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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 12 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

「 IQ(知能指数）と EQ(心の指数）」
能代市社会教育指導員

佐藤

清美

子育てで、頭・心・体のバランスが大事だと考える親御さんは多いと思いますが、どちらかと
いうとテストの成績や知能指数（IQ）の高い人をあたかも「立派な人」とみなし、その高さのみ
を強調する社会的な風潮があるように感じます。
一方で、狭い範囲の成績や点数を重視したところで、その子が将来いい人生を
送れるかどうか予測する基準にはならないという考えもあります。IQ の高さだ
けでその人が社会に出てから成功するかどうかの予言にはならず、幸せな人生を
送れるか、世の中の役に立つ人間になれるかどうかを決定する要素ではないとい
う考えです。
IQ として測定できる理性的知能の価値や重要性ばかり強調されているが、結局のところ、感
情が人間を支配しているときには、理性など手も足も出ない。何かを決断したり行動を起こした
りする際に人間が理性と同じくらい、あるいはそれ以上に感情に頼っていることは、だれでも経
験によって知っていることで、このことからも子どもが成功し、幸せな人生を送るためには心の
指数（EQ）を高めることもとても大事だという主張です。ハーバード大学の心理学博士ダニエ
ル・ゴールドマン氏は、
『素晴らしい頭脳をどのように、何に使うかを決めるのはこの EQ であ
り、そのことは、頭脳明晰な人（IQ の高い人）が、犯罪を犯すのは激怒してとか、欲情にまけ
てとか、つまり心の制御ができないことが発端だという分析が数多く出ていることからも分か
る。つまり頭は心に操られる。したがって EQ を上げなければせっかくの IQ もうまく生かすこ
とはできないのである』と、述べています。
勉強する子は頭がよくなる・・昔も今も変わりません。では心を豊かに強くするにはどうした
らいいのでしょうか。それは、たぶん、体験(練習）でしょう。すべての能力は練習で磨かれま
す。その機会がなければ能力は磨きようがないのです。それは頭も心も体も同じことです。うれ
しいこと、楽しいこと、悲しいこと、辛いことをたくさん体験することで、心は強く、豊かに育
っていくものと思います。
子どものためと思って、親が盾になって、あるいは先回りして、子どもの経験値を低くするこ
とは、実は心の成長を妨げていることになります。自然体験やいろいろな人との交流は、勉強と
同じくらい子供にとって大事であり必要であるというこの考えは、納得できるものだと思いま
す。積極的に環境を整え、たくさんの体験を通して心を鍛える（EQ を高める）機会を作ってい
かなければならないという視点は今後の目指すべき方向を示していると思います。
最後に、IQ も EQ も健康でなければ生かすことはできません。
子どもの心や頭の健全な発達には健康が前提としてあり、そのため
には食事や睡眠の基礎的リズムの確保が不可欠です。
「早寝・早起き・朝ごはん」は、根本中の根本であると思います。

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

『子どもの便秘は今すぐなおせ』 ／松生恒夫（主婦の友社）
親が思っているより、便秘の子どもは多いそうです。普段の生活に支障が出た
り、大人になってから病気を引き起こす原因にもなりえる便秘について考えてみ
ませんか？この本では、子どもの便秘に気づくコツ、改善のための生活習慣や食
事を分かりやすく紹介します。
新しい年に向け、親子で生活を見直し快腸に過ごすチャンスです。
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？

親に褒められた・叱られた経験と自己肯定感の関係

今回は子どもの頃の体験が自己肯定感と関

自己肯定感(現在)

係しているかの調査結果についてです。家庭
の教育的・経済的条件が恵まれなかった人で
も、親に厳しく叱られる経験が少なく、褒め
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国立青少年教育振興機構「子供の頃の体験がはぐくむ力と

その成果に関する調査研究」
した。
子供の頃の体験は自己肯定感に大きく影響しています。家庭において子供を肯定し、

一緒に様々な楽しい体験をしてみてはいかがでしょうか。

『今年の５月に WHO(世界保健機構)で世界中でどんなも
のを病気にするか話し合いました。２０２２年からゲーム依
存は病気だと決まりました。皆さん病気の時、薬飲みますよ
ね。でも依存症に効く薬はまだありません。風邪を引いた時、
気合で治す人いますよね。
だけど WHO で決めたってことは、
気合では治らない。病気っていうことはゲームする時間や頻
度をコントロールできないってこと。』
秋田大学大学院 准教授

