇しつけとは何でしょうか？ 
 
○しつけとは、国語辞典によれば、礼儀作法を身につけさせること、また、身

についた礼儀作法とあります。そして、礼儀作法とは、相手を敬う気持ちを表

すための節度ある言動のことです。 
 
○つまり、しつけとはもともと、人と人とが共に心地よく暮らすために、最も

大切なお互いを敬う気持ちを表す手段を身に付けさせることなのです。 
 
○しつけについて悩まれたり困ったりしたときには、この前提を思い出してい

ただけると、方向性が見出せるのではないでしょうか？ 
 
 
◇しつけのための環境 
 
○子どもは自分を守り育んでくれる大人を愛し、その大人のようになろうとし

ます。大人の言動を真似て取り入れ、自分のものにしていきます。 
 
○ですから、家庭の中で大人同士が互いに相手を敬う雰囲気を醸し出し、言葉

や態度で表現していることが、しつけが子どもの中に根付くためのよい土壌と

言えます。 
 
○お互いに心地よく暮らすために、他の人のことを思って行動することが気持

ちのよいことで、価値のあることなのだと、大人の普段の態度や言葉から自然

に学べる環境が大切なのです。 
 
 
◇よいしつけの仕方とは？ 
 
○子どもは大人の態度や言葉から、様々なことを学び続けて成長していきます

が、その子どもの持つ素質や発達のペースによって、学び方や学ぶ時期はそれ

ぞれ違います。 
 



○じっくり見て理解してから真似てみようとする子もいれば、やり方がよく分

からないうちから、まずやってみたがる子もいます。 
 
○じっくり型の子に早くさせようとすると、怖がってかえってやってみようと

はしなくなります。 
 
○じっくり型の子には、まず大人がしてみせて、本人が「ああすれば、いいの

か」「ああいう時には、あそこに気をつければいいんだな」と手順ややり方を理

解させ、見通しを持って準備が整ったと思えるまでは、手本を見せながら待つ

ことが必要なのです。 
 
○一方、まず試してみたい子に対して、「だから、言ったでしょう」「ほら、よ

く考えないから」と失敗を叱ってばかりいると、だんだんいこじになってしま

うかもしれません。 
 
○まず試してみたい子には、小さな試行錯誤をたくさんさせながら、うまくで

きたときに「そうすると、いいね！」と、すかさずほめることがポイントなの

です。 
 
○また、発達のペースがゆっくりな子には、せかさず、できたことを大人が共

に喜んで、着実にできることを増やしていくことが肝要です。 
 
○子ども一人ひとりの素質や発達のペースを尊重して、それに合った学びを大

切にしていくことが、しつけのよい方法なのです。 
 
 
◇しつけをめぐる親子関係 
 
○子どもは素質と親の素質とが似かよっている場合には、子どもの学び方が親

にも分かりやすいので、親は子どもを認めたり、ほめたりがしやすく、お互い

に楽な関係が結べます。 
 
○ところが、子どもの素質が親の素質とはどうも異なっていると思われる場合

には、注意が必要です。大人の方が子どもの素質に十分に気を配って、子ども

の学び方を理解しようと意識することが必要になります。 
 



○そういった配慮がないと、親にはそのつもりがなくても、子どもは理解しに

くい方法で学ぶことを強いられることになってしまうのです。 
 
○すると、子どもは親からうまく学べない自分を情けなく感じて、学ぶ意欲を

失ったり、無理を強いられることに恨みを感じたりしてしまうことさえありま

す。 
 
○しつけを巡って、親子の間に緊張が高まっている時には、子どもは大人の理

解を必要としています。 
 
○大人の方が気持ちを落ち着けて、その子が学びやすい方法をもう一度探り、

新たに学び直せるよう、関係を整えることがまず必要なのです。 
 
 
◇楽しいしつけを 
 
○「こうした方が、まわりの人と互いに心地よくいられるなあ」と実感しなが

ら学んでいく過程は、子どもにとって、嬉しく誇らしいものです。 
 
○そして、身につけたスキルは、子どもにとって、人と共に生きていくための

かけがえのない宝となるのです。 
 
○それぞれの子どもの学ぶ力に大人は敬意を持って、子どもの中に生涯消える

ことのない宝が増えていくのを楽しむことができたら素敵ですね。 
             
 
 

