
～～～～    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むむむむ家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育    ～～～～    

 Only one 
           

                                  

   

家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育はすべてのはすべてのはすべてのはすべての教育教育教育教育のののの出発点出発点出発点出発点    

 「「「「子子子子どもどもどもどもをををを育育育育てるてるてるてる」」」」とはとはとはとは、、、、どういうことどういうことどういうことどういうことなのなのなのなのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。        

子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むためにむためにむためにむために、、、、大人大人大人大人ははははどのようなどのようなどのようなどのような関関関関わりわりわりわりをしたらいいのでをしたらいいのでをしたらいいのでをしたらいいのでしょうしょうしょうしょうかかかか。。。。    

    ここここのののの通信通信通信通信ではではではでは、、、、家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育にににに関関関関するするするするちょっといいちょっといいちょっといいちょっといい話話話話やややや事業事業事業事業のののの紹介紹介紹介紹介、、、、講座講座講座講座にににに参加参加参加参加いただいたいただいたいただいたいただいた皆皆皆皆さんさんさんさんのののの    

声声声声などをおなどをおなどをおなどをお伝伝伝伝えしえしえしえしていきていきていきていきますますますます。。。。    

人格形成人格形成人格形成人格形成におけるにおけるにおけるにおける基本基本基本基本はははは「「「「家庭家庭家庭家庭」」」」にありますにありますにありますにあります。「。「。「。「子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるてるてるてる」」」」ということということということということ、、、、親親親親としてのとしてのとしてのとしての心心心心構構構構    

えやえやえやえや家庭家庭家庭家庭のののの大切大切大切大切さについてさについてさについてさについて、、、、考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

  

発行：能代市教育委員会生涯学習課 

第第第第１１１１号号号号    能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信    

 

「「「「子子子子どものどものどものどもの豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をををを見逃見逃見逃見逃してはいけないしてはいけないしてはいけないしてはいけない」」」」 

                         能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員    高畑高畑高畑高畑    勉勉勉勉 

小学小学小学小学１１１１年生年生年生年生のののの隆夫隆夫隆夫隆夫はとてもはとてもはとてもはとても活発活発活発活発なななな子子子子だったがだったがだったがだったが、、、、周周周周りのりのりのりの子子子子どもたちとはかなりどもたちとはかなりどもたちとはかなりどもたちとはかなり違違違違っていたっていたっていたっていた。。。。    

授業授業授業授業参観日参観日参観日参観日のことのことのことのこと。。。。新任新任新任新任のののの先生先生先生先生がががが、、、、笠地蔵笠地蔵笠地蔵笠地蔵のののの話話話話をををを取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた。「。「。「。「おじいさんはおじいさんはおじいさんはおじいさんは、、、、吹雪吹雪吹雪吹雪のののの日日日日におにおにおにお地地地地

蔵蔵蔵蔵さんにさんにさんにさんに笠笠笠笠をかぶせてあげましたをかぶせてあげましたをかぶせてあげましたをかぶせてあげました。。。。するとおするとおするとおするとお地蔵地蔵地蔵地蔵さんはさんはさんはさんは、、、、おじいさんになんとおじいさんになんとおじいさんになんとおじいさんになんと言言言言ったでしょうかったでしょうかったでしょうかったでしょうか？」？」？」？」    

子子子子どもたちはみんなどもたちはみんなどもたちはみんなどもたちはみんな「「「「はーいはーいはーいはーい、、、、はーいはーいはーいはーい」」」」とととと言言言言ってってってって元気元気元気元気にににに手手手手をををを挙挙挙挙げたげたげたげた。。。。先生先生先生先生がががが隆夫隆夫隆夫隆夫をををを指名指名指名指名するとするとするとすると、、、、

彼彼彼彼はははは「「「「もっときつくしばってくださいもっときつくしばってくださいもっときつくしばってくださいもっときつくしばってください」」」」とととと答答答答えたえたえたえた。。。。そのそのそのその隆夫隆夫隆夫隆夫のののの答答答答えにえにえにえに対対対対してしてしてして、、、、先生先生先生先生はははは一瞬沈黙一瞬沈黙一瞬沈黙一瞬沈黙したしたしたした

だけでだけでだけでだけで、、、、そのあとはそのあとはそのあとはそのあとは何何何何もなかったようにもなかったようにもなかったようにもなかったように別別別別のののの子子子子をををを指名指名指名指名したしたしたした。。。。そのそのそのその子子子子がががが「『「『「『「『ありがとうありがとうありがとうありがとう』』』』とととと言言言言いましいましいましいまし

たたたた」」」」とととと答答答答えるとえるとえるとえると、、、、先生先生先生先生はははは「「「「はいはいはいはい、、、、そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。みなさんみなさんみなさんみなさん、、、、拍手拍手拍手拍手」」」」とととと笑顔笑顔笑顔笑顔でででで言言言言いいいい、、、、結局結局結局結局、、、、隆夫隆夫隆夫隆夫のののの答答答答ええええ

はははは先生先生先生先生からからからから完全完全完全完全にににに無視無視無視無視されたされたされたされた形形形形になったになったになったになった。。。。    

隆夫隆夫隆夫隆夫のイメージではのイメージではのイメージではのイメージでは、、、、吹雪吹雪吹雪吹雪でででで風風風風がががが強強強強いのでいのでいのでいので、、、、きつくきつくきつくきつく縛縛縛縛ってもらわなければってもらわなければってもらわなければってもらわなければ、、、、せっかせっかせっかせっかくかぶせてもくかぶせてもくかぶせてもくかぶせても

笠笠笠笠がががが飛飛飛飛んでしまうとんでしまうとんでしまうとんでしまうと考考考考えていたえていたえていたえていた。。。。しかししかししかししかし、、、、若若若若いいいい先生先生先生先生のののの頭頭頭頭のののの中中中中にはにはにはには、「、「、「、「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」というというというという答答答答えしかえしかえしかえしか

なかったのだなかったのだなかったのだなかったのだ。。。。    

数日後数日後数日後数日後のののの図工図工図工図工のののの時間時間時間時間、、、、子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは自分自分自分自分のののの好好好好きなきなきなきな絵絵絵絵をををを描描描描くことになったくことになったくことになったくことになった。。。。隆夫隆夫隆夫隆夫はははは空空空空をををを飛飛飛飛んでいるんでいるんでいるんでいる    

カラスをカラスをカラスをカラスを描描描描いたいたいたいた。。。。先生先生先生先生はははは、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの絵絵絵絵をををを一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり見見見見ながらながらながらながら巡回巡回巡回巡回しししし、、、、隆夫隆夫隆夫隆夫のそばにのそばにのそばにのそばに来来来来たたたた。「。「。「。「隆隆隆隆

夫夫夫夫くんくんくんくん、、、、このこのこのこの赤赤赤赤いいいい鳥鳥鳥鳥はははは何何何何のののの鳥鳥鳥鳥？」？」？」？」とととと質問質問質問質問したしたしたした。「。「。「。「カラスだよカラスだよカラスだよカラスだよ、、、、先生先生先生先生」」」」とととと隆夫隆夫隆夫隆夫はははは答答答答えたのだがえたのだがえたのだがえたのだが、、、、先生先生先生先生

はクレヨンをはクレヨンをはクレヨンをはクレヨンを持持持持ちちちち、「、「、「、「隆夫隆夫隆夫隆夫くんくんくんくん、、、、カラスはカラスはカラスはカラスは黒黒黒黒いのよいのよいのよいのよ」」」」とととと言言言言いながらカラスをいながらカラスをいながらカラスをいながらカラスを黒黒黒黒くくくく塗塗塗塗りつぶしたりつぶしたりつぶしたりつぶした。。。。    

    隆夫隆夫隆夫隆夫はははは絵絵絵絵をををを家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり、、、、母親母親母親母親にににに見見見見せるとせるとせるとせると同時同時同時同時にににに涙涙涙涙をあふれさせたをあふれさせたをあふれさせたをあふれさせた。。。。もしもしもしもし先生先生先生先生がががが「「「「隆夫隆夫隆夫隆夫くんくんくんくん、、、、どどどど    

うしてカラスがうしてカラスがうしてカラスがうしてカラスが赤赤赤赤いのかないのかないのかないのかな？」？」？」？」とととと質問質問質問質問すればすればすればすれば、「、「、「、「夕方夕方夕方夕方、、、、空空空空をををを見見見見ていたらていたらていたらていたら、、、、赤赤赤赤いカラスがいカラスがいカラスがいカラスが飛飛飛飛んでいたんでいたんでいたんでいた    

よよよよ」」」」とととと答答答答えていただろうえていただろうえていただろうえていただろう。。。。    

    隆夫隆夫隆夫隆夫はははは、、、、夕日夕日夕日夕日でででで赤赤赤赤くくくく映映映映ったカラスをったカラスをったカラスをったカラスを描描描描いていたのだいていたのだいていたのだいていたのだ。。。。    

    大人大人大人大人のののの気気気気づきのづきのづきのづきの大事大事大事大事ささささ、、、、反省反省反省反省、、、、山山山山ほどあるほどあるほどあるほどある。。。。    

    

Only oneOnly oneOnly oneOnly one（（（（オンリーオンリーオンリーオンリーワンワンワンワン））））――――    子子子子どものどものどものどもの個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばしてあげてくださいばしてあげてくださいばしてあげてくださいばしてあげてください。。。。    

 

