
第 11 回 子どもと家族の今  
 
○お父さん、お母さんと子どもから構成される家族。あるいは、お母さん（ま

たは、お父さん）と子どもの家族。おじいさん、おばあさんがいる家族、など

など。家族にはいろんな形があります。ちょっと昔には、おばさんやおじさん

が同居していることも多かったものです。  
 
○今回は、そんな家族について、子どもを軸に考えてみます。  
 
 
◇家族の役割 
 
○生まれてきた子どもは、家族の中で養育されて「人」となります。 
 
○例えば、一人で生きる力のない赤ちゃんは家族にお乳を与えられ、守られて

命をつなぎます。その過程で、育ててくれる人を絶対的に信頼します。その信

頼の力が生きていく力となり、人間関係を形成する基本となります。  
 
○また、家族との日常生活の中で、甘えたり反抗したり、誉められたり叱られ

たり、自己主張したり我慢したりを、実際に体験して学びます。分別や価値観

をつくり、他人との関係性のトレーニングを行うわけです。  
 
○同時に、家庭の中では、寝ること、食べること、清潔することなどの生活習

慣を身に付け、生涯にわたる健康の土台も手に入れます。  
○このような機能は、家族だけが担っているのではなく、学校や、近所の大人、

身近な年上の人たちも担っています。とはいえ、家族がその中心に位置するの

は確実ですし、家族は社会からの防波堤にもなっているとも考えられます。  
 
 
◇家族の変化－少子社会 
 
○今、少子社会が社会問題となっています。  
 
○親や子どもにとっても、少子社会は、家庭や地域で育てて（育って）いくの

を難しくしています。  



 
○兄弟げんかに負けて悔しい思いをしたり、兄弟に助けられて頼もしい思いを

したり‥近所の子と遊んで、いじめられたり、かばってもらったり。“オミソ（ご

存知ですか？）”で参加させてもらいながらルールを覚えたり‥と、かつては身

体や心の体験をとおして育っていくことができました。が、少子社会の今はそ

うした関係性を築きにくい面があります。  
 
○少人数の子どもが、常に大人の視線の中で遊んでいて、子どもたちも、おち

おちケンカや、ケガもできない状況もあります。  
 
○親も数少ない子に、過大な注目や期待を寄せてしまいます。同じような良い

子のレールを全速力で走ることを期待してしまい、寄り道してブラブラしたり、

いたずらしている暇もないかもしれません。  
 
 
◇家族の変化－育児不安 
 
○このように、現在の子育ては、一方で家族の重要性、他方で少子社会があり、

さらには、かつて家族全体で行っていた養育を核家族で行うなど、過去と比べ

ても難しい環境となっています。  
 
○特に現状の子育ては、母親に比重がかかるようになっています。本当に、お

母さんの子育ては孤独です。  
 
○ぐずぐず言って泣き止まない子を、祖父母や、お隣の方にお願いして外出し

たり、家事に専念できない。２４時間子どもに拘束されている感じがする。お

しゃれして、ショッピングやレジャーを楽しんでいた独身時代を取り戻したい。

イライラしてしまう。「虐待してしまいそう」な気分。「子どもは泣くのが商売。

元気でいいじゃないの」と励ましてくれる先輩ママがいない。理想どおりの正

しい育児ができない。マニュアルどおりにやったつもりでもマニュアルどおり

の成果が出ない。自分を責めて落ち込んでしまう。子どもを腹立たしく感じて

しまう。  
 
○こうした訴えが多くなっています。  
 
○子育ては理想どおり、思いどおりにはいかないものです。「完璧にやろう」「１



００点を取ろう」「正しい答えを出そう」としても、うまくいきません。「まあ、

いいか」という塩梅、加減が大事です。有名な精神科医も言っています。「ほど

よい母親」が良いと。  
 
 
◇子育て不安と父親 
 
○そんなお母さんは、もっとお父さんに子育てに参加して欲しいと思っていま

す。  
 
○子どもはお父さんに、日々おしめを取り替えてもらったり、キャッチボール

の相手をしてもらったりして、スキンシップを深め信頼関係を築いていきます。

こうしたお父さんとの関係は、男性のイメージに影響を与え、男の子にとって

も、女の子にとっても、揺れ動く思春期を乗り越える際の、自立に向かう鍵と

なります。  
 
○お父さんの仕事が忙しく、なかなか子どもと関わる時間が取れないにしても、

常に子どもに関心を持って、子育てについて相談しあえれば、お母さんの子育

てストレスは大きく減ることでしょう。  
 
 
◇誰かに話しましょう 
 
○育児書だけを頼りに孤独な子育てをしていると、ちょっとしたトラブルにと

ても悩んでしまうことがあります。ぜひいろいろな人に相談してみましょう。

話すだけで随分楽になるものです。  
 
○家族ばかりでなく、子育てサークルや公園仲間で愚痴をこぼし、子どもの面

倒を見あったり、あるいは近所の方にベビーシッターを頼んで外出したりと、

ご近所パワーを頼りにすることも、また大切なことではないでしょうか。  
 
           
 

第 12 回 子どもの成長・発達とは…－「発達段階」について－ 
 



○「この子、首がすわってきたなあ…」「うちの子、 近よくお話しするように 
なってきたのよ～！」  
 
○日々、子どもの成長を感じること。親にとってなによりの喜びですね。 
 
 
◇発達段階とは… 
 
○子育ては、日々新鮮な驚きと発見の連続です。初めて経験することもたくさ

んあり、それだけに、迷ったり悩んだりすることも多いもの。教育相談室にも、

日々の子育てや、子どもの発達について、たくさんの相談がよせられています。

また書店には、子育てに役立つ本や雑誌が、たくさん並んでいますね。それら

の本にはよく、「○○歳はこんなことができますよ」というふうに、年齢に応じ

た子どもの特徴や、その時期にできるようになることが書かれてあります。こ

うした記述は、子どもの成長・発達の大まかな道筋を示したもので、子どもの

発達を捉える道しるべになるものです。この道しるべのつながりを「発達段階」

と呼びます。「発達段階」の考え方は、子どもの成長・発達の客観的な指標とな

るのです。 
 
○この「指標」は、ひとまずは、親が子どもを育てていくときに豊富なヒント

を与えてくれる、大切なものです。例えば、こうした発達の指標があることに

よって、「だから○○歳の子には、こんなふうに接してみましょう」とか「こん

なことをさせてみましょう」という、子育てのポイントをつかむことができま

す。 
 
○でも、ときおり、この「指標」を上手に使えなくて、悩んでしまうこともあ

ると思います。例えば、「うちの子、もう２歳なのに、これができなくて大丈夫

かしら？」と、できる、できないにとらわれてしまったり、できないから、で

きるようにさせなければ、と焦ってしまったり…。目安をもって子どもの発達

を考えること自体は、決して悪いことではありませんが、それにしばられすぎ

ると、親も子どもも苦しくなってしまいますよね。 
 
○では、「発達段階」の考え方を上手く参考にして、楽しく子育てしていくには

どうしたらよいのでしょうか。  
 
 



◇「発達段階」の考え方を上手に活用していくには 
 
○「発達段階」という指標を参考にすることで、子どもの行動に対して、どの

くらいまで期待していいか、どこまで許していいか、の目安が分かります。  
 
○例えば、よちよち歩きの子どもが、誤って大事な書類をビリビリに破いたか

らといって、頭ごなしに怒ったりはしないものです。それは、歩けるようにな

ったことで、その子の世界はぐんと広がっていて、今は熱心に探索活動をする

のがむしろ大切である、ということを分かっているからです。この場合なら、

例えば怒るよりも、子どもの目のつくところに大事なものや危険なものは置か

ないようにすることが、その子の発達段階にふさわしい対応だと考えることが

できます。 
 
○また、よく親を困らせる、子どもの“かんしゃく”。これも、今はまだ言葉で

自分の気持ちを十分に表現することができない、うまく言葉にできないかわり

に、泣きわめいたりして気持ちを伝えているんだ、ということが分かれば、少

しほっとして、余裕を持った対応ができますよね。 
 
○「発達段階」についての理解は、子どもの発達の意味を考えるチャンスを作

ってくれます。 
 
○子どもが成長する過程。そこにはかならず、なんらかの意味があります。あ

る日突然、できないことができるようになるのではなくて、できるようになる

までに、なんらかの準備が子どもの中でなされているのです。例えば、どうし

て言葉を話すようになるのか。ひとつには、人と関わりたいという欲求が強ま

ってくることがあげられます。実際に、この過程では、指差し、表情、視線な

ど、言葉によらなくとも、さまざまな方法で、子どもはコミュニケーションを

とろうとします。また次第に、音のまとまりに特定の意味があることを理解し

たり、口で「アブブー」と練習したりしながらいろいろな音の出し方をおぼえ

ていきます。このように、いくつもの段階を通じて、いつの日か、言葉を話す

ことができるようになるのです。 
 
○「発達段階」を理解することは、その子がいま、どのように発達をとげてい

るのかを考えるきっかけになります。子どもの発達には個人差があるもの。も

し、本来その子に見られるはずの発達がまだ見られないのであれば、その意味

を考えながら、その子の発達の道筋にあった対応を探していくことが大切です。 



  
○ためしに、スプーンを持って自分で食べようとしない子のことについて考え

てみましょう。もし、手先を使うことがまだ苦手なのであれば、手指の遊びを

通じて楽しく練習していくと、スプーンを持つことに意欲的になっていくかも

しれません。しかし、自分で何でもやりたい！という自主性がうまく育ってい

ないのだとすれば、日々の生活の中で、親と子の関わりの中で、ていねいに様

子を見ていく必要があるかもしれません。  
 
○その子にあった発達の道筋を探すことをせず、前へ先へと成長を急がせるば

かりだと、子どもの方も大変です。子どもは、親の期待にはなんとか応えたい

と考えるものです。以前に来室した小学生の「がんばるくん」もそんな一人。

その子もまた、焦る両親の不安を背負い、自分を追い詰めて苦しくなってしま

ったのです。  
 
 
◇そうは言っても… 
 
○「這えば立て、立てば歩めの親ごころ」子どもの成長に親の期待はふくらむ

ものです。子どもがその子らしく、元気に豊かに成長できることを願いながら、

かけがえのない時間を、親子で大切に過ごしていけるとよいですね。  
 
○子どもを信頼して見守るという姿勢を大切にしながら、そのうえで、発達が

少しのんびりだろうかと感じたり、その子の発達の意味が見えにくくなったり

など、気になることがあれば、誰かに相談してみてください。  
 
○子どもがその子なりの発達をする。教育相談室も、そのお手伝いができるこ

とがあります。どうぞ、お気軽にご相談ください。  
          
 
 

第 13 回 子どもの好奇心 
 
○「あれは何？」「どうしてこうなるの？」子どもとのかかわりの中で、その旺

盛な好奇心に圧倒された経験を持つ方は少なくないのではないでしょうか。  
 



◇好奇心はどこからくるの？  
○一般的に、大人に較べると子どもの好奇心はとても強いようです。その好奇

心の強さはどこからやってくるのでしょう。ある実験では、生後間もない乳児

でも、黒や白などの一色のものよりも、市松模様のような柄の描かれたものを

長く見ることが報告されています。つまり、変化のない単調な刺激より複雑な

刺激を好んでいる様子がうかがえるのです。子どもは生まれながらにして、新

しいもの、新奇なものへの関心を持っていると考えられます。  
 
○やがて体の成長と合わせるように、子どもの好奇心もその対象がさらに広が

っていきます。目が見えるようになればじっとみつめ、物がつかめるようにな

れば手で持って（時には口に入れて）確かめ、やがて自力で動けるようになれ

ばどこにでも探検に行くため片時も目が離せない、などということも多くなっ

ていくでしょう。この頃の子どもは、まるで知ること自体が嬉しいかのように、

ありとあらゆるものに興味を示していくのです。  
 
 
◇「ひとみしり」と「怖いものみたさ」  
 
○ただし、見知らぬものが全て好奇心の対象になるわけではないようです。大

人の場合もそうですが、それまでに見たこともないものに出会うと、好奇心よ

りも恐れや不安が先立つことがあります。「ひとみしり」はその代表とも言える

でしょう。「ひとみしり」が始まる時期には、子どもの中にも普段見慣れたお母

さん（あるいはお父さん）のイメージができあがっていると考えられます。そ

のイメージと一致しない見慣れない人に出会ったとき、その人に対する好奇心

よりも不安が上回ることで「ひとみしり」が起こると考えられるのです。  
 
○反対に「怖いものみたさ」という言葉がぴったり当てはまるような行動が見

られることもあります。見てみたいけどちょっと怖い、でも気になって仕方な

い・・・。先ほどの説明から考えれば、これは未知のものに対する好奇心が怖

さや不安を上回っているときに起こる、と考えられます。つまり、目新しいけ

れども怖さを引き起こすほどではないという程度のものが、子どもの好奇心を

刺激する、ということなのでしょう。  
 
 
◇子どもそれぞれの好奇心  
 



○子どもが言葉を話せるようになると、冒頭にあったような質問が始まります。

この質問によく耳を傾けてみると、子どもの好奇心にもその個性が反映されて

いることが分かります。例えば、ある子は虫のことばかり質問するかと思えば、

他の子は電車や車のことにその質問が集中する、なんていうこともあるかもし

れません。多くの子どもは様々なことに対して好奇心を向ける一方、その中か

ら自分なりの興味や関心を育てていくようです。そしてそれがまたその子の個

性として備わっていく、という過程が繰り返されていくのです。  
 
 
◇子どもの好奇心との付き合い方  
 
○では、子どもの好奇心とどのように付き合いかかわっていけばよいのでしょ

うか。  
 
○まず、その子どもがどのような好奇心を持っているのかを理解することが大

切です。中には、大人から見ると「何でこんなものに・・・」というようなも

のに対して好奇心を持つ場合もあるでしょう。自分が子どもだったときのこと

を思い返せば、大人からすれば何の価値もないような物を大切に取っておいた、

などという経験は誰にでもあるのではないでしょうか。そこには、その子なり

のイメージの世界が投げかけられているのです。大人が「つまらないもの」「ガ

ラクタ」と思うものでも、子どもにすればかけがえのない「宝物」であるかも

しれません。大人の観点で判断するのではなく、その世界を理解しイメージを

共有していくことは、その子が想像力を伸ばしていくことにつながっていく、

とも考えられるのです。  
 
○また、子どもの好奇心に対して周りがきちんと反応してくれるという経験自

体が、その好奇心をさらに伸ばすということもあります。ひとつひとつの子ど

もの疑問や関心に対して大人が応答していくことで、子どもの中に「これも教

えてもらおう！」「あれも知りたい！」という気持ちが培われていくとも言えま

す。  
 
○反対に子どもが全く興味を示さないうちに、大人があれこれ教えるのはどう

でしょうか。「少しでも早く成長してほしい」というのは親心ですが、例えば子

どもが興味を示さないうちから文字や数字の学習をするのは考えものです。な

かば強制的な環境では、往々にして子どもは学ぶことに対して興味を失ってし

まいがちだからです。理想的には、子どもの知的好奇心に合わせる形で学べる



環境を整えることが望ましいでしょう。例えばあるお子さんは、ある年齢まで

全く文字に興味を示しませんでした。しかし好きなアニメのキャラクターの名

前に関心を持ち始めたことをきっかけに、それを自分でも読みたいという気持

ちからか、すすんで文字を覚え始めました。これは一例にすぎませんが、子ど

もであれ大人であれ、学ぶこと自体に内在する楽しさ、未知のものを知ること

の喜びというものがあることは確かです。そのような知的好奇心を満たすこと

によって、自ずと学習に向かう姿勢が育つと考えられます。  
 
 
◇大人も好奇心を 
 
○発明家で名高いエジソンは、幼い頃から旺盛な好奇心の持ち主であったそう

です。しかし質問ばかりするエジソンを、学校の先生は教育不可能ということ

でわずか３ヶ月で学校を退学させてしまった、というエピソードが伝わってい

ます。「当たり前のことを何でも質問するのは、きっと考える力がないに違いな

い」という、大人側の判断がそうさせたのでしょうか。彼の好奇心は数々の発

明を生み出す原動力になったにもかかわらず・・・。ときには私たちも、子ど

もと同じ視点に立ちながら、一緒に好奇心をふくらませる経験が必要なのかも

しれません。そしてかつて体験したはずの、不思議で満ち溢れている世界を味

わうことができれば、少しでも子どもの感性に近づけるのではないでしょうか。  
 
 
 

第 14 回 子どもの反抗 
 
○「育児がつらいなぁ」「自分の育て方が悪かったのかな」と、子育てをしてい

る方なら一度ならず感じたことがあるのではないでしょうか。今まで親の言う

通りに行動していた小さな子どもが、何にでも「いやいや」をするようになっ

たり、思春期の子どもが親のアドバイスを素直に聞かず「うるさいなぁ」と拒

否的な態度をとるようになったりすると、親も憤りを感じたり、悲しい気持ち

になったりしてしまいますね。  
 
○反抗する時期はその子によってさまざまですし、反抗の程度や期間にも違い

がありますが、一般には１歳半～３歳頃を第一反抗期、思春期の頃を第二反抗

期と呼んでいます。子どもの反抗は親を悩ませるものですが、実は心や体の成



長と関係が深いのです。  
 
○第一反抗期は、ちょうど自我が芽生える時期でもあります。歩行が上手にで

きるようになると、行きたい場所に自分の意志で行けるようになり、行動範囲

が広がります。それに伴い興味や関心も広がり、いろいろと探索したり、大人

がやっていることを自分もやってみたくなったりします。今までは親の言うこ

とに素直に従っていた子どもが、「自分はこうしたい」「自分でやってみたい」

と自己主張をするようになるのです。一方で、自分の気持ちや要求を言葉で伝

えることや、感情をコントロールすることは、まだ上手にできません。要求が

通らなかったり、何かが上手くできなかったりすると、ひっくり返って大泣き

をしたり、かんしゃくを起こしたりするのは、そんな自分に対するもどかしい

気持ちの表れなのでしょう。 
 
○子どもの中に主体的に行動したいという欲求が起こることは、全てを親に世

話してもらっていた赤ちゃんの時代からの大きな変化であり、成長です。自分

でやりたがることは、まず自分でやらせてみましょう。せっかく芽生えた自尊

心や意欲を尊重してあげたいですね。全て子どもにやらせなくても、子どもに

自分でやらせる部分と親がやってあげる部分とを決めておくと、「自分でやれた

んだ」という達成感を持つことができ、「また自分でやってみよう」という次な

る意欲を促します。時にははっきり「だめ」と、けじめをつけることも大切で

す。その時の親の気分で判断の基準が変わってしまうのではなく、一貫した態

度で接することで、子どもは「これは通らない要求なんだ」ということを学び、

気持ちを引きずらずに早くあきらめられるようになっていきます。なかなか難

しいことではありますが、子どもが順調に育っている証と思って、できるだけ

ゆっくりと構えられると良いですね。  
 
○第二反抗期は、第一反抗期以上に子どもへの対応が難しい時期です。身体が

成長し、体力面でも親と同等に張り合えるようになる上に、知恵がついて口達

者にもなるのですから、この時期の子どもの反抗には親も相当な忍耐力を要し

ます。身体的にも第二次性徴を迎える思春期の子どもは、自分の身体が急激に

変化し、成熟していく中で、戸惑いや不安を感じます。また、自分の中に湧き

上がってくるエネルギーを上手くコントロールできずに、些細なことにも腹を

立てたり、傷ついたりと過度に反応しがちです。心の成長の面からみてみると、

自分を客観的に見つめて「自分らしさ」を確立していくという、難しい課題に

直面する時期でもあります。自分自身を知るには、他者とかかわり、自分との

違いを知ることが必要です。親に反抗することとは、親と自分は別個の人間で



あることを実感すること、今までの親のやり方とは違う自分なりのやり方を発

見すること、そして自分と親との程よい心の距離を見つけていくことであり、

それは親から自立していくプロセスそのものなのです。  
 
○子どもの言うことは、時には自分勝手で理不尽なこともありますが、まず言

い分を聞いてみましょう。挑発的な物言いに感情的に反応したり、同じレベル

で言い合いすると、子どもも気持ちを収めるきっかけを失ってしまいます。ま

た、大人の理屈で説得したり、逃げ道の無いような責め方をしたりすると、子

どもをますます頑固にしてしまいます。子どもが今、何を感じていて、どうし

たいと思っているのか、少し距離をおいて考えてみましょう。実は、粋がるこ

とで自分の不安や寂しさを紛らわそうとしていたり、素直に助けを求めたり甘

えたりできない自分自身への苛立ちだったりと、表面的な言葉や態度とは違っ

た部分が見えてくるかもしれません。そもそも、誰より安心できる相手である

からこそ、子どもは親に対して自分の気持ちをぶつけることができるのではな

いでしょうか。  
 
○とはいえ、そんなふうに冷静に対処するのは、現実にはなかなか難しいこと

です。お互い感情的になってしまったら、とりあえずその場から離れて気持ち

を落ち着かせてみる、あるいはまた、自分の悩みや愚痴を聞いてもらう機会を

作るなど、親自身が自分の気持ちの切り替え方を考えていくのも大切です。  
 
○第一反抗期と第二反抗期。これらはどちらも「自立への過渡期」であり、ま

た、誰もが必ず通る道です。大人なら誰でも、自分にもそんな時期があったな

ぁ、と思い出すことができると思います。この時期に親として悩み、試行錯誤

しながら子どもにかかわっていくことによって、親自身も子どもと共に、成長

していくものなのではないでしょうか。  
 
       
 

第１５回 子どもと遊び 
 
子どもはよく遊びます。子どもが遊ぶ様子を見て「何でこんなことが楽しい

のかな？」と思ったことはないでしょうか。 
 子どもの成長にとって遊びは、切り離すことのできない大事なものです。子

どもの遊びは、成長に合わせてどのように変化するのでしょう。また、遊びを



通して、子どもはどのように成長するのでしょう。 
   
  ①身体の感覚や運動能力が育つ 
    赤ちゃんが、ベッドの上で機嫌良くしている時、自分の手をしゃぶっ

たり、時には器用に自分の足をなめたりしていますね。それから「ばぶ

ばぶ」と声を出したり、つばを吹いていたりします。これは立派な一人

遊びといえます。このように遊ぶ中で、自分のからだがどうなっている

のか知ったり、身体の動きをコントロールすることを覚えていきます。 
    その後も、ハイハイ、歩く、走るなど、運動能力はどんどん発達して

いきます。歩くのが上手になると、わざわざ道路わきの縁石を平均台の

ようにバランスをとって歩いてみたり、ちょっと高くなった所に乗って

飛び降りてみたりで、まじめに歩いてはくれません。大人は早く用事を

済ませて帰りたいのですが、子どもの方は遊びあそび歩く中で、運動能

力を試しているのです。 
 
  ②物事を認識する力が育つ 
    赤ちゃんに離乳食を食べさせていると、食べ物を握りつぶしたりして

遊んでしまうので、お母さんは困ってしまうことがありますね。また、

ハイハイができるようになると、床に落ちているものを何でも口に入れ

るので、あわてて取り上げることもあるでしょう。こんな時も赤ちゃん

は、指や口の感覚を通して「これは歯が立たないぞ、硬いな」とか「ふ

わふわしてつぶれるなあ」など物の性質を学んでいます。 
    また、手当たりしだい物を落としたり放り投げるのが面白くてしかた

がない時期があります。これもお母さんには悩みの種ですが、自分が手

のひらを開くと物が落下してゆくことを知ります。落下すると割れるも

のもあります。また、おもちゃの電車が積み木のトンネルの中に消えて、

また向こうから出てくる様子からは、「見えなくなったからといってそれ

が無くなったわけではない」という事も知ります。このように遊びなが

ら物事の因果関係を理解します。 
    幼児期になれば「いたずら」は激しくなります。いろいろないたずら

は子どもにとって「科学実験」そのものといえるでしょう。 
 

③想像・空想の世界 
   ブロックをお菓子に見立てて「いただきまーす、もぐもぐ」と食べる真

似をするようになりました。お母さんと同じものを「イメージ」して空想

の世界で遊べるようになったのです。 



   幼児期になるとヒーローごっこで悪者を倒す強い者になって、現実生活

ではかなわない万能感を味わうこともできます。長いスカートをはいたお

姫様になって、うっとりすることもできます。 
   段ボール箱が一つあれば、それはテーブルになったり、お家になったり、

自動車になったりします。その箱に、窓を作ったり、ハンドルを作ったり

工夫をするかも知れません。空想は次々と広がります。 
 
④対人関係や社会性 

   大人が「いないいないばあ」をすると赤ちゃんは「きゃあ」と大喜びを

します。大人はそれが嬉しくて、また「いないいないばあ」をしてあげま

