能代市家庭教育通信

第２６号

Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
今年度のテーマは「心を育てる」です

2018 年 3 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

伝えたいこと

能代市社会教育指導員

佐藤

清美

親は子どもに何を伝えるのか。これは子育てをしていく上で核となるものだと思います。人それ
ぞれに思いがあると思いますし、伝えるべきことはたくさんあると思いますが、今回は「優しさ」
と「決断力」について考えてみたいと思います。理由は大人として社会で生きていく上で、必要な
もの、基本的なもののひとつだと考えているからです。
では、どのようにして伝えていったらよいのでしょうか？
○

優しさ
優しさは感覚的なもので、結果が明確に見えるものではありません。人の

ために何かができる子（相手を大切に思う気持ちから生まれます）が優しさ
を持っている子どもと言えます。
「優しさ」と言うものは自分（時に子どもの
頃）が受けた優しさという体験の一粒一粒が自身の心の中に貯まり、やがてあふれ出すようにその
人の優しい行為となって現れるものだと思っています。優しさは教えられて覚えるものではなく、
見て覚え、体験（優しくされて）して身についていくものと言えるでしょう。
行為に優しさがあれば人間関係は良好なものとなるでしょう、日々の人間関係が良好であること
は、とてもいい財産であり人生を豊かにそして、幸せなものにすることでしょう。
親が「優しい」をたくさん見せてあげること、子どもが優しい行為をしたときに、ほめてあげ、
それが優しさだと気づかせてあげることがとても重要なのです。
○

決断力
決断力を身につけるには、実践が必要です。健全な判断力を持って決断できるようになるために

は、体験が欠かせないと言うことになります。子どもの頃から、自ら決める、決めたことには責任
を持つという行為をどれだけたくさん体験するかにかかっていると言っても過言ではないと思いま
す。周りの大人が決めて、それに従わせるのではなく、自ら決断する機会をどれだけ多く設定して
やれるか（子どもの頃たくさん決断している子どもは大人になって大成しやすいと言われています）
両親をはじめとした周りの大人の役割はとても大きいものです。
人生は決断の歴史。いかに正しく決断して生きていくか…「決断力」は生きていく上では欠くこ
とのできないとても重要なものだと思います。
格言に「聞いたことは忘れ、見たことは覚え、体験（教えた）したことは分かる」と言うものが
ありますが、教えるという行為を通して、理解がより深まるという結論です。親は子どもにいろい
ろなことを教える（言葉であったり行為であったり、後ろ姿であったり…。）ことで、自分の知識を
より確かなものとしていることになります。子どもを育てながら自分も育てられていると言うこと
になります。子育ては大変だと思うことが多いと思いますが、少し目線を変えてみると、お互いが
育ち合う、ウインウインの関係だと言うことが見えてきて、ちょっと嬉しくなりませんか…。

能代市立図書館所蔵の「子育て・家
庭教育に関する本」のなかから、司書
選りすぐりの１冊をご紹介します。

おすすめの１冊

『思春期の子が待っている親のひと言』大塚隆司／著（総合法令出版）
話しかけても無視される、逆ギレされる…その言葉は子どもに通じていな
いのかもしれません。思春期の子どもとの接し方に悩んだ時、試してほしい
声がけを掲載しています。ポイントは、
「まずやってみること」。子どもとの
コミュニケーションを見直すきっかけになる一冊です。
子育てや家庭教育に関するデータをと
りあげます。「今」がわかり、子育てのヒ
ントになるかも？

右は、読書と課題解決スキルの関
係をグラフにしたものです。ここで
本とは、漫画や雑誌以外の本を
指します。
読書をよくする子どもほど、
「目標達成に向けて努力する」
「トラブルがあったとき、原因を探る」など
の課題解決スキルが、読書をまったくしない
子どもより高いということがわかります。読
書をして様々な情報を手に入れることで、課
題に向かう精神が育まれるのではないかと
国立青少年教育振興機構「青少年教育研究センター紀要第４号」より

考えられます。

左は、日常的な自然の中での遊びと健康管理
スキルの関係をグラフにしたものです。日常的
に自然体験をよく行っている子どもほど、「毎
朝、朝食を食べる」「普段から積極的に体を動
かす」などの健康管理スキルが高い傾向が見ら
れます。
また、学年があがるごとにできなくなってい
る「夜ふかしをしない」も健康管理スキルの一
つです。自然の中で思いっきり遊ぶことで、早
寝早起きのリズムが整い、夜ふかしもしなくな
国立青少年教育振興機構「青少年教育研究センター紀要第４号」より

