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1．我が家のルールを 
作りましょう 

基本的生活習慣と 
親の仕切り 
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基本的生活習慣とは 

1. 排泄の完成 
2. 食事のしつけ 
3. 着脱のこと 
4. 清潔の習慣 
5. 睡眠の習慣 
6. あいさつ、コミュニケーションなど 

子どもは大人のまねをすることで 
しっかりした生活習慣を獲得します 

 
おしえられることで、親の愛情を 
受け、心理的安定が得られます 

「早寝、早起き、朝ご飯」 
子どもにとって、パターン化した生活はストレスが少ない 



我が家のルールで親の責任を 
 それぞれの生活様式にあったルールを 

 みんなが同じでなくて良い 
 共稼ぎ、時間が遅い、シングル・・・ 

ルールを守ったら､まずほめましょう 
 ｢約束を守って､えらい！｣ 

「約束を守るとほめられる」 
「ルールを守るといいことがある」ことを教えます 

 

親がルールをきめ、(守ったとき)ほめることが親の仕切り 
親はあくまでも責任者。友達ではない 



２．ほめる、認める、 
注目する 

自己肯定感、 
それは自立のエネルギー 
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自己肯定感を高めるかかわり 

注目する 
 

共感する 
 

認める 
 

ほめる 
 

自己肯定感 
↓ 

自分を好きになる 

子どもに関心を
示し続ける 

聴く、受けとめる、
理解する 

当たり前・ 
悪くない状態 

成功体験 
できることから始める 

男子:注目  女子:共感 子どもが求めていることに応えているか? 



上手なほめことば 

ことば もっといい言い方 

すばらしいね 
（とてもよくできた） 

がんばったね 
（まあまあ） 

じょうできだよ 
（あまりよくなかった） 

すごい。 
全部できたね 

今度は３つのうち 
２つもできたね 

○○をすれば 
こんどは必ずできるよ 

ほめことばの公式＝行為＋ほめことば＋（助言） 
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(女の子の)「自信」を育てる 

進歩をほめる 
 

 できることから始める 
 

完璧でないことを認める 
 ささいな逸脱を責めない 
 ほめすぎず、冷静に 
 完璧を続けることは害になる 

「毎日練習したから逆上がりできるようになったんだよ」 

家庭学習も、得意な教科から 

男女同権。でも対応には配慮を。 



３．人と同じにできなくても
いい。できることをのばそう 

多様性を認め、 
     個性の尊重を 



多様性を認め､個性を尊重 

 できない現実を受け入れ､できることをのばす 
 
 

自分はできるという自信を育てる 
 

違いを認め､一人一人を尊重しましょう 
 きょうだいそれぞれのよいところを認め、伸ばす 

｢確かに算数が苦手なようだね｡でも､誰にでも優しく
できるところ､とってもいいよ｣ 

自己肯定感：注目・ほめる・認める・共感する 

できない部分ではなく､ 
できているところを認めてあげてください 



自己理解：自分を「知る」こと 

目標が達成できた、約束が守れた！ 
 

 「自分はできる」 
 

 「◎◎は苦手。でも○○は得意なんだ！」 

賞
賛 

自己肯定感 

自己理解(自分自身を知る) 

どんな小さなことでも成功体験が自己理解となり、 
将来の生き方をきめる(キャリア教育) 

承
認 



４．自己決定とは 
親が口を出すこと 

自分で考える 
自分をコントロールする意志の強さ 



自己決定の重要性 
昔の教育観 

 大人の言う通りにしていれば「いい子」 
 これからは自分で人生を決める 

 進路、仕事、結婚相手 
 きめ方、選び方、解決の仕方を一緒に考える 

 
「子どもの自由に」は誤り 

情報を集める、話し合う、意見を言う 

選択肢と結果を示して(○○するとこうなる)、 
子どもが正しい選択ができるように援助すること 

警察官になり
たい！ 

「お出かけだけど、電車にする? バスにする?」 
「電車だと10分で着くけど15分歩くよ」 

「バスは20分かかるけど、バス停からすぐ」 



我慢すること：自己コントロール 

話し合って約束をきめる 
 

自分できめたとおりに実行する 
 

自分の行為を振り返る 

(いつもより、少しでも)我慢できたことを 
しっかり認める・ほめる 

現状から、できる約束にすること 

ひとりでできるよう、見守る 

完璧さを求めず、できている部分を評価すること 



5.自己決定と見守り 



かかわりの姿勢 

守る 
 
 

