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家庭教育サポーターのともそだち講演会 

 

「肩の力を抜いて子育て－子どもは自ら育つ力をもっています－」 

柴田愛子先生（横浜市のりんごの木代表） 

 

平成 26年 2月 22日（土）13:30～15:00 

日立シビックセンター502号室 

 

1. はじめに 

こんにちは、柴田愛子といいます。すっごい立派な駅で、すっごくびっくりしたわ。もう

海がすぐそばで、こんなモダンな駅なのねって思ってね。今おまけに海を眺めながらねコー

ヒーを頂いてきたのよ。 

それでもう、雪降ってなかったのね、こちらは。もう、こないだ、すごかったです。私は

「りんごの木」っていうのを横浜の都筑区という所でやっているんですね。横浜でも海側の

方ではなくて山側の方なんですけども。もうね、雪かきなんてしたくないぐらいね、ものす

ごい降って。今も雪がすごく残っていて、庭やなんかはまだ真っ白なんですね。で、もうそ

れこそ、電車で 1 時間 2 時間で、こんなにも風景が違うんだなあと思って、すごくびっく

りしたんですけれど。 

子どもの遊び 

昨日も雪でね、雪で遊ぶとたいてい氷やさんごっこっていうのをやるのよね。入れ物に入

れてかき回して。それがね、2歳や 3歳はね、自分が思えば、思う物になるわけ。言い方が

変かもしれないけどね。例えば 2歳 3歳って、自分がお姫様って言ったら顔だけお姫様で、

すっかりお姫様なのよ。あとこうやって（鼻の下を伸ばしている）歩いてる子がいたの。「な

あに？」って言ったら、「象」。象なのよ。鼻が長くないと、大人はこうやって手で鼻に見立

てて、こうやると象に見えるでしょって言うけど。客観的な視点では見る力がまだ 2・3歳

にはないんですよね。自分が思えば、そうなれるわけよ。だからこうやると（鼻の下を伸ば

している）「鼻が伸びた、鼻が伸びた」って、もう象になれる。 

だけどね、かき氷屋さんごっこもね、ただこう、かき回してなんか泥っぽい。もう今は雪

きれいじゃないからね。「どうです？美味しいです？」って。「あ、そうですか、いただきま

す、あ、これ辛いですけど」って言ったりするんだけど。4歳 5歳になるとそうじゃなくっ

て、おんなじかき氷屋さんごっこをやってんだけど、白い雪を入れ物に入れて、そしてペッ

トボトルにシロップを作ってね、絵の具で赤や黄色や青にね。それで「何味にしますか？」

なんて言って、より本物に近くって、お金の受け渡しが入ったり。 

ほんとに年齢によって、例えば、まだ小さい子どもたちはね、なんか泥でお料理作ってる

時だって、ハンバーグには見えないだろうっていうのを平気で「ハンバーグです」。私がハ

ンバーグっつってんだからハンバーグなのよ、みたいなものなんですね。だから、うち摘ん
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でいい花があるんですけど、花を入れて混ぜ込んじゃうわけ。「花入れたから美味しいです

よ」ってしちゃうのね。ところが、4歳 5歳になると、それをどうしたら美味しく見えるか

になるわけよ。ハンバーグらしく見えるか、さらに美味しく見えるか。上に花を飾ったりっ

ていうふうにね。0歳から 6歳までに年齢によって個人差もすごくあるわけですけど、ほん

とに遊びがこう変わってくるっていうのをね、すごく楽しんでるんですけど。 

 りんごの木 

いきなり話しちゃったんですけど、横浜の都筑区で 2歳から小学校に入る前までの子ども

の、小さな小さな幼稚園のようなものをやっています。100人ぐらい子どもが来てるんです

けど、幼稚園みたいのをやっていて、午後になると小学生が来るいろんな活動をしてるんで

す。それから保育者向けのセミナーをやったり、母親向けの講座をやったり、本を出したり、

まあとにかく、私のなかで子どもの足しになることはやる、足しにならないことはやらない

という、きっぱりした我がままな生き方をしてきてるんですけれど。 

2. 託児室に預けられた子どもは… 

きょうね、託児預けてらっしゃる方、どれくらいいらっしゃる？（参加者の挙手を待つ）

そのなかで泣いている人？（挙手）すごい声が聞こえたね。そして、泣いている我が子を置

いて来る時に、なんか後ろめたさとか後ろ髪をひかれる思いでいる人？（挙手）ねええ、泣

いてる子を置いてくるとドキドキしちゃうわよね。大丈夫かしらって思っちゃうわよね。で

も大丈夫だから。あんなに泣いて脳に異常がくるんじゃないかって心配する人もいるんだけ

ど、全然大丈夫なのよ。そりゃあ、お母さんていうのは子どもにとっては命綱だからね。だ

から、そのお母さんが見えないっていうとすごく不安に思っているのは確かなんですね。で

もね、子どもってありがたいことにね、命綱のお母さんがいないって思うと、一人では生き

ていけないって危機感をちゃんと持っているから、「誰にしようかしら」って思うもんなの

よ。だから、よく第 2 子や第 3 子を産む時に預けるじゃない、実家とかよそに。案外いい

子だったって言われない？それは、お母さんがいないって思い切ると、「この人しかないの

ね」って、やっぱり保護してくれる人をちゃんと見付けられるって言うかね。 

怒りの泣き 

こういうふうに預けた時も、個人差ってすごくあってね。一番シンプルなのがそういうふ

うに泣くっていうね。「なんなのこれ！お母さんがいないじゃない」って。その泣くのもね、

あのね、色んな泣き方があるのね。お母さんに対して怒りを持って泣いてるのもいるの。「も

う私を置いていったのよ」って、もうわーってね。でもこういうのは頭がパニックになっち

ゃってんのよ、いないっていうだけで。だからひっくり返って、そこに一応ボランティアの

人とか保育者ってのは、優しげに大丈夫よって言うけど、知らないおばさんが大丈夫って言

ってもね、やまんばみたいなもんですからね。知らないおばさんがにーって笑って、抱っこ

ってなかなかなんないのよ。だからそういう時ってもう、頭が真っ白ってね、わーって泣い

てひっくり返ってる時って、ほっとけばいいの。泣いてる時ってのは頭も心も大嵐になって
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るから、考える余裕も見る余裕も聞く余裕も無いわけ。 

「買ってー」の泣き 

だからね、我が子がなんかねカンが強かったりいろいろで泣くと、一所懸命話し掛けて泣

き止まそうとするでしょ、あれ効果無いですよ。それ聞いてないから。例えばスーパーやな

んかで「買ってーっ！」ってひっくり返る子いるじゃないですか。「だめよ、きょうは！な

んとかかんとか！」って言っても聞いてないよね。思うようにならないっていうパニックで、

もう、わーってなってるからね。ほっとくのが一番ですね、だいたいは。そうするとね、20

分ぐらいすると疲れるのよ。それでね、疲れると泣き方が「ほー」ってなるでしょ、その時

にね、なんか話し掛けるとまた復活しちゃうのよね。 

それで、そのスーパーやなんかで買ってで泣いたりしてる時には、周囲の冷たい眼差しが

ね、気になるでしょう？で、「なんて子なの、ちゃんとしつけないからよ」って、こういう

目で見るけど、誰も、欲しい物があったらひっくり返って泣けなんてしつけてる人はいない

のよ。そういう子が当たっちゃったのよ、その人にはね。でね、妙に聞き分けのいい子を持

ってるお母さんはね、わからないのね。うちはそんなことないのに、あの人育て方が悪いっ

て。育て方 2・3年でね、そんなひっくり返る子に育ててる人はいない。それはそういう子

なのよ。だからね、そういう子を見掛けたらね、冷たい眼差しじゃなくってね、温かい眼差

しで見てあげて。「お宅、たいへんねー、うちじゃなくて良かったわ」って、温かい眼差し

で見てあげて。 

でね、そういうふうに泣いてる時はしばらく、しょうがないから、人目が気になるんなら、

まだ持ち運びできる年齢だからね、人の見えないとこに置いてね。「泣きな、買ってやんな

いから」ってね。20 分くらい経つとね、あきらめるために泣いてる時があるのよ。嵐にな

ってるから、それが泣くことによってだんだん静まってくるんですよね。だからその時に、

「きょうは買わないって言ったでしょ」って言うと復活しちゃうのよ。だから、泣き止んで、

20分くらいで下火になったら、「おうちに帰っておやつにしようか」とかね、気分を変える

一言を声掛けるんです。「うちに帰って美味しい物食べようね」とか、「パパ帰ってきてるか

な」とかね。そういうふうに気分を変えるとすっとなると思うんですね。 

だけど、泣いてる最中にね、周りの視線が気になってね、スーパーで泣いてる場合ね。「買

って買って買ってー」、「今日だけよ」って。でも明日も今日よ。明日も今日が来ちゃうから

ね。そうすると子どもは本当はあきらめるために泣いていたのに、泣いたら買ってくれたじ

ゃん、っていうのを学習するわけですよ。だから、だめって言っても大丈夫かもしれないぞ。

で、また明日その手を使うのね。だから、まあ、どうしても買ってあげたくないと思う人は、

それくらい思い切ったことをしていいと思う。 

パニックの泣き 

人に預けた時の話に戻りますね。パニックになって泣く子がいます。でもその子はちょっ

と落ち着いてくると、なんか他にも子どもがいるわ、とか、なんかあのおばちゃんは大丈夫

そう、とか、見えてくると思うんですね。 
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どんな社会でも生きていける 

それから、こういう泣き方があるのよ。「ママがいない、ママがいない、ママがいない」

って言いながら、こうやって周りを見るのね。それで、あのおばちゃんにしとこうかしらっ

て思って、「ママが、ママが」ってね。この子はどんな社会でも生きていける。ママがいな

かったらちゃんと他を見つけられるんだからね。それで抱き上げるとね、まず子どもがここ

に（肩に）手が掛かるんですよ、だいたい。のけぞってる場合はだめだけどね。手が掛かっ

たところで、あんたでいいわって、ちょっと私を大事にしてねって、そういうことなのね。 

壁になる 

おんなじ泣くんでもね、すがるわけでもないしパニックになるわけでもない、壁にくっつ

いてる子ってのがいるんですよ。これはね、壁にくっついて目をつぶって（ぎゅっと閉じて）、

壁に化してんだから声掛けないのよ。まず 2歳半ぐらいまではね、自分が見えなかったら人

から見えないと思ってるの。だから目をつぶれば、見えないと思ってんのよ。壁になってる

と思ってるのね。だからね、3歳ぐらいまではかくれんぼができないですよ。もういいかい

って言うと、全然見えてんのに、もういいよって言っちゃうの。それから帽子をこうやって

（深く）かぶってね、だーれだって言うから、なんとかちゃんって言うと、どうしてわかっ

たのって言うのね。自分が見えなければ、見えないと思ってるの。3歳超えて 3歳半ぐらい

になると、そういう第三者的な視点が出てくるわけですよ。だから、目をつぶってもダメだ、

見えない見えないなんて言って一所懸命に隠れるようになるんだけどね。そんなふうにね、

初めての所で自分がパニックになった時に、壁になって目をつぶる子ってのがいます。それ

は、そこで触れなければだんだんだんだんね、片目ずつ開けて出てくるから大丈夫なのね。 

我を忘れる 

それから逆にね、初めてのとこで預けたらね、ぐるぐる走り回る子っていうのもいるのよ。

ぐるぐるぐるぐる。それはね、自分の状況を忘れようとしてるんですよ。ほら、私たち体を

目いっぱい使うと頭が白くなる、頭が無になるでしょう？マラソンにしてもいいわよ、山登

りにしても何でもいいけど、体を使ってる時って頭が空になるじゃないですか。あれとおん

なじでね、ぐるぐるぐるぐる走ることでね、我を忘れてる子っていうのがいるのね。 

手を出す 

それから、片っ端からね、ぶったり押したりしていく子もいるのよ、蹴ったり。例えば公

園や何かに行っても、必ず手を出す子っているでしょう？いない？お宅の子で。うちすぐ手

を出すっていう子いない？（挙手を待つ）あら、みんな品がいいのね。そうすると、嫌よね。

もう、なんでうちの子に来るのかしらっていうね。そういう子って、案外神経が細いんです

よ。神経が細くって、周りを把握しないと落ち着かないの。だから取りあえずやってみるわ

け。それで、この子はダメだ。やってみながら、この子はいける、とかね。周りの大人に対

してもそうなんですね。大人がどういう反応するかがわからないと落ち着かない子なのね。
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だから、そういう、はたから見て乱暴な子っていうのは、神経が細いんですよ。過敏だった

りするのね。それで、ご迷惑なのよねぇ。でもそういう時ね、私はその子に謝らせてもどう

にもなんない話で、その子にとったら自分を守るためにやってることが多いから。だから親

が、すみません、すみません、もうすみませんって、言っとけばいいよ。それでね、だんだ

んそうやって、確認しなくても人を信じれるようになっていくと思うんですね。 

一人一人が違う 

そんなふうにね、ほんとはもっといろいろあるんだけど、子どもと一言で言っても、1歳

2歳と一言で言っても、一人一人違うんだよね。で、今育てやすいから一生育てやすいわけ

じゃないのよ。だから、今育てやすい人は、今がありがたいと思ってればいい。今育てにく

い人は、今は育てにくい、やがてきっと楽になる日があるって思ったらいいと思うんですけ

れどね。 

3. 正しい子育てはあるの？ 

ちょっと話をまたもっと元に戻しますとね、私はかつて幼稚園の先生をしてたんですね。

子どもの仕事をしたいなと思った時に幼稚園というものしか思い浮かばなくて、幼稚園の先

生になったんですけど、どこか、幼稚園の先生になった時に、正しい幼児教育をすれば、き

ちんとした子どもが育つって思ったのよ。だって正しいことを知ってれば、ちゃんとした人

間が育つって思うじゃない。 

例えばみなさんがね、第 1子を産んだ時はね、一人っ子のお子さんはなお最近の話でしょ

うけど、初めての子どもを産んだ時には、漠然といいお母さん、いいお父さんになって、い

い子に育てたいって思ったでしょう？これ不思議とね、第 2子の時はもう思わないのよ、第

3子はもっと思わないの。でも第 1子の時は、知らないことだから頑張ろうと思うわけです

よ。ところがその頑張ろうと思っても、たいていが何に対して頑張っていいかわかんないの

よね。そうすると、長いこと私たち学校生活で育てられてきているから、勉強すれば正しい

ことがわかると思うわけですよ。勉強すればいい子育てがわかると思うわけですよね。 

私も幼稚園に勤めながら、実は前半がちょっとお勉強型の幼稚園で、後半は町の障害があ

る子も含めての幼稚園だったんですけれども、その間、正しいものを求めて一所懸命勉強し

てみたわけよね。勉強すればするほどね、何が正しいかわかんないのよ。いろんな考えがあ

り過ぎて。 

2・3歳児の親の心は揺れます 

保育界でもそうですけど、子育てすると、例えば英才教育っていうのがあるじゃない。ち

なみに、英才教育、生後 6か月からあるんですよ。ね、びっくりしちゃうでしょ？で、英才

教育っていうのあるじゃない？その英才教育の権威のある人の話を聞くと、な～るほどって

思うじゃない。で、特に我が子がまだ 2歳ぐらいだと、ひょっとしてって思う時があるのよ。

2 歳ぐらいの時ってね、ほら、新幹線なんとか系、なんとか系とかって。車が何型だとか、

私のわからないことをこの子わかるわって思うとね、我が子の能力を最大限に伸ばしてあげ
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たいって思う時に、英才教育の報道があるとね、これ入れなくっちゃって思ったりするのね。

入れなくっちゃまでいかなくてもね、じゃあちょっと本屋さんで知能テストみたいなワーク

ブックみたいなの買って、ほら某出版社が出してるものとか、そういうのお勉強してみよう

かなんて。最初はいいんだけど、だんだん子どもも「きょう勉強しない」とか。するとこっ

ちも、「昨日もやったでしょ」なんてことになる。 

そうすると、今度は自由のびのび裸・裸足っていうのが出てくるのよ。え！こっちかもっ

てね。今からの社会どうなるかわからないんだから、どんな社会でも生きてく強さが大事と

思うとね、自由のびのび裸か、そうかそうか。それなりの権威のある方が言ってることって、

な～るほどなあ、なのよね。そうするとね、たいていの方が自主保育に入れたり、スポーツ

教室に入れたりするわよ。それから遊びの教室みたいな。ところがね、こっちにまた居なが

らね、不安になるのよ。体だけってのもね～。頭が空ってのもね。大体の方が右往左往する

ね。右往左往するのが、一番揺れるのが 2・3歳だと思います。 

1 歳の時はね身体的な機能が発達するだけで嬉しかったのよね。2・3 歳ぐらいだと一応

人間っぽくなってくるじゃない？で、私がなんかしないといけないような気がしてくるのよ

ね。それからね、よその子と比較が始まるのよ。あのうちの子はもうしゃべるとか、あのう

ちの子は字に興味を持ってるとか、比較が始まるから、なお、2・3 歳はたいてい右往左往

するんですね。そして、今言ったように英才教育・自由のびのびだけではなく、今、シュタ

イナー、モンテッソーリ、横峰式ってのも出て来てますよね。いろんなのがある。私はどう

すりゃいいの？って、苦しくなっちゃうの、勉強すればするほどね。 

でね、実は私は 5年で一度辞めて OLになったんです。というのはね、幼児教育の世界も

ね、何が正しいのかわかんなくて苦しくなっちゃったのね。で、辞めたんですけど、またや

っぱり子どもがおもしろいと思って行ったんですけどね。 

4歳以降は… 

ちなみに、2・3 歳はすごく揺れるんです。4 歳ぐらいになってくると、ちょっとみんな

落ち着いてくるのね。幼稚園やなんかにも入るってこともあるんだけど、4歳ぐらいになる

とことばを使ってのコミュニケーションが多くなるんです。だから、わけがわかるようにな

ってくる。ちょっと私たちが想像できる人間の形になってくるのよ。で、5・6 歳になると

今度は、もう、すごく生意気になって、もう、べらべらしゃべるようになって、理屈っぽく

なって。5・6歳は脳が発達する時だからなんですけど。また後でそれは触れますけれども、

理屈っぽくなって、もうだいたい 6 歳ぐらいで人間の 8 割がたが成長し切ると言われてる

んですけどね。6 歳ぐらいになると理屈っぽいし、もうなんだか思うようにはいかないし、

その頃になるとたいてい、やっぱりうちの子ね、って落ち着いてくる。2・3 歳の時はオリ

ンピックやノーベル賞がちらついた子が、6歳ぐらいになると、やっぱりうちの子ね～、ぐ

らいになるのね。 

次の節目が 4年生だと思ってるんですけど、4年生ぐらいになるとすごく大人っぽい口を

きくようになって、うるせえとかばばあとか言うようになってね。全く、悪いとこお父さん

にそっくり、せめて父さん超えてよねってぐらいの望みになってくるのね。さらにね、思春
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期になってね、なんだか、わけがわかんないね、帰って来たり帰って来なかったりね、いろ

んなことが起きて来るとね、大体の親はね、生きていればいいかって思うのね。 

小さければ小さいほど、可能性が大きいもんだから、どうしてあげたらいいんだろう、ど

うすればどう育つんだろうって、夢も願いも広がるわけですよね。でも、だいたいは、あん

たんちの子だからね。そういう所に収まっていくもんなんですけどね。 

どの子にも当てはまる正しい子育ては、無いらしい 

正しいものを求めて 10 年勉強したり研究会に行ったり、いろんなことをしてきました。

私の結論としては、どうやら正しいものは無いらしいっていう結論だったのね。それは、人

間の子どもは、1+1=2 のように、どの子にもこういう教育を受ければこういうふうに立派

に育ちますってことは有り得ない。さっき言ったように、泣くこと一つだって個人的に十人

十色違うわけじゃないですか。例えば、複数の子をお持ちの方は、おんなじ DNAでおんな

じ夫婦でも違うじゃん、子ども。一人目と二人目とね。環境だけではないと私は思うんです

ね。だから、どの子にもこういう教育をすれば大丈夫とか、こういう子育てすれば大丈夫っ

てのは無いんじゃないかっていうことだったのね。 

4. 時代によって子育ても違います 

一つには、やっぱり時代によって子育てって、流行りっていうか、ずいぶん違ってます。 

産湯（うぶゆ） 

例えばね、みなさんが生まれた時には、たぶん産湯で洗ったんですよ。産湯っていうのは、

生まれた赤ちゃんをお湯できれいにぬぐうのね。ほら、時代劇見ると、陣痛が起きると、お

湯沸かせ、お湯沸かせっていうシーンがあったりするじゃないですか。あれのことを産湯と

言うんです、たらいの中で。今ね、産湯っていうことばすら知らない人、いるのよ。知らな

い人？（挙手を待つ）ほら、ほら。それは知らなくて悪いんじゃなくて、若いってことなの。

でもね、今は、みなさんがたぶん出産なさった時には、もう産湯で洗ったりはしないんです

ね。それは一気に体温が下がるから良くないとされて、布でぬぐうようになったわけです。 

ミルクと母乳 

みなさんが赤ちゃんの時には、あ、みなさんよりはもうちょっと、私がばば世代だから、

みなさんよりももうちょっと前は、母乳が出てもミルクの方がいいとされた時代があるんで

す。栄養のバランスが取れていてね。だからその当時は、みんなが、母乳が出てもミルクを

買ってたわけよ。そうするとね、みんながミルクをやってるとね、母乳の人が目立つのよ。

あら、あの人、母乳なの？なんかこだわってる？それともケチ？ってね、目立つのね。とこ

ろが今は、できたら母乳で育てましょうという指導になってるじゃないですか。だから逆に、

今度はミルクの人が目立つのよ。で、あら、あの人ミルクなんだって。たいてい今母乳じゃ

ない人は、もちろん量が足んないって人もいるし、薬を飲んでるとか体調が悪いとか、いろ

んな理由がある方が多いのね。でもね、ミルクだって母乳だって、いいのよ、大きくなって
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りゃ。そう思わない？周りの人見てね、どの人が母乳でどの人がミルクか、わかります？わ