るのではないかと考えられます。

新しい季節に向かって
もうすぐ春がやってきます。進級・進学、それにともなう
クラス替えなど…。子どもたちにとっては楽しみな気持ちも
あれば不安な気持ちもあると思います。
親子で十分に会話をしながら新しい生活に備えましょう。

乳児は

肌を はなすな

幼児は

手を はなすな

少年は
青年は

目を はなすな
心を はなすな

☆ 通信に関するご意見やご感想、家庭教育に関するご相談等は、下記までお気軽にお寄せください。
能代市教育委員会

教育部生涯学習･スポーツ振興課

TEL:0185-73-5285 ／

FAX:0185-73-6459

／

〒018-3192

能代市二ツ井町字上台 1－1

E-mail:shou-supo@city.noshiro.akita.jp

能代市家庭教育通信

第２７号

Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
今年度のテーマは「生きる」です

2018 年 7 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

人生１００年時代を生きる子どもたち～総論～
能代市社会教育指導員

佐藤

清美

今年度のオンリーワンは、
「人生１００年時代を生きる子どもたち」について３回にわたって
お話をしたいと思います。第一回は総論です。
人の寿命が８０年くらいと想定されていた時代は、多くの人が「高校や大学を出て就職し、６０
歳もしくは６５歳で引退したら、後の十数年から２０年は悠々自適な生活を送ることができる」と
考えていました。
（人生８０年という考え方です）
しかし、ある著書では「人生１００年」時代はまもなく到来する（先進国で２００７年に生まれ
た子どものうち、半数以上が１００歳以上生きる）と予想しています。
寿命が８０年から１００年に延びるとなると、これまでの人生のステージを「教育」
「仕事」「引
退」の３つに分けたライフプランは成り立たなくなります。例えば「仕事」においてもひとつの仕
事を続けることは困難となり、キャリアを積むステージ、スキルを身につけるステージ、見聞を広
めるステージと言ったように、より細分化していくことになります。家庭生活や人間関係において
も人生８０年時代の先例は、あまり参考にならなくなります。誰も体験したことのない未知の世界
が出現するのです。
このような時代に生きていくことになる子どもたちにより必要になる力は何か。
もちろん長寿社会ですから、
「健康維持に関する知識と実践力」は欠くことができませんが、長い
人生を生きていく間に起こるであろう様々な変化に対応して、生涯を通じて「変身」していく覚悟
と努力と能力が必要になると考えられています。
変身を成功させる要素として「自分を良く知っていること」
「新しい人的ネットワークを築けるこ
と」「新しい経験に対する開けた姿勢」があげられています。
○自分を知ること
自分は何ができて、何ができないか、やりたいものは何か等々冷静な自己分析能力のことです。
○新しい人的ネットワークの構築
人生のスパンが長くなるにつれて、職場や住居環境の変化が多くなるものと予想されますが、
変化のたびごとに、新しい人的ネットワークを築くことができるかどうかがその後の人生に大き
な影響を与えることになります。
○新しい経験に開けた姿勢
変化に伴う新しい環境や経験に対して、積極的かつ意欲的に対応していく姿勢があるかどうか
が、人生１００年を生きていく上では大きな意味を持つことになります。
人生「１００年」時代を生きることになる子どもたちに、自己分析能力・ネットワークの構築力・
新しいことへの意欲的な関わり力を身に付けてもらうための方法はあるのだろうか・・。
このことについては、次回オンリーワン「各論」でお話ししたいと思います。

おすすめの１冊

能代市立図書館所蔵の「子育て・家
庭教育に関する本」のなかから、司書
選りすぐりの１冊をご紹介します。

『子どものスマホ・トラブル対応ガイド』安川 雅史／著（ぎょうせい）
スマホなどインターネットに接続できる機器は、便利な反面、使い方を誤る
とトラブルに巻き込まれる危険性があります。この本では、スマホ依存、LINE
いじめ、リベンジポルノなどネット社会のトラブルの実際と、予防策を含めた
対応法について事例を交えて解説しています。夏休みに向け、親子でスマホ等
の使い方を見なおしてみてはいかがでしょうか。
子育てや家庭教育に関するデータをと
りあげます。「今」がわかり、子育てのヒ
ントになるかも？