佐々木久長氏「メディアと健康Ⅱ～メディアに支配されない生活を目指して～」より

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

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
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Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
2020 年 3 月

今年度のテーマは「育てる」です

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

「

親

業

～親子の関係再考～

」

能代市社会教育指導員

佐藤 清美

親としての役割つまり【親業】を果たすことは「一人の人間を生み、養い、社会的
に一人前になるまでに育てる」仕事に携わることである。
それは、人間としてこれ以上に能力と努力が必要とされるものはない、と言ってい
いほどのものであろう（トマス・ゴードン）
グローバル化とＡＩ化が進む未来に生きる子どもには自立心があり、協調的であり、自分の行
動に責任の取れる人間であることが求められると言われています。個別化・多様化そして専門化
する未来の人間社会で生きていくには、自分の意見をしっかり持ちつつ、他者の意見も認め、決
断したことに責任を持つことが不可欠のようです。
こうした力を子どもにつけるために親はどうすればよいか、何ができるのか……。
何か(能力・技能・資質等）を身につけるには、経験（練習、鍛錬、試練）を積むことが必要で
あることは周知の事実です。いかに必要とする経験をさせるかが親業の核心だと考えます。
一つの例として、自己責任の力を育てる「わたしメッセージ」を紹介します。
子どもが親のすねを蹴ったとする。その時親が送る次の二つのメッセージが子どもに引き起
こす反応は大きく違います。
①「イターイ、あーあ、痛かった、蹴られるのはいやだなあ」
②「悪い子ね，そんなふうに人のことを蹴ったらだめじゃないの」
①は単に蹴られるとあなたがどう感じるかを述べただけ。
②は子どもは「悪い子」でそういうことを繰り返さないようにと警告している。
実際のところ、②の反応が多いようですが、①のわたしメッセージは子どもの行動を変えてい
くのを子ども自身の責任で行わせることになります。（誰も指示や警告をしないので、自分で考
え、行動することになります）つまり、①のメッセージは、自分の行動に責任を持つことを経験
させていることになっているのです。
このような経験を数多く積むことを通して、子どもは自己決定・自己責任ということを学び、
資質としてその身に蓄積し、強化して確かなものとしていきます。
自立心や協調性も同じだと考えます。意図的に場を用意することが大事になります。
一方で、親はいつでも子どものモデルとして、自分の価値観や心情を、口で言うよりもはっき
りと行動で示しているという事実を自覚する必要があります。子どもは親の行動を目で見て、言
うことを耳で聞きながら親の価値観を学んでいるのです。
つまり、親は自分の人生を生き、生活することで、様々な価値感を示し、教えているというこ
とになります。どのように生き、どのようなモデルを示すのか・・。身の引き締まる思いですが、
努力を続けた先には、新しい世界が開け、喜びを感じるものだ、ということを信じて、親業に取
り組んでいきたいものです。

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

『０～5 歳 子どもの味覚の育て方』 ／とけいじ 千絵（日東書院）
味覚の大半は、学習によって獲得されるそうです。塩味や甘味だけでなく、
いろいろな味のおいしさを知ることで、子どもの味覚は大人の味覚へと育っ
ていきます。この本では、大人の食事と一緒に作る「取り分け方式」で、子
どもの苦手な味を克服していけるレシピを紹介しています。みんなで「味」
を楽みながら、食卓を囲んで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？

これは日本・アメリカ・中国・韓
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国立青少年教育振興機構「高校生の心と体の健康に関する意識調査 －日本・米国・中国・韓国の比較－」

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
乳児は 肌を はなすな
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
幼児は 手を はなすな
めんｃｈｏｃｏてらす ℡８９－２９４８
少年は 目を はなすな
能代市子育て支援センター ℡ 能代：５２－８１１５／二ツ井：７３－３１１１
青年は 心を はなすな
能代市教育相談（風の子電話）℡８９－１６１６
☆ 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
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Only one
～ 子どもの「生きる力」を育む家庭教育 ～
2020 年 7 月