2009年 9月 



「「「「家庭教育支援事業家庭教育支援事業家庭教育支援事業家庭教育支援事業」」」」をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています    

 生涯学習課では、今年度から、関係課、保育所や学校等と連携しながら「家庭教育支援事業」

を実施しています。「子どもの生きる力を育む」をテーマとして、保護者の皆さんを対象に「家

庭教育関係講座」を行っているほか、次代の親となる中学生・高校生の社会参加活動「みんなで

Ａction！」を推進しています。 

 

家庭教育関係講座家庭教育関係講座家庭教育関係講座家庭教育関係講座                学びで得たさまざまな気づきを 日常の子育てに活かしてほしい    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

社会参加活動推進事業社会参加活動推進事業社会参加活動推進事業社会参加活動推進事業「「「「みんなでみんなでみんなでみんなでＡＡＡＡctionctionctionction！」！」！」！」 子どもたちの自己肯定感、自主性を育みたい 

    

 

 

 

苦手苦手苦手苦手なななな食食食食べべべべ物物物物でもでもでもでも楽楽楽楽しいしいしいしい食事食事食事食事のののの記憶記憶記憶記憶をををを広広広広げていくことでげていくことでげていくことでげていくことで、、、、自然自然自然自然にににに食食食食べるこべるこべるこべるこ

とができるようになりますとができるようになりますとができるようになりますとができるようになります。「。「。「。「栄養栄養栄養栄養があるからがあるからがあるからがあるから食食食食べなさいべなさいべなさいべなさい」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、発達発達発達発達

をををを理解理解理解理解したことばかけでしたことばかけでしたことばかけでしたことばかけで、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい食卓食卓食卓食卓をををを心心心心がけてがけてがけてがけてくださいくださいくださいください。。。。    

                    秋田大学教授秋田大学教授秋田大学教授秋田大学教授    長沼長沼長沼長沼    誠子誠子誠子誠子    氏氏氏氏（「（「（「（「おいしさのひみつおいしさのひみつおいしさのひみつおいしさのひみつ」」」」6/306/306/306/30 第四小第四小第四小第四小））））    

 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声    食べて「おいしい」と感じることが、そのまま心の栄養にもつな 

がっていくことに改めて気づかされました。家族そろって食卓を囲んで食事をす

ることの大切さを感じました。 

 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 手間ひまのかからない便利な物ばかりがあふれていますが、子ども

たちには、どのようにして野菜ができるのか、魚はどうやってさばくのか、でき

るだけ一緒に料理をするのも、見せるのも大事なことだと思いました。 

自分自分自分自分でででで食食食食べるものはべるものはべるものはべるものは、、、、自分自分自分自分でででで選選選選ぶことができるぶことができるぶことができるぶことができる力力力力、、、、どこでどこでどこでどこで、、、、だれがだれがだれがだれが、、、、どうどうどうどう

やってやってやってやって作作作作っているかっているかっているかっているか想像想像想像想像できるできるできるできる力力力力をつけてほしいですをつけてほしいですをつけてほしいですをつけてほしいです。。。。    

あきたあきたあきたあきた企業活性化企業活性化企業活性化企業活性化センターセンターセンターセンター    泉泉泉泉    牧子牧子牧子牧子    氏氏氏氏（「（「（「（「食食食食べものをべものをべものをべものを選選選選ぶチカラぶチカラぶチカラぶチカラ」」」」7/17/17/17/1 常盤小常盤小常盤小常盤小））））    

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 （二ツ井中生徒） 

町の人達はとてもやさし

く、チラシを３枚ももらって

くれる人もいました。自転車

をとめてまでもらってくれ

る人もいたので、うれしかっ

たです。また町のことに参加

したいです。 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 （北高生） 

子どもたちの前で本を読

むのは初めてで緊張しまし

たが、とてもいい体験にな

りました。子どもとふれ合

うだけでなく、地域の方々

ともふれ合うことができ、

よかったです。 

交通安全呼交通安全呼交通安全呼交通安全呼びかけびかけびかけびかけ運動運動運動運動    

能代市連合婦人会二ツ井支部

の活動に二ツ井中生徒が参加 

子育子育子育子育てててて支援活動支援活動支援活動支援活動ぬぬぬぬくもくもくもくもりりりり    

北地区民生児童委員協議会の

活動に北高生が参加 

☆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、生涯学習課までお気軽にお寄せください。 

能代市教育委員会 教育部 生涯学習課   〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1 

TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:syougai@city.noshiro.akita.jp 

○○○○家族家族家族家族（（（（親親親親））））のののの愛情愛情愛情愛情・・・・温温温温かなかなかなかな家庭家庭家庭家庭    

  生涯にわたって心のよりどころとなります 

○○○○人人人人とのとのとのとの豊豊豊豊かなかなかなかな関関関関わりやわりやわりやわりや五感五感五感五感をつかったをつかったをつかったをつかった多様多様多様多様なななな体験体験体験体験    

 社会性や知識・技能、からだの基礎を培います 

○○○○子子子子どものどものどものどもの自自自自らららら育育育育つつつつ力力力力やややや主体性主体性主体性主体性をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした関関関関わりわりわりわり    

  社会的自立をうながします 

乳児は 肌を はなすな 

幼児は 手を はなすな 

 少年は 目を はなすな 

青年は 心を はなすな 

☆☆☆☆    「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むうえでむうえでむうえでむうえで心心心心がけたいことがけたいことがけたいことがけたいこと    ☆☆☆☆    

 

秋田大学との連携事業です 



～～～～    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むむむむ家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育    ～～～～    

 Only one 
           

                                  

   

自己評価自己評価自己評価自己評価のののの高高高高いいいい子子子子どもにどもにどもにどもに――――    

 今年度今年度今年度今年度、、、、保育所保育所保育所保育所やややや学校等学校等学校等学校等とととと連携連携連携連携してしてしてして実施実施実施実施したしたしたした家庭教育関係講座家庭教育関係講座家庭教育関係講座家庭教育関係講座ではではではでは、、、、講師講師講師講師のののの方方方方々々々々からからからから大変貴重大変貴重大変貴重大変貴重なななな

おおおお話話話話をうかがうことができましたをうかがうことができましたをうかがうことができましたをうかがうことができました。。。。    

子子子子どものどものどものどもの「「「「今今今今のののの姿姿姿姿」」」」をををを認認認認めめめめ、、、、小小小小さなことでもきちっとさなことでもきちっとさなことでもきちっとさなことでもきちっとほめてほめてほめてほめて自信自信自信自信をををを持持持持たせるたせるたせるたせる。。。。そのそのそのその積積積積みみみみ重重重重ねねねねがががが大大大大

事事事事であることであることであることであること。。。。子子子子どもどもどもども自身自身自身自身ににににやらせるやらせるやらせるやらせる、、、、まかせるまかせるまかせるまかせる。。。。親親親親ににににはそれをはそれをはそれをはそれを見守見守見守見守るるるる忍耐忍耐忍耐忍耐がががが必要必要必要必要であるであるであるであるなどなどなどなど――――。。。。    

子子子子どもがどもがどもがどもが自分自分自分自分にににに自信自信自信自信をもちをもちをもちをもち、、、、意欲意欲意欲意欲をもってをもってをもってをもって未来未来未来未来にににに向向向向かっていかっていかっていかっていけるようにするためにけるようにするためにけるようにするためにけるようにするために、、、、親親親親はははは、、、、大人大人大人大人

はははは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような関関関関わりわりわりわり方方方方をすればいいのでしょうかをすればいいのでしょうかをすればいいのでしょうかをすればいいのでしょうか。。。。    

来年度来年度来年度来年度ももももさまざまなテーマでさまざまなテーマでさまざまなテーマでさまざまなテーマで家庭教育関係講座家庭教育関係講座家庭教育関係講座家庭教育関係講座をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。    

 

発行：能代市教育委員会生涯学習課 

第第第第２２２２号号号号    能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信    

 

「「「「泳泳泳泳ぎたいぎたいぎたいぎたい    泳泳泳泳ぎたいぎたいぎたいぎたい    泳泳泳泳ぎたいぎたいぎたいぎたい」」」」    

 

                         能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員    高畑高畑高畑高畑    勉勉勉勉 

崇徳小崇徳小崇徳小崇徳小１１１１年生年生年生年生のののの崇君崇君崇君崇君はははは、「、「、「、「けのびけのびけのびけのび」」」」ができるようになってができるようになってができるようになってができるようになって水泳水泳水泳水泳がががが大好大好大好大好きになきになきになきになりましたりましたりましたりました。。。。３３３３時間目時間目時間目時間目のののの

体育体育体育体育のののの時間時間時間時間になるとになるとになるとになると、、、、朝朝朝朝のののの着替着替着替着替えはノロノロなのにえはノロノロなのにえはノロノロなのにえはノロノロなのに、、、、サッとサッとサッとサッと水泳水泳水泳水泳パンツをはいてパンツをはいてパンツをはいてパンツをはいて、、、、プールのプールのプールのプールの入口入口入口入口でででで

待待待待っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。    

    するとするとするとすると、、、、朝朝朝朝からからからから心配心配心配心配だっただっただっただった空空空空からポツリときましたからポツリときましたからポツリときましたからポツリときました。「。「。「。「すぐすぐすぐすぐ晴晴晴晴れるれるれるれる」」」」とととと気気気気ににににしなしなしなしな    