第 8 回 子どものわがままは自分育ての第一歩 
 
○「小さい頃はあーんなにかわいかったのに！」 
 
○今でも十分かわいい大事なわが子であっても、こんな風に思えちゃうことっ

てありますよね。今回のテーマは、ママやパパを困らせる“わがまま”につい

てです。（子どもはわがまましているなんて、ちっとも思っていないんですけど

ね。） 



 
○今回は、特に幼児期についてお話します。 
 
 
◇わがままって何？ 
 
○わがままをめぐるはじめのバトルは、２，３歳頃からはじまります。ちょう

ど歩いたり話したりが上手になって、行動範囲がぐんと広がる頃ですね。特に、

反抗期を迎える３～４歳頃になると、もう大変です。 
 
  ・＜早く寝なさい＞「やだ！」＜じゃあずっと起きてなさい！＞「…やっぱ

り寝る」  
  ・できないのに何でも「やる！」と、時には人のことまで手を出す。  
  ・「私がするの！」「僕やらない！」「違う！」などと頑固に言い張る。 
 
○自分を自分で運営する能力を“自我”といいますが、これらのわがままは皆、

自我の芽生えです。赤ちゃん時代を十分にすごして、自発性や意欲、本人なり

の「こうするつもり」が育ってきている証拠です。内容はどうあれ、自己主張

そのものは健全な自我が育つ上でとても大事です。 
 
○でも、相手や周りの都合も考えずに欲求を出すので、大人の目からみれば“わ

がまま”で“勝手”。手間はかかるしイライラするしで、「キーッ！！」となっ

ちゃいますね。 
 
 
◇やっぱり、たいせつにしたいわがまま 
 
○そのまま好き放題にさせていては、社会性が育たず、後々苦しむことになっ

てしまいます。かといって、一方的に何でも「ダメ」と禁止ばかりでは、自発

性の芽が育たず、無気力な子になってしまいます。 
 
○では、どのようにしていったらよいのでしょう？ 
 
 
◇わがままにつきあう！ 
 



○まず、やりたがりについては、危険やまわりへの迷惑に配慮しつつ、多少の

失敗は大目にみて、自分でやらせてあげましょう。 
 
○親として認められないこともありますね。2 歳くらいなら他に注意を向けさせ

ると気が変わったりしますが、3 歳すぎにもなるとなかなかその手も通じません。

そんな時は、子どもの言い分をきいて「～したいんだね」などと気持ちを受け

止めてあげた上で、行為自体は「でも、こうしようね」と止めましょう。 
 
○やりたいことを止められて泣いたり癇癪（かんしゃく）をおこしたりしたら、

「～したかったね」と気持ちを代弁してあげると、子どもが自分で気持ちをた

てなおします。 
 
○もし、ブランコの順番を譲っていたら、「よく譲ってあげたね、えらいね」と、

すかさずほめてあげましょう。励みになり、自信がつく上に、子どもが自分で

正しい方向を知ることができます。叱るだけよりずっと効果的です。私たち大

人は、よくないことは一生懸命正そうとしますが、すべきことができた時は当

たり前と思って見逃しやすいものです。 
 
○こうしたやりとりを通して、子どもの中に、欲求を感じながらもそういう自

分をコントロールできる「もう一人の自分」、いわば“自分の操縦士”のような

部分が育っていきます。 
 
○しつけは、この「もう一人の自分」を育てていくことともいえるでしょう。

親が子どものハンドルを奪ってしまっても、あるいは逆に、無法運転を放任し

てしまっても、子どもは自分の操縦がうまくなりません。自分で自分を上手に

運転できるようになるよう、手助けしてあげましょう。 
 
 
◇あらっ。こんなときは？ 
 
○ほかに、自己主張とはちょっと路線の違うわがままもありますね。 
  
・ わざと困らせることをする（壊す・散らかす・暴れる） 

 
○この場合、いい子でいてもママはとんで来ないけど、悪い子になると途端に

「何してるのっー！」と注目されることを覚えたのかもしれません。 



 
○悪い子をしなくても自分に関心を向けられている（愛されている）と感じら

れるようにしましょう。おしゃべりを丁寧に聴いてあげたりすると、子どもは

過激で不適切なやり方で愛情を求めなくてもすむようになるでしょう。 
 
 ・下の子をいじめる 
 
○弟や妹が生まれてママの手が下の子にかかるようになると、急に自分への関

心（愛情）が減ったと感じられるものです。ママにしてみれば、ただ赤ちゃん

で手がかかるだけなんですけどね。寂しさや混乱、甘えたい気持ち、妬ましい

気持ちから、矛先が下の子に向かって、いじめてしまうのかもしれません。 
 
○授乳するときに限って上の子がトラブルを起こすことに気付いたあるママは、

授乳しながら「あなたもこうして飲んでたのよ」「赤ちゃんの時はね」など上の

子に話し掛ける作戦で問題が減ったそうです。これも１つの工夫ですね。 
 
○弟・妹をかわいがっている時でも、どこかに甘えたいのを我慢している気持

ちがあるものです。「仲良くしていて嬉しいわ」「お世話してくれて有難うね」

など、感謝や誉める言葉を伝えましょう。 
 
 
◇笑顔を楽しみにして 
 
○この時期をうまく体験できると、子どもの大きな自信と誇りとなります。 
 
○自分の力で何かを成し遂げたときの誇らしげな顔！ そんな笑顔が増えると

いいですね。 
   
 
 

