められて身に付く

子どもを持つ親にとっ
て︑子育てには初めての
経験がたくさんあります︒
子育ては楽しいときもあ
る反面︑親の言う事を聞
いてくれずに悩むときも
あると思います︒
そうしたとき︑どうし
たら子どもに伝えたいこ
とをしっかり伝えられる

鳴っても届かない

のか︑そのヒントを紹介
します︒

怒
かないといったとき︑
つい怒鳴ったり︑叩いた
りしてしまうことはあり
ませんか︒
これは強制的なしつけ
で即効性があり︑言う事
をすぐに聞くようになり
ます︒しかし︑子どもに
とっては単に 怒｢られた ｣
という印象が残るだけで︑
本当にとるべき正しい行
動を確認できたわけでは
ないため︑同じ失敗を重
ねてしまいがちです︒親
も﹁言う事を聞かないの
が悪い﹂と強制的にしつ
けようとしますが︑これ

もに﹁こうすればいい﹂

しつけとは︑親が子ど

﹁ちゃんとしなさいって

を与えることができます︒
例えば︑ソファーで飛

その後で﹁使ったおも
ちゃは︑おもちゃ箱に片
付けてね︒と｣︑子どもに
今何をすべきかを伝えま
しょう︒
◆肯定的な表現で

らやめようね︒と｣︑子ど
もの気持ちに共感した上

子どもの﹁〜したい﹂
という気持ちに共感して
あげると︑﹁分かってもら
えている﹂という安心感

問形は逆効果

たの ﹂と問い詰めてい
る親をよく見かけます︒
すると子どもは︑ なん
で の部分に焦点を絞り︑
﹃したかったからしたな
んて言ったら︑もっと怒

いたずらした子どもに
﹁なんでそんなことをし

疑

一方的に叱るという状態
を避けることができます︒

かるよ︒でも︑危ないか

び跳ねる子どもを注意し
たい場合︒﹁ソファーで
遊ぶのは楽しいよね︑分

〜｢してはだめ︒ 〜
｣｢し
ないで︒は｣︑否定的な表
現です︒これに対し︑〜｢
しようね︒ ｣「
〜してね︒ ｣
は︑肯定的な表現です︒
人間の脳は否定の言葉
で︑その気持ちと行動を
切り離してあげましょう︒
こうすることで︑親が

ａ.食事中に立ち歩いちゃだめ！
食事中に立ち歩いち だめ！
ｂ.ごみを散らかすな
ｃ.ゆっくりやらなきゃ､失敗するよ
（答えの例は10ページの下欄）

に直接対応しないといわ
れています︒否定形の言
葉では︑実は相手の脳に
そのメッセージが正確に
伝わらないそうです︒
学校や病院でよく見る
﹁廊下を走ってはいけま
せん﹂という言葉は︑肯
定形で﹁廊下は静かに歩
きましょう﹂としたほう

ビを見ているときなどは︑

しかし︑褒める︵怒鳴
らない︶ということは︑

が︑理解しやすいのです︒
◆共感的な表現で

また︑日常の行動につい
て褒める︑無理なくいつ

これが︑環境を整える
ということです︒
また︑おもちゃを散ら
かしたまま子どもがテレ

向き合い︑目線を合わせ
て話します︒

くない﹂などの拒否の感
情を抱いてしまいます︒
これを解消するには︑
子どもの近くに移動し︑

いため︑子どもは直感的
に﹁怖い﹂とか﹁聞きた

すいものです︒
しかし︑親は子どもを
見下ろす形で︑叱ったり
注意したりする場合が多

適度な距離で向かい合
い︑同じ高さの目線です
る会話は︑とても話しや

で︑互いの認識を一致さ
せることができます︒
◆環境を整える

﹁静かに座っていよう
ね︒な｣ど︑どうしてほし
いかを具体的に示すこと

言ってるでしょ！﹂と叱
るのではなく︑﹁まずテ
レビを消そうね︒と｣︑親
の話に集中させる環境を
先に作ることが大切です︒

と教えることです︒
では︑怒鳴らず子ども
に理解してもらうにはど
うすればよいでしょうか︒
ずばり〝分かりやすい
コミュニケーション〟を
取るようにすることです︒
◆具体的な表現で
例えば︑﹁いい子にし
てね︒と｣子どもに言った
とき︑子どもが思う〝い
い子〟と親が求める〝い
い子〟は同じでしょうか︒
本人はいい子にしてい
るつもりでも ︑親から
見るとできておらず︑い｢
い子にしててねって言っ
たじゃない︒﹂と怒った
経験があると思います︒
〝いい子〟というのは
抽象的な表現であるため︑
子どもと親それぞれの認
識がずれていることも多
いのです︒

﹁あなたが●●できたか

が繰り返されると親子関
係も悪化してしまいます︒

見た目にはダメージが少
ら ＝(褒める理由 ︑) ……
できるね︒子(どものモチ

る気を引き出す

もできる褒め方で褒める︑
といったことを心掛ける
とともに︑家庭内でのル
ール︵夫婦間での基準︶
も大事にしながらやると
いいでしょう︒

や

練習が肝心です︒最初か
ら完璧にやろうとするよ
り︑生活の中に少しずつ
取り入れられれば大丈夫
です︒親の行動が変わっ
ていけば︑子どもの行動
も変わっていきます︒
否定したりむやみに怒
鳴ったりするより︑子ど
もの心に添って肯定的に︑
あるいは褒めて伝えるこ
とで︑良い親子関係を築
くきっかけにしましょう︒
いろいろな褒め方を通
じて︑うれしいとか楽し
いといった気持ちととも
に︑子どもにやる気を出
させることが大切です︒

言い換えに
チャレンジ！
こ
※の特集は︑教育委員
会生涯学習課とＰＴＡの
共催により今年度から始
まった﹁家庭教育講座﹂
の中から︑村上公也さん
︵ワイワイクラブバンド
代表・京都市特別訪問指
導員︶の子どもとの関わ
り方︑藤井輝明さん︵医
学博士︶のいじめ体験談︑
子育て支援課職員による
＊
ＣＳＰ︵一部︶などの講
演を基に構成しています︒

られる﹄と黙り込みます︒

!?

