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～子育ての基本をしっかり持つ～
先日，ラジオを聞いていると，私の耳に

大変ショッキングな話が飛び込んできまし

た。ある「人生相談」の番組でした。

それは次のような話です。

信じられない内容でした。と同時に 「何，

が原因でこのような状況になってしまった

のだろう 」と思いました。。

気になったことは，このお母さんが「娘

が退学になったら困るので，警察に電話し

なかった」と言われたことです。

本当にそうでしょうか。このままでは，
この娘さんは，退学どころか犯罪者になり

かねないと感じたのです。

相談されたカウンセラーの先生も，次の

ように答えていました。

私は４４歳の母親です。１５歳の娘
の家庭内暴力のことで相談します。毎

「 、 。」日のように娘から くそばばあ 死ね
と暴言をはかれ、文句を言うと殴られ
たり、蹴られたりします。

先日などは９０歳になる祖母にまで
手を出しました。父親が叱ると、包丁
を持ち出し、風呂場のガラスを割り、
大暴れをしました。警察に電話をしよ
うと思いましたが、娘が学校を退学に
なると困るのでしませんでした。

お話を聞いて、まず感じたことは、
お母さんに、この子を何とかしていこ
うという覚悟ができていないというこ
とです。その場その場で対処しようと
するだけで、子育ての基本がしっかり
出来ていないと思うのです。

「くそばばあ、死んじまえ 」と言。
う言葉は 「お母さん、助けてよ 」、 。
という娘さんの叫び声ですよ。

自分にその覚悟がなかったら、第三
者の助けを借りるなりしないと、もっ
と悪い状態になりますよ。

厳しい言葉で

したが，その通

りだと思いまし

た。正直このよ

うな状態になっ

てしまうと，親

だけで何とかし

ようとするのは
難しいのです。

では，どうしたらいいのでしょうか。

結論から言って 「こうすればいい」という，

マニュアルみたいなものはありません。

，「 ，強いて言えば 親の大切だと思うことを

」 。真剣に子どもに伝える ことだと思います

例えば，

・感謝の気持ちを大切にして生活しよう。
・思いやりの気持ちで人に優しくしよう。

・あいさつや返事をしっかりしよう。

・進んで手伝いや仕事をしよう。

などです。もちろん親も先頭に立って実行

。「 」 ，します 感謝や思いやりの気持ち などは

。言われたから身に付くものではありません

むしろ親の姿から学んでいくものです。

また，次のように言われながら育てられ
た子は，自己中心的で，他人のことを考え

られない子になるそうです。

・何よりもまず勉強しなさい。
・いい高校，大学へ行かないと大変だぞ。

・金持ちになれば，幸せになれる。

確かに勉強は大切です。自分の目指す学
校へ努力して行くこともすばらしいことで

す。お金がなくては生活できません。

でも，子育ての柱にはしたくはないと思

うのです。

「親が大切だと思うことを子に伝える」

そんなに難しく考えないで，子育ての基本

をしっかり持って，子どもに接することが
大切ではないでしょうか。
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「子育て」から 「家族育て」へ！
～夏休みこそ，じっくり子育てについて考えてみませんか？～

「まったく夏休みって，子どもが家にいて大変。早く２学期が始まってくれない
かしらねぇ 」。

， 。 ， ，あるお母さんから こんな話を聞いたことがあります 子どもが 朝からテレビを観たり

ゲームをしたりして，お母さんがガミガミ怒鳴っている。そんな光景が目に浮かびます。
子どもがまだ小さい頃はいいのですが，だんだん素直に親の言うことを聞かなくなってき