見守る 
 
 
 

見捨てる 

子どもの意思にかかわらず、保護する・援助する 

子どもの申し出があった時に援助する 
申し出がなければ、援助しない 

子どもの自己決定を尊重する・支援する 

子どもの申し出があっても援助しない・助けない 



見守るためには 

自分も、何か仕事や作業をしている 
 「見られている」と感じさせないように 

子どものいつもの様子を知る 
 さりげなく観察 

 いつもの様子やパターンからの逸脱に気づく 
 表情、態度、ことばづかい・・・ 

適切な声がけを 
 「どうしたの?」「学校で何かあった?」 

子どもからは「見えない」存在だけど、すぐに対応できる態度 
いじめ早期発見にもつながります 



6．問題行動に 
つきあいましょう 

問題行動は誤った自己主張 
妥当な表現を教えましょう 
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子どもの問題行動の意味 
子どもの問題行動は間違った自己主張 

 
何を訴えたいのか､よく話を聴くこと 
問題行動を正すのではなく､正しい自己主張を教
えること 
 
 
 

宿題がわからないときに大騒ぎ 
→ ｢何だ、その態度は!」 

      →子どもの問題は何も解決しない 

話をよく聴く 
｢～してはいけません」 → ｢○○しましょう」 

「『教えて』って､言うんだよ｣ 

反抗、暴言、無視、ルール違反・・・ 



叱る 

人を責めない、行為を責める 
 

ルール違反であることを告げる 
 

感情的にならず、冷静に 
 

指摘はひとつに限定 

「出したものを片付けないことが、許せない」 

○「約束と違うよ」、×「だめじゃない、そんなんじゃあ」 

クールダウンの方法をきめて実行する 

×「だいたいあなたはね、いつも・・・」 

罪を憎んで、子どもを憎まず 

http://www.fumira.jp/cut/kodomo/file139.htm�


叱る前に子どもの言い分を聴こう 

 ×「どうしてそんなことをしたの！」 
 

 ×「そんなことしちゃ、ダメでしょう!」 
 

 ×「いい、今度から○○しなさい!!」 
 

 
 ×「なんでできなかったの」 

「何があったか、ゆっくり話してごらん」 

「それはいいことかな」「あなたにとって良い結果?」 

「『あやまる』『小遣いで弁償する』『お父さんに相談する』、 
あなたならどれができる？｣ 

「ちゃんと『ごめん』が言えたね」。「今度は『ごめんなさい』って、自分から言おうね」 

「何で?」(Why)ではなく、「どうしたらいい?」(How) 



問題行動への心構え 

 「良い子」に育てるマニュアルはない 
 

 ｢必ず良くなる｣を信じること 
 

 ときには毅然とした態度を 
 
 
 
 

「良い人」に育てる努力の過程が大事 

うまくいかなくても､一緒に揺れてください 

ルールや対応をきめたらその対応を続けること 

これらを信じて､子どもと付き合っていけば､ 
いつしか良き人に育っているはずです 



  毅然とした態度 

 きめられたルールを厳守し、絶対に譲らない 
 
 

一人の人間として尊重し、信頼する 
 
 

話し合うことの重要性を示し、約束する 

親が子どもの持ち物を点検することは 
親の権利であり当たり前なんだ 

でも、私はあなたを信用している 
あなたに黙って点検することはしないようにする 

困ったときはどんなことでも相談してね！ 
 

強い意志、信頼する態度、話し合いの継続 



7.ネットとメディアリテラシー 

ICTとうまくつきあい、情報化社会を生きる 
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携帯、スマホ、どうする？ 