今年度のテーマは「こころ」です

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

あいさつで

心の

ひろがりを
能代市社会教育指導員

工藤 克弥

物事の始まりを、よく、い・ろ・は・の「い」という言い方をしますが、それに倣って、
あ・い・う・え・お・の「あ」
、あいさつの あ で今年度の「Ｏｎｌｙ ｏｎｅ」をスタートしたいと
思います。
ところで、みなさんは今日これまでに、何人の方々とあいさつを交わしましたか？
毎日顔を合わせるおなじみさん。久々に会った知り合い。おっと、今朝、最初に顔を合わせた家族も
いますよね。他にも、まだまだたくさんおられるでしょう。
あいさつといえば、例えば、学校では「元気なあいさつ」を目標に、日々子どもたちが大きな声で
「あいさつ運動」を繰り広げています。また、実際に、街を歩いていると、子どもたちから元気な声
をかけられることもあります。
一方、大人の世界でも、あいさつをスローガンとして掲げて日常的に取り組んだり、朝礼の場で全
員で唱和したりして力を入れている職場や団体もあるようです。
もちろん、あいさつは、出会ったり別れたりする場面に限らず、
「ありがとう」や「すみません」、
「お疲れ様です」
、
「助かります」など、その時の気持ちを表す言葉も当然含まれます。このように、
一日の生活の様々な場面で、温かいあいさつが交わされています。
では、どうして私たちは、このようにあいさつを大切にしているのでしょうか。
言うまでもないことですが、私たちは、毎日、多くの人とかかわり合い、たくさん
の人とコミュニケーションを取り合いながら生活を営んでいます。
そんな中にあって、あいさつは、人と人との間に潤いを与え、気持ちよく心を通
わせるための「潤滑油」みたいなものだと思うのですが、いかがでしょうか。それに、
あいさつは、されるほうはもちろん、するほうだって、とてもさわやかな気分になります。
考えてみれば、昔から「あいさつもろくにできない」の言葉があるように、あいさつは、人として
のマナーの基本中の基本としてとらえられています。
たかが、あいさつ。されど、あいさつ。
これまでにプラスした、ちょっとしたあいさつが出発点となって、これまで以上に人間関係が豊か
になり、地域に、学校に、職場に、そして社会に、あいさつの「輪」と「和」がいっそうひろがって
いくならば、とてもステキなことですね。
さっそく、今から始めてみませんか。
最後に、以前、浅内小学校で、あいさつのスローガンとして掲げた一文をご紹介します。

あかるく

いつでも

さわやかに

つなげよう

心と心！

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

『ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本』／監修：樋口

進

なぜスマホやゲームをやめられないの？どこからが依存症？そんな疑問
をイラスト図解でわかりやすく解説しています。病気の気づきや治療法など
も紹介されていますので、ネット依存・ゲーム依存について広範囲に学ぶこ
とができます。
夏休みでインターネットやゲームに接する時間が増える時期。のめりこみ
すぎないために、使用するときのルールを家族で再確認してみませんか。
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？

これは子どもの頃の読書活動が、現在

図１

就学前から中学時代までの読書活動と現在（高
校生）の意識・能力「意欲・関心」との関係

（高校生）の意識・能力にどのような影響・
効果をもたらすのか、という調査です。
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図２ 「家族から昔話を聞いたこと」「本や絵本の読み聞
かせをしてもらったこと」「絵本を読んだこと」と
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国立青少年教育振興機構『子どもの読書活動の実態と
その影響・効果に関する調査研究』
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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
乳児は 肌を はなすな
絡ください。親身になってお答えいたします。
幼児は 手を はなすな
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
少年は 目を はなすな
能代市子育て支援センター ℡ 能代：５２－８１１５／二ツ井：７３－３１１１
青年は 心を はなすな
能代市教育相談（風の子電話）℡８９－１６１６
☆ 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 生涯学習係
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３４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「こころ」です