いでいでいでいで待待待待っているとっているとっているとっていると、、、、徳子徳子徳子徳子さんがさんがさんがさんが「「「「泳泳泳泳ぎはおぎはおぎはおぎはお休休休休みみみみ」」」」とととと知知知知らせにきましたらせにきましたらせにきましたらせにきました。。。。崇君崇君崇君崇君のののの目目目目かかかか    

らはらはらはらは雨粒雨粒雨粒雨粒よりよりよりより大大大大きいきいきいきい涙涙涙涙がががが２２２２つつつつ３３３３つこぼれましたつこぼれましたつこぼれましたつこぼれました。。。。    

    ４４４４時間目時間目時間目時間目のののの授業中授業中授業中授業中にはにはにはには、、、、窓窓窓窓からプールのからプールのからプールのからプールの方方方方ばかりばかりばかりばかり見見見見ているのですているのですているのですているのです。。。。多宝先生多宝先生多宝先生多宝先生がががが「「「「しっかりしっかりしっかりしっかり勉強勉強勉強勉強しししし

ないとみんなにないとみんなにないとみんなにないとみんなに遅遅遅遅れてしまいますよれてしまいますよれてしまいますよれてしまいますよ」」」」とととと注意注意注意注意してもしてもしてもしても教科書教科書教科書教科書にににに目目目目をををを向向向向けませんけませんけませんけません。。。。給食給食給食給食のののの時間時間時間時間にはにはにはには下下下下をををを

向向向向いたままいたままいたままいたまま大好大好大好大好きなカレーをきなカレーをきなカレーをきなカレーを一口一口一口一口もももも食食食食べようとしませんべようとしませんべようとしませんべようとしません。「。「。「。「食食食食べないとおべないとおべないとおべないとお腹腹腹腹すくよすくよすくよすくよ」」」」とととと言言言言うううう多宝先生多宝先生多宝先生多宝先生

のののの言葉言葉言葉言葉にもにもにもにも「「「「…………」」」」ですですですです。。。。    

    多宝先生多宝先生多宝先生多宝先生はははは、、、、何何何何ともできないともできないともできないともできない自分自分自分自分がががが悲悲悲悲しくなりましたがしくなりましたがしくなりましたがしくなりましたが、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど給食給食給食給食のののの様子様子様子様子をををを見見見見にきたにきたにきたにきた保健室保健室保健室保健室

のののの桧山先生桧山先生桧山先生桧山先生にににに訳訳訳訳をををを話話話話しましたしましたしましたしました。。。。桧山先生桧山先生桧山先生桧山先生はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと考考考考えてからえてからえてからえてから、、、、崇君崇君崇君崇君のそばでのそばでのそばでのそばで低低低低いいいい声声声声でででで「「「「ムニャムムニャムムニャムムニャム

ニャニャニャニャ」」」」とおとおとおとお話話話話ししましたししましたししましたししました。。。。するとするとするとすると「「「「はいはいはいはい！」！」！」！」とととと元気元気元気元気なななな声声声声をををを出出出出したしたしたした崇君崇君崇君崇君はカレーにかぶりつきましたはカレーにかぶりつきましたはカレーにかぶりつきましたはカレーにかぶりつきました。。。。    

    桧山先生桧山先生桧山先生桧山先生はははは、、、、いったいいったいいったいいったい何何何何とととと言言言言ってってってって崇君崇君崇君崇君をををを元気元気元気元気にすることができたのでしょうにすることができたのでしょうにすることができたのでしょうにすることができたのでしょう。。。。徳子徳子徳子徳子さんやさんやさんやさんや多宝先多宝先多宝先多宝先

生生生生もももも「「「「ヒミツのヒミツのヒミツのヒミツの言葉言葉言葉言葉」」」」がががが知知知知りたくてたまりませんでしたりたくてたまりませんでしたりたくてたまりませんでしたりたくてたまりませんでした。。。。    

    桧山先生桧山先生桧山先生桧山先生はははは、「、「、「、「明日明日明日明日、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ってもってもってもっても先生先生先生先生とととと一緒一緒一緒一緒にににに泳泳泳泳ぎましょうねぎましょうねぎましょうねぎましょうね」」」」とととと言言言言ったのでしたったのでしたったのでしたったのでした。「。「。「。「泳泳泳泳ぎたいぎたいぎたいぎたい！」！」！」！」

とととと叫叫叫叫んでいるんでいるんでいるんでいる崇君崇君崇君崇君のののの心心心心にににに応応応応えているのですえているのですえているのですえているのです。。。。勉強勉強勉強勉強だのだのだのだの給食給食給食給食だのとだのとだのとだのと多宝先生多宝先生多宝先生多宝先生がががが自分自分自分自分のののの方方方方にににに気気気気をををを向向向向かせかせかせかせ

ようとしてもようとしてもようとしてもようとしても、、、、水泳水泳水泳水泳とととと関係関係関係関係ないないないない言葉言葉言葉言葉なのでなのでなのでなので、、、、ますますますますますますますます崇君崇君崇君崇君のののの心心心心をこじらせるだけですをこじらせるだけですをこじらせるだけですをこじらせるだけです。。。。心心心心にににに応応応応えるえるえるえる

声声声声がががが必要必要必要必要なのですなのですなのですなのです。。。。そうでないとそうでないとそうでないとそうでないと、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの方方方方にににに心心心心をををを向向向向けようとしてもけようとしてもけようとしてもけようとしても「「「「ゴンボホリゴンボホリゴンボホリゴンボホリ」」」」のののの状態状態状態状態はははは、、、、

一歩一歩一歩一歩もももも動動動動きませんきませんきませんきません。。。。    

    子子子子どものどものどものどもの心心心心にににに希望希望希望希望がわくようにがわくようにがわくようにがわくように働働働働きかけるときかけるときかけるときかけると、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは自分自分自分自分らしさをらしさをらしさをらしさを取取取取りりりり戻戻戻戻しますしますしますします。。。。    

                                                                                        （（（（崇徳崇徳崇徳崇徳小学校小学校小学校小学校でのでのでのでの講話講話講話講話よりよりよりより））））    

2010年 2月 

～～～～子子子子どものどものどものどもの心心心心をわかってあげをわかってあげをわかってあげをわかってあげようようようよう～～～～    

 



  

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

６６６６歳歳歳歳からからからから 10101010 歳歳歳歳くらいまでをくらいまでをくらいまでをくらいまでを「「「「中間反抗期中間反抗期中間反抗期中間反抗期・・・・口答口答口答口答ええええ期期期期」」」」というというというという。。。。大人大人大人大人がオッがオッがオッがオッ

とととと思思思思うようなうようなうようなうような悪悪悪悪いことばをつかういことばをつかういことばをつかういことばをつかう。。。。悪悪悪悪いことばをつかえないといことばをつかえないといことばをつかえないといことばをつかえないと友達関係友達関係友達関係友達関係をををを

しっかりしっかりしっかりしっかり構築構築構築構築できないできないできないできない。。。。ダメなことダメなことダメなことダメなことばばばばづかいはダメとづかいはダメとづかいはダメとづかいはダメと教教教教えないといけないえないといけないえないといけないえないといけない

がががが、、、、裏裏裏裏からからからから考考考考えるとえるとえるとえると、、、、しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした発達発達発達発達のののの中中中中にににに入入入入っていったといえるっていったといえるっていったといえるっていったといえる。。。。    

            児童文化研究家児童文化研究家児童文化研究家児童文化研究家    金田昭三金田昭三金田昭三金田昭三    氏氏氏氏（（（（『『『『小学校就学前後小学校就学前後小学校就学前後小学校就学前後のののの子育子育子育子育てててて』』』』1/221/221/221/22    向能代向能代向能代向能代小小小小））））    

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声    兄弟そろって今まさにギャングエイジ。家族の会話でも「どこから

覚えてきた言葉なんだろう」と出てきます。でも、それが健全な成長とわかり、

ホッとしました。 

 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 子どもが入学を楽しみにしている半面、親の方は不安だったり「○

○ができなければ…」という気負いが強かった。講話をきいて、もっと広い心で

ゆったりと子どもを見つめてあげようという気持ちになってきた。 

小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校へのへのへのへの入学入学入学入学やややや就職就職就職就職などなどなどなど人生人生人生人生にはにはにはには節目節目節目節目があるがあるがあるがある。。。。人生人生人生人生のののの節節節節々々々々にはにはにはには、、、、

ぜひぜひぜひぜひ家族家族家族家族皆皆皆皆でででで祝祝祝祝ってってってってあげてほしいあげてほしいあげてほしいあげてほしい。。。。今今今今、、、、子子子子どもさんたちはどもさんたちはどもさんたちはどもさんたちは入学入学入学入学をををを心待心待心待心待ちにしちにしちにしちにし

ているているているている。。。。そのそのそのその中中中中でででで「～「～「～「～できないとできないとできないとできないと学校学校学校学校にににに入入入入れないよれないよれないよれないよ」」」」とととと否定的否定的否定的否定的にではなくにではなくにではなくにではなく、、、、

「～「～「～「～できるようになるといいねできるようになるといいねできるようになるといいねできるようになるといいね」」」」とととと言言言言ってあげるようってあげるようってあげるようってあげるようにににに心心心心がけましょうがけましょうがけましょうがけましょう。。。。    

北教育事務所北教育事務所北教育事務所北教育事務所    社会教育社会教育社会教育社会教育アドバイアドバイアドバイアドバイザーザーザーザー    小林礼子小林礼子小林礼子小林礼子    氏氏氏氏（（（（『『『『もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ１１１１年生年生年生年生』』』』1111////28282828    浅内浅内浅内浅内小小小小））））    