国立青少年教育振興機構「高校生の心と体に関する意識調査報告書
―日本・米国・中国・韓国の比較―」より

上は、心と体の健康に関する意識調査についてです。
対象は、日本・アメリカ・中国・韓国の高校生で、高
校生が１年間にストレスを感じたことがあるかについ
てのグラフです。
「よくある」と回答した日本の高校生
は３３．４％と、アメリカに次いで高い結果となりま
した。
要因としては、「勉強のこと」「進学・進路のこと」「友達のこと」が上位を占めており、特に勉強のこと
については、４カ国全ての高校生に共通して最も高い要因でした。
また、ストレスへの対処は、
「寝る」
「音楽を聴いたり、映画を見る」の比率が高い結果となりました。一
方、アメリカの高校生は「我慢する」も高く、日本の高校生のおよそ１．５倍高く回答しています。このこ
とから、日本の高校生は他の対処法を用いて上手にストレスと向き合えているということが分かります。
外遊びでリフレッシュ！
いよいよ夏休みがやってきます。夏には楽しい行事がたく
さん！おまつり、花火大会、虫採り、海・プールなどなど…。
体調に気をつけながら、暑さに負けずにたくさんの野外活動
を楽しんでください。

乳児は

肌を はなすな

幼児は

手を はなすな

少年は
青年は

目を はなすな
心を はなすな

☆ 通信に関するご意見やご感想、家庭教育に関するご相談等は、下記までお気軽にお寄せください。
能代市教育委員会

教育部生涯学習･スポーツ振興課

TEL:0185-73-5285 ／

FAX:0185-73-6459

／

〒018-3192

能代市二ツ井町字上台 1－1

E-mail:shou-supo@city.noshiro.lg.jp

能代市家庭教育通信

第２８号

Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
今年度のテーマは「生きる」です

2018 年 12 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

人生１００年時代を生きる子どもたち～各論②～
能代市社社社社指導員

佐藤

清美

今年度は、
「人生１００年時代を生きる子どもたち」について３回にわたってお話をします。
総論に続き、今回は、人生１００年時代を生きることになる子どもたちに必要となる資質をどのよ
うにして身につけるか…について書いてみます。
○自己分析力社長所・短所、得意・不得意、価値観等社
これまで以上に変化の激しい時代に長く生きていく子どもたちにとって、自分がどういう人間であ
るかを知ることはとても重要です。
この自己分析力を付けるには、子どもの頃からいろいろなことに挑戦し、成功と失敗をたくさん経
験していくことが必要です。これまでは、失敗させないように心配りをすることが多かったかもしれ
ませんが、子どもに自己分析力を付けようとお考えなら、失敗の体験も重要です。このときのキーワ
ードは「自分で決めて体験する」です。誰かに言われて体験することと
は大きな違いがあります。自分で決めたことの結果については自分に責
任があり、良くても悪くても受け止めざるをえません。しかし人に言わ
れてやったことについての結果は、言った方に責任があると考えてしま
いがちです。この受け止め方の違いが自己分析力を付ける上では大きな差を生みます。
体験した結果を、自分のものとして受け止め、そこから自分についての情報をたくさん得て、積み
重ねていくことで、自己分析力は確かなものとなるのです。
保護者として、子どもの意見を尊重しながら、より多くの自己決断と体験を積んでいくことができ
るような環境づくりに心がけることは、１００年時代を生きる子どもにとって何よりのプレゼントと
なるでしょう。
○ネットワークの構築力社他世代交流社
同じ職域、職場で退職まで過ごせた時代と違って、一生に２度３度と転職をしながら過ごすことが
予想される時代に生きていくには、たくさんの情報とネットワークが不可欠です。新しい職を探すと
きに最も大事なことは、自分が望む仕事とそれを求めている職場とのマッチングですが、このとき、
ネットワークの大きさがものをいいます。幅広いネットワークを持っている人は、必要な情報をより
多く得ることができるので、職場選択の幅が広がるということになります。
日頃からいろいろな人との交流を広げ、情報源を持つことがとても重要になります。人的交流を拡
げる力の源は経験です。子どもの頃からいろいろな人との交流をたくさんすることを通してその力が
増していくと考えられます。ネットワークの構築力と子どもの頃からの人的交流経験は比例します。
どんどん交流経験をさせましょう。やがて必要なときに、この経験で培われた資質が力を発揮してく
れるでしょう。
次号では「変化への意欲的な社わり力社自社な考え方と社動力社」についてと、このシリーズの結
論について書くことにします。