私の両親はいつも味方でい
てくれ、近所の人たちや友達
も、私を理解し助けてくれま
した。そのおかげで、私はい
じめを乗り越えられました。
お子さんがもし、いじめら
れていたら､｢あなたの世界は
学校だけじゃないよ｡｣と、旅
行や習い事、近所の公園でも
いいので、外の世界に連れ出
して、その楽しさを教えてあ
げてください。
そして、一緒に宿題をやったり、本を読んだりして、コ
ミュニケーションをとる時間をたくさん持ってあげてくだ
さい。

ベーションを上げる )｣
◎よしよし
・頭をなでる
・おやつをあげる
・言葉が出てこないとき
この他に︑﹁ほお！﹂
﹁へえ！﹂など感嘆して
褒める︑鳴り物を使って
褒めるといった方法も効
果的です︒
褒めるときは︑その事
柄の後すぐに褒めます︒

なくても︑実際に与える
ダメージは身体的な暴力
と変わりません︒
怒鳴られると︑脳は攻
撃されたと認識して防衛
体制に入り︑理解の窓を
閉ざしてしまいますが︑
これは逆に︑褒めれば脳
は柔らかく伸びると言え
るかもしれません︒
では︑実際どのように
褒めればよいでしょうか︒
◎称賛する︵感激褒め︶
﹁すごい︒﹂
﹁素晴らしい！﹂
◎よかった行動を具体的
に褒める︵例 脱いだ
服を洗濯機に入れられ
た場合︶
﹁よくできたね︒﹂↓ ×
﹁洗濯機に入れられてえ
らかったね︒﹂↓○
◎褒める理由を伝える
︵例 遊園地
に行く朝︑支

●●●保護者の方へ いじめに気付いたら●●●

!?

教育委員会生涯学習課☎85−7601
照会先

にも関わらず︑﹁なん
で黙ってるんだ？﹂と︑
さらに疑問形を重ねて口
を開かせようとするのは︑
実は逆効果と言えます︒
叱ることは間違いでは
ありません︒しかし︑も
し疑問形で叱ってしまっ
たら︑﹃この子は今 なん
で と聞いた部分の答え
を考えて黙っているのか
もしれない﹄と子どもの
心の内を想像し︑子ども
が話し始めるのを待って
みてください︒

褒
人は褒められると︑脳
からドーパミンという物
質が放出され︑その直前
の行動＝褒められるきっ
かけとなった行動を記憶
しやすくなるそうです︒
言い換えれば︑子ども
を褒めることで︑子ども
の自発性や自主性︑自立
性を引き出すことができ

度がいつもよ
り早くできた
場合︶

●●●子どもたちへ いじめの話●●●

怒鳴らずに
怒
ずに 分かりやすく
分か やす
伝える 〜
〜

村上公也さん

いじめられるのって、仕方ないんじゃない？
「いじめてなんかいないよ。遊んでいるだけ。何をして
てもいつも笑って喜んでいるもん｡｣いじめる子はよくこう
言います。
でもちょっと待って。その友達は本当に楽しくて笑って
いますか。その友達は「やめてよ｡」と言い出せないだけか
もしれませんよ。
友達がいじめられてる！ 放っておいてもいい？
友達がいじめられて悩んでいたら、見て見ぬふりはしな
いでくださいね。直接手を出したり無視をしたりしていな
くても、放っておくのは、いじめているのと同じこと。
「何かあった？ 友達なんだから相談してね｡」のひと言
で、その友達は救われます。
一歩前に踏み出す勇気が大切ですね。

・早く寝なさい → ×
・夜８時には
寝ようね → ◎

講師の一人、藤井輝明さんは海綿状血管腫という病でで
きた顔面のあざが原因で、幼少期にいじめにあいました。
その体験で学んだことを伝えたいと、いじめについて語り
ました。
いじめ自体が解決するとは言い切れませんが、いじめを
受けている子どもをみんなで支えてほしいと藤井さんから
のメッセージです。

子育てのミカタ

るようになります︒
一方︑﹁お前なんか …
︒
…﹂と暴力的な言葉を
浴びせ続けられた子ども
の脳は委縮してしまうと
いう研究報告もされてい
るように︑言葉の暴力は︑

早く支度ができたか
ら、遊園地でたくさ
ん遊ぶ時間があるね！

家庭教育講座から
特集

8

2014.March
広報 はこね
＊ＣＳＰとは「コモンセンス・ペアレンティング」の略で、子どもにとって分かりやすいコミュニケーションの仕方や効
果的なほめ方などを、ビデオや練習を通して学ぶ子育て支援のプログラムです。
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