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「手をかけ過ぎず」「手をぬき過ぎず」
『 』の大切さ。いい加減の子育て

いろいろな家庭の朝の様子があります。
こんな声が多いと要注意です。

「起きなさい！いつまで寝てるの！」◆
一日の最初に聞く声が，この大きな

「 」どなり声では 今日も一日頑張ろう！
という気持ちになりませんね。
「 。 。◆ 早く着替えて ちゃんと顔を洗って
しっかり食べるのよ 」。
朝の言葉で一番多いのが残念ながら，
『 』 。早く・ちゃんと・しっかりと です
「 」「 」◆ ハンカチ持った？ 筆箱入れた？
「ほら，ＰＴＡの通知は？」
子どものことを信用せず，確認の嵐。
これでは子どもが「親に信用されてな
い」と感じるのは当然です。

犬の散歩の途中、桃の手入れをしてい
たおじいさんと話をしました。
日に焼けた顔に、白髪交じりの頭。節く

れ立った手には、何十年も使い込んだ黒
い剪定ばさみが握られていました。その
おじいさんは、健康そうな白い歯を見せ
て、こんな 話をしてくれました。
「木を育てることは面白いよ。正直なモ
ンで、手をかければちゃんと応えてくれ
る。でもナ、かけすぎるとかえって木をダ
メにするんだ。
例えば水でも肥料でもたくさんやり過

ぎるとくさってしまうだろ。
人間の子どもだって、同じだな。」
短い中にも多くの経験に裏打ちされた

重みのある言葉でした。
おじいさんの畑の桃の木をふと見ると、

まるで枯れているような木の枝に、少しふ
くらんだつぼみが、しっかりとついていま
した。

またこんな場面もあ
ります。

◇パンをかじって…
子どもがパンをほ

おばりながら，
「行ってきまーす 」。
お母さんは布団の中
から，
「気をつけてね 」。
と言ってくれればま だいい方で，眠

っていて返事もしない ときもありま
す。

明るい表情を見せて，子どもを元気
よく送り出したいものです。

◇一人でカップラーメンの朝食…
自分一人で，カップラーメンを作っ

て，朝食を食べる子ども。実は昨日の
夜もカップラーメン。確かに空腹は満
たされますが，子どもたちの心は満た
されないことでしょう。

毎日ガミガミ言われ，ストレスやイラ
イラをふくらませていく子どもたち。さ
みしい朝食の毎日で，生活意欲がどんど
んしぼんでいってしまう子どもたち。
どちらにしても，子どもの成長に決し

ていい影響は与えないでしょう。

「子どもがちっとも動かないから… 」。
「夜遅くまで働いているから，どうして
も朝起きられない 」。
いろいろな家庭の事情があると思いま

す。でも，手をかけるところにはかけ，
見守るところは見守る。
『いい加減』 「加え過ぎとは，まさに

なんですね。ず，減らし過ぎず」
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「励まし」と「しつけ」を使い分ける
子どもに良い変化をもたらすために
， 。は 次の二つの手段が大切だと言います
一つ目は 「励まし 。， 」
二つ目は 「しつけ 。， 」
確かに「がんばれ，がんばれ」だけで

は子どもはどのように努力したらよいか
分かりません。ストレスだけがどんどん
たまっていきます。また，いつも親が手
を出していると，いつまでも親の手を借
りないと行動できない子になります し。「
つけ」をすることによって，自分ででき
る力を身につけるのです。
では，子どもを励ます上で大切なこと