て，中学生ぐらいになると 「うるせえんだよ 」と親を乗り越えてしまう。その後は，親が， 。

子どもの顔色を見ながら生活している。そんな家庭は少なくありません。

子どもだけ良い子に育てようとしてもダメなんですね。子どもに教えられることだってあ

ります。親も含めて，家族みんなが成長していかなければ，良い子育てもできません。

そんな「家族育て」について考えてみたいと思います。

子どもの発達に合わせた子育てを

《 ， 》【 】乳幼児期 やさしい心 安心感を育てる

・笑顔あふれる安心な家庭づくりから

・やさしいことをしたら，まずほめる

・五感をしっかり使った子育てをする

《 》【 】小学生低・中学年 自立の基礎を育てる

・子どもができること，親がすることの

区別をつける

・良いことはほめ，いけないことは叱る

メリハリのある子育てをする

・子どもとの関係をしっかりつくる

《自信と自立を》【小学生高学年・中学生】

・親の生き方をしっかり見せる
・子どもの話をよく聞き，やらせてみる

・できたことはほめ，できなかったこと

は，親も一緒に対策を考える。

・子育てに困ったら，早めに相談する

急がばまわれ

最初から立派な家族なんてありません。

もともと違った環境で育った男女が結婚し

て夫婦になり，子どもを産み，少しずつ家

族らしくなっていくわけです。

「 」 ，・子どもが失敗したら チャンス と思い

共に悩み，真剣にアドバイスをしよう。

・いたずらに「怒る」より，心に響く「叱
り方」を工夫しよう。

子どもの年齢や，その時の状況に合わせ

て子どもに接することが大切です。力任せ

に直そうとしても，すぐに元に戻ってしま

います 「急がば回れ」ですね。。

「わが家」を見つめるチャンス！

。 「 」家族がそろう夏休み もう一度 わが家

を見つめるいいチャンスです。
家族の一日の様子を考えてみましょう

①顔を見て「おはよう」と言っていますか

②なるべく家族そろって朝食が取れますか

③テレビやゲームに，家族の会話を奪われ

ていませんか

④家の中で笑顔が多く見られますか。笑い

声が多く聞かれますか

⑤家の中で，叱る言葉より，ほめる言葉や
穏やかな言葉が多く使われていますか

⑥自分のことは自分でできていますか

⑦家の仕事を家族で分担し，協力し合って

いますか

⑧家族がそろって夕食がとれていますか。

⑨一日の中で，一回以上家族全員がそろっ

て話をする機会がありますか

⑩みんなで 「おやすみ」とあいさつをし，
て，一日が終わりますか

いろいろな理由からできない日もあると

思います。でも最初からあきらめないで，

一つでもできるようになるといいですね。
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夏休みこそ，子どもとのふれ合いを！
『 』 ， 『 』夏休みは子どもが家にいて大変だ と感じている方 逆に 子どもとふれ合うチャンス

と考えて，この夏休みに子どもと同じ時間を過ごしてみてはいかかでしょう。

土に親しみ，人に触れ，親子で楽しむ
６月１７日 土 に 山梨園芸高校で サ（ ） ， ，「

ツマイモ苗植え親子体験学習」がありまし

た。園芸高校の先生方と生徒の指導のもと

に，マルチを敷いた本格的な方法を教わり

ました。

久しぶりの晴天の中，汗だくになって，

泥だらけになりながらも，明るい笑い声に

満ちていました。

「肥料はどのようにあげるのですか？」
「夏休みに観察に来ていいですか？」

と，子どもたちからも意欲的な質問がたく

さん出されました。

山梨園芸高校 「親子体験学習」

先生方の丁寧な指導に，見学した私たちも

家庭菜園でできそうだねと感想を持ちまし

た。なお，園芸高校の先生方と園芸科野菜

専攻の生徒さんは，休みを返上して皆ボラ

ンティアで指導してくださったそうです。

脱帽！

※「親子で楽しむ農業体験講座」の今年
度の受付は，残念ながら全て終了して

いるそうです。

例えば，こんなイベントもありますよ。
（県内や地域では，他に多くのイベントが計画されています。）山梨市

『夏休みボランティアスクール』
10:00~11:30 13:30~15:00８月７日（月） ９日（水） 日（金）, ,11 各

内容；乳幼児と小学生以上の子どもたちが遊びを通して交流する。

※ その他 手話，アイマスク，車いす体験等多くの体験活動あり対象；小学生以上 各定員５名

会場；つどいの広場「たっち （山梨市勤労者福祉センター３階)」

0553-22-8755申込先；山梨市社会福祉協議会 ℡

甲州市
『甲州こどもフェスタ』

10:00~15:00８月２６日（土）
内容；①みんな集まれ！一緒に遊ぼうよ ②子育て何でも相談 ③映画「子どもの時間」

対象；未就学児及びその保護者

会場； 甲州市民文化会館」 甲州市塩山上塩後２４０「

申込先；甲州市 市民生活部子育て支援課 ℡ （代）0553-32-2111

笛吹市
『ゆうゆうゆう笛吹子育てランド』

10:30~12:00７月２６日（水）
内容；講演会「子育てのヒント」 カウンセラー川辺修作先生

対象；０歳～３歳児と保護者（２０組） ※子守りボランティア有り

会場； 笛吹市スコレーセンター」１階 笛吹市石和町広瀬６２６－１「

Happy Space 055-261-0218申込先； ゆうゆうゆう ℡



- 4 -

子育てに悩んでいる方，困っている方必見！

坂本光男；「子育て講演会」
日 時；平成１８年 ８月３日（木）

午後２時３０分～４時３０分（２時より受付）

場 所；八代総合会館 （笛吹市八代町南５２７）
055-265-4011℡

駐車場；若彦路体育館，笛吹市教育会館，
八代小学校北側の各駐車場，八代総合会館
※ 駐車スペースに限りがあります。

できるだけ乗り合わせでお願いします。

※詳しくは峡東教育事務所 地域教育支援スタッフまで
0553-20-2737℡

ある保育園のお迎えの光景です。一人の男の子が，お母さんの顔を見るやいなや，うれ

しそうな顔をして駆け出してきました。でも，そのお母さんは，まだ子どもが駆けている

のに，くるっと後ろを向いてすたすたと車の方へ歩き出してしまったのです。

私は，その光景を見て，何か寂しい気持ちになりました。その子は，きっとお母さんが
いなくて心細くても，一日がんばって過ごしてきたのでしょう。我が子の顔をしっかり見

て 「よくがんばったね。さあ一緒に帰ろう 」と笑顔で声をかけてほしかったな，と思い， 。

ました。そのお母さんの笑顔と温かい言葉が，子どもの「明日もがんばろう」というエネ

ルギーになるからです。

それでも，お母さんの後を一生懸命追いかけていた男の子の後ろ姿が，いじらしくもあ

りました。

《坂本先生のプロフィール》
「３年Ｂ組金八先生」のモデルの一人と言われる。
小・中学校、高校、大学の教員４７年の経験を生かして、教育評論家として
講演や執筆活動に幅広く活躍しています。

笛吹市スコレーセンター 笛吹市 ①若彦路体育館

八代支所

GS

④八代総合会館蛍見橋 （甲府八代線）

笛吹市②
教育会館笛

八代小学校吹 Ｐ ③
駐車場川

八代小

《 駐 車 場 》

①若彦路体育館

②笛吹市教育会館

③八代小学校

駐車場

④八代総合会館