かんないじゃない。でもその時代にそう言われていると、そうしなければいけないような気

持ちになるわけですよ。ところがそれが時代によってすごく変わってるってことなのね。 

抱き癖・添い寝・シッカロール 

もう一つはね、かつては、赤ちゃんが泣いて抱くと、抱き癖がつくから抱くなって言われ

ましたよ。さらに、添い寝をすると自立心を阻むから添い寝はやめましょう。もう、40 年

ぐらいで正反対になっていくわけですね。それからみなさんが子どもの時はね、あせもがで

きるとかわいそうって言ってね、ベビーパウダーとかね、シッカロールって言うのがあって、

白い粉があって、知ってる？パタパタパタパタ、おむつ取り替えるたんびにパンパンパンっ

てやってね、やったですよね。今はどうですか、あれは使わないですよね。それは汗の腺、

汗腺をあの粉が詰まらせるから良くないとされたわけですよ。みんな汗かかないか？かくよ

ね？私なんていまだに癖が取れなくって、いまだにお風呂から出るとパタパタしないと、ど

うもさらさらしないような気がしてるけどね。でも、汗出るわよ。 

だからね、どれもそれぞれの研究者や専門家が研究して、嘘じゃないですよ、事実なんで

すよ、確かなんですよ、でもそれを公表すると、そうしなくっちゃ育っていかないんじゃな

いかっていう。まあベストのことを選びたいという気持ちもあって、そうするけれど、それ

が本当に子どもが大きくなっていくことに直結してるかっていうと、そうでもない。 

虫歯菌 

例えばね、今一番よく言われるのが虫歯菌です。虫歯は菌でうつるから食べかけの物を子

どもにあげてはいけない。あのね、私世代と今の子育てしてる世代が、あんまり考え方が違

うものだから、それで新聞で今どきの子育てとか、今どきの常識っていうのが連載されるぐ

らいになってるのね。 

で、ある時、新聞記事に虫歯菌でうつるから食べかけの物を子どもにあげてはいけません、

自分で使ったお箸で子どもにあげてはいけません、違うお箸であげましょう、っていうふう

に書いてあるのよ。みなさん、虫歯菌っていうの知ってる人、聞いたことがある人。（挙手

を待つ）大半の人が聞いたことあるのね。じゃあ、そう思ってなるべく、食べかけの物やお

箸を変えてる人。（挙手を待つ）はい、ありがとう、結構いるわね。あきらめた人。（挙手を

待つ）そうなのね、そうなの。最初はできるのよ、最初は。ところがね、子どもって人が食

べてる物に限って欲しがるのよ。そう思わない？食べてると「ちょうだい、ちょうだい、ち

ょうだい」って。「あ、虫歯菌がうつるからだめなのよ、こっちのにしようね」って、こっ

ちは別物なのね。 

それって本当なのかなって思って、でもかなりみなさんにその知識は普及してるからね、

私信頼してる歯医者さんに聞いてきたの。虫歯菌ってうつるって本当ですかって。それは事

実、本当なんだって。だけどね、インフルエンザじゃあるまいしね、その箸でこうやったか

らって、そこに虫歯が発生するなんてもんではないと。で、その歯医者さんは、それよりも

僕は親子関係とか文化を大事にしたほうがいいと思っていますって、おっしゃる人だったの
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ね。 

で、みんな今ちょっと手を挙げていただいたけどね、小さい時は頑張るんですよ。あらた

いへん、私の心がけで虫歯ができなくなるんなら、頑張んなくっちゃ。ところがね、毎回毎

回ね、あ、これはだめなのよ、あ、お箸、お箸、これはってやってるうちに、だんだんあき

らめるのよね。それで、そうは言ってもさ～、っていうふうになっていく。で、時代によっ

てそういうふうに変化していく。 

トイレトレーニング 

かつては 1歳でトイレトレーニングは普通でした。今は 3歳ぐらいになってますね。で、

その背景にはいろんなことが絡んでるけれども、取りあえず私はね、ま、小学校におむつし

ていく人はいないからね、まいっか、って思ってるのね。だってね、小学生でね、子ども同

士の話題にもなりませんよ。「お前、何か月でおむつ取れた？」。ちょっと先を見れば、人間

の子どもを産んだんだから、障害が無い限りは、一応、育っていけばそうなるもんね。それ

に対してものすごく過敏になる必要はないかなって思ってるんですね。時代によって考え方

って違う。それはやっぱり、流行りって言ってしまう。そう言うのはいけないのかもしれな

いけど、私はそんなふうに思ってます。 

教育も 

それは子育てだけじゃなくて、教育もそうですね。ゆとりって言ったよね、確か。今、ゆ

とり失敗だったってなってるね。そんなふうにね、批判してるわけじゃないのよ、どんなに

賢い人が頭を寄せ集めても、こうすれば大丈夫ってものは無いってことですよ。だから、時

代によってうねりのように、変わっていく。極端言うとね、100年前なんて、イギリスでね、

子どもがいたずらをすると、子どもの体に悪魔が宿ったってされてね、鞭で打つことが教育

ってされた時代があるんですね。そのぐらいに、やっぱり時代と共に、確かなものが無いま

んま流れてるってことなのね。 

5. 価値観が多様になると、子育ても楽になります 

それからね、今現在でも国によってもずいぶん違います。みんなにわかりやすい話しよう

ね。私のところは、たまたま近くにドイツ学園ていうのがあって、今、震災以降は帰国命令

が出て、ちょっと子どもが減っちゃったんですけれども、ドイツ人の子がいたり、アメリカ

人の子がいたり、中国の子がいたり、タンザニアの子もいたし、いろんな国の子が比較的来

てたんですね。 

ドイツ人のお母さんのお弁当 

で、お弁当なんですけどね、ドイツ人の子のお弁当ってものすごいシンプルなのよ。日本

の子どものお弁当は最初、2・3 歳児の時は、お弁当ってどうやって作るのかしらって、た

いてい本や何かを参考にするじゃない？だからみんなが、小さいおにぎりね、海苔が切り貼

りされてんの。それにプチトマトでしょ？それから玉子焼きと、ウィンナーがタコになって
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んのよ。それ定番よね。みんなそんなようなお弁当持って来る時にね、ドイツ人の子はね、

一応お弁当箱だけ二段弁当なんだけどね、1段はご飯だけ、1段はパプリカだけ、おしまい。

ある時はね、1 段はご飯だけ、1 段は、「きょうはパパが作った～」って、パパ作れるよキ

ュウリの皮むいたのだけ。どうしてだか、キュウリの皮むくのよ。お母さんたちの集まりが

あった時にね、1段はご飯だけ、お母さんのお弁当がだよ、1段はスイカだけだったの。そ

したらね、その素晴らしい（日本人の子どもの）お弁当見て、ドイツ人のお母さんは、「あ

んなのは作れません、朝から火は使いません」って言うのよ。あ、そうですか。ドイツで暮

らしてたことある人いる？いない？まあ、ドイツ人もさまざまだけど、だいたいの方がね、

お昼もね温かいスープとかは飲むけど、お台所はなるべく使わないんだって。夜もね、あん

まり使わないんだって。台所はね、キッチンセットはピカピカにしとくことが大事なんだっ

て。だから引っ越しの時やなんか、ピカピカのを持って行くぐらいなのね。でね、クリスマ

スとかお客様を呼ぶ時とか、そういう時はすごい手の込んだ物を作るんだけど。それでね、

クレープ持って来る時もあったんだけど、クレープ 3 本に人参ジュース 2 本持って来るの

よ。で、またね、ドイツの子はへいちゃらなのよね。 

でね、一人そういうお弁当を持っている子がいればね、あれでいいわけ？って思うのよ、

人間って。だってその子たち元気だもん。ね、価値観が多様になればなるほど、楽になるん

ですよ。価値観が同じで狭くなれば狭くなるほど、苦しくなるんですよ。だから、日本人で

子育て熱心な人ばっかりが集まっちゃうと、どんどん苦しくなるのよ。そこに、いい加減な

人がいると楽になるのよね。それで、そのお弁当見て、お母さんたちの集まりだってあなた、

スイカとご飯だったのよ、それでいいわけねって。 

鬼怒川温泉の女将さん 

ある時、私ね、鬼怒川温泉に呼ばれたのね。鬼怒川温泉ってどうして呼ぶんだろうと思っ

たんだけど、温泉街なんですよね。子連れで中居さんや、やる方が多いらしいのね。子育て

講座だったんだけど、旅館の女将たちもいっぱい来てたわけ。そこでね、「うちの子、2 歳

なんですけど、食が細くてちっとも食べないんです、それで私は毎日、7種類ものおかずを

作っているのに、食べないんですけどどうしたらいいんですか？」っていう質問だったわけ

ね。7種類も作るからいけないんじゃないの？って。頑張ると、頑張ることを受け止めない

子どもが頭に来るのよ。そうじゃない？その子、ちょろちょろ動いてんのね、こんなにお元

気そうですから、7種類はいらないんじゃないですかって言ったわけね。 

子どもってね、まだ食文化になってないからね、自分が必要な量だけちゃんと口にするの

よ。だってさ、なんの動物がお腹いっぱいでも、もっと残さないで食べましょうなんて思い

ます？それから、バランス良く食べましょうなんて思います？それ全部、頭で考えたことな

んだよね。生きるという本能からは遠いんですよね。だから子どもってのは本能的に生きて

るから、お腹がいっぱいになると、どっか行っちゃうのよ。その代わり胃も小さいし、咀嚼

能力もあんまり発達してないから、またすぐ空いちゃうのよ。だから、のべついなくなっち

ゃまた戻ってくる。でね、最後までちゃんと座って食べる子っていうのはね、よっぽどガッ

ツキな子よ。そうじゃない子はどっかいなくなっちゃうのね。 
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で、そのお母さんね、7種類も作るから頭に来るのよって、だからさ、もう 2種類ぐらい

にしといたらって。だって細いからどうとか。だって細くても元気なんでしょう？お宅の子、

燃費が良くっていいじゃんって。食が細くて餓死する子っていないですよ。やっぱり本能的

に生きたいって思うんです、動物だから。だから自分の命を維持するためのものは、ちゃん

と入れるわけよね。で、その時ほら、旅館の女将でさ、私よりちょっと年輩で恰幅のいい人

がいたからさ、「あの失礼ですけど、何を召し上がってこんなご立派な体格に？」って聞い

たのよ。そしたらその女将さんがね、「私の時には貧しくってね、お芋だけです」。ほら、お

芋だけでも、もう 70になっても生きてますよ。そう思えばいいじゃないですかって言った

んですけどね。 

オランダと日本の子どもたちの現状 

そんなふうにね、国によっても違うし、実は地域によっても違うのね。で、逆にその違い

がある環境の方が子育ては楽になるっていうことなんですけどね。だから国によってずいぶ

ん違うんだけど。 

今一番、子どもたちが、子ども自身がですよ、小学生ぐらいの子がね、幸せであるって答

えてるのはオランダなんです。オランダは 90％の子が、国に満足してるのね。世界トップ

なんです。それは、オランダもやっぱり教育改革がされて、小さい子どもを持っている親は

正社員でありながら、3日 4日を選択できるようになっているんです、仕事を。さらに、小

さい子を持ってる両親は、6時半には家に帰らなくちゃいけないの。もう、そこだけで全然

違うよね。で、オランダの子どもは、なんでも話せる友だちがいるっていうのは 80％超え

るんですね。さらに、お母さんにはなんでも話せるっていうのが 90％なんです。さらに、

お父さんになんでも話せるっていうのが 80％をやっぱ超えるんですね。そりゃあうちにい

る時間が長くて、のべつ話してるんだから。そして宿題は出しちゃいけないことになってる

んだから。学校のことは学校だからね。そうしたら、昔言った一家団欒の時間が長いわけで

すよ。当然そこにいろんな話が出てくるじゃないですか。まあ、でも、オランダっていうの

は、逆に極端にルールの少ない国なので、ドラッグやなんかも出てきちゃうんですけどね。

でも学力は日本と同等なんですよ。 

ちなみにね、日本は、自分が孤独であるって答えている小学生が 30％超えるんです。3

人に 1人が、こんなにお金を掛け、愛情を掛け、手を掛けてもらっていながら、自分が孤独

であるって答えてるのね。さらに、自己肯定感、自分で自分を良しとする、それから自分を

大事にしたいと思う気持ちっていうのは、10％未満なんですね。世界の最下位をいってる

わけです。だから、学力はいいかもしれないけど、心はあんまり豊かになっていないってい

うのが、今の日本の現状ではあるんですけれどね。そんなふうに、国によってもずいぶん力

を入れる部分が違っているっていうこと、ちょっと大きなことがテーマになっちゃったんで

すけど。 

6. 専門家に弱いけど、自分に合わない説はパスしてもいいじゃない 

もう一つね、みんな専門家に弱いの、専門家に。自分は素人って思ってるから、専門家に
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言われると無条件降伏で、そうなんだ！って思うじゃない？ 

例えばね、わかりやすい例で言うとね、指しゃぶりしてる子がいるでしょう？横浜市なん

かでは 1歳半検診で、もうこれを取りましょうって言われるのね。だいたいがね、2歳 3歳

ぐらいになると 1回ぐらい歯医者さんに行くことがあるんですよね。指しゃぶりしてるお子

さん（挙手を待つ）、はい、何歳？お宅のお子さん。4歳。お宅は？1歳。次は？5歳。それ

で、指しゃぶりしてる子がいるでしょ？歯医者さんで言われたこと有る？言われない？いい

歯医者さんだ。言われたこと有る？それもね新聞の子ども相談にも載ってたんですけど、歯

医者さんは歯の専門家なので、指しゃぶりしてる子を見ると「ああ、お母さん、指しゃぶっ

てるとね、出っ歯になっちゃいますよ」。さらにね、「永久歯にも影響するし、顎の形も変わ

ってくるから、もう取った方がいいですよ」って言われるの。するとね、そうなんだと思う

わけですよ。 

そうなんだと思うとね、お母さんたちはとっても誠意を持って子育てしてるからね、子ど

もに言い聞かせようとするわけよ。2 歳 3 歳の子どもにね、「あのね、指しゃぶりしてると

ね、出っ歯になっちゃうんだよ」。出っ歯なんて言うことばすらイメージできない、子ども

ね。「出っ歯になっちゃうんだよ、明日から 1歳でしょ」。言い聞かせようとするの、一所懸

命言い聞かせようとするのね。子どもはなんかお母さんが言ってるから、一所懸命、一応こ

うやってるけど（うなづく）、よくわかってないのよね。 

でも親もね、そういう叱り方していると、わかったのか、わかんないのか、わかんないじ

ゃない？わかってないかもしれないと思うと、これ終わりにできないのよ、不思議なことに。

でも終わりにしたいのよ、だからたいていの人は最後に付くことばがあります、「わかっ

た？」。すると子どもが「わかった！」って言うのね。これね、わかった？って言うから、

わかったって言ってるだけであってね、「理解しました、努力します」って言ってるわけじ

ゃないのよね。これがね、5歳以上になるとね、わかんないって言うと繰り返されるってい

うことがわかってくるの。だからね、5 歳以上になると、「わかったわかった、わかったわ

かった」って言うのね。ともに、理解しました努力しますって言ってるわけじゃないから、

いくわけです（指をくわえる）。「さっきわかったって言ったでしょ」、「指指、指指」言って

ね。 

それでテレビやなんか見るとね（指をくわえる）、寝る前なんか尚ね（指をくわえる）。た

いていの人がバンドエイド貼るの。バンドエイドかさばんないからね、全然大丈夫よ。かさ

ばればいいかと思って、ぐるぐる巻きに包帯するのね、はうはう（指をくわえる）、子ども

も必死だからね、それでもだめなの。それでたいてい次はね、カラシ塗るわね。で、今どき

は、舐めると辛苦いマニキュアを売ってるんですよ。買ったことある？買ったことある人（挙

手を待つ）、買ったことある？うまくいった？まだ使ってないの？で、その辛苦いマニキュ

アね、いずれにしても、成功率は 10％未満だと思います。 

機が熟してはずれていく。特にね、だいたい幼稚園かなんかに行き出して、年長さんにな

ってごらん、こんなことしてたら（指しゃぶり）かっこ悪くて仕方ないでしょ？もう年長児

なんてかっこいいっていうことばに生きがいを感じてますからね。もうこんななってこんな

なって（指しゃぶりを隠す）。お泊りなんてあるとね、これ（指しゃぶり）をどうしようか
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って。縛ってほしいって言った子がいるの。だからちゃんと場をわきまえて、こんなとこで

は私のプライドがすたるからね。うちでどうでもいい時だけこうね。 

赤ちゃんの時に、胎児の時に指は（口に）入ってたものだから、これが原型って考える人

もいるのね。だから、これ（指しゃぶり）を取っても大丈夫っていうのは、他のことですり

替えられたり、他のことで気持ちを満たすことができるようになってから。それが無くて、

これ（指しゃぶり）だけを取れば問題は解決ではないという人たちもいるんですよね。で、

とりあえずね、10％未満だと思います。それから、その辛苦いマニキュアが好きになっち

ゃった子がいるの。その味が。ね、辛苦いのが好きって。その子は年中塗ってるみたいです

よ。 

歯医者さんは、指しゃぶりに対してそういう反応をする方が多いです。ちょっと前の心理

学者、精神科の先生は、「お母さん、指しゃぶりしてるね、愛情不足だ」って言うのね。こ

のね、わけがわかんないの、愛情不足ね。今ね、愛情不足に取って代わってるのが、ストレ

スでしょうよ。でね、愛情不足って言われるの一番嫌じゃない？子どもって、愛情が足りて

るか足りてないか、色に出てこないからわかんないじゃない？そんなに無条件に子どもに

「愛してます、愛してます」なんて、年中やってないじゃない？だから、「お母さん、愛情

不足だよ」って言われると、みんな心当たりがあるのよ。「わたしのせいですか？」って。

私のせいだったの？ごめんねごめんね、私のせいで指しゃぶってたのか、ごめんね、大好き

大好き大好きって。2 日よ、いいとこね。もう 3 日ぐらいになるとね、「いつになったら取

れるわけ？」って、頭に来るね。もうこれだめって、逆に親子関係悪くなるね。今どきの精

神科とか心理学の先生は、たいていの方が、とりあえずこれがあると安心するんだから無理

に取ることないんじゃないですかっていうのもあるのね。 

こんなふうにね、専門家と言われる人たちもいろんな考えがあるってことなのね。その専

門家が研究している途上のことを公表してるにすぎないから、そうしなければだめってもん

じゃないのよ。だから、例えば歯医者さんに言われて「ああ、そうなんだ」と思ったのに、

やれない自分が意志が薄弱ではなく、「これ、私に合ってなかった」ってパスするの。次の

愛情不足って、えっ！と思ってちょっとやってみたけど、これパス、私に無理無理。でね、

そうこうしてるうちにね、自分に調子のいいのが出てくるっていうのと、子どもの悩みって

ね何年も同じことが続かないんです。そうこうしてるうちに次のことが起きてくるからね、

そんなふうに、はぐらかしてっていいんじゃないかなって、私は思ってるんです。 

7. 情報の物差しで我が子を測らないで 

もう一つ、今の社会はね、情報が豊か過ぎて、子どもの発達理論なんていう専門家が知っ

てたことが、親たちの耳にちゃんと入ってしまうから、何歳になると何ができるはず、何歳

は何ができるはず、何歳は何ができるはず、いわゆる情報の物差しで我が子を測って、早い・

ふつう・遅いという評価をいつでも我が子にしてしまうんですね。 

例えばね、1 歳で歩くようになるって聞いてたとするでしょ？不思議と 10 か月で歩くと

これ無条件で嬉しいのね。なんで子どもが早いと嬉しいんだろうね、あんなに。2歳になり

ゃわかりゃしないのにね。でも無条件に、「わあ、すごいすごい、うち歩いたのよ歩いたの
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よ、見て見て」って。じじばばにも画期的に歩いたのよって親ばかになるじゃない？ところ

が、1歳そろそろ、歩く？って。あ、ちょっと遅いのかも。1歳 3か月、4か月、5か月、6

か月となると、今度は心配になっちゃうんですよね。私の育て方のどこがいけなかったのか

しら、振り返っちゃうの。離乳食の手を省いたから？それとも日光浴足りなかった？ってね。

特に母親は、今後子育てのなかで何かがあるたんびに、「私の育て方」を振り返っちゃうん

です。不登校になっても引きこもりになっても、犯罪が起きても。そんな直結してるもんじ

ゃないですね。だけど、そんなふうに誠意があるから、私の何がいけなかったんだろうって

思うのね。今までで私が知ってて一番遅かったのが、2歳超えてから歩くようになった子が

います。4歳超えてからしゃべるようになった子がいます。そんなふうに、個人差はすごく

大きいんですね。 

ところが、平均値でものを言われてるわけです。平均値っていうのは、それよりも前の子

もいるけど後の子もいるわけよね。ところがその情報の物差しでいつも測るようになると、

うちの子、早い・ふつう・遅いという評価をしながらの子育てになってくね。でも、3歳に

なった子がね、誰が何か月で歩いたかなんてわかんないでしょ？ちょっと先を見れば、人間

の子に産んだんだからみんな二本足で歩くのよ。特別な障害を持ってない限りはね。だけど、

今に、はまってしまう親心なんですね。 

自己肯定感・自尊感情 

いずれ歩くんだから、ことは同じかと思いきや子どもの気持ちが全然違うんです。さっき、

ちょっと、自己肯定感・自尊感情っていうことばを使いましたけども、一つできるようにな

る度に親が、「すごいすごいすごい！こんなこともできるようになった！」って親ばかで喜

んでくれて育てられていくのと、「遅いわね、遅いわね、また遅いのかしら」、遅く歩いた子

はね、もう喜びではないんです。「ああ良かった」なんですよ。もう安堵なんですね。する

と、また次の心配、「うちの子、また遅いのかしら」って。遅い子どもを持ってる人、いつ

も心配と不安を抱え、子どもの成長が喜べないんですね。 

それは、いずれおんなじでありながら、おんなじじゃない部分は、子どもの気持ちなんで

す。ボクができなかったことができるようになっていく時、お母さんお父さんがすごーい喜

んでくれた、見守られているっていう感じと、そうじゃなくて、いつもお母さん眉毛寄せて

「遅い遅い、遅い遅い」って言ってるっていうのと、子どもの気持ちがずいぶん違うなって。    

だからね、もしそうやって評価してしまって、うちの子ちょっと遅いって思う人は、もう

情報なんて見たり聞いたりしない方が私はいいと思うんですね。昔、もうちょっと地域力が

あった頃は、年配のおばあちゃんやなんかが、ちょっと抱かせてって言って、だいぶ足が強

くなってきたね、もうちょっとで歩くねとか、なんでも噛んでると、歯がむずむずしてもう

すぐ生えるねとか、その子を見ての情報を流してくれたの。今インターネットで出てくるの

は、日本全国の平均値でしかないってことなのね。だから、それはあんまりあてにしない方

がいいって思ってます。 

8. うちの子はどういう子？  
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そんなふうに正しいものを求めて勉強したけれど、こうすれば子どもにとって良いってい

うものには出会わなかったっていうことと、そこで気が付いたのは、私は子どもが健やかに

育ってほしいと願って、正しい幼児教育・正しい子育てをしようと思ったけれど、考えてみ

たらどれも大人の言い分だった。今の社会がどういう子どもを育てたいのか、学校の先生、

保育園の先生、幼稚園の先生、先生と言われる人たちが、どういう子をいい子と評価してい

るのか。それから親がどういう子を望んでいるのか。どれも大人の思いばっかりだったなっ

ていうことに気付いたんですね。 

そして私は原点に戻ってみよう、原点は子どもなんです、子ども。子ども自身は感じてな

いのか、考えてないのか、子ども自身に育とうとする力は無いんだろうかって。どう育てた

いかではなく、どう育っているかっていうことに目を向ける。どう育ってほしいかではなく

て、この子はどう育とうとしているかっていう、子どもを主役にもってくるっていうことな

んですね。 

で、私はその子どもも、社会全般の子どもではなく、何歳の子ではなく、男の子女の子で

はなく、みなさんだったらうちの子どういう子、です。うちの子、どういう子。うちの子は

知ってるようで知ってないですよ。というのは、親はいつも先を心配して子育てしてるから。

いつも先を考えてる。先を心配して子育てしてるから、今の子どもの表情を見逃してること

が多い。 

子どもの表情をよく見ましょう 

でね、私はまず、子どもの表情をよく見ましょう、子どもの行動をよく見ましょう、子ど

もをよく知りたいために子どもをよく観察してみましょうっていうふうに思ったのね。私流

に言うと、子どもの心に添うってことなんですけども。子どもを見て、たぶんこう感じてる

んじゃないのって思うことを、私はことばに出して言ってみるっていうふうにしたのね。 

子どもを知りたいために、例えばさっきの、ママがいなくてわーって泣いてる時ね、「ド

キドキしちゃうよね！」って言ってあげることなのよ。「ママあとで来るよ、あなた、もう

すぐ来るもうすぐ来る」なんていうのは全然わかんないんだから、子どもね。もうすぐ来る

と思いながら泣いてることは無いんですよ。「いなくなっちゃったー！」って泣いてるわけ。

「いなくなっちゃったよねー！」って一緒に叫んであげることなのね。で、そんなふうに子

どもがたぶん思ってるだろうことをことばにしてみる。 

痛い時は「痛いねー」って言ってあげる 

すごくわかりやすい例で言うとね、2・3 歳の子を想定していただくと、子どもってちょ

こちょこちょこちょこ歩くでしょ？歩くの下手よね。たいてい歩いてない走ってるよね。す

るとね、たいていの親はね、「危ない危ない危ない、こんなとこで走ったら転んじゃうわよ」

って言うのよ。「危ない危ない、こんなとこで走ったら転んじゃうわよ」って、だいたい転

んじゃうのよ。その時にね、なんて声を掛けてる親が多いかと言うとね、「だから言ったで

しょう、ママの言うこと聞かないからよ、さっさと立ちなさい」っていうのが圧倒的に多い

んですよ。で、私、同じことがあった時に、子どもが転んじゃった時になんと思ってるのか
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なと、転んじゃった子どもね。「だから言ったでしょ」って（お母さんの声が）流れてくる

わけじゃない？子どもは「だから言われた通りになっちゃった、さっさと立とう」なんて誰

も思ってないですよ。子どもがなんと思ってるかっていったら、「痛い」。で血を見るとだい

たいが、「血がが、血がが、血ががー」ってね。あ、痛いんだわ。だから走って行ってね、

「痛いね痛いね、痛かったね」って言ってあげることなのね。「痛かったね痛かったね」。「血

がが血がが血がが」って言ったら、「血がが出ちゃったね」。するとお母さんたち、抱っこす

ると血がくっ付いちゃうから、相手、痛いって泣いてるのに「痛くない痛くない、痛くない、

我慢。おうち帰ってバンドエイド」ってやってるけど、痛いんだよね。痛い時は「痛いねー」

って言ってあげるっていう、これだけのことをちょっと心してみたんですね。 

ことばに頼らないで、その子を見る 

それは、実は、まだ赤ちゃんをお持ちの方はやってることなんですよ、自然と。しゃべん

ないから。しゃべんないから、泣くだけで、「あらどうしたのかしら、おむつかしら、あ、

それともお腹かしら、体調かしら」って。ああかしらこうかしら、子どものサインに対して

ああかしらこうかしらと、思いを巡らせるわけですね。そこは勘しかないわけですよ。言わ

ないから。「おむつでーす！」なんて言ってくれないからね。だから、ああかしらこうかし

らってね。 

ところが、ことばというのは一つのネックなんですね。しゃべり始めたとたん、「言わな

きゃわかんないでしょ」の世界になっていくわけよね。赤ちゃんの時はそうだったのに。例

えば、ひとたびしゃべるようになるとね、子どもが寄って来て、「うんうん」って言うとね、

「なあに？言わなきゃわかんないでしょ」って。「お水」って言うとね、「お水じゃないでし

ょ、お水ください」。正しい日本語を教えようと。だいたいね、大人とか親って教えたがり

なのよ。教えたくなっちゃう。「ちゃんと、お水くださいって、言ってごらん」とね。ここ

で正しい言語教育をしなくても、だいたいは学んでいきますけどね。でも、それはね、みん

なやってるの、だからいいんだけどね。 

その頃から、子どもの表情から内面を見抜く勘がにぶってくるんですよ、だから。赤ちゃ

んの時はできてたのが。子どもはこんなに時代が進んでも、ことばを持って生まれて出てな

いんですね。「おはようございます」って生まれてこないじゃない？生まれた後に環境の中

によって学習し始めたばかりだから、どんなにしゃべれるようになっても、まだ自分の感情

とか要求とか体験を、口にはなかなか出せないんですよね。ことばに頼っていくところから、

子どもの心は離れていくと私は思っているのね。 

それよりもはるかに、表情の方が確かなんですよ。ちなみに、ことばと、体験とか感情が

ちゃんと結び付き始めるのは 4歳以降と言われています。だから、3歳ぐらいまでは、すご

くおしゃべりな子いるけど、それが本当にその子の内面を表現しているかっていうと、ちょ

っと怪しい。まあ、ことばの発達の早い子もいますけどね。で、ことばに頼らないでその子

を見るっていうことは、その子を知ることになっていくって思うのね。あのね、実は人間み

んなそうなんだと思うよ。大人だってね、ことばでごまかしてること多いじゃない。だけど

表情はごまかせなかったりするじゃない。まして子どもはそうなんですけどね。 
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寄り添ってくれる人がいて、本来の自分を取り戻す 

もう一つ言うとね、例えばね、子どもが泣くと行かざるを得ないじゃない？だから、子ど

もが泣くと、あら、どうしたのかしらと思う。どうしたのかしらって思うから、こうやって

近づいて行くでしょ？子どもが泣いてると、その子がしゃべれる年齢だとするとね、たいて

いの人はね、9割方の人が「どうしたの？」って言うのよ。どうしたのか言える子は泣いて

ない。「あの子がおもちゃ取った」って言える子は言いに来てるのよ。「うう（泣き声）、お

もちゃ取られて、ううう」どうしていいかわからないのよ。感情が先なんですよ。だからも

う、感情が泣けちゃうんですよ。泣けちゃうのね。でも、大人はいつも理由がわかりたい。

「どうして泣いてんの？」って、「うう～（泣き声）」って言うとね、「泣いてちゃわかんな

いでしょ、ちゃんとお口で言ってごらん」、「（泣き声）えーっと、えーっと、えーっと」、「え

ーとじゃわかりません、ちゃんと泣き止んで言いなさい、なんのためのお口付いてるの」な

んて言ってね。だんだん腹立ててね、「言えるようになってからお母さんのとこにいらっし

ゃい」なんて言っちゃって。子どもが泣いてるから、気になって寄り添ってあげようと思っ

て行ったにも関わらず、言い方変えると「泣いてるだけじゃ私にわけがわからないので、私

にわかることばにして言いなさい」って言ってるわけじゃない？でもね、子どもが泣いてる

時にね、お母さんにわけをわかって欲しくて泣いてる子ってめったにいないんですよ。泣け

ちゃうんですよね。 

だからね、泣いてる時に近寄って行くじゃない？見るのよね。そしたら怒って泣いてる時

と、悲しそうに泣いてる時と、それから甘えて泣いてる時と、体調が悪そうな時と、泣き方

がちょっと違うんじゃない？もし怒って泣いてる時はね、「怒ってんだよね」って言ってあ

げるだけなの。それだけ、「怒って泣いてるんだよね」。どうして怒ってるのって知りたいの

は、ちょっと今やめるのね。「怒ってんだよね」って言うと、「うん！怒ってんだよ！」って

言ってね。するとね、子どもはわかってくれたと思うんですよ。わかってくれた人がいるこ

とによって、感情が静まってくるんですよ。そうすると、「だってね」って自分から出てく

る。 

なんかあった時に、そんなふうに寄り添ってくれる人がいることで、本来の自分を取り戻

せるっていうことに気付いたのね。怒ってる時に「怒ってるんだよね」って言ってくれるこ

とで、心が静まる、心が静まると初めて脳に行くわけですよ。で、脳で整理されて、「だっ

てね、あの子がボクの大事なおもちゃ取ったんだよ」っていうことばになっていきます。で、

そんなふうに感情直結、口になってるのは大人ばっかりよ。特にお母さん、思ったとたん、

脳を通らないで口に出てない？「ああしなさい、ああしなさい、わわわわ」って言ってない

ですか？そこまで発達してないってことなのね、子どもたちは未発達であるから、自分の感

情を的確なことばで表現することはたいへん難しいことで、だから、「言ってごらん、口で

言わなきゃわかんないでしょ」っていうふうに子どもに要求していくと、子どもの気持ちが

見えなくなっていくと思ったんですね。 

9. 何度言っても止めないことは、子どもの足しになっていることかもしれません 
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それで、そういうふうにやっていってみると、子どもに寄り添っていってみたらね、二つ

のことがわかりました。一つのことは、子どもは自ら育つ力を持っているっていうことなん

ですけれど。 

スイッチ押し 

それはね、例えば、1 歳ぐらいのお子さんを持っている方が、スイッチに凝る時期があっ

たと思うんです。1歳ぐらいの時、ペチペチペチペチってね。スイッチがどこにあるかなん

て教えもしないのに、見つけるのよね。で、ぺチぺチペチね。それで最悪は、この辺のトイ

レは知らないけど、公共のトイレってこの辺に SOS があるんだよね。あんなのやってみち

ゃったりね。あのね、うちで保育者の子どもでね、スイッチに凝ったから、あ、スイッチに

凝ったわねって、私わざわざ電気ストーブ出してあげたのよ。でもわざわざ出してあげた物

はすぐに飽きるのね。それでね、彼がねアキちゃんっていう子なんだけど、見つけたのはコ

ピーの電源だったわけ。適当に重いのよ、またあれ。コピーの電源をブスッていくわけです

よね。するとね、機械がガーッてなるでしょ。  

これはさすがに迷惑って、私思ったからね、どんなに小さくても、止めてほしいことは、

シンプルにことば少なく迫力をもってですよ。ことばの内容で子どもは止めるんじゃないん

です、あなたの迫力なんです。声と表情ね。だからね、「アキ！止めて！」って言ったら、1

歳だって怒られてるってのはわかるから、部屋から出てったのね。だけど、またじきに入っ

て来たのよ。じきに入って来てね、コピーの機械に指がさわったなって思うから、私がき！

って見たのよ。そしたらね、たかが 1歳の子がですよ、はぐらかして出てったのよ。さらに

また入って来たのよ。また入って来て、今度は私がき！って見る前に、慌ててブチッて切っ

たのね。なんてこんなに命掛けてるか。やがてねスイッチやらなくなったら、次はねなんで

も投げる時期もあるね。 

ティッシュペーパー・液体にはまる 

次はティッシュペーパーの時代がやってきます。ティッシュペーパー、ちゃっちゃかちゃ

っちゃか。もうみんな、なるべく高い所に置くじゃない？ちょっと下に置くと磁石に吸い寄

せられるように、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃとやるでしょ。ティッシュペーパーの時代がき

ますけど、5 箱やった根性者はいないわよ。5 箱やった？たいていは 2 箱で卒業してくよ。

で、5歳でティッシュペーパーにはまる子はいないのよ。日本国中の 1歳代なんですよ。そ

して、やがてティッシュペーパーも卒業していくんだけど、私ねティッシュペーパーに「良

いおもちゃ」って書いてあげたいと思ってるの。高いおもちゃ買うよりねあなた、ティッシ

ュペーパーにはまってる時はティッシュペーパーで遊んで頂いた方がいいのね。それで、や

がてね、なんでも投げたり、いろんな、その時その子がはまってるものがあるのよ。 

やがて 2歳ぐらいになると、器から器にこうやって水を移すのよ。それが、お水ならいい

けど、お味噌汁だったり牛乳だったり机の上だったりして。どういうわけか、これからこっ

ちに（ペットボトルから紙コップへ）入れたらあふれるに決まってんじゃん、大人からした

ら、あふれるに決まってんのにこっちが空になるまでやるのよね。で、周りびちょびちょに
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なるのよね。で、何度怒られてもやるのよ。だからそういう時ってね、何度言っても止めな

いのねって思ったらね、「悪いけどこれさ、場所変えていい？」って。たいてい「いい」っ

て言うよ。「ベランダかお風呂場でどうぞ」ってね。そんなことにはまっていくね。 

機能が発達するための遊び 

0歳 1歳ぐらいは、機能が発達するために遊ぶことが、大人にとってはいたずらと思える

ことが圧倒的に多いっていうことに気付いたんですね。それはさっき言ったように、スイッ

チをこうやる（押す）時は、それまではこういう、手が、指が独立して動いてなかったのよ。

それが 1本が動くようになったから嬉しくて嬉しくて「動くし動くし、動くし動くし」って

言ってね。それにはスイッチがもう格好の、満たしてくれることなわけ。さらにだんだん重

い物に挑戦していくわけよね。 

だから、障子に穴を開けるのもその時期から始まると思うんですけど。それから布団の穴

とか、もう穴見つけるのがうまい。穴見つければ指突っ込んでるの。だけど、どこもここも

ダメダメダメダメ言われるからね、たいていの 1歳の子は自分の鼻に指突っ込んでます。 

でね、やがてこれがね（親指と人差し指）、合うようになるのがティッシュペーパーなの

よ。こうやって合うからもう嬉しくて嬉しくて。だからティッシュペーパーなんて、あなた、

魔法の箱みたいなものですよ、次から次へ。だからもったいなかったら、片方で集めてれば

いいのね。そうやってる時っていうのはね、だから壁紙のね、チッてはがれてると、もう見

つけちゃうわよ、チィーッて引っ張るの。 

器から器にっていうのはね、目で見て、脳に指令が行くんです、いっぱいですよって。そ

れから神経に行って、筋肉がコントロールするっていう回路が育っているわけなのね。そん

なふうに、いちいち発達の説明書なんて読まなくていいですよ。子どもが何度言っても、だ

めって言っても止めないものは、もしかしたらこの子のなんかの足しになっているのかもっ

て思っていただきたいと思うのね。あなたに怒られようとして、あなたの機嫌を損なおうと

して、もしくはお母さんお父さんの興味を引こうとしてやっている子は少ないです。たいて

いの場合はそれが、「ボクが発達するために必要なんです」って子どもは口で言わないから、

怒られても怒られても。だからね、スイッチやりながらね、「あ、今ちょっと我慢してくだ

さい」って言わないから、大人にとってはいたずらなんですよ。頭に来るいたずらなのよ。

でもね、それをね、何度言っても止めないってことは、なんかの足しになってるのかもねっ

て、少し視野を広げていただきたい。そうすると必ず、卒業するから。今必要なものが環境

の中で光っていて、誰もスイッチのありかなんか教えなかったですよ、今その子が発達する

ものが環境の中で光っていて、それを取り込んで、はまって、堪能して、卒業する。その繰

り返しが大きくなっていくっていうことだと思うんですね。で、小さい子の場合は特に機能

が発達するためにしてる遊び・いたずらが多い。 

例えば、こうやって指が動くようになると公園の水飲み場のこういう所、ピーッて押さえ

たりするじゃない。こういうのが（親指と人差し指の動き）できるようになると、たいてい

の子はホースの先をこうします（指でつぶす）。ホースの先はすごく力がいるのよ。それで

口までこんなんなって（口元に力が入る）。こうやると遠くまで水が飛ぶっていうのがね、
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自慢なのね。実は、水とか砂とか泥は、子どもがどうして好きかっていうと、その発達段階

に応じた遊び方ができる素材だからなの。 

うっちゃんの「流れてる」 

例えばね、そうだそうだ、うちで 3歳のうっちゃんって子がね、砂場の山に、砂山に、ジ

ョウロで水をね、こうやってかけてたのね。水、吸い取っちゃうじゃない、砂がね。「無く

なっちゃった、無くなっちゃった」って言って、ずっと水をこうやってたの。「無くなっち

ゃった、無くなっちゃった」ってやってたんだけどね、上の方が富士山みたいに平らになっ

てね、水が少し下に流れるようになったのね。そしたらこうやってね、「穴が開いちゃった

ぁ」って言ってたのね。それでもまだその子はね、上から水をかけ続けたのね。そしたら下

にちょっと池みたいに水がたまり始めてたんです。そしたらね、急にその子が一日の終わり

にね、「流れてる」って言ったの。昔はドブやなんかがあったから、流れてるところ、今こ

こにあるかどうかわからないけど、坂の流れてる水って日常的にあったんですよ。だから、

そこに子どもが葉っぱを落としてみたり、いろんなことをして遊んだんだけど、今みんなド

ブふさがっちゃってるし、そういう流れてる水ってなかなか無いのね。だから砂場で発見し

ちゃったんだけど。「流れてる」。これは「流れてる」ということばと、「流れてる」ってい

う実感が、うっちゃんのなかでくっついた瞬間。私はやった！って思ったんだけど。次の日、

うっちゃんが来て、朝からまた水汲んで、「流れてる、流れてる、いっぱい流れてる」、「流

れてる、流れてる」っていうのが繰り返されたのね。 

流れてることに夢中になっているから、うちの保育者が雨どいを用意したんです。で、流

れるようにしたわけね。そしたらね、高い方から低い方へ流れるっていうのがわかってきた

わけね。さらにね、そこにいろんな物を置き始めたわけ。で、コップ置いてみたり、シャベ

ル置いてみたり、「流れる、流れない、流れない、流れる」って。そうするとみんながそれ

がおもしろそうだから、たくさん 3 歳が集まってきて、みんなでいろんな物を置いて、「流

れる、流れない」。もうこれになると研究者ですよ。水道代なんて言えない言えない。おも

ちゃを買うより水道代って思っちゃったんだけどね。そんなふうに子どもは遊びを通して、

一つ一つ学んでるっていうことなのね。だけど、私たちにとっては「お水は大事でしょ」に

なっちゃうのよね。だから、子どもをよく見ると、見て、何度言ってもはまってるなって思

ったら、ちょっと「いつまではまってんのかしら」って、「早く卒業してよね」ぐらいに思

った方がいいんじゃないかって、私は思ってます。 

10. 何度言っても、今できないことがあります 

それから、もう一つは逆にね、子どもは未発達で、0歳から 6歳に階段を上るように大き

くなっていくわけですよね。だから、何度言ってもできないことっていうのもあるのよ。教

えればできるって、すごく思い過ぎてると思うの、みんさんね。教えてもできないのは未発

達だから、できないこといっぱいあるのね。 

例えばさっきの食べ歩きしちゃうやつ、2歳から 3歳前半ぐらいは遊び食べがすごく多い

と思うんですね。さっき言ったようにそれは胃が発達してないのと、咀嚼能力がないのと、
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食文化はまだ身に付いてないわけですよ。だから、残さないで最後までよく噛んで食べよう

なんて思ってないわけよ。お腹をふくらませればどっか行っちゃうのよね。だからそういう

時はね、「まだ最後まで座って食べれないのね」って、あきらめてほしいと思うの。ガッツ

キの子はずっと座ってるけどね。そうじゃない子はね、あきらめるか工夫する以外ね。あき

らめる人はうちには猫が 1 匹って思ってればいいのよ。だいたい 3 歳までは猿と思ってる

のが、私は当たってると思う。4歳からが人間だと思ってるんだけど。だから、ああ、まだ

ダメだわって思ったら、だって猫ってさ、一日中えさ置いてあると思わない？猫はその自由

を許されてるんだよ、だから人間の 2歳だって、私そういう自由が許されてもいいんじゃな

い。おにぎりだけ置いておいてあげればどう？って、思ったりするんですけど。 

あとね、寒い時期だとね子どもって、ドア閉めないと思わない？「入ったら閉める」「入

ったら閉める」って、何度言っても閉めないのね。「寒いでしょ、中ストーブ焚いてるんだ

から、早く空気がどうたら、閉めなさい」。これね 100万回言ってもね、ダメよ。というの

はね、これも私、どうしてできないのかなって思ってたんだけど、どの動物も入ってきて、

振り向いて閉めるなんてことはしないのよ。動物ってみな、前しか行かないわけですよ。だ

から猫飼ってる家はこういうドアじゃない（パタンパタンと開いて閉まるドア）。閉めない

子に腹が立つ人は、こういうドアを付ければいいのよって思うのね。未発達でできないこと

っていっぱいあるってことなのね。 

もう一つ言うとね、例えばね、鼻かめないよ、2歳は。フンって一気に息を吐き出せない

んですよ。だから、「チーンは、チーンは」って言うと、「チーン」って口だけで言ってるの

よね。でね、そういう時もね、「あら、まだできないのね」ってことばで言うと、子どもに

すごく失礼ですからね、子どもはけっこう聞いてますからね。「まだできないんだ」って思

えばいい。何度言ってもできないことはできないの。何度言っても止めないことは、取りあ

えず必要なことなの、っていうふうに大雑把に思っててもいいんじゃないかなって、私は思

うのね。 

やがて、できるようになります 

でも、さっきの食文化でね、私はそういうのは嫌なんです、ちゃんとごちそうさま言うま

で座って食べてほしいっていう気持ちが強い人は、子どもはどうしてもそういうふうにはな

らないから、工夫する以外ない。身動きできない椅子に座らせるとか、椅子に結わくとか、

立つとひっぱたくとか。だからほら、変だけど、虐待に走る人はたいてい最初はしつけだっ

たって言うじゃない。確かに、痛くて怖ければ子どもは止めるんです。 

例えばね、ある時、子どもがご飯の時に、ここ（テーブル）に乗ってしまうからって言っ

て、ある保育園で鋲を置いたとこがあるんです。それは、そこの保育者が私に手紙をくれた

ので発覚しちゃったんですけれど。1歳の子が「ママ、鋲が置いてある」って言わないじゃ

ん。だから、その保育園はきちんとしつけてくれるいい保育園っていう評判なのよ。ところ

が実情は、そうなわけね。でも確かに子どもは、痛ければ止めます。怖ければ止めます。だ

から、その最初はしつけだったって言うの、あれ、嘘じゃないと思うんですね。しつけよう

と思って、それがエスカレートしていったんだと思うんですけれど。で、そういうふうに、



22 

 

工夫すれば今できるようになりますけれど、そうしても、そうしなくても、やがてちゃんと

座って食べれるようになります。 

とあ君のお弁当と「すくすく子育て」 

あのね、ちょっと前なんですけど、「すくすく子育て」っていう番組があるじゃない。私

最近ちっとも見てないけど。あれでね、一度お話があったのね。出てくれませんかって言う

からね、私こういう感覚の人だからね、ライブ感覚だからね、スタジオ撮りはちょっと無理

でしょう？スタジオ撮りってなんかね、脚本をね 2・3回練習するらしいのよ。で、その「す

くすく子育て」に出た人、疲れたって言ってたし、それはダメって思って、じゃあ来て頂く

んならいいですって言ったの。そしたら、カメラマンの人、スタイリストの人、5人ぐらい

大人が付いて来たのね。そしたらね、向こうの人はね、一言やって場面が変わる度に、ヘア

スタイルとさ、お化粧をこうやんのよ（直す）。「私は？」って言ったら、「先生は結構です」

って言われたんだけどね。 

で、その時たまたまね、何度か撮りに来たのを編集されて、どこが映るか私にはわかって

なかったの。見たらね、3歳のとあ君っていう子がね、食の細い子なのね、私の隣でお弁当

食べてたのね。そのとあ君が立ち上がって、椅子の上に立ち上がってるところにね、私がね

食べさせてるシーンが映ったの。えー、ここですか！って思ったんだけど。どうしてそこを

入れたのか知らないけど。で、私もちょっと、ぎょっとしたけど、そこに対しての反応が来

ちゃったわけよ。 

そんなこと言ったってね、そのとあ君はね食が細いの。それともう一つ、3歳ぐらいの時

ってね、まだ道具を上手に使える手の働きができてないために、お箸とかスプーンとか、そ

ういうのを長期に持ってると、もう疲れちゃうんですよ。ほんとは食べたいけど、手が疲れ

ちゃうからもう嫌っていう時があるのね。で、とあ君はわりとそういう子だったんですね。

とあ君はもういらないっていう時は、お弁当箱の蓋をするのね。だけど、その時は開いてた

わけよ。だからお腹はまだ空いてるんだけど、もう食べるの嫌になっちゃったのねって思っ

たから、私が食べさせたの。何が悪いの、いいでしょう？で、食べさせてるとこが映っちゃ

ったわけよ。それ見たとあ君のお母さんに、「うちでどんなにしつけても、できないはずで

す」って言われちゃったんだけどさ。でもその子が 4歳になった時に、その子どんどん外遊

びが好きになった。そしたらもう、がっつがっつがつ食べて。たまに給食があるんだけど、

「おかわりー！」って。こんなですよ。 

11. しつけを頑張っても、2歳児には無理なことがあります 

今、そんなに神経質になって、しつけしつけしつけしつけって言ってることは一生ものじ

ゃないってこと。子どもは未発達だから、発達していけばクリアしていくことがすごく多い

と思うんですね。 

私、思うんだけどね、乳幼児を育ててる人が今、しつけを一番気にしてると思うのよね。

いい子にしよう、きちんとしつけよう、って。小学校高学年になると、もうそんなこと全然

誰も気にしてないよ。今度は点数だけよ、成績だけよ。さらに大人になった人見てごらん、
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この辺はわかんないけどさ、電車の中でお化粧したり、ご飯食べたりしてるじゃん。さらに

年配の私たちだって、シルバーシートのとこで平気でメールしてるじゃないですか？なんか

幼児だけをすごく正しく育てようと頑張っていて、世の中の人を見るとなれの果てはこれか

って思うのね。 

例えば、ベネッセの調査でね、「2歳の子どもに何をしつけたいですか？」のトップが、「人

に迷惑を掛けない子」なんです。有り得ません。2歳が空気読んだら変です。場所がわかん

ないし、特に声帯の発達もありったけなんです、いつも。距離感と声量が調節できるのって

小学生入ってからぐらいなの。だから、ありったけ叫んでるんでしょ、子どもって。もっと

小さい声で、小さい声でって、それはまだ未発達でありったけなのよ。さらに、状況を判断

して自分の動作をコントロールでき始めるってのは 5歳以上なんですね。2歳の子にそんな

こと言ったって無理なのよね。だけどそれを望む。 

その次に多いのがね、あいさつなんです。2歳でね、おはよう、こんにちは、ごめんなさ

い、ありがとうって、言えなかったからって一生できないわけじゃないよって思うんです。

引っ込み思案な子なんてごあいさつできないじゃない。「ごあいさつは、ごあいさつは」っ

て（子どもを押すしぐさ）一所懸命。ここでこんにちはって言えたからって、なんなのよっ

て。あなたが言っときゃいいわよ、「こんにちは」って。「うちの子、引っ込み思案でまだ言

えないんですー」って言っておけばいいじゃないって思うのね。もう一つが、食事のマナー

とくるんです。どれも 2歳には無理です。 

子どもは AKU（アク） 

あのね、ええと、プレイパークなどの天野秀昭さん（大正大学人間学部環境学科のびのび

こどもプロダクトコース特命教授・NPO 法人「日本冒険遊び場づくり協会」副代表）と、

慶應病院の渡辺さんていう人と同じこと言ってるんですけど、子どもは AKUであるってい

う言い方なのね。危ない（A）・汚い（K）・うるさい（U）。危ない・汚い・うるさいがあっ

てこそ、子どもって。どれか一つ欠けても、もう子どもではないって言い方をしています。

だから、大人にとって都合のいい子を望み過ぎている。それを理想の子にし過ぎている。そ

して、今の現状の、危ない・汚い・うるさい我が子を否定してしまう。 

 

12. いい子ってどんな子？（先生が著書を朗読） 

いい子にしてね、いい子になってねと、お母さんが言います。いい子ってどんな子かしら。

2・3歳の子どもを想定してみますね。 

 外に出たらちゃんとママと手をつないで歩ける子。 

 電車に乗ったらきちんと前を向いて座っておとなしくしている子、20分でも 30分でも

ね。 

 サンタクロースに似た人を見ても、熊みたいな人を見ても「あの人」って指を差さない

子。 

 初対面の人で難しい顔をしたおじさんでも、子どもが嫌いそうなおばさんでも、お父さ
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んやお母さんのお知り合いならばちゃんと「こんにちは」とあいさつができる子。 