あるあるあるある本本本本にににに、、、、なぜなぜなぜなぜ日本日本日本日本のおのおのおのお母母母母さんたちはさんたちはさんたちはさんたちは子育子育子育子育てにてにてにてに「「「「面倒面倒面倒面倒くさいくさいくさいくさい」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉

をつかうのだろうとあったをつかうのだろうとあったをつかうのだろうとあったをつかうのだろうとあった。。。。心心心心がすさんでくるとごがすさんでくるとごがすさんでくるとごがすさんでくるとご飯飯飯飯のののの支度支度支度支度がががが適当適当適当適当になるになるになるになる。。。。

子子子子どもはどもはどもはどもは心心心心がギスギスするとがギスギスするとがギスギスするとがギスギスすると言葉言葉言葉言葉がががが乱暴乱暴乱暴乱暴になるになるになるになる。。。。命命命命をををを生生生生みみみみ出出出出すのもすのもすのもすのも、、、、一生一生一生一生

そのそのそのその子子子子についてまわるについてまわるについてまわるについてまわる人格人格人格人格をつくりあげるのもをつくりあげるのもをつくりあげるのもをつくりあげるのも父父父父、、、、母母母母でありでありでありであり、、、、家庭家庭家庭家庭であるであるであるである。。。。    

能代能代能代能代ミュージカルキッズミュージカルキッズミュージカルキッズミュージカルキッズ代代代代表表表表    今立善子今立善子今立善子今立善子    氏氏氏氏（（（（『『『『明明明明るくるくるくるく生生生生きることきることきることきること』』』』2222////2222    第五小第五小第五小第五小））））    

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声    じんわりと涙が出てきました。どの家庭にも色々な事情はあります

が、そうなったからといって子どもにただつらい思いをさせるのではなく、少し笑

い合うだけで、乗りこえていけるものだと感じました。 

 

☆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、生涯学習課までお気軽にお寄せください。 

能代市教育委員会 教育部 生涯学習課   〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1 

TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:syougai@city.noshiro.akita.jp 

○○○○子子子子どもどもどもども時代時代時代時代のののの思思思思いいいい出出出出をををを子育子育子育子育てにてにてにてに役立役立役立役立てるてるてるてる    

 うれしかったこと、ワクワクしたこと、いやだった

こと、くやしかったことなど、子ども時代のいろんな

思い出や感覚が、心の奥底に残っていませんか。とき

にはそれを掘り起こして、子どもとのよりよい関わり

に役立ててみましょう。 

乳児は 肌を はなすな 

幼児は 手を はなすな 

 少年は 目を はなすな 

青年は 心を はなすな 

☆☆☆☆    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むうえでむうえでむうえでむうえで心心心心ががががけたいことけたいことけたいことけたいこと    ☆☆☆☆    

 

能代市家庭教育支援事業 

家庭教育関係講座      学びで得たさまざまな気づきを日常の子育てに活かしてほしい 

秋田大学との連携事業です 

 生涯学習課では、「子どもの生きる力を育む」をテーマに、保護者や地域の方々が、子どもの自立に向

けた子育ての視点や具体的な関わり方について学べる機会として、家庭教育関係講座を実施しています。 



～～～～    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むむむむ家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育    ～～～～    

 Only one 
           

                                  

子子子子どものどものどものどもの力力力力をををを信信信信じるじるじるじる 

 子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに育育育育つようにつようにつようにつように、、、、そしてそしてそしてそして、、、、将来将来将来将来、、、、社会社会社会社会ででででたくましくたくましくたくましくたくましく生生生生きていくきていくきていくきていく力力力力をををを身身身身につけにつけにつけにつけてててて

いくことをいくことをいくことをいくことを願願願願いながらいながらいながらいながら、、、、今年度今年度今年度今年度もももも家庭教育支援事業家庭教育支援事業家庭教育支援事業家庭教育支援事業をををを実施実施実施実施していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

子子子子どものどものどものどもの自自自自らららら育育育育つつつつ力力力力をををを信信信信じじじじ、、、、““““今今今今のののの姿姿姿姿””””をををを認認認認めるめるめるめる。。。。それがそれがそれがそれが子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むうえでのむうえでのむうえでのむうえでの

出発点出発点出発点出発点となりますとなりますとなりますとなります。。。。子子子子どもとどもとどもとどもと「「「「正対正対正対正対するするするする」」」」ということということということということ、、、、「「「「壁壁壁壁」」」」ということということということということについてについてについてについて考考考考えたことがあえたことがあえたことがあえたことがあ

りますかりますかりますかりますか――――。。。。    

 

発行：能代市教育委員会生涯学習課 

第第第第３３３３号号号号    能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信    

 

    

子子子子どものどものどものどもの「「「「壁壁壁壁」」」」とととと不登校不登校不登校不登校    

                         能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員    高畑高畑高畑高畑    勉勉勉勉 

ＡＡＡＡ君君君君はははは小学小学小学小学５５５５年生年生年生年生ですですですです。。。。不登校児童不登校児童不登校児童不登校児童ですですですです。。。。    

    彼彼彼彼はははは、、、、小学校小学校小学校小学校へへへへ入学入学入学入学するするするする前前前前のののの年年年年にににに、、、、両親両親両親両親のののの離婚離婚離婚離婚のためのためのためのため、、、、母母母母のののの実家実家実家実家へへへへ引引引引っっっっ越越越越してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。祖父母祖父母祖父母祖父母はははは、、、、一一一一

人娘人娘人娘人娘がががが帰帰帰帰ってってってって来来来来たのでたのでたのでたので、、、、後継後継後継後継ぎまでできぎまでできぎまでできぎまでできたとたとたとたと大喜大喜大喜大喜びでしたびでしたびでしたびでした。。。。母母母母はははは、、、、子子子子どものことはどものことはどものことはどものことは祖父母祖父母祖父母祖父母にににに任任任任せてカラオせてカラオせてカラオせてカラオ

ケなどをケなどをケなどをケなどを楽楽楽楽しむしむしむしむ日日日日々々々々がががが続続続続きましたきましたきましたきました。。。。    

ＡＡＡＡ君君君君はははは、、、、良良良良いことといことといことといことと悪悪悪悪いことをきちんといことをきちんといことをきちんといことをきちんと教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた父父父父をををを慕慕慕慕っていましたっていましたっていましたっていました。。。。母母母母はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたＡＡＡＡ君君君君のののの気持気持気持気持

をををを考考考考えていませんでしたえていませんでしたえていませんでしたえていませんでした。Ａ。Ａ。Ａ。Ａ君君君君はははは、、、、すぐすぐすぐすぐ友達友達友達友達もできずもできずもできずもできず、、、、寂寂寂寂しさをしさをしさをしさを紛紛紛紛らわすためにらわすためにらわすためにらわすために祖母祖母祖母祖母にににに金品金品金品金品をねだりをねだりをねだりをねだり始始始始めめめめ

たのですたのですたのですたのです。。。。    

ＡＡＡＡ君君君君がががが４４４４年年年年のときののときののときののときの春春春春にににに、、、、祖父祖父祖父祖父にににに突然死突然死突然死突然死がががが訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。しかししかししかししかし、、、、葬儀葬儀葬儀葬儀がががが終終終終わってもわってもわってもわってもＡＡＡＡ    

君君君君はははは学校学校学校学校へへへへ行行行行こうとしませんでしたこうとしませんでしたこうとしませんでしたこうとしませんでした。「。「。「。「○○○○○○○○をををを買買買買ってくれないとってくれないとってくれないとってくれないと学校学校学校学校へはへはへはへは行行行行かないかないかないかない」」」」とととと    

言言言言いいいい出出出出しましたしましたしましたしました。。。。すぐすぐすぐすぐ買買買買いいいい与与与与えたのがいけなかったのですえたのがいけなかったのですえたのがいけなかったのですえたのがいけなかったのです。。。。要求要求要求要求はますはますはますはますますエスカレーますエスカレーますエスカレーますエスカレー    

トしますトしますトしますトします。。。。祖母祖母祖母祖母はははは、、、、オロオロしオロオロしオロオロしオロオロし、、、、母母母母のののの言言言言うことはうことはうことはうことは無視無視無視無視されされされされ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ君君君君はははは暴力暴力暴力暴力をふるうようになりましたをふるうようになりましたをふるうようになりましたをふるうようになりました。。。。    

担任担任担任担任ののののＢＢＢＢ先生先生先生先生はははは、、、、何度何度何度何度となくとなくとなくとなく家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問をしましたをしましたをしましたをしました。。。。先生先生先生先生はははは、「、「、「、「学校学校学校学校へへへへ出出出出てこないとてこないとてこないとてこないと勉強勉強勉強勉強がががが遅遅遅遅れるれるれるれる」」」」とととと母母母母

やややや祖母祖母祖母祖母にににに話話話話しましたしましたしましたしました。「。「。「。「友達友達友達友達がががが心配心配心配心配しているしているしているしている」」」」ともともともとも話話話話しましたしましたしましたしました。。。。効果効果効果効果はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。先生先生先生先生がががが来来来来たとたとたとたと

きききき、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ君君君君はははは「「「「聞聞聞聞きききき耳耳耳耳をををを立立立立てていたてていたてていたてていた」」」」のですのですのですのです。。。。先生先生先生先生とととと家族家族家族家族とのやりとりとのやりとりとのやりとりとのやりとり、、、、そしてそしてそしてそして母母母母とととと祖母祖母祖母祖母のののの会話会話会話会話もももも全部聞全部聞全部聞全部聞いいいい