す。二人の間に「ああ楽しい」という感情が共有された瞬間です。人と楽

しく遊ぶことの原点かも知れません。 
  お友達と遊ぶようになると「お母さんごっこ」「お店屋さんごっこ」な

どで自分が役割を担うことも知ります。「順番こ」や「負けたら交代」な

どルールも覚えないとけんかになります。遊びのルールに従うことで「我

慢する力」も身に付いてくるでしょう。 
  また友達と時間を約束して遊ぶなどの社会的ルールも覚え、言葉やコミ

ュニケーション力も磨かれます。こうしてその後の集団生活・社会生活に

必要な、いろいろな力が育っていきます。 
 
⑤情緒の発達 

   遊びの中では様々な感情を体験します。「やったー、自分てすごい！」

物事を自分が支配できた感じを味わい、自信が生まれます。友達と「仲良

く遊べて楽しかった。」「おもちゃを取られてくやしい！」などの気持ちも

味わいますし、「感謝の気持ち」「さびしさ」「美しさを感じる心」などな

ど次第に細やかな感情が育ちます。 
   また、子どもも大人同様さまざまな心のストレスを体験していますので、

それを遊びの中で解消することができるでしょう。腹が立ったからといっ

て人を殴ったり物を壊したりすることはできませんが、攻撃的な気持ちを

「戦いごっこ」や勝ち負けのある遊び、運動的な遊びを通して表現するこ

とができます。 
 
⑥遊びとしつけ 

   遊びは大切なこととは言え、困ることもたくさん起こるでしょう。 
  「ご飯の時に遊んで食事が進まない」「公園で遊んでいてなかなか帰れな

い」 



  「危ないことや人に迷惑がかかることは禁止しなければいけない」 
  「ゲームばかりして良くないのでは」 
   遊んではいけない時間があること、もっと遊びたいけれど、切りの良い

ところでおさめることも練習させたいことです。また、危ないことはその

場でやめさせましょう。 
  気兼ねなく遊べる場は確保してあげたいですが、時と場合によってでき

ないこともあると、教えていくことは大事です。 
  ゲームばかりしている子どもには、ゲーム以外の楽しい遊びの機会を用

意してあげたいですね。初めてのことに出会って、ちょっと不安を感じて

も、信頼している大人が「大丈夫、やってごらん」と安心させて励ませば、

子どもは冒険心を奮い立たせて挑戦できるでしょう。 
   友達遊びが主になっても、大人が一緒に遊ぶと遊びが広がることもあり

ます。また「こんなことができるようになったの？」と子どもの新しい面

を見ることができるかもしれません。たまには童心に帰って子どもと遊ん

でみてはいかがですか？ 
 

⑦遊びを確保する 
   このように、子どもはそれぞれの発達段階に必要な遊び、それぞれの子

どもに合った遊びを自然に選んで、いろんな力を磨いています。 
   しかし、残念ながら近年、子どもが被害者になる事件が頻発するなど、

子どもが安心して遊べる場が減ってきているのが現状です。また、いろい

ろな習い事や塾で友達が集まりにくく、集団遊びの機会が持てない状況も

あります。家ではＴＶやゲームなどで過ごす時間が増えています。 
   そのような時代だからこそ、豊かな子ども時代に欠くことができない遊

びの機会を確保するのは、我々大人や社会の役割です。地域の大人が力を

合わせて、子どもの遊びを守りたいものです。 
 

 