 すべり台でもちゃんと前の子を押さないで順番を待てる子。そしてさっさと滑り降りて

くる子。 

 他の人が持っている物を欲しがらない子。 

 砂場で他の子のシャベルが使いたくなったら「貸して」と言えて、貸してくれたら「あ

りがとう」って、その子のおばちゃんに向かって言える子。 

 貸してくれなかったらすぐにあきらめることができる子。 

 もし砂を誰かに掛けてしまったら、すぐに「ごめんなさい」って言って、砂を払うしぐ

さができる子。 

 泣いてる子を見たら「どうしたの？」と声が掛けられる子。 

 お母さんが誰かと話してたら、「帰ろう」とか「早くー」とか「見てて」って言わない

で待っていられる子。 

 よそのうちに行っても、あっちこっち探検せずに、ソファでぴょんぴょんせずに、出さ

れた自分の分のお菓子だけをこぼさないで食べる子。 

 スーパーに行ってもうろうろせずに、お母さんが「待っててね」と言った場所を決して

離れないでいられる子。そして「買って」とねだらない子。 

ってこんなふうに、こんな子いるか？でも言い替えるとこんな子を望んでるのよ、みんな。

それは自分にとって都合のいい子だから。だけど、そんなことって有り得ないし、そんな子

だったら不気味ですよ。これ、問題ですよね、逆にね。 

13. 子どもは自ら育つ力を持っています、心が健康ならば 

子どもは自ら育つ力を持っているって、私は確信しています。そして、ちゃんとみんな、

自分で階段を一気に 5 段昇る子もいないし、一気に 5 段目から飛び降りる子もいない。だ

から、それは確信してていいと思うんですね。子どもは自ら育つ力がある。そこに付随する

のが「心が健康ならば」っていうのがあるんです。心が健康ならば、前を向いて子どもは歩

いていきます。 

心が不健康っていうのはどういうことかというと、子どもは、人間の子どもは特に、自立

するのが遅いですから、一人では生きていけません。だから、お母さんやお父さんに捨てら

れたら、生きていけないっていう危機感をみんな持っているんです。子どもが一番怖いもの、

怖いことは、親に嫌われること、捨てられることなんです。そしたら自分が生きていけない

っていう危機感を、これ本能的に持っているんですね。これは全世界の心理学者の言ってる

ことですけども、親は簡単に捨てないと思ってくれるかもしれないけど、子どもにとっては

親だから大丈夫とはみんな思ってないです。 

だから、誰にも見せられない顔で叱ってるんでしょう、お母さん。子どもには無防備でや

ってますよね。その顔を見ても子どもはもうわけがわかんなくても、「ごめんなさい、ごめ

んなさい、もうしません、もうしません」と言ってるの。あなたとの命綱を絶たないでくだ

さいって泣いてるのよ。切り捨てないでくださいって泣いてるのね。あなたから捨てられた

ら生きていけないんですっていう。だから、そこが安心していれば、安心していれば、あと
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は放っておけばちゃんと歩いていける。ところがそこが不安だと、大丈夫かな、大丈夫かな、

ママいるかな、いるかな、捨てられないかなっていう危機感があると、前を見る余裕がない

わけですよね。だから振り返る。 

子どもの心に寄り添う 

いつもいつも「愛してる、愛してる！」、なんてやんなくていいけどね、何かがあった時

に、帰って来れる親の膝が乳幼児には必要。例えばね、幼児やなんかでも、なんか「わーっ」

って（泣いて）帰ってくるでしょ。わーって帰ってくるとね、大人ってわけが好きだから解

説する人多いのよ。「ママ見てたけどね、あんたがあの子のおもちゃ取ったでしょ、だから

ぶたれちゃったのよ。」ってね。子どもが、「それはボク悪かったです」って言わないですよ。

わけがわかりたくて親のとこに帰って来たんじゃなくて、保護されたくて避難してきたんで

すよ。嫌なことがあったから「わーっ」って帰って来たんだから、抱いちゃえばいいね。「あ

あ、ああ、痛かったね」ってね。ここにまず 2時間泣いて座ってる子はいないです。たいて

いが 5 分以内で泣き止んで、また出ていくんです、さっきのところに。何かがあった時に、

寄り添ってくれる人がいることで、本来の自分を取り戻せる。そして自分から一歩出ていけ

る。人間みんなそうっていうことを学ぶんですけど。 

私は不登校の子どもたちもずいぶん、扱ってきました。みんなわかってあげた訳じゃない。

ただその子の居場所を作ってあげて、「帰っておいで、疲れちゃったんだよ、疲れた時は休

みが大事、大事」って、その子の場所を作ってあげることで、今 9割方がみんな学校に戻っ

ています。学校に戻ることがいいことかどうかわかんないけど、本来の自分を取り戻してい

ってる。親もそうだと思うんですね。 

14. 「助けて」って言う勇気 

実はきょう、朝出て来る時ラジオを聞いていたら、武蔵野の方で、1歳の子どもを殺して

しまった母親のニュースがありました。ナイフで刺したって。それで夫が帰ってきたら 1

歳の子どもが血を流して死んでいて、妻の方はお風呂場で、やっぱり自分で刺してたけど命

に別状は無い、っていうニュースだったのね。私、とっても残念だって思うのね。その人が

「助けて」って言う勇気さえあればね。やっぱり一人でよっぽど抱えてたんですよ。一人で

きっとほんとに、ノイローゼになるような日々だったと思うのね。 

子どもってね、可愛いと思えない時、いっぱいあるでしょ？可愛いっていうのは一応建前

で、可愛い時もあるけど、可愛くない時も多いわよね？捨てたくなることなんていっぱいあ

るでしょ？だけどその時にそれを、母親でありながら可愛いと思えない、なんて言って自分

を責めてしまうのは違う。人間ね、ナマモノなんだから、そんなふうにコントロールできな

いですよ。その時にやっぱり一人ではなくて、「助けて」って言える勇気がすごく大事と思

うのね。 

うちの卒業生のお母さんで、マンションの扉を開けて、「助けて！子どもを殺しそう！」

って叫んだ人がいるんですね。それでもう、みんなびっくりして、あんたがそんなに大変だ

ったんだねって言って、親子を隔離して、子どもは私が預かっちゃったんですけど。それで、
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そうこうしてるうちに、夫もこの妻がこんなに苦しい状況にあると知らなかったって。それ

から夫は残業を全部断って帰ってくるようになったんですね。そして子どもは預かって、本

人が自分を取り戻す時間を作って。それで、お母さん、あなたが好きなことをね一つはやっ

ておいた方がいいよって、子育てってだけでは荷が重すぎるからって。そしたら「フラダン

ス」って言ったからさ。で、フラダンス始めたのよ。その間は 6 時まで預かってるでしょ、

すると子どもは、「きょう、ママ、フラだから、フラだから」って言いながらね。ママがそ

れでいい顔して帰って来るから、嬉しいわけですよね。それでうまくいったのね。とうとう

お父さん、実はね、転職して農業になったの。今ね家族で農業やっていて、そこから私、野

菜とってんだけどさ。その「助けて」の勇気が子どもの命を守り、妻の命を守ったんですよ

ね。 

親にも寄り添ってくれる人がいてほしい 

だから今日のニュース聞いててこの人は、「誰か助けて」が言える場所と人が無かったん

だなあって。やっぱりそういう関係を作っておいた方がいい。それは行政の作った機関でも

いいし、近所のお友だちでもいいからね。やっぱりね、子どもだけに真剣に向き合ってたら、

気が狂っちゃいますよ。だから自分を見失わないために、子どもが寝たらビール飲むんだっ

ていいし、子どもが寝たら自分の好きなことに使う時間を持ってた方が、私はいい。だから

逆に仕事を持ってる母親の方が子どものストレスが少ないんです。専業主婦の方がやっぱり

向き合っている時間が長いから、子どものストレスが強いのね。親も何かがあった時に寄り

添ってくれる人がいることで、本来の自分を取り戻せるっていうことなんです。 

15. 正しい子育てより、ありのままのその子を受け止めて 

どんなに今、お金を出して効率よく無傷で立派な人間に育てようと、みんな、してると思

うのよ。お金をプロに託して、効率よく、無傷で、怪我しちゃいけなくて。そんなこと有り

得ないから。子どもは体験を通して本物を身に付けていきます。子どもは口では育ちません。

で、子供が何を見ているって言ったら、親の表情。さっきは子どもの表情を見ましょうって

言いましたけど、子どもも親の表情を見ています。そして、親がにこやかだったり元気だっ

たりすると安心なんです。だから、子どものためにって疲れるよりは、お互い様で、たまに

ひどく叱っちゃったら「あら、ちょっと怒り過ぎちゃったわね、ごめんなさいね」って言っ

ておけばいいですよ。そんなふうに、子どもと暮らしていけばそれでいいんじゃないかなっ

て。 

取りあえず、どんなにお金を掛けても、お宅の子がお宅の子じゃないような立派な子にな

ることは、あんまり無いです。DNA っていうのもありますし。だから、お宅の子はお宅の

子らしく育つ方がいいんです。子どもだけ一人立派であってごらん、暮らしにくいよ。「お

母さん、これ添加物入ってるんですか？」なんて言われたら嫌でしょう？だからありのまま

でいいわよ。それでね、幼稚園なんか選ぶ時もね、すごい悩むじゃない？でもね幼稚園にど

んなにお金払ったって、幼稚園は魔法を使えませんから。そんなふうに画期的に違う子にな

るっていうことはない。だから正しい子育てより、ありのままのその子を受け止めるってい
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う方が、ずっと難しくて、ずっと子どもにとっては効果的って、私は思っています。 

16. おわりに 

最後にさっき転んだ時のシーンを話しましたけど、ちょっと立場を逆にしてみてください。

皆さんがお料理してて思わず指先を切っちゃって、痛っ！てなった時にね、隣で子どもが見

てて、「ぼやぼやしてたね」「もっとよく見た方がいいんじゃないの」「痛くない、痛くない」

て言ったら、張り倒してると思いません？それが子どもがね、「ママ、痛かった？血出ちゃ

ったの？」って、「うん痛かった」って心が和むのね。さらにバンドエイド持ってきて「マ

マ、これ付けたほうがいいよ」とか言ったら、なんて優しい子でしょうって思うでしょ？ 

自分を棚からおろしましょう。そして、人としての心はおんなじって、そんなふうに共に

育っていけばいいじゃないでしょうかと思っています。もう終わります。 