ていたのですていたのですていたのですていたのです。。。。これまでこれまでこれまでこれまでＡＡＡＡ君君君君のののの心心心心をををを動動動動かすようなかすようなかすようなかすような会話会話会話会話はあったのでしょうかはあったのでしょうかはあったのでしょうかはあったのでしょうか。。。。    

ＡＡＡＡ君君君君はははは、、、、学校学校学校学校へへへへ行行行行きたいのですきたいのですきたいのですきたいのです。。。。しかししかししかししかし、、、、何何何何でもでもでもでも言言言言うことうことうことうことをををを聞聞聞聞くくくく家族家族家族家族とのとのとのとの関係関係関係関係をををを何何何何とかしないうちはとかしないうちはとかしないうちはとかしないうちは、、、、

学校学校学校学校へへへへ行行行行くくくく気気気気にならないのですにならないのですにならないのですにならないのです。「。「。「。「子子子子どもはどもはどもはどもは学校学校学校学校へへへへ行行行行ってってってって勉強勉強勉強勉強するもんだするもんだするもんだするもんだ。。。。友友友友だちとケンカしたりだちとケンカしたりだちとケンカしたりだちとケンカしたり仲良仲良仲良仲良くくくく

したりしてしたりしてしたりしてしたりして遊遊遊遊ぶもんだぶもんだぶもんだぶもんだ。」。」。」。」とととと正対正対正対正対してほしかったのですしてほしかったのですしてほしかったのですしてほしかったのです。。。。物品物品物品物品をををを与与与与えたりえたりえたりえたり、、、、近所近所近所近所のののの目目目目をををを気気気気にしてにしてにしてにして学校学校学校学校へへへへ行行行行

かせようとしているかせようとしているかせようとしているかせようとしている家族家族家族家族はははは、、、、本当本当本当本当にににに心配心配心配心配したりしたりしたりしたり、、、、愛情愛情愛情愛情をををを持持持持ってってってって接接接接しているとしているとしているとしていると言言言言えるでしょうかえるでしょうかえるでしょうかえるでしょうか。。。。    

校長先生校長先生校長先生校長先生はははは、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ君君君君にはにはにはには、「、「、「、「やめなさいやめなさいやめなさいやめなさい！！！！こうしなさいこうしなさいこうしなさいこうしなさい！」！」！」！」とビシッととビシッととビシッととビシッと言言言言うううう「「「「壁壁壁壁（（（（亡亡亡亡くなっくなっくなっくなったたたたたたたた祖父祖父祖父祖父）」）」）」）」がががが

必要必要必要必要だとだとだとだと察知察知察知察知しましたしましたしましたしました。。。。自我自我自我自我にににに目覚目覚目覚目覚めためためためた子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、自分自分自分自分のののの力力力力をををを確確確確かめようとかめようとかめようとかめようと周周周周りりりりのののの壁壁壁壁をををを攻撃攻撃攻撃攻撃しししし、、、、跳跳跳跳ねねねね返返返返ささささ

れながられながられながられながら育育育育っていくのですっていくのですっていくのですっていくのです。。。。校長先生校長先生校長先生校長先生はははは壁壁壁壁のののの役目役目役目役目をををを果果果果たしましたたしましたたしましたたしました。。。。子子子子どもはどもはどもはどもは一人一人一人一人ではいかにではいかにではいかにではいかに無力無力無力無力かというかというかというかという

ことをことをことをことを少少少少しずつしずつしずつしずつ教教教教えましたえましたえましたえました。。。。    

    母母母母やややや祖母祖母祖母祖母はははは、、、、離婚離婚離婚離婚したしたしたした事情事情事情事情をををを説明説明説明説明しししし、「、「、「、「慕慕慕慕っていたっていたっていたっていた父親父親父親父親とととと引引引引きききき離離離離してすまなかったしてすまなかったしてすまなかったしてすまなかった」「」「」「」「欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと言言言言えばえばえばえば何何何何

でもでもでもでも買買買買ってやりってやりってやりってやり幼児扱幼児扱幼児扱幼児扱いしたいしたいしたいした」」」」ことなどをことなどをことなどをことなどを心心心心からからからから謝謝謝謝りましたりましたりましたりました。。。。またまたまたまた、、、、大人大人大人大人になったらこのになったらこのになったらこのになったらこの家家家家をををを頼頼頼頼むともむともむともむとも伝伝伝伝

えましたえましたえましたえました。。。。    

二学期二学期二学期二学期になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ＡＡＡＡ君君君君はははは、、、、少少少少しししし恥恥恥恥ずかしそうにずかしそうにずかしそうにずかしそうに廊下廊下廊下廊下をををを歩歩歩歩きききき、、、、校長室校長室校長室校長室のののの前前前前にににに来来来来るとるとるとると、、、、チラッとチラッとチラッとチラッと目目目目をををを向向向向

けましたがそのままけましたがそのままけましたがそのままけましたがそのまま素通素通素通素通りしましたりしましたりしましたりしました。。。。    

2010年 7月 

 



  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

社会参加活動推進事業「みんなでＡction!」 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

能代市家庭教育支援事業 

☆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、生涯学習課までお気軽にお寄せください。 

能代市教育委員会 教育部 生涯学習課   〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1 

TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:syougai@city.noshiro.akita.jp 

○○○○わがわがわがわが家家家家のののの子育子育子育子育てルールをつくるてルールをつくるてルールをつくるてルールをつくる    

たとえばー 

・友達や先生の悪口を子どもの前で言わない 

・夫婦一緒に叱らない（逃げ場をつくる） 

・きょうだいや友達と比べるようなことは言わない 

・ひとりで食事をさせない       など 

乳児は 肌を はなすな 

幼児は 手を はなすな 

 少年は 目を はなすな 

青年は 心を はなすな 

☆☆☆☆    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むうえでむうえでむうえでむうえで心心心心がけたいことがけたいことがけたいことがけたいこと    ☆☆☆☆    

 

秋田大学との連携事業です 

『明るく生きること』 

能代ミュージカルキッズ代表 今立 善子 氏 

あるあるあるある３３３３人人人人のののの子子子子どもをもどもをもどもをもどもをも

つつつつおおおお母母母母さんはパートさんはパートさんはパートさんはパート３３３３

つかけもちでつかけもちでつかけもちでつかけもちで働働働働くくくく。。。。それそれそれそれ

でもでもでもでも朝朝朝朝ごごごご飯飯飯飯だけはみんだけはみんだけはみんだけはみん

なそろってなそろってなそろってなそろって食食食食べたいべたいべたいべたい。。。。必必必必

ずずずず「「「「いってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃい」」」」

とととと言言言言ってってってって学校学校学校学校にににに送送送送りりりり出出出出

したいとがんばったしたいとがんばったしたいとがんばったしたいとがんばった。。。。親親親親

ががんばればががんばればががんばればががんばれば、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは

「「「「がんばるがんばるがんばるがんばる」」」」ということということということということ

がどういうことかがどういうことかがどういうことかがどういうことか、、、、姿姿姿姿をををを

見見見見てててて分分分分かるようになるかるようになるかるようになるかるようになる。。。。    

（6/29 渟城西小にて） 

 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 

「なんで私ばかりこんなに忙

しいのかしら」とよく思って

いたので、今後はプラス思考、

そして、感謝を忘れずに、子

どもたちと接したいと思いま

した。 

 

榊地区民生児童委員協議会

の活動に南中生徒が参加 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声（（（（南中生徒南中生徒南中生徒南中生徒））））    

今回、地域の人たちとあいさ

つ運動を行って、とてもうれ

しく思いました。笑顔でさわ

やかにあいさつしていたの

で、僕もこれから気をつけた

いです。また機会があったら

参加したいです。 

「あいさつ運動」 

 

青少年育成能代市民会議の

活動に高校生が参加 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声（（（（工業高生徒工業高生徒工業高生徒工業高生徒））））    

○ひとつの事を防止するの

に、みんなで取り組むのはい

いことだと感じた。また機会

があったら参加したい。 

○ティッシュ配りで、拒否さ

れるのがショックでした。慣

れない仕事で大変でした。 

「非行防止街頭キャンペーン」 

『子育てに思うこと』 

沢田 欣之 氏 

自分自分自分自分でででで考考考考ええええ選択選択選択選択するするするするとととと

いういういういうことができないことができないことができないことができない子子子子

どもどもどもどもがががが多多多多いいいい。。。。いつもおいつもおいつもおいつもお父父父父

さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんにさんにさんにさんに守守守守られられられられ

ていてていてていてていて、、、、楽楽楽楽なことやなことやなことやなことや楽楽楽楽しししし

いことばかりいことばかりいことばかりいことばかりやっていやっていやっていやってい

るるるるとととと、、、、何何何何かあったときすかあったときすかあったときすかあったときす

ぐパタッとぐパタッとぐパタッとぐパタッと折折折折れてしまれてしまれてしまれてしま

うううう。。。。厳厳厳厳しいしいしいしい社会社会社会社会をたくまをたくまをたくまをたくま

しくしくしくしく生生生生きていけるようきていけるようきていけるようきていけるよう

にににに、、、、心心心心をををを鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる関関関関わりをわりをわりをわりを

してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

（7/1 常盤小にて） 

 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 

最後の最後まで、大人も幼い

子どもたちをも引きつける内

容で、とても楽しく聞かせて

いただきました。ハッとさせ

られる言葉に多く出会えまし

た。 

家庭教育関係講座    
いろいろな人たちの考えを学びながら 

     自分に合った子育てスタイルを見つけていってほしい― 

自立をうながす関わりを通して 

 中高生の社会性や親準備性を育んでいきたい― 



～～～～    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むむむむ家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育    ～～～～    

 Only one 
           

                                  

 

 「お笑い番組」の影響もあるのでしょうか。相手やその家族を深いところで傷つけていることに気づ

けない子どもが増えているように感じます。「大切なものを失った人の悲しみ」や「傷ついた人の痛み」

を自分のことのように感じ、それを想像することができる心を育てることは、躾の中でもとても重要な

ことだと思うのです。 

    

 

発行：能代市教育委員会生涯学習課 

第第第第４４４４号号号号    能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信    

 

生生生生まれつきのまれつきのまれつきのまれつきの悩悩悩悩みみみみ    

    

                         能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員能代市社会教育指導員    高畑高畑高畑高畑    勉勉勉勉    

『『『『さっちゃんのまほうのてさっちゃんのまほうのてさっちゃんのまほうのてさっちゃんのまほうのて』』』』（（（（偕偕偕偕成社成社成社成社））））というというというという本本本本のののの中中中中にににに出出出出てくるさっちゃんのてくるさっちゃんのてくるさっちゃんのてくるさっちゃんの右手右手右手右手にはにはにはには、、、、生生生生まれつまれつまれつまれつ

きききき５５５５本本本本のののの指指指指がありませんがありませんがありませんがありません。。。。あるあるあるある日日日日、、、、このことをおこのことをおこのことをおこのことをお母母母母さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、おおおお母母母母さんはさっちゃんさんはさっちゃんさんはさっちゃんさんはさっちゃんのののの手手手手をやをやをやをや

さしくつつみこんでさしくつつみこんでさしくつつみこんでさしくつつみこんで、、、、こうこうこうこう答答答答えましたえましたえましたえました。。。。    

「「「「さちこのさちこのさちこのさちこのててててははははねねねね、、、、しょうがくしょうがくしょうがくしょうがくせいせいせいせいにににに    なってもなってもなってもなっても    いまいまいまいまのままのままのままのままよよよよ。。。。ずっとずっとずっとずっと、、、、いまのまいまのまいまのまいまのま    

まよまよまよまよ。。。。でもねでもねでもねでもね、、、、さっちゃんさっちゃんさっちゃんさっちゃん。。。。これがこれがこれがこれが    さちこのさちこのさちこのさちこの    だいじなだいじなだいじなだいじな    だいじなてだいじなてだいじなてだいじなて    なんだからなんだからなんだからなんだから。。。。    

おかあさんのだいすきなおかあさんのだいすきなおかあさんのだいすきなおかあさんのだいすきな    さちこのさちこのさちこのさちこの    かわいいかわいいかわいいかわいい    かわいいてかわいいてかわいいてかわいいて    なんだからなんだからなんだからなんだから…………。」。」。」。」    

おおおお父父父父さんはさんはさんはさんは、、、、こうさっちゃんにこうさっちゃんにこうさっちゃんにこうさっちゃんに言言言言いましたいましたいましたいました。。。。    

「「「「こうしてこうしてこうしてこうして    さちことてさちことてさちことてさちことてをををを    つないでつないでつないでつないで    あるいているとあるいているとあるいているとあるいていると、、、、とってもとってもとってもとっても    ふしぎなちからがふしぎなちからがふしぎなちからがふしぎなちからが    さちこのてからさちこのてからさちこのてからさちこのてから

やってきてやってきてやってきてやってきて、、、、おとうさんのからだおとうさんのからだおとうさんのからだおとうさんのからだ    いっぱいにいっぱいにいっぱいにいっぱいに    なるんだなるんだなるんだなるんだ。。。。さちこのてはさちこのてはさちこのてはさちこのては    まるでまるでまるでまるで    まほうのてだねまほうのてだねまほうのてだねまほうのてだね。。。。」」」」    

さっちゃんはさっちゃんはさっちゃんはさっちゃんは、、、、そんなあたたかいそんなあたたかいそんなあたたかいそんなあたたかい二人二人二人二人のののの言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、今今今今までまでまでまでさっちゃんをさっちゃんをさっちゃんをさっちゃんをいじめていじめていじめていじめていたおいたおいたおいたお友達友達友達友達

にもにもにもにも、、、、自分自分自分自分のののの手手手手をををを「「「「まほまほまほまほううううののののてててて」」」」だとじまんするようになりましただとじまんするようになりましただとじまんするようになりましただとじまんするようになりました。。。。    

そのそのそのその人人人人がががが生生生生まれたときにまれたときにまれたときにまれたときに、、、、すでにすでにすでにすでに体体体体にににに備備備備わっているものでわっているものでわっているものでわっているもので、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに努力努力努力努力してもどうにもならなしてもどうにもならなしてもどうにもならなしてもどうにもならな

いこともいこともいこともいことも多多多多くくくく、、、、そのことでそのことでそのことでそのことで悩悩悩悩んだりんだりんだりんだり苦苦苦苦しんだりするしんだりするしんだりするしんだりする人人人人もももも少少少少なくありませんなくありませんなくありませんなくありません。。。。次次次次のおのおのおのお話話話話もももも読読読読んでよくんでよくんでよくんでよく

考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

あるあるあるある女女女女のののの子子子子のほっぺたにはのほっぺたにはのほっぺたにはのほっぺたには、、、、生生生生まれつきまれつきまれつきまれつき赤赤赤赤いあざがありましたいあざがありましたいあざがありましたいあざがありました。。。。なぜできてしまったのかなぜできてしまったのかなぜできてしまったのかなぜできてしまったのか原因原因原因原因がががが

分分分分からないのですがからないのですがからないのですがからないのですが、、、、両親両親両親両親はははは自分自分自分自分たちのせいだとたちのせいだとたちのせいだとたちのせいだと思思思思うとうとうとうと同時同時同時同時にににに、、、、将来将来将来将来、、、、娘娘娘娘がこのがこのがこのがこのあざあざあざあざのことでのことでのことでのことで思思思思いいいい

悩悩悩悩むのではないかとむのではないかとむのではないかとむのではないかと心配心配心配心配しましたしましたしましたしました。。。。でもでもでもでも、、、、あるあるあるある人人人人がそのがそのがそのがその女女女女のののの子子子子にににに言言言言ってくれたってくれたってくれたってくれた言言言言葉葉葉葉でででで、、、、今今今今までのまでのまでのまでの悩悩悩悩

みがみがみがみがいっぺんいっぺんいっぺんいっぺんにににに吹吹吹吹きききき飛飛飛飛んだそうですんだそうですんだそうですんだそうです。。。。それはそれはそれはそれは、「、「、「、「おおおお母母母母さんとはぐれてもさんとはぐれてもさんとはぐれてもさんとはぐれても迷子迷子迷子迷子にならないようにほっぺにならないようにほっぺにならないようにほっぺにならないようにほっぺ

たにしるしがついているんだねたにしるしがついているんだねたにしるしがついているんだねたにしるしがついているんだね」」」」とととといいいいうううう言葉言葉言葉言葉でしたでしたでしたでした。。。。    

そのそのそのその両親両親両親両親はははは、、、、いままであざのことをにくいとまでいままであざのことをにくいとまでいままであざのことをにくいとまでいままであざのことをにくいとまで思思思思いいいい、、、、消消消消すことばかりすことばかりすことばかりすことばかり考考考考えていたのですがえていたのですがえていたのですがえていたのですが、、、、そそそそ

のののの言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、あざのことはあざのことはあざのことはあざのことは、「、「、「、「世界世界世界世界でたっでたっでたっでたったたたた一一一一つしかないつしかないつしかないつしかない家族家族家族家族のののの宝物宝物宝物宝物」」」」とととと思思思思うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、あざもあざもあざもあざも隠隠隠隠さないようになったそうですさないようになったそうですさないようになったそうですさないようになったそうです。。。。    

あなたのあなたのあなたのあなたの体体体体はははは、、、、両親両親両親両親からもらったからもらったからもらったからもらった大切大切大切大切なななな体体体体ですですですです。。。。特特特特におにおにおにお母母母母さんはあなたがおさんはあなたがおさんはあなたがおさんはあなたがお腹腹腹腹のののの中中中中にいるときかにいるときかにいるときかにいるときか

らららら、「、「、「、「元気元気元気元気でででで生生生生まれまれまれまれますようにますようにますようにますように」」」」といつもといつもといつもといつも願願願願っていっていっていっていましたましたましたました。。。。待待待待ちちちち望望望望んでんでんでんで生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた子子子子はははは、、、、すべてがすべてがすべてがすべてが

かかかかわわわわいいのですいいのですいいのですいいのです。。。。生生生生まれつきのことでおまれつきのことでおまれつきのことでおまれつきのことでお友達友達友達友達へへへへ嫌嫌嫌嫌がらせをすることはがらせをすることはがらせをすることはがらせをすることは、、、、おおおお友達友達友達友達をををを傷傷傷傷つけるとつけるとつけるとつけると同時同時同時同時にににに、、、、

そのそのそのその両親両親両親両親のののの心心心心もももも傷傷傷傷つけることをつけることをつけることをつけることを覚覚覚覚えておいてくださいえておいてくださいえておいてくださいえておいてください。。。。    

それにそれにそれにそれに、、、、日本中日本中日本中日本中、、、、いやいやいやいや世界中世界中世界中世界中にににに「「「「完全無欠完全無欠完全無欠完全無欠なななな人人人人」」」」なんていませんなんていませんなんていませんなんていません。。。。    

2010年10月 

“痛み”を感じられる心 



  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

社会参加活動推進事業「みんなでＡction!」 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

能代市家庭教育支援事業 

☆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、生涯学習課までお気軽にお寄せください。 

能代市教育委員会 教育部 生涯学習課   〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1 

TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:syougai@city.noshiro.akita.jp 

○○○○子子子子どものどものどものどもの発達発達発達発達についてについてについてについて理解理解理解理解するするするする    

子どもには発達段階によって、さまざまな特徴があ

ります。子どもの心とからだについて「知る」ことで、

子育てにおける不安が解消されたり、関わり方やこと

ばのかけ方について、ヒントを得ることができます。 

乳児は 肌を はなすな 

幼児は 手を はなすな 

 少年は 目を はなすな 

青年は 心を はなすな 

☆☆☆☆    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むうえでむうえでむうえでむうえで心心心心がけたいことがけたいことがけたいことがけたいこと    ☆☆☆☆    

 

秋田大学との連携事業です 

『発達過程における親子関係～青年期を楽しむために～』 

秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授 佐々木 久長 氏 

「「「「甘甘甘甘やかしやかしやかしやかし」」」」はははは、、、、親親親親やややや大人大人大人大人がががが子子子子どもにどもにどもにどもに甘甘甘甘えているえているえているえているここここ

とでありとでありとでありとであり、、、、子子子子どもをダメにするどもをダメにするどもをダメにするどもをダメにする一番確実一番確実一番確実一番確実なななな方法方法方法方法であであであであ

るるるる。。。。欲欲欲欲しいものがすぐしいものがすぐしいものがすぐしいものがすぐ現実化現実化現実化現実化するするするする体験体験体験体験はははは、、、、我慢我慢我慢我慢するするするする

力力力力をををを奪奪奪奪うううう。。。。親子関係親子関係親子関係親子関係でででで苦苦苦苦しむしむしむしむ家庭家庭家庭家庭をみるとをみるとをみるとをみると、、、、親親親親がががが子子子子

どものどものどものどもの欲求欲求欲求欲求にににに応応応応えられなくなえられなくなえられなくなえられなくなったったったった時時時時からからからから問題問題問題問題がががが発生発生発生発生

していることがしていることがしていることがしていることが多多多多いいいい。。。。    

（9/5 能代市私立幼稚園 PTA 連合会事業にて） 
 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 

幼児期からの親子関係が

しっかり結ばれていれば、

成長していく上で大丈夫

だということが、今後の子

育てをしていくうえで、と

ても参考になりました。 

 

～ 赤ちゃんとお母さんたちの「交流ひろば」に 高校生が参加 ～ 

 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声（（（（北高生徒北高生徒北高生徒北高生徒））））    

○まだ話すことができない赤ちゃんたちと触れ合ってみて、

やっぱりかわいいなと思いました。ママさんたちも同じよ

うな悩みを抱えていて、お互いに話し合ったりしていたの

で、大変そうだなと感じました。 

○子どもたちと遊んでいて、私もほしいなあという気持ちが

高まりました。親になったら私もこのような活動に積極的

に参加して、楽しさや悩みを共有したいです。 

参加者参加者参加者参加者のののの声声声声 

子どもたちへの関わりで、

答えを出して先回りする

ことが、かえって子どもの

育つ力を奪い取ってしま

う場合があることなど、た

くさん参考になりました。 

家庭教育関係講座    

 

『発達心理学の視点からみる子どもの世界』 

秋田大学教育文化学部発達教育講座 准教授 山名 裕子 氏 

乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期にににに子子子子どもにどもにどもにどもにいろんなことをさせればできいろんなことをさせればできいろんなことをさせればできいろんなことをさせればでき

ることはることはることはることは確確確確かであるかであるかであるかである。。。。しかししかししかししかし、、、、半面半面半面半面、、、、本来経験本来経験本来経験本来経験すべすべすべすべ

きことをきことをきことをきことを奪奪奪奪ってはいないってはいないってはいないってはいないかかかか、、、、とととと少少少少しししし考考考考えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい。。。。

子育子育子育子育てをあまりてをあまりてをあまりてをあまり急急急急がずがずがずがず、、、、大人大人大人大人のののの価値観価値観価値観価値観とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる

「「「「子子子子どもどもどもどものののの世界世界世界世界」」」」をををを見守見守見守見守るるるる配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

（9/10 母子保健に携わる関係者研修会にて） 

▲赤ちゃんを抱っこする

高校生（8/3 エナジア

ムパークにて） 



～～～～    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むむむむ家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育    ～～～～    

 Only one 
           

                                  

 

  

子育子育子育子育てにてにてにてに「「「「完璧完璧完璧完璧」」」」はありませんはありませんはありませんはありません。。。。子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるということはてるということはてるということはてるということは、、、、とてもとてもとてもとても大変大変大変大変なことですなことですなことですなことです。。。。悩悩悩悩みみみみ、、、、迷迷迷迷うううう

ことがたくさんありますことがたくさんありますことがたくさんありますことがたくさんあります。。。。大切大切大切大切なのはなのはなのはなのは、「、「、「、「常常常常にににに改善改善改善改善していこうとするしていこうとするしていこうとするしていこうとする姿勢姿勢姿勢姿勢」」」」ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか。。。。最初最初最初最初

からからからから「「「「私私私私はこれでやりますはこれでやりますはこれでやりますはこれでやります」」」」というというというという自分勝手自分勝手自分勝手自分勝手なななな子育子育子育子育てではなくてではなくてではなくてではなく、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな人人人人たちのたちのたちのたちの考考考考えをえをえをえを知知知知りりりり、、、、新新新新たたたた

なななな視点視点視点視点をををを得得得得たりたりたりたり、「、「、「、「自分自分自分自分はこれでいいんだはこれでいいんだはこれでいいんだはこれでいいんだ」」」」とととと自信自信自信自信をををを積積積積みみみみ重重重重ねてねてねてねていくことがいくことがいくことがいくことが、「、「、「、「親親親親」」」」になっていくうえでになっていくうえでになっていくうえでになっていくうえで

とてもとてもとてもとても大大大大切切切切なことだなことだなことだなことだとととと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

 

発行：能代市教育委員会生涯学習課 

第第第第５５５５号号号号    能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信能代市家庭教育通信    

 

一度一度一度一度はじっくりはじっくりはじっくりはじっくり子子子子どもとどもとどもとどもと話話話話しししし合合合合いたいいたいいたいいたい「「「「おおおお金金金金」」」」    

                        

 

「「「「おこづかいおこづかいおこづかいおこづかいはどのくらいがはどのくらいがはどのくらいがはどのくらいが適当適当適当適当かかかか」「」「」「」「金額金額金額金額をををを上上上上げるべきかげるべきかげるべきかげるべきか」「」「」「」「子子子子どもどもどもどもがががが家家家家のおのおのおのお金金金金をををを持持持持ちちちち出出出出したしたしたした」」」」などなどなどなど、、、、

子育子育子育子育てててて中中中中のののの「「「「おおおお金金金金のののの悩悩悩悩みみみみ」」」」はははは多多多多いいいい。。。。おおおお金金金金にはにはにはには、「、「、「、「子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃」「」「」「」「親親親親としてとしてとしてとして」」」」悩悩悩悩みみみみ、、、、悩悩悩悩まされたまされたまされたまされた。。。。でもでもでもでも、、、、教教教教師師師師

としてとしてとしてとして、、、、子子子子どもたちからのどもたちからのどもたちからのどもたちからの集金集金集金集金をするときをするときをするときをするとき、、、、小小小小さなさなさなさな肩肩肩肩にににに背負背負背負背負いきれないいきれないいきれないいきれない家庭家庭家庭家庭のののの事情事情事情事情があることをがあることをがあることをがあることを知知知知ったりったりったりったり

するとするとするとすると、「、「、「、「おおおお金金金金なんかなければいいのになんかなければいいのになんかなければいいのになんかなければいいのに」」」」とととと、、、、おおおお金金金金をををを恨恨恨恨んだこともあんだこともあんだこともあんだこともあったったったった。。。。そんなときにそんなときにそんなときにそんなときに、、、、MMMM 先輩先輩先輩先輩がががが語語語語っっっっ

てくれたてくれたてくれたてくれた、、、、あるおあるおあるおあるお母母母母さんのさんのさんのさんの子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるてるてるてる姿勢姿勢姿勢姿勢にににに胸胸胸胸をををを熱熱熱熱くしたことをくしたことをくしたことをくしたことを覚覚覚覚えていえていえていえているるるる。。。。    

AAAA 子子子子はははは２２２２年生年生年生年生。。。。あるあるあるある日日日日、、、、おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの財布財布財布財布からからからから 200200200200 円円円円をををを持持持持ちちちち出出出出してしてしてして、、、、おおおお菓子菓子菓子菓子をををを買買買買ってってってって食食食食べたべたべたべた。。。。おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは

それにそれにそれにそれに気気気気づきづきづきづき、、、、AAAA 子子子子にににに問問問問いただしたいただしたいただしたいただした。。。。AAAA 子子子子はははは、、、、おおおお金金金金をををを持持持持ちちちち出出出出したことしたことしたことしたこと、、、、おおおお菓子菓子菓子菓子をををを買買買買ってってってって食食食食べたことをべたことをべたことをべたことを話話話話しししし