友達とつながる、心のよりどころのツール 
 

自己決定、自己管理の重要性 
 

管理者は「親」 
 

今の子どもから取り上げることはできないのでは 

必要かどうか、使い方、ルールを話し合ってきめる 

常識と法律、リスクを具体的に教える 
ルール違反に毅然とした態度がとれますか！ 

スマホを全否定しない 
ルールをきめ、守っていることをまめに評価すること 



とはいっても、基本は親子関係 

子どもと、直接のコミュニケーションを大切に 
 

子どもの話によく耳を傾け、 
 

子どもの生活に関心を持ち、 
 

子どもの気持ちを受け止めてあげること 

直接のコミュニケーションで、スマホ依存に勝てます！ 
スマホは子どもの話を聴いてはくれません 

対話を習慣化する 

まず、「聴く」、から始めること 

「見守り」の精神で。 

http://jpa.umin.jp/download/update/sumaho.pdf�


8.とことん、子どもの 
勉強を見てあげる 

    学童期の課題と 
   親による学習支援 
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各発達段階の課題 

乳幼児期 学童期 青年期 成人期 

･養育者との信
頼関係(親を信
頼する) 
･基本的生活習
慣 
･身辺自立 
･自己決定 

･友達関係 
･担任との
信頼関係 
･学力､学習 

・友人関係 
･自己理解 
･進路学習 
･余暇活動 
 

・就労 
･生活の自立 
･社会生活 
･自己実現 

学童期に大切なことは、友達、先生、勉強です 



学童期の対応 
仲の良い友達の存在､良好な友達関係 

 
担任との信頼関係 

 
学力の保障､学習支援 

趣味を同じくする友達との出会い､つきあい 

普段から担任とのコミュニケーションを密に 

好きな教科､得意な教科 
子どものがんばりを認める 他の子と比較しない 

中学２年までは子どもの学習を見てあげてください 
教えなくても良い。子どもの学習に関心を示すことです 



9．大きくなっても、親と一
緒に活動しましょう 

       共通体験の大切さ 
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大事にしたい「共通体験」 

子育ては時間の共有、体験の共有 
共通体験を通じて、相手の気持ちが分かるよう
になる 

共通体験は「ひきこもり」をまねかない 

一緒に遊ぶ 
一緒に食べる 
一緒に働く 
一緒に話す 
一緒に笑う 

子どもの話に
つきあう 

子どもの意見を
認める 

日常生活を共に過ごし､ともに楽しみましょう 



イベント、それは手軽な共通体験 

みんなで共通の楽しみを! 
 
 

みんなで準備、みんなで楽しむ 
 
 

単発で終わらず、継続することが大切 
 
 

季節の行事、地域の行事、誕生日、特別な日、・・・ 

飾り付け、料理、プレゼント、・・・ 

メリハリのある日常、そして話題作り、思い出の共有 



10．相談することで 
親も成長する 

相談することは､ 
恥ずかしいことではありません 

「みんなで子育て」が重要 



相談機関等 

スクールカウンセラー（校区の中学校） 
新潟市教育相談センター ２２２－８６００ 

 「いじめSOS」 ２２２－０１１０ 
新潟県教育センター ２６３－９０２９ 
新潟市青少年育成センター ２３０－５１１２ 
新潟市児童相談所 ２３０－７７７７ 
子どもの人権110番 ０１２０－００７－０１１  
 

 気軽に相談しましょう！ まずは担任の先生に！ 

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/sodaninfo/102.html�


チェックリスト 
1. 家庭のルールが一つでもありますか 
2. お子さんにしょっちゅう声をかけたり、褒めたりしてます

か 
3. お子さんの「ウリ」を認めていますか 
4. お子さんと話し合って物事をきめていますか 
5. お子さんの普段の様子をわかっていますか 
6. 問題を起こしたとき、言い分を聴いていますか 
7. ネット利用のルールがありますか 
8. お子さんが今学校で何を楽しんでいるか知ってますか 
9. 家族で定期的に楽しむイベントがありますか 
10. 愚痴を聴いてくれる人はいますか 

 



長澤研究室 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

 
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/ 

特別支援教育・発達障害の情報、資料。FB、Twitter 
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