おすすめの１冊

能代市立図書館所蔵の「子育て・家
庭教育に関する本」のなかから、司書
選りすぐりの１冊をご紹介します。

『家族で楽しむ２５の年中行事』辰巳渚／文 江田ななえ／絵（岩崎書店）
日本で昔から行われている行事や海外から伝えられたものまで、たくさんの年中
行事の中から２５の行事を掲載しています。子どもの「どうして？」に、行事の意
味や手順をわかりやすい言葉で説明するときに便利な一冊です。
さまざまな行事を子どもといっしょに体験することで、季節の移ろいを感じてみ
ませんか？
子育てや家庭教育に関するデータをと
りあげます。「今」がわかり、子育てのヒ
ントになるかも？

早寝早起きをして、朝ごはんを毎日食べてい
る子どもは、心身の疲労感が少ない傾向にあり
ました。心身の疲労感とは「ものごとに集中で
きない」などの、日常生活の中で感じる不安定
な気分やそれに伴う疲労感をさします。
早寝早起きで朝ごはんを毎日食べる子ども
と、遅寝遅起きで朝ごはんを食べない日がある
子どもが心身の疲労感が「強い」と回答した割
合の差は、およそ１．５倍であるということが
分かります。
早寝早起き朝ごはんで疲れ知らずの健康な体

国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査（平成２８年度調査）」より

をつくりましょう！
能代市教育委員会では、家庭教育関
係講座を実施していますが、その中か
ら心にのこるひとことをご紹介します。

寂しさがあると、スマホにいっちゃうゲームにいっちゃ
う。だから大事なことは何かというと、スマホやゲームより
も楽しい時間を持つこと。みなさんの中で既にスマホやゲー
ムをやるよりもこれをやっていたほうが楽しいという時間
を知っている人？友達と楽しい時間を過ごすほうがいい？
それね、おじいちゃんおばあちゃんも、何やっているとき楽
しいか聞いたら、友達と話をしているときが楽しいって言っ
ていた。だからね、人間にとって友達と話をするって年齢に
関係なく楽しいのかもしれないね。
秋田大学大学院 准教授

佐々木久長氏「メディアと健康～メディアに支配されない生活を目指して～」より

新年に向かって
いつもより家族と過ごす時間が多くなる年末年始。普
段なかなかできない体験や、家族とのふれあいを大切
に、平成最後の年末年始を楽しんでください。
新しい年も良い１年となるよう願っております。
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☆ 通信に関するご意見やご感想、家庭教育に関するご相談等は、下記までお気軽にお寄せください。
能代市教育委員会

教育部生涯学習･スポーツ振興課

TEL:0185-73-5285 ／

FAX:0185-73-6459

／

〒018-3192

能代市二ツ井町字上台 1－1

E-mail:shou-supo@city.noshiro.lg.jp

能代市家庭教育通信

第２９号

Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
今年度のテーマは「生きる」です

2019 年 3 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

人生１００年時代を生きる子どもたち～各論・結び～
能代市社会教教指導員

佐藤

清美

今年度は、
「人生１００年時代を生きる子どもたち」について３回にわたってお話をしています。
前号では「自己分析力」と「ネットワークの構築力」について書きました。今号では「変化への意
欲的な関わり力」について書いてみます。
○変化への意欲的な関わり力（自教な考え方と行動力）
進化論を唱えたダーウィンは「最後に生き残るものは、最も強いものでも、最も賢いものでも無く、
最も変化に対応できたものだ。
」という考えを示したと言われていますが、変化の激しい社会を長く
生きることになる子どもたちにとって「変化にどのように関わっていくのか」は大きな課題です。変
化に対応するためには、当然ですが、まず変化の兆しに気付かねばなりません。いわゆる「茹でガエ
ル」の理論のように、適応できない人は、徐々に変化する周りの状況に気付けず、茹であがってしま
う、つまり手を打つには遅すぎる状況に陥ってしまうわけです。こうな
らないためには、先入観でものを見ないことが重要です。常に初見であ
るかのように物事を見ることができる人は、小さなサインにも気付くこ
とができ、適切に対応していくことができるというわけです。
変化に気付く（関わる）力、そして素早く対応できる力を付ける要素
は、子どもの頃の経験に潜んでいます。様々なことに失敗を恐れることな
く挑戦し、失敗してもそこから学ぶという体験をたくさんすることでこの力は確かなものになってい
きます。
挑戦を促すためには、結果にこだわる評価ではなく、経過に注目し、その意欲と努力を評価の対象
にすることが重要になります。いろいろなことが初見として表れる子ども時代こそ、変化への対応力
の基礎を培う適時といえるのです。
子どもがやりたいと言ったこと、思っていることはできるだけ実現できるように応援（環境を整備）
することが保護者や周囲の大人達の大事な役割となります。
○結び
今の子どもたちが、大人が驚くようなテクノロジーの数々を当たり前と考え、自然に受け入れてい
ることを見ても、私たち世代と違った人生を送るのは、確実のように見えます。
長寿化がもたらす恩恵は、煎じ詰めれば「時間」という贈り物だと思いますが、人生が長くなれば
目的意識を持って、意欲的に行動し、努力を続けられる人ほど有意義な人生を形作るチャンスを多く
持てることになります。
いずれにしても、結局のところ、自分の人生のシナリオは自分にしか描けないのですから、どのよ
うな人生を送るのかは、本人次第なのだということを少しずつ認識させていくことも、とても大事な
ことだと思います。