は何でしょうか？
それは次の５つのメッセージを伝える

ことです。

こんな励まし方はどうでしょうか？
「一生懸命勉強して 点とったら，あ100
なたの好きな物を買ってあげるね 」。

「しっかりやらないとお父さんに怒って
もらうからね 」。
これは「励まし」ではなく 「アメと，

ムチ 「褒美と脅迫」です。これでは，」
見返りがないと動かない，怖いから行動

①あなたを信じている（信頼）
②あなたならきっとできる（自信）

（ ）③あなたをいつも見守っている 安心
④あなたはとても大切だ（存在感）
⑤あなたは自分で決められる（自由）

する子どもになってしまいます。
また 「子どもが伸びるしつけ」の４，

つのステップも紹介しておきましょう。

①まず，子どもがやってしまったこ
とをはっきりさせる。

， 。②次に 子どもを問題の当事者にする
③子どもが自分で問題を解決するた
めの選択肢を与える。

④子どもの尊厳を傷つけない。

例えば，ガラスを割ってしまった子ど
もに，こんな風に接してみてください。

「 。」① ガラスを割ってしまったんだね
②「あなたが遊んでいて，不注意で

割ってしまったんだね 」。
③「あなたならこの問題を解決でき

るはず。例えば○○と，□□と
どっちの方法がいいと思う？」

④「いつもは慎重なのに，今日は失
敗したね。気をつけよう。でも，
ケガがなくて安心したよ 」。

子どもだからと言って，やたらと叩い
たり，怒鳴ったりしていいはずはありま
せん。子どもが苦痛を感じるのなら，し
つけとは言いません。サーカスの動物の
調教とは違うのです。子どもたちが納得
するように叱り，失敗から立ち直るよう
手助けをしてあげてください。

ある朝の親子の姿…。
まだまだ寒いある朝，車で職場へ向

かおうとして信号待ちをしていたときの
ことです。ふと横を見ると，寒い中，一
組の親子が細い路地に立っていました。
どうも，集団登校のグループを待って

いるようです。まだ小学校２，３年生ぐ
， ，らいの男の子とお母さんが 何も話さず

じっと抱き合って寒さをしのいでいまし
た。男の子はお母さんの胸の中で，暖か
い布団にくるまっているような，実に安
心した顔をしていました。
登校までのわずかの時間に，たくさん

のエネルギーをもらっているようです。
信号が青になり，車を走らせたのです

が，まだその場にいたいような，そんな
心温まる雰囲気でした。

子どもに投げかけるどんな言葉より
も，母親の温かい抱擁に勝るものはない
と改めて感じた朝の出来事でした。
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大野実 「子育て講演会」氏
２月１２日（月）石和スコレーセンターで，京都美山高等学校

。 ，長の大野実先生の講演会が行われました ご自分の生い立ちから
14家庭教育，学校教育，いじめ問題などを中心に話されました。

年間もラジオのパーソナリティをなさっているだけあり，軽快な
， 。テンポの話で あっという間に終了の時間になってしまいました

講演の中で歌われたオリジナル応援ソングも，子どもたちへの
熱いメッセージを感じさせるものでした。

大野先生の話の中に，いくつか心に残る言葉があったので紹介しておきます。
（※ 以下，太文字が大野先生の講演での言葉です）

～大人が楽しくなければ，
子どもも楽しくない～

子どもたちが身近に接する大人はまず
， ， 。親 そして学校の先生 地域の人達です
楽しく生き生きとした大人の姿を見せ

ることは，これから大人になろうとして
いる子どもたちが明るい夢を持つ上でと
ても大切なことだと思います。
暗いニュースが多かったら，それ以上

に，明るい，元気の出る話を子どもたち
にしたいものです。

～「自分に自信を持たせること」が，
教育の基本であり，大切なこと～
そのために大切なこと。
①安心できる家庭や学校であること
②子どもを認め，ほめ，励ますこと
③自分の思いや願いを表現すること
子どもたちは，その年齢なりに精一杯

成長しようと努力しているはずです。近
くにいる大人が，子どもたちを温かく見
守って，励ましていきたいものです。

～だれでもある「３びきのタイ」～
「認められタイ」「ほめられタイ」
「人の役に立ちタイ」
これは大人だってあります。この「タ

イ」を無視されたとき，人は落ち込んだ
り，イライラしたりします。子どもだっ
て同じです。気持ちが安定し，満足しな
がら育った子は，人にやさしくできる人
になるでしょう。逆に不満ばかり持って
育った子は，攻撃的になり，他人をいじ
めたりする人になるでしょう。