たたたた。。。。おおおお母母母母さんさんさんさんはははは AAAA 子子子子をををを座座座座らせてらせてらせてらせて、、、、家家家家のおのおのおのお金金金金についてについてについてについて話話話話したしたしたした。「。「。「。「ここここれはれはれはれは、、、、おおおお父父父父さんがさんがさんがさんが働働働働いていていていて会社会社会社会社からもらっからもらっからもらっからもらっ

たおたおたおたお給料給料給料給料、、、、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○円円円円」「」「」「」「これはおこれはおこれはおこれはお米代米代米代米代、、、、○○○○○○○○○○○○○○○○円円円円」「」「」「」「これはおかずこれはおかずこれはおかずこれはおかず代代代代、、、、○○○○○○○○○○○○○○○○円円円円」「」「」「」「これはこれはこれはこれは電気代電気代電気代電気代、、、、

○○○○○○○○○○○○○○○○円円円円」「」「」「」「これはこれはこれはこれは…………」」」」とととと、、、、すべてすべてすべてすべて分分分分かるようにかるようにかるようにかるように説明説明説明説明したしたしたした。。。。最後最後最後最後にににに「「「「うちにはうちにはうちにはうちには、、、、余分余分余分余分なおなおなおなお金金金金もももも要要要要らないらないらないらない

おおおお金金金金もないもないもないもないのよのよのよのよ」」」」とととと言言言言ったったったった。。。。AAAA 子子子子のののの心心心心にににに響響響響かないはずはないかないはずはないかないはずはないかないはずはない。。。。涙涙涙涙をををを流流流流しながらしながらしながらしながら「「「「ごめんなごめんなごめんなごめんな    

さいさいさいさい」」」」とととと消消消消ええええ入入入入るようなるようなるようなるような声声声声をををを振振振振りりりり絞絞絞絞ったったったった。。。。    

おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの偉偉偉偉いところはいところはいところはいところは、、、、MMMM 先輩先輩先輩先輩にこのことをにこのことをにこのことをにこのことを包包包包みみみみ隠隠隠隠さずさずさずさず話話話話しししし、、、、教教教教えをえをえをえを乞乞乞乞うたうたうたうたことであことであことであことであ    

るるるる。。。。母子母子母子母子のやりとりのやりとりのやりとりのやりとりとととと子育子育子育子育てのてのてのての姿勢姿勢姿勢姿勢にににに敬服敬服敬服敬服したしたしたした。。。。「「「「おおおお金金金金をとったらだめをとったらだめをとったらだめをとったらだめ」「」「」「」「おおおお金金金金はははは大切大切大切大切にににに」」」」    

とはだれでもとはだれでもとはだれでもとはだれでも言言言言うううう。。。。でもでもでもでも、、、、子子子子どもにしっかりどもにしっかりどもにしっかりどもにしっかり伝伝伝伝わっているかはわっているかはわっているかはわっているかは疑問疑問疑問疑問であるであるであるである。「。「。「。「言言言言うううう」」」」こととこととこととことと「「「「分分分分からせるからせるからせるからせる」」」」

こととはこととはこととはこととは違違違違うううう。。。。親親親親ににににはははは子子子子どもがどもがどもがどもが納得納得納得納得するまでするまでするまでするまで説明説明説明説明するするするする責務責務責務責務があるがあるがあるがある。。。。    

BBBB 子子子子はははは、、、、おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの財布財布財布財布からからからから 500500500500 円円円円をををを持持持持ちちちち出出出出しししし、、、、友友友友だちだちだちだちにおにおにおにお菓子菓子菓子菓子をををを買買買買ってふるまったってふるまったってふるまったってふるまった。。。。おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは「「「「どどどど

うしてでしょうかうしてでしょうかうしてでしょうかうしてでしょうか。。。。おこづかいはおこづかいはおこづかいはおこづかいは 100100100100 円円円円ずつずつずつずつ毎日毎日毎日毎日あげているのにあげているのにあげているのにあげているのに」」」」とととと言言言言ったったったった。。。。MMMM 先輩先輩先輩先輩がががが「「「「100100100100 円円円円ですかですかですかですか」」」」

とととと言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「多多多多いいいいですかですかですかですか」」」」とととと聞聞聞聞いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。    

こづかいのこづかいのこづかいのこづかいの額額額額ではなくではなくではなくではなく、、、、BBBB 子子子子にににに必要必要必要必要なことだったかどうかであるとなことだったかどうかであるとなことだったかどうかであるとなことだったかどうかであると MMMM 先輩先輩先輩先輩がががが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた。。。。おおおお金金金金はははは目的目的目的目的

があってがあってがあってがあって使使使使ううううものであるものであるものであるものである。。。。毎日毎日毎日毎日 100100100100 円円円円をををを渡渡渡渡されされされされ、「、「、「、「おおおお金金金金をををを使使使使うううう」」」」ことがことがことがことが目的目的目的目的になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった。。。。    

もっともっともっともっと判断力判断力判断力判断力がついてがついてがついてがついて計算計算計算計算もできもできもできもでき、、、、おおおお金金金金のののの大切大切大切大切さをさをさをさを学学学学んだんだんだんだ後後後後にににに初初初初めてめてめてめて、、、、親親親親はははは、、、、こづかいがこづかいがこづかいがこづかいが「「「「自分自分自分自分のののの子子子子どどどど

もにもにもにもに必要必要必要必要かかかか」「」「」「」「与与与与えるえるえるえる時期時期時期時期がががが来来来来たかたかたかたか」」」」とととと判断判断判断判断するべきではないでしょうかするべきではないでしょうかするべきではないでしょうかするべきではないでしょうか。。。。    
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改善しようとする姿勢 
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能代市家庭教育支援事業 

☆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、生涯学習課までお気軽にお寄せください。 

能代市教育委員会 教育部 生涯学習課   〒018-3192 能代市二ツ井町字上台 1－1 

TEL:0185-73-5285 ／ FAX:0185-73-6459 ／ E-mail:syougai@city.noshiro.akita.jp 

○○○○自己肯定感自己肯定感自己肯定感自己肯定感をををを育育育育むむむむ    

子どもは自分の存在や自分らしさを認められること

で、心の安定が保たれます。「認める、ほめる」を基本

とする子育てが、子どもの生きる力を育みます。 

乳児は 肌を はなすな 

幼児は 手を はなすな 

 少年は 目を はなすな 

青年は 心を はなすな 

☆☆☆☆    子子子子どものどものどものどもの「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育むうえでむうえでむうえでむうえで心心心心がけたいことがけたいことがけたいことがけたいこと    ☆☆☆☆    

 

秋田大学との連携事業です 

『たくましく心豊かな子どもを育てるために』    

講師講師講師講師：：：：日本笑日本笑日本笑日本笑いいいい学学学学会秋田県幹事 人星亭 喜楽駄朗 師匠 

子どもには失敗や恥をかく経験をさせること。ち

り紙、ハンカチなど全部お母さんが準備していま

せんか。忘れたとき子どもは「お母さんが忘れた

の」と言う。そうではなく、みんなの前で先生に

注意されることで、次はちゃんとやろうと思うよ

うになる。失敗しないようにと何でも大人が先回

りしてやるから、何かちょっとしたことで失敗し

たとき、すぐに折れてしまう。（2/8 第五小にて） 

 

＜保護者の声＞ 

失敗してもあきらめない力、

何度もチャレンジできる力、

自分で考えて行動できる力、

大切だなと思います。子供の

力をひき出せるよう、大人の

かかわり方がとても重要で

あることを感じました。手を

出し過ぎないよう、見守り、

時には、一緒に考えたりして

いきたいと思いました。 

＜参加した高校生の声＞ 

○今までふれ合うことがなかった０歳児の赤ちゃんた

ちとふれ合うことの楽しさを知ることができました。 

○赤ちゃんにふれて、自分たちが何かをすると喜んでく

れたり、とてもうれしかったです。６ヵ月で 11kg の

赤ちゃんもいて、すごく大きいなと思いました。抱き

方とかほめられて、「慣れてるね」と言われ、うれし

かったです。 

○すごい楽しかったです。お母さんたちからいろんな話

を聞けて、いい経験になりました。親同士の話もでき

て、いい機会だと思いました。 

 

 

『親がしてやれることなんて 

ほんの少し』 

 山本ふみこ・著 

小学生、高校生、大学生の３人の子

どものお母さんが語る、子育てのな

かの、ちょっとした大事。疲れた心

にも効くエッセイ。 

『上の子下の子、 

きょうだい子育て』 

プチタンファン編集部・著 

赤ちゃんがえり、やきもち、平等にか

わいがれないなどのきょうだい子育

ての悩みに答える。先輩ママの生活の

知恵や、きょうだいげんか Q＆A も

収載。 

『子育てマンガ  

あたし天使あなた悪魔』 

田島みるく・著 

いるとうるさい、いないと寂しい。

まったく子どもっていうのは…。

20 万人を超すママとパパが読んだ

子育て漫画。長男の誕生から２人目

出産までのすべてを描く。 

社会参加活動「みんなで Action！」 

 

子育て支援センターの「０歳児ひろば」
「ひよこひろば」に参加し、赤ちゃん

とふれ合う高校生たち 

家庭教育関係講座 