2020 年 12 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

「思いやり」って

何だろう？
能代市社会教育指導員

工藤 克弥

今、まさに子育て真っ最中の皆さんには、お子さんがどのように育ってほしいかという、親としての願
いや思いがあろうかと思います。
私がこれまでの教員生活を通して、たくさんの保護者の皆さんと接してきた経験から、おそらく、最も
多いのは「思いやりのある子ども」ではないだろうかと思います。
私も子育て時代には、わが子に対して、あんな子どもに、こんな子どもにと、あれこれ欲張りながらも、
わが子が成長していく中で、思いやりの心を育むことは必須だと思っていました。
では、多くの皆さんが思い願う「思いやりのある子ども」とは、どのような子どもなのでしょうか。さ
らに言えば、
「思いやり」とは、どのようなものなのでしょうか。
例えば、
「相手の気持ちを考えられる(子)」、
「困っている人に手を差し伸べられる(子)」
、
「親身になって
相談にのってあげられる(子)」など、具体的な姿が思い浮かびます。
ここで見られるのは、相手の立場や状況を共感的にとらえて、前向きな気持ちで寄り添おうとする姿で
す。これまで、私もこのような数多くの能代っ子に出会ってきました。とてもうれしいことです！
さて、ここで、私がとらえる「思いやり」について述べてみます。やや抽象的な表現になってしまいま
すが、
「思いやり」とは、
「相手の苦しみや不安、悲しみなどに寄り添い、そのことを共に分かち合おうと
する」ことだと思います。いかがでしょうか？
誰かが悩み、あるいは、苦しんだり悲しんだりしているのを目にしたとき、その姿に心が動かされ、ま
ずは、相手を真正面から受け止め、一緒に分かち合おうとする、その心こそが思いやりの本質なのではな
いでしょうか。なお、このことは相手の喜びに対しても同じことが言えますね。
そのような場面に立ったとき、自分が具体的に何ができるかは別の話であり、その次の問題です。大事
なのは、まずは、相手の〝今〟を「丸ごと受け止める」ことだと思います。
場合によっては、すぐ、ひと言忠告したくなったり、相手のために、何かアクションを起こしたくなっ
たりすることもあるでしょう。でも、目の前の相手は、まず、今の自分をしっかりと受け入れてほしいと
願っているはずです。あとのことは、一緒にゆっくり考えていけばよいことではないでしょうか。
「思いやりのある子ども」を育てる手立ては、様々なやり方があろうかと思います。でも、私たち大人
が、日々の生活の中で揺れ動く子どもたちの心を真正面から受け止め、
「だいじょうぶだよ」
「信頼してい
るよ」
「私もうれしいな」などのサインやメッセージを送ることを大事にしていきたいものだと思います。
また、そのこと自体、子どもたちが「思いやり」というものの価値の尊さを、自分の体験を通して具体
的に感得できる絶好の機会になるのではないかと思います。
そして、このことは、これから子どもたちが歩んでいく人生の中で、他の人と、仲間と、そして社会と、
共にかかわることができる、人間としての豊かな心と力を身につけるための土台になるものと確信してお
ります。

おすすめの１冊
10 歳までに身につけたい
／著：山口 由紀子

能代市立能代図書館所蔵の「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。

子どもが一生困らない片づけ・そうじのコツ

在宅時間がさらに長くなるこの季節に、掃除や片付けについて親子で学んでみ
ませんか。ほうきやトイレブラシの使い方など具体的な掃除のやり方などがイラ
ストで分かりやすく書かれています。身の回りの整えることは、自己管理能力を
育てます。楽しみながら、一生使える「コツ」を身に着けられる一冊です。
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？

これは、日本・米国・中国・韓国の 4 か国の小学生

グラフ１

を対象に行った、インターネット利用と親子関係につ
いての意識調査です。

日本

31.8

34.7

32.4

グラフ１は『インターネットの危険性や利用時のマ
ナーなどについて、親から注意されているか』という
質問の回答であり、日本の小学生は他国と比べ、
「ほと
んど注意されない」割合が最も高くなっています。
グラフ２は『親は携帯電話やスマートフォンを使用
しながら私と話すことがあるか』という質問の回答で

米国

37.3

中国

67.1

韓国

22.4

すが、
「よくある」と答えた割合が米国に次いで高くな

0%

っています。また、日本では、前記質問において「よ

よく注意される

くある」とした人ほど『親と話すことが好きか、一緒

42.1

18.7
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54.1

20%
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23.4
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たまに注意される
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100%

ほとんど注意されない

グラフ２

にいるのが楽しいか』という質問に対し、
「好きではな
い、楽しくない」との回答が多いという結果が出てい

日本 10.4

37.0

52.5

ます。
この調査結果を踏まえ、保護者の方は子どもが実際

米国

12.6

35.8

50.3

にどれほどインターネットを利用しているかを気に
かけるとともに、家庭での過ごし方について、親子で

中国 8.0

35.3

55.8

韓国 8.1

35.0

56.8

一緒に話してみてはいかがでしょうか。子どもたちを
ネットトラブルから守るためには、保護者の見守りが
大切です。
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―』
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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
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始除く）
○能代市子育て支援課 めんｃｈｏｃｏてらす ℡８９－２９４８
乳児は 肌を はなすな
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始除く）
幼児は 手を はなすな
○能代市子育て支援センター ℡ 能代：５２－８１１５/二ツ井：７３－３１１１
月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時（祝日・年末年始除く）
少年は 目を はなすな
○能代市教育相談（風の子電話）℡８９－１６１６
青年は 心を はなすな
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後 4 時（祝日・年末年始を除く）
☆ 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 生涯学習係
〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1
TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:shou-supo@city.noshiro.lg.jp

能代市家庭教育通信

第３５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「こころ」です

2021 年 3 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

恩返し、仕返し、倍返し、そして…
能代市社会教育指導員

工藤 克弥

表題に示したように、世の中には「〇〇返し」という言葉が意外とたくさんあります。他
にはどのような言葉がありますか？
私がいちばん先に思い浮かぶのは「微笑返し」というオリジナルな言葉です。思い起こせ
ば、今から４０数年前、ちょうど高校を卒業するころに流行っていたキャンディーズの曲名
です。大好きな歌でした。（ずいぶん古い話で恐縮です！）
それはともかく、この「～返し」は、そもそも自分が誰かに行った行為に対しての結果と
して生まれてくるものですよね。
「恩返し」のようにうれしい場合もあれば、
「仕返し」など
のように、どこか恐ろしげな場合もあります。
つまりは、自分が相手に対してどのようなことを行ったか、また、相手がそれをどのよう
に受け止めたかによって、返ってくるものの性格もおよそ決まってくるようです。
例えば、車を運転中、前方で対向車線の車が、右折しようとして、車の切れ目を待ってい
たとします。ところが、しばらくは車の流れが途切れそうにありません。見ると、右折車の
後方には、たくさんの車が前に進めない状態で連なっています。
そこで、右折車の手前で一時停止し、
「どうぞ」と合図を送りました。相手の車は、礼をし
ながら無事に右折していきました。続いて、後方に連なっていた車も前に進み出しました。
このようなちょっとした心配りは、相手にとってもとてもうれしいことですが、自分に対
しても、何とも言えない、ちょっとくすぐったいような、でも、とても晴れやかな気分をも
たらしてくれます。
決して、何かの見返りを求めて行ったことではないはず。その状況下で自分が取るべき行
動を瞬時に判断し、実行したまでのことでしょう。
似たようなことは、ほかにもよくあります。
「お先にどうぞ」と順番を譲る。
「手伝いまし
ょうか」と困っている人に声をかけたり、手を差し伸べたりする。歩いている途中、目につ
いたゴミをサッと拾う…等々。
自分がしたことによって、自分に返ってくるさわやかな気持ち。ちょっとした勇気と気遣
いがあればこその、自分から自分への〝ステキなお返し〟です。相手の存在がどうのこうの
なんて関係ありません。名付けて「ハッピー返し」はいかがですか。
Ｐ.Ｓ.
ところで、こちらからのほんわか行為に、特に反応を示さなかった人がいたとしても、決して
気分を害さないでくださいね。「あの人、今、ちょっと心に余裕がないのかな」ぐらいでＯＫです
よ。

能代市立能代図書館所蔵の「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
子育てのきほん／著：佐々木

正美

「子どもが喜ぶこと」をしてあげること。そしてそれを「自分自身の喜び」
とすること―。親と子が喜びを分かち合うことは、子どもの社会性の土台を作
ることにつながります。ベテラン児童精神科医による、悩めるお母さん、お父
さんへ優しく語りかける珠玉のメッセージ集。

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、令和２年１１月に秋田県で行った「携帯
電話等、インターネット利用実態調査」の集計結果
です。ネットトラブルの被害にあった児童生徒は、
小・中学生全体平均４.１％であり、小学生は昨年度
と比べて１.５ポイント増加しています。
また、トラブルや被害の内容は、
「チェーンメー
ル」が最も多く、次いで「掲示板やＬＩＮＥ等での
誹謗・中傷・無視」
「迷惑メール」等でした。
直接、顔を合わせたり、言葉を交わさないインタ
ーネットだからこそ、トラブルや被害が起きやすく
なっています。子どもが被害に合わないために、使
用状況の把握や、家庭のルールを子どもと一緒に作
ってみてはいかがでしょうか。

インターネットやＳＮＳ等のトラブルや
被害にあったことがありますか。
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「令和２年度 携帯電話等、インターネット利用実態調査（児童生徒用
調査） 集計結果」(秋田県) を編集して作成
(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/19192)

大好きだったお父さんお母さんが「なんか嫌だな
ぁ」と感じることがあるかもしれません。だけど、ど
うして嫌なのかお父さんお母さんはわかりません。
だから、自分の言葉で喋ってください。そうしない
とお互いの気持ちはわからない。家族の中でも会話が
助産院イスキア
大切です。

院長 菅原光子氏
向能代小学校家庭教育関係講座「みつめよう！わたしたちの大切な命」より

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
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始除く）
○能代市子育て支援課 めんｃｈｏｃｏてらす ℡８９－２９４８
乳児は 肌を はなすな
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始除く）
幼児は 手を はなすな
○能代市子育て支援センター ℡ 能代：５２－８１１５/二ツ井：７３－３１１１
月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時（祝日・年末年始除く）
少年は 目を はなすな
○能代市教育相談（風の子電話）℡８９－１６１６
青年は 心を はなすな
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後 4 時（祝日・年末年始を除く）
☆ 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 生涯学習係
〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1
TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:shou-supo@city.noshiro.lg.jp

能代市家庭教育通信

第３６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「話を聞く」です

2021 年 7 月

発行：能代市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課

ま ず 「 聞 く 」 よ り 始 め よ
能代市社会教育指導員

工藤

克弥

「小さいころは、学校のことでもたくさん話してくれたのに、このごろはちっとも話してくれない。
何を考えているんだか、さっぱりわからない。」
何やら、どこかのお母さんがよくこぼしているセリフに似ていますね。
確かに、子どもは大きくなるにつれて、小さい頃のようには、自分からあれこれ話さなくなっていきま
す。でも、もしかすれば、これは子どもの成長過程で見られる姿の一つかもしれません。特に、思春期前
半の子どもにはよく見られます。もちろん、個人差はありますが。
一方で、子どもたちが話さなくなる理由には他の要因もあるようなのですが、いったいどんなことでし
ょうか。
それは「親に話しても、ちゃんと聞いてくれない」
「何か相談しようとしても、それはだめ、これもだめ
とすぐ文句をつけてくる」など、子ども側の不満によるものです。
たとえば、子どもが「あのさ、今日…」と話しかけてきたとき、
「今忙しいから、後にして！」というよ
うな言葉を返していませんか？
確かに、仕事や家事等で手が離せなくて「今はちょっと勘弁して！」という気持ちなのでしょう。後で
ゆっくり話を聞くからね、といわざるを得ない状況も十分に理解できます。
でも、子どもが話を聞いてほしいのは“今”なのです。今、聞いてほしいのですよ。何も、延々と何分
も話し続けるわけではありません。今日のとっておきの話を、大好きなお父さんやお母さんに聞いてほし
くてたまらないのです。あるいは、今、直面している大きな問題について、いちばん信頼しているお父さ
ん、お母さんに是非とも聞いてほしいのです。
どうか、そんなときは、ちょっと仕事の手を止めて子どもの話に耳を傾けてください。
もしかすれば、たわいのない話かもしれません。でも、まずは、何をさておき子どもの話をおしまいま
で聞いてください。
子どもにすれば、話を聞いてもらえたことのうれしさと満足感で心がいっぱいになるはずです。間違っ
ても「ソンタラハナシ、イマデネッテモイイベ」などとは絶対口にしないでくださいね。
最近、自分の気持ちや考えを相手にうまく伝えることができず、他の人とコミュニケーションを取るこ
とに苦手意識をもつ若者が増えてきて、社会問題化してきました。
子どもたちの「伝え合う力」を育てるには様々な方法があるでしょう。もちろん話し方や言い方を取り
上げて伸ばしていくことも大事ですが、それよりも、話を「聞く側」
（周りの大人）の意識を今より少しだ
け高め、まずは、子どもの話をしっかり「聴く」ことが、子どもたちのコミュニケーション能力を高める
第一歩になるのではないでしょうか。

※ 今年は、子どもの話を聞く際のポイントについていっしょに考えてみましょう。

おすすめの１冊

能代市立能代図書館所蔵の「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。

子どもをキッチンに入れよう！子どもの好奇心を高める言葉のレシピ／著：藤野

恵美

毎日の生活の中で、子どもと過ごす時間を増やすために、家事と育児を同時に
行って楽しみましょう。育児書を 1000 冊以上読んだ児童文学作家・藤野恵美
が、自身が子育て中に実践した声かけの方法を、簡単なレシピとともに紹介し、
料理と育児の不安や疑問に答えます。

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？

これは、日本・アメリカ・中国・韓国の学生を対象

グラフ１
グラフ１

に行われた「オンライン学習に関する意識調査」の

オンライン学習を
したことがある人の割合（％）
48.8

日本

集計結果です。
グラフ１は、オンライン学習をしたことがある人

70.8

アメリカ

の割合を表しています。アメリカや韓国では７割を
超えているのに対し、日本は４か国の中で、割合が
最も低く、半数にも届いていないことがわかります。
日本では、オンライン学習についての情報不足や

58.3

中国

72.4

韓国
0
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目的が明確になっていないことが、伸び悩んでいる
原因として考えられ、学生からは「オンライン学習
をするのに不安がある」
「従来の勉強方法で足りてい

グラフ２
グラフ２

オンライン学習経験が
ある人とない人の自主的な学びの比較（％）

るため、必要性を感じない」という声が多くありま
教科書以外の本をよく読む

した。
しかし、オンライン学習の経験がある人は、積極
的で自主性が高いことが分かりました。特に、
「宿題
の他に練習問題を解く」という項目では、１０．３％

16.9

9.7

先生や友達と勉強について話し合う
授業の内容を復習する

16

宿題の他に練習問題を解く

14.3

も差があることが分かります。
（グラフ２）
オンライン学習はこれから、学校教育での導入が
進んでいくことが予想されます。これをきっかけに、
学びを深めるため、知識をより豊かにするためにも、
様々な方法での学習に挑戦してみてはいかがでしょ
うか。
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（％） 0
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オンライン学習経験あり
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オンライン学習経験なし

高校生のオンライン学習に関する意識調査報告書－日本・米国・中国・韓国の比較－
を編集して作成（http://www.niye.go.jp/kanri/upload/editor/145/File/4.chapter2.pdf）

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。
乳児は

○能代市子育て支援課 家庭児童相談
めんｃｈｏｃｏてらす

○能代市子育て支援センター
○能代市教育相談（風の子電話）

℡：８９－２９５５
℡：８９－２９４８
℡：５２－８１１５（能代）
：７３－３１１１（二ツ井）
℡：８９－１６１６

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 生涯学習係
〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1
TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:shou-supo@city.noshiro.lg.jp