第 9 回 子どもが嘘をついたとき 
 
◇嘘をつく状況あれこれ 
 
○子どもが嘘をつくというと、どんなイメージを抱かれるでしょうか。「嘘つき



は泥棒のはじまり」？それとも、子どもなりの「嘘も方便」？ 
 
○一口に嘘といっても、人をだまして金品を得るといった嘘から、相手に対す

る思いやりから言ってしまう嘘、楽しむために冗談で言う嘘、自分の身を守る

ための嘘まで、いろいろです。  
 
○童話『ヘンゼルとグレーテル』では、ヘンゼルは魔女のおばあさんに食べら

れないようにするため、「親指を見せろ」と言われて、動物の骨を出します。こ

こでヘンゼルがついた嘘は、相手をだますための嘘ですが、ここでヘンゼルを

責める気持ちになる人はいないでしょう。ヘンゼルがついた嘘は、生きるため

の必死の嘘であるからです。私たちの生活の中でも、生死がかかっているとま

では言えなくとも、多くの「嘘」の裏には、そのような切実な理由があるのか

もしれません。 
 
 
◇子どもにとっての嘘 
 
○子どもが嘘をつくときも、子どもなりの理由があることが多いようです。例

えば、自分をよく見せたいときの嘘を考えてみます。「そんな悪いことしてない

よ」「そんな悪い点数とっていないよ」など、してしまったことを隠す嘘を、子

どもは時々言います。 
 
○その嘘には、本当はこうありたかった、こんな自分でいてお母さん（お父さ

ん）を喜ばせたいという、子どもなりの願いが込められているのかもしれませ

ん。 
 
○でも、実は嘘だと分かったお母さん（お父さん）にとっては、子どもから裏

切られたような気持ちになり、がっかりしてしまいます。また、「がっかり」は、

すぐに、「キーッ」という怒りに変わります。「嘘つき」と子どもを責めてしま

う場合もあるでしょう。こうして叱られた子どもは、「こうありたくなかった自

分」と「嘘をついてしまったズルイ自分」との両方に向き合わなければならず、

追い詰められて、どうしてよいか分からない気持ちになってしまいます。こう

した場合、素直に謝れる子もいるでしょうが、知らないうちに別の嘘をついた

り、だんまりを決め込んだりと、自分を守るための防衛策をとる子も多いこと

でしょう。 
 



 
◇親として伝えること 
 
○お母さん（お父さん）が怒った後、腹の虫がおさまってから、そのときのが

っかりした気持ちを思い出したら、その気持ちを直接子どもに伝えてみてはい

かがでしょうか。 
 
 
○「怒っちゃったけど、お母さん（お父さん）もびっくりして、そしてがっか

りしちゃった‥」と伝えれば、子どもは「‥やっぱり、がっかりさせちゃった

か‥」と考えるでしょう。その時、すかさず「‥だからといって、○○ちゃん

を嫌いになることはないよ」とメッセージを添えれば、子どもたちの抱く「悪

いことをして、もう取り返しがつかない」という不安な気持ちを軽くすること

ができます。重ねて、「○○ちゃんも、（してしまったことに）がっかりしたん

だよね」と共感すれば、子どもは自分の気持ちを分かってもらえたと感じ、心

に余裕がでてくるはずです。 
 
○子どもの心に余裕ができれば、自分の悪かったことを素直に認め、お母さん

（お父さん）に許してもらえることも理解できるようになります。素直に言っ

たほうが許され、また気持ちがよいことを自ら実感することで、次に嘘をつき

たくなったときには、「正直に言う」ことも選択肢の一つとして頭に浮かぶはず

です。そして、「嘘って便利そうだけれど、一度使うと、どんどん使わなきゃな

らなくなるんだよ」というような、耳の痛くなるような話も、聞き入れやすく

なるでしょう。 
 
 
◇嘘と子どもの成長 
 
○小さな子どもには、現実とファンタジーの世界が混じりあってしまうことも

多々あります。こんな成長段階での嘘は嘘ではなく、子どもにとっては本当の

ことなのかもしれません。 
 
○ですから、大人からみて気になる嘘は、子どもに、相手の言うことが分かる

力、相手の気持ちを推測する力ができてきてからの嘘なのです。この段階を過

ぎてから、子どもはたいてい何回か嘘をつき、それが知られて気まずい思いを

するような体験をし、徐々に嘘をつくとかえって事態を悪化させることを学び、



嘘をついた後味の悪さも感じるようになります。 
 
○しかし、子どもが常習的にたくさんの嘘をついたり、物を盗んだり、人を陥

れるような嘘をつく場合には、注意が必要です。そうした状況にいたるまで、

子どもが「ピンチ」と感じてしまうような体験や経験を積み重ねてしまった可

能性があるからです。 
 
○こうした時、まずお母さん（お父さん）と子どもとで、その子の持つ相手の

言うことが分かる力、相手の気持ちを推測する力を確認しつつ、なぜそうなっ

たのか、そのプロセスを一つずつたどることが必要です。家でそうしたプロセ

スをたどることが難しい場合には、子育ての先輩や、担任、スクールカウンセ

ラー、教育相談室など、相談しやすいところに相談して、一緒に考えてもらう

ことも大切です。 
 
○このことは、その子どもが特にズル賢いというわけでなく、大人との間で気

持ちのやり取りに誤解が生じている場合が多く、その誤解を一つずつ解きほぐ

す必要があるからです。  
 
 
◇嘘の意味 
 
○嘘は悪いこととは知りつつも、自分が大事にしたい何か（プライド、友だち

からの信用・信頼、注目など）を得るために、嘘をついてしまうことが多いも

のです。「フッ」と、子どもが嘘をつかざるを得なかった状況に思いを馳せてみ

ると、今の子どもが何を願っているのか、困難な状況を生き抜こうとしている

のか、見えてくるものなのかもしれません‥。 
 
 
 

第 10 回 我が子の盗み‥その対応 
 
◇えっ！友だちのものを盗ったって！ 
 
○もしも、我が子が、お友だちの家やお店から、文房具やおもちゃ、お菓子な

どを盗ってきてしまったことに、ある日気付いたら、いったいどうしたらいい



のでしょうか。 
 
○無理もないことですが、多くのお父さん、お母さんは、ショックを受け、す

ぐには起こったことを冷静に受け止めきれないのではないでしょうか。  
 
○最初は「うちの子に限って」と盗ったこと自体を否定したくなるかもしれま

せんし、たとえ我が子が盗ったということを受け入れた場合でも、お友だちに

つられて、ついやってしまったのだろうと、理由を他のところに求めたくなる

かもしれません。また、湧き上がってくる感情のまま、頭ごなしに子どもを叱

り、責めることに終始してしまう場合もあるでしょう。それほど、我が子が盗

むという行為は、親を動揺させてしまうものなのだと思います。 
 
 
◇親の気持ち 
 
○それは、どうしてなのでしょう。大人は人のものを盗るという行為が、社会

のルールに反する行為であり、やってはいけないことであるという規範意識を

持っています。社会を成り立たせているルールを我が子が破ってしまったとい

うことで、困惑するのです。さらに「自分の子育ては失敗だったのでは」と不

安になります。我が子が盗ってしまったことで、親の気持ちもまた深く傷つく

のです。 
 
 
◇どうしたらよいのでしょうか？－どう考えるか 
 
○では、私たちは、子どもが盗んでしまったとき、そのことをどう考え、どう

対処したらよいのでしょうか。 
 
○まず、子どもが盗んでしまうという行為を、子どもからのＳＯＳのサインと

して受けとめる視点が大切です。 
 
○どんな事情があっても盗みがいけないことに変わりはありませんし、そのこ

とはしっかりと子どもに教える必要があります。しかし同時に、その子にとっ

ての盗むことの意味を、子どもと一緒にじっくり考えてみることが必要です。

我が子が何に苦しみ困難を感じているのかを、お父さんやお母さんが理解する

ことができれば、子どもを手助けすることができるからです。さらに、それま



での親子関係を見直すいい機会ともなります。  
 
○逆に、子どもにとって盗むという行為にはどのような意味があるのでしょう

か。その意味を考えてみましょう。傍目には、単に欲しいものを手に入れるた

めに、やっているふうに見えるものがありますが、本当にそうなのでしょうか。

また、友だちと遊び感覚でスリルを楽しむためにやっているように見える万引

きもありますが、本当に楽しんでいるのでしょうか。子ども自身、理由を聞か

れてもはっきり分からないこともあります。 
 
○多くの場合、盗むことを繰り返している子どもの心の奥には、お父さんやお

母さんなど、周囲の大人が気付いて、盗みを止めてほしいという気持ちがあり

ます。それは、万引きが見つかると、かえってホッとしているように見えるこ

とで分かります。 
 
○子どもは、盗みなんかしたくないし、苦しんでいます。それでも、自分の力

では盗むことをやめられない場合もあるのです。何故なのでしょう。それは、

欲しいものが、人の持ち物や、店頭に並んでいるものではないからです。欲し

いのは、ありのままの自分を受けとめてくれる大人（お父さんやお母さん）と

の関係であり、そこから得られる安心感です。盗むことは、代償行為なのです。 
 
 
◇どうしたらよいのでしょうか？－どう対処するか 
 
○親として、私たちはどうすればいいのでしょう。盗んでしまった子どもに対

し、ものわかりのいい態度を示せば良いのでしょうか。 
 
○そうではないと思います。抑えようとしても抑えきれない、親としての悲し

みや怒りを我が子に対して表現し、叱るのは自然なことです。子どもも叱られ

ることで、自分が父母にとって、どうでもいい存在なのではなく大事な人間な

のだと確認できる面があります。 
 
○そして、互いの気持ちが落ち着いたら、親子で盗んでしまったということに

向き合いましょう。その時にはもう、叱ったり、お説教するのは禁物です。一

回叱れば十分なのです。お父さん、お母さんは子どもが話しやすい雰囲気をつ

くり、子どもの言葉をさえぎらずに耳を傾けましょう。その際、盗んでしまっ

たことを子どもだけの問題にするのではなく、親子の課題としてとらえ、一緒



に解決していこうとする姿勢が大切です。  
 
○そして、「どんなことがあっても、あなたの親であることに変わりはない」と

いうことを、我が子に伝えましょう。そんなことは言わなくても分かっている

はずと決めつけずにです。子どもは「分かってもらえそうだ」と感じたときに、

初めて自分自身と向き合うことができ、つらかった気持ちを言葉で伝える努力

をはじめるのです。 
 
 
◇親子が本音で話せるきっかけに 
 
○我が子が盗みをするという事実は、お父さん、お母さんにとって、とてもつ

らいことですが、そのことをきっかけにして、親子ともに成長できる機会とも

なるはずです。そして、何より問題が解決した後には、親子が本音で言いあえ

る関係が残るのです。 
 
 
 
 
 