おすすめの１冊

能代市立図書館所蔵の「子育て・家
庭教育に関する本」のなかから、司書
選りすぐりの１冊をご紹介します。

『中学生のための読解力を伸ばす魔法の本棚』中島克治／（小学館）
読書は読解力の向上や語彙の増加だけでなく、思春期の揺れ動く「心」にも効果
的です。中学生になると部活や勉強などで忙しく、本を読む時間が少なくなりがち
です。この本では、家庭で親が子どもに本をすすめる時のポイントや国語力のアッ
プにつながるサブノートの作り方、国語力を伸ばすブックリストも掲載されていま
す。親子で読んでみませんか。
子育てや家庭教育に関するデータをと
りあげます。「今」がわかり、子育てのヒ
ントになるかも？

これは、インターネット社会の親子関係に関
する調査を日本・アメリカ・中国・韓国で行っ
たものの比較です。
右のグラフは、各国の小学生が回答したもの
で、「よくある」「たまにある」と答えた小学生
がおよそ６割と、４カ国の中で最も高い数字と
なっています。
携帯電話やスマートフォンはとても便利です
が、家族の対話もとても大切です。機器から離
れて家族の対話を楽しむ時間を増やしてみては
いかがでしょうか。

国立青少年教育振興機構「インターネット社会の親子関係に関する意識調査―日本・米国・中国・韓国の比較―」より
能代市教育委員会では、家庭教育関
係講座を実施していますが、その中か
ら心にのこるひとことをご紹介します。

人間の体には３７兆個の細胞があります。そのうちの１％が１
日に新しくなります。その中で、コピーミスでがん細胞が生まれ
ます。１日にがん細胞はどのくらいできると思いますか？実は
５，０００個です。すごい多いよね。でも、免疫がやっつけてく
れています。だから、例えば運動とかいろんなことをして免疫を
高めてください。寝てばっかりいると免疫は高まりません。笑う
とか、楽しいことをしても免疫が高まるので、がん細胞をやっつ
けるためにみんなも頑張らないといけないです。
秋田大学医学部付属病院

緩和ケアセンター

センター長

困ったときには…
子育てで困ったときや、相談したいことがあるとき、下記の相談先へぜひご連
絡ください。親身になってお答えいたします。
能代市子育て支援課 家庭児童相談（８９－２９５５）
めんｃｈｏｃｏてらす（８９－２９４８）
能代市子育て支援センター（能代：５２－８１１５／二ツ井：７３－３１１１）

安藤秀明氏「がん教育」より

乳児は

肌を はなすな

幼児は

手を はなすな

少年は
青年は

目を はなすな
心を はなすな

☆ 通信に関するご意見やご感想、家庭教育に関するご相談等は、下記までお気軽にお寄せください。
能代市教育委員会

教育部生涯学習･スポーツ振興課

TEL:0185-73-5285 ／

FAX:0185-73-6459

／

〒018-3192

能代市二ツ井町字上台 1－1
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Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
今年度のテーマは「育てる」です

2019 年７月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

「子どもたちが生きる未来社会とは？」
能代市社会教育指導員

佐藤 清美

平成最後の年となった昨年度は、「人生１００年時代に生きる子どもたち」と題して、情報
提供を行いましたが、令和元年度の第１号は昨年度の続編として、子どもたちが生きていく１０
年後２０年後の未来社会について思いを巡らしてみたいと思います。
平成から令和となり、新しい時代が幕を開けましたが、はたして令和という時代はどのような
世の中になるのでしょうか。自分自身のこととしてももちろん、子育てをしていくうえで、未来
の社会がどのようなものなのかを想像することはとても大事な事だと思います。
オックスフォード大学のオズボーン准教授は今後１０～２０年で現在の仕事の４７％が自動
化（ロボット化）され、大学生の５０％は今はない職業に就いているだろうと述べて、注目され
ています。彼は、単純作業や答えが分かっている分野の労働はすべてロボットが行うようになる
だろうと予想しています。
すでに、駅の自動改札や洗濯機、自動運転の自動車など身の回りは急速に
自動化が進んでおり、ますます加速するであろう事は容易に想像できます。
また、社会全体が、外のものへの依存から、内なるものをコントロール
する自立と自律が求められる時代へと移行していくだろうと言われています。
例えば、医療の世界を見ると、疾病に対する不安が感染症などの外因性の疾病よりガンなどの
内因性のものへと移行し、細菌との闘いから生活習慣との闘いに移行しています。実際に死因も
外因性よりも内因性の方が圧倒的に多くなっているそうです。
人々の社会的存在も、組織への帰属から社会的な自立へと変化（自分の潜在能力を新たに見出
しつつ常に新しい自分へと変化し続ける存在のあり方を日常的に獲得する事）するだろうと予想
されています。
これまでの競争と強いリーダーシップを基本とする社会ではなく、協働と対話による新たな価
値の不断の生成が求められる社会の到来。
１つの価値が全ての人々に共有されその価値に基づく
競争で発展する社会から、多様な価値観が人々を覆い、常にその価値を組み換え、変化し続ける
（多様な価値観の衝突→話し合い説得し、受け入れ・・・納得解を生み出す）ことで、活力が生
まれ続けるような社会になっていくのではないでしょうか。
シングルステージ（１つの仕事）からマルチステージ（２つか３つの仕事をかけ算して生きる）
へ、人生の多毛作化への移行も進んでいくでしょう。
子どもたちが生きていく未来は、今まで以上に多様化が求められ、変化の激しい社会になると
予想されているようです。
未来の社会の有様を想像してみました。参考にしていただければ幸いです。

能代市立図書館所蔵の「子育て・
家庭教育に関する本」のなかから、
司書選りすぐりの１冊をご紹介し
ます。

おすすめの１冊

『ママのアンガーマネジメント 8 つのマジック』 ／（合同出版）
怒り方には、コツがある！自分のタイプを知って、後悔しない怒り方を
学んでみませんか。アンガーマネジメントとは、怒りの感情をコントロー
ルする方法のひとつです。子育て中のイライラや怒りの感情に振り回され
ず、自分の思いを相手に伝えることで自分自身の気持ちも楽になります。
怒りを感じたときに実践できる８つの方法もぜひお試しください。
子育てや家庭教育に関するデータ
をとりあげます。
「今」がわかり、
子育てのヒントになるかも？

これは、子供の「生活スキル」が、体験活動や生活環境、
保護者の子供との関わり等とどのように関係しているか
という調査です。保護者が身につけるべきと思っている生
活スキルは「礼儀・マナースキル」が多くなっています。
また、保護者が「勉強以外の様々なこと」など体験を積
極的にさせている「体験支援」的な関わりをしていたり、
「学校のない日にも早寝早起きをさせている」など生活習
慣を身につけさせることに力を入れている「生活指導」的
な関わりをしているほど、その子供の礼儀・マナースキル
が高いという結果が出ています。

国立青少年教育振興機構「子供の生活力に関する実態調査」

そして生活スキルが高いほど、学校生活が充実しており自立に対する意識も高いということもわかりま
した。子供に生活スキルを身につけさせたいと思ったときは、一緒に様々な体験をしたり、生活習慣を見
直してはいかがでしょうか。
困ったときには…
子育てで困ったときや、相談したいことがあるとき、下記の相談先へぜひご連
絡ください。親身になってお答えいたします。
能代市子育て支援課 家庭児童相談 ℡８９－２９５５
めんｃｈｏｃｏてらす ℡８９－２９４８
能代市子育て支援センター ℡ 能代：５２－８１１５／二ツ井：７３－３１１１
能代市教育相談（風の子電話）℡８９－１６１６
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☆ 通信に関するご意見やご感想、家庭教育に関するご相談等は、下記までお気軽にお寄せください。
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