～失敗しても許される世の中に～
一つ失敗すると，立ち上がれないくら

い非難されることがあります。だから，
大人が危険を取り除いたりして，子ども
が失敗しないようにします。でも，失敗

から学ぶことはとても多いはずです。
失敗を知らずに大人になることは，温

室育ちの観葉植物を，寒風吹き荒れる嵐
の中に置くようなものです。

～今，学校に求められていること～
①みんなで一つのことをやり遂げる
ことをする

②目立たない，おとなしい生徒こそ
大切する

確かに学校の持つ大きな意味の一つ
は 「みんなで学び，生活する」ことで，
す。教育は，一人一人に「生きる力」を
身につけさせることを目的とします。
でも，学校や学級の行事をみんなでや

り遂げたときの喜びや感動は，大変貴重
なものです。そうした体験が本人の大き
な自信にもなります。
また，表面的に目立たない子だって，

いろいろな悩みを抱えている場合があり
ます。大人はアンテナを高くして，子ど
もたちの中に入り，じっくり子どもたち
の声を聞く姿勢を持ちたいものです。

右の写真のよ
うに，参加者も
大野先生から，
多くの元気をも
らいました。
やはり私たち

大人自身が，明
るく，笑顔で生
活することが大
切ですね。
元気パワーの

バトンを，身近な人たちから渡していき
たいものですね。

《歌に合わせて、手拍子や

かけ声をかける参加者》
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「山梨県立ろう学校」では，同世代の
集団や地域での活動を通して，子どもた
ちの生活経験を拡げ，社会性を伸ばすた
めに，峡東地域の学校や施設等と幅広く
交流を行っています。
幼稚部から高等部，生徒会や寄宿舎ま

で，交流の形も様々ですが，その数，年
間約 日。内容は，教科学習での授業90
交流や行事への参加に始まり，勤労体験
学習，部活動やボランティア活動，体験
活動等多岐にわたっています。
一口に，交流の推進と言いますが，実

現に至るまでには，交流先の理解，行事
や教育課程の調整，移動時を含めた安全

。 ，の確保など様々な課題があります また
実施にあったっても，毎回綿密な打合せ
を行い，場合によっては保護者の協力も
得て，実施します。
一連の教育改革の中で 「特殊教育」，

も「特別支援教育」に移行するなど，ろ
う学校の先生方の業務も確実に増えてい
ます。その中で，これだけの交流ができ
るのは，長い間の積み重ねと職員・保護
者の努力の賜物だと思います。

「 ，交流先の方々が 特別な活動ではなく
自然に交流している」と口を揃えられて
いる点に，この交流の歴史の重みと意義
を感じます。

学校間交流

地域交流

その他の交流

幼稚部 加納岩保育園
小学部 山梨小学校
中学部 春日居中学校
高等部 山梨高校

幼稚部の交流の様子です。保護者からは「我が

子の目が生き生きしていた｣｢大集団での生活も大

切｣等、交流に期待する声がたくさんありました。

幼稚部 山梨陶磁会
小学部 ﾎｰﾑ「清風園」養護老人

山梨加納岩支所中学部 ﾌﾙｰﾂJA
高等部 ｸﾘﾅｰｽ身体障害者授産施設 山梨

心身障害者通所授産施設 勝沼授産園
寄宿舎 「ふえふき」手話サークル

陶芸教室の様子です。指導して下さった陶磁会

の飯島会長も驚くような素晴らしい発想の作品が

たくさんできました。学園祭で展示しました。

手話サークル「ふえふき」との交流の様子です。

フットサルやミニ手話教室に真剣に取り組み、楽

しいひとときを過ごしました。

部活動 中学校、高校
（ボランティア活動）生徒会 山梨英和高校
（ボランティア活動）勝沼授産園

居住地校交流小・中学部
（Ｈ１８年度は小学部のみ実施）

身延山高校手話 クラブ高等部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ


