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繰り返しになりますが、気質を知ることで最も意味あることは、子供が「何を持っているのか」 

に意識を向けることであって、「何が欠けているのか」ではありません。欠けているものに 

フォーカスして、反対の性質のものを叩き込もうとするのではなく、持っているものにフォーカス 

してその性質を使うことです。日本では謙遜の文化があるので、海外に比べて、子供のよいところ 

よりも悪いところを見る傾向があるようです。つまり、あるものよりも、ないものの方がよく 

見えやすく、つい反対のものを補いたくなってしまうので、そこに気を付けましょう。 

気質の理解を通して子供が有しているものは何か、そしてそれをどう満たすか、それにふさわしい 

導き方は何か、という視点を持つと子育てはうんと楽になります。それぞれの気質には、その 

気質に調和をもたらすキーワードがあります。それは気質を通して子供を眺めるコツとなります。

子供を育てる親は往々にして、足りないものを補おうとします。できないことはできるように 

させたい、ないものは身に付けさせたいというのも親心だと思います。けれど、気質という 

個性を知ることでわかるのは、あるものを伸ばす、という子育てです。それにはそれぞれの 

気質に適した子育てのやり方があり、それぞれ違う扱い方をするというコツがあります。 

無理やりにでもやり続ければ、できなかったことができるようにはなるでしょう。けれど、特に 

幼児期は自分がこの世に生まれて、これから生きていくための自分の命や身体、性質や感覚と 

自分が出会って認識して育んでいく時です。この持って生まれて現れている、自然な気質にない 

部分を外から叩き込む、または苦手なことを克服させるということよりも、その「気質を満たす」 

工夫と「気質に沿って導く」ということが、その子の健やかな成長を育むと同時に、自分の 

持っている能力を、生き生きと育んでいく助けとなります。 

そして、その方が親子共々余計な負担がかかりません。 

気質という個性を扱う時のポイントとなる視点があります。それはヒポクラテスが説いた 

この 2 つの言葉です。

2. 気質を食卓、子育てに活かすヒント

気質に沿って導く、気質を満たす

「同じものが同じものに作用する」 

「同じものが同じものを癒やす」



第 5 章  2. 気質を食卓、子育てに活かすヒント

 

298

多血質の子供はすぐに飽きやすいのですが、好奇心は旺盛で次々と興味を示します。そのような 

子供に一つのことを無理やりじっくり取り組ませたり、じっとしていることを強要しても 

育まれるものはありません。それよりも、多血の子供に大切なことがあります。 

それは愛する人間、好きだと思える、自分から興味や関心を寄せることができる人物が 

現れることです。 

多血質には「愛すること」が鍵となります。その一人の人への愛によって、物事を継続する力が 

生まれます。自発的にそれを欲する気持ち。それによってのみ、多血質の子供は次々と飛んでは 

消える関心を深く根付かせることができます。 

この「好きだ」と思えることを与えて、しばらく取り上げ、また欲しくなるようにする。 

欲する気持ちが継続して起こるように導くことは多血質らしさを活かしながら、無理なく 

根気を育みます。 

または、遊びではわざと次々と違う遊びに誘ってあげることで、色々なことに関心を抱く 

多血質の気質を満たすことができます。 

その時のポイントは、色々なことを注意深く観察させることです。一つの絵本を読んでも 

「この絵には鳥も描いてあるね」とか「車には誰か乗っていたかな?」などと会話しながら 

質問します。パッと見てわかった気になるのですが、よくよく描写しようと思うと、見落として 

いることに気が付くものです。そうすることで、子供は次第に注意深く観察することを学びます。 

本を読んだり話をする時は、目を見て、情感を込めて話すと多血質の子供は引き込まれます。 

そうして集中力を養うことができます。逆に抑揚のないお話は退屈して注意力が散漫になります。 

絶えず動き回り消耗するので、睡眠時間をしっかり確保すること、時には昼寝が必要な場合が 

多いのも、この気質です。

多血質の子供「愛」

1. 好きだと思える人物に出会うこと。「愛」が関心を継続させる鍵となる 

2. 好きだと思ったことを与えて、しばらく取り上げ、また自らが欲するように 

    興味を継続させながら導くやり方 

3. 飽きさせないように、次々と変化に富んだ遊びや方法を取り入れる 

4. 次々と変わる印象や光景の中でも観察し、注意深く見る癖を促す 

5. 情感のこもった話し方や、機転の聞いた話し方で集中力を育む 

6. 動き回って消耗するので、睡眠時間を確保すること
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胆汁質の子供におとなしくしなさいと押さえつけても、あり余るエネルギーと行動したい意志を 

抑圧するだけで意味がありません。それよりも、そのエネルギーを使うように仕向けること、 

人よりも強いエネルギーをコントロールし、活かす方法を教え、その力を肯定できるように導く 

ことが、その子の成長を助けることになります。 

胆汁質の子供はエネルギーがあるので、少し無理があるようなことをやらせる方が、俄然 

やる気が出ます。問題、課題が目の前にあることで、このエネルギーを発動させることができる 

ので、簡単なことをやらせるのは逆効果です。 

また、自分が尊敬できる人物というのが胆汁質の子供には必要です。 

威厳と権威を持った人の存在は、高みを目指す胆汁質の子供の気質を満たします。 

目標を目指す人の姿、自己コントロールのできる人物、なんでも知っていてできる人物を 

目の当たりにすることは、胆汁質の子供の成長を助けます。 

往々にして、胆汁質の子供の高いエネルギーは発散し切ることができず、その結果、暴れる 

しかない、ということがあります。そうなる前に、なるべく運動や身体を動かせたり、パンを 

こねるなどの力仕事をお願いして、意味のあることにエネルギーを消費させてあげられるように 

します。お話では英雄伝が胆汁質の気質を満たします。

1. 問題、課題、困難を与え、エネルギーを使えるようにする 

2. 尊敬できる人物と出会うことが、胆汁質の子供に大切 

3. 運動、身体を動かすことを意識して、エネルギーを発散させる 

4. 力仕事や力を必要とする難しい課題や仕事に取り組ませ、難しいことが成し遂げられる 

    という肯定感を持たせる。エネルギーの使う方向を有益な方向に向ける 

5. 英雄伝などの物語を聞く

胆汁質の子供「尊敬」
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憂鬱質の子供の落ち込みやすい、不快さ、苦しさを感じるネガティブな思考を明るくさせようと 

するのは逆効果です。ヒポクラテスの言葉のように「同じ性質のものが同じ性質のものを癒やす」 

ので、その苦しみを感じる力を満たしてあげることが助けになります。 

そのためには、親や周りにいる大人が、人生の苦労、試練、悲しみを同じように感じ、それを 

乗り越えた人物なのだ、と子供が感じることが助けになります。 

自分と同じ共通点を持つその人に、子供は心を開きます。 

側にいる人の運命を共に感じることが、憂鬱質の子供の成長を助けます。 

憂鬱質の子供を導くのは 4 つの気質の中で最も難しいようです。憂鬱質の子供は自分の殻の中に 

しっかりと閉じこもっていて、広い世界へ出ようと思わないからです。そして簡単に心を 

動かされることがありません。けれど、苦労を乗り越えた人の話や物語、悲劇や自分よりも 

辛い人生を味わっている人がいるのだと知ることは、憂鬱質の子供を自分の内側以外の広い 

世界へ導きます。大きくなってからだと、偉人の話を聞くことで世界が広がります。 

憂鬱質の苦痛を感じる能力と、不快さを感じる能力はなくすことができませんが、その方向を 

変えることはできます。内的な苦痛を外的に感じられるようにすることで、子供は暮らしの中で 

苦痛を体験できるということを知るチャンスになります。 

普通なら苦痛を感じたくないと思うのですが、憂鬱質の子供はそれを感じる能力があるのです。 

つまり、それをやらずにはいられないのです。

1. 周りにいる大人や人が、自分と同じく苦労や試練を耐え抜いた人生を歩んでいると 

    感じられることが成長を助ける 

2. 悲劇や悲しい話を聞かせることで、世界にはもっと大きな悲しみや苦労があるのだと、 

   それを乗り越えることができるのだという希望と関心を抱くように導く 

3. 生活の中で外的に適度な苦痛や苦悩を体験させることで、苦痛を感じる性質を外の世界で 

    満たす。また苦痛は体験できるのだという肯定的な意識を与える 

4. その日 1 日あったことや、興味のある話をもとに、なるべくたくさん話をさせたり、 

     難しい内容について語り合うことで、他への興味を広げる 

5. 親身になって話を聞いて欲しいという気持ちが強いので、その時はしっかり受け止める

憂鬱質の子供「同情」
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内側でのみ、その苦痛を体験させることで自分の殻に閉じこもらせるのでなく、外の世界で 

その能力を満たすことで、狭い世界に閉じこもりがちな憂鬱質の子供を導くことができます。 

憂鬱質の子供は、ものをじっくり考えることができるので、その日 1 日あったことについて 

どう思うか意見を聞いたり、なるべく難しい話を一緒に論じたりと会話をするようにすることで、 

思考することの上手な気質を満たしつつ、興味を外に広げることができます。 

また、じっくりと親身になって話を聞いて欲しいと思うので、寝る前の時間など子供が必要な時 

には、身も心も落ち着けて、子供の話に耳を傾けることが必要です。
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粘液質の子供に、早くしなさい！と言ってもよい効果はありません。何事もマイペースで 

のんびりとしている子が自分から動くようにするには、どうしたらいいのでしょうか？ 

粘液質の子供には、時間的な余裕があるように環境を整えてあげることが大切ですが、 

あまりにものんびりと心地よい環境を与え続けないようにします。 

子供なら早めに起こして、活動できるように整えます。時々はっと目覚めるようなことを 

起こして、意識が外へ向いて動きたくなるように仕向ける、という工夫が必要です。 

自分のペースを崩さず、物に興味を抱きにくい粘液質ですが、遊び仲間など興味を共にする人に 

よって活性化します。 

自分に関わる事柄には、粘液質の子供は関心を示さないことが多いのですが、他の人がやること、 

特に友達が興味を持っていることに対しては、粘液質の子供は心を動かされます。 

なので、粘液質の子供が興味を持ちたくなるのにふさわしい対象事物が周りにあるように、 

環境に気を配ることが助けとなります。 

粘液質の子供は、友達や人との関わりの中にいると様々な興味に触れやすくなるので、 

一人で遊ばせることよりも大勢の中で遊ばせる方がよいでしょう。 

また粘液質の子供には、親も粘液質で接するというのも効果があります。 

これは「同じものが同じものに作用する」という性質を活かしたものです。 

そうして自分と同じ、もしくは自分以上に粘液質なものを体験することで、自分自身の粘液質的 

偏りに気が付き、活発さを取り戻す助けになります。

1. 時間に余裕を持った環境を整えつつ、自分で動くような環境も促し、心地よさに浸り 

    過ぎないように仕向ける 

2. 活発な遊び仲間の存在が粘液質を目覚めさせる 

3. 模倣や繰り返しの対象となってもよい、事物をもたらす人を子供の近くにいるように 

    配慮し、環境に気を配ること 

4. 一人で成長させるのでなく、友達や仲間など大勢の中で育つことで、他への興味と関心を 

    導く 

5. 同じ性質を体験することで気付きをもたらし、粘液質を活性化することができる

粘液質の子供「友達、環境」
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「気質を満たすこと」は、それぞれの性質の困難さを自発的に乗り越える力を促します。 

同じ性質が同じ性質を癒やすというあり方。性質が満たされることではじめて、あらゆる気質の 

性質が外から強制されるのでなく、自発的に調和的に育まれていくのを助けます。

気質を満たす

多血質は … 

常に関心が移り変わるような状況に身を置くことで、変わりやすい心を安定させようという 

気持ちになります。 

胆汁質は … 

自分の目の前に障害となる状況を作り出すこと、あるいはそういう人の状況を見ることで、 

怒ってもどうしようもない、ということを自発的に学べます。 

憂鬱質は … 

とことん人生の苦痛と苦悩を感じる、世界の中に苦痛を見出し同情し苦しむことで、 

苦痛を正しい対象と出来事に向かわせることができます。 

粘液質は … 

徹底的に退屈な状況に身を置くことで、粘液質が満たされ、活性化を促します。 
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気質を食卓に活かす

4 つの気質によって食べ方、また必要な食べ物も異なってきます。ここでも足りないものを 

補うのでなく、その個性としての「気質を満たす」食べ方はどのようなものか？ 

または、その気質にふさわしい食べ物は、どのような傾向があるのかを眺めていきましょう。

1. 短時間で済む食事、食事の回数を多く、1 回の量を少なく 

2. 手でつまめるような簡単なものを用意する 

3. 見た目に影響を受けるので、カラフル、楽しい、などの外見も意識する 

4. 穀物や野菜の甘みを意識し、血液の質を大切にする 

5. もともと気が散りやすい性質のため、砂糖や甘いものは少なくする 

穀物: きび  細い穂と茎、小さく黄色い丸い実をつけるきびは、空気の要素を含む

多血質の食べ方

多血質の子供は興味をすぐに他に移してしまうので、食事でも気が散りやすい傾向がある 

でしょう。なので一度にたくさん、じっくりと食事に取り掛かるような食事よりも、 

短い時間でパクパクとつまめるような簡単な食事、おむすびやパンなどが向いています。 

そして食事の回数は増やして、ごはんやおやつと様々な種類があると飽きにくいので、食事を 

楽しむことができます。 

見た目にも敏感に反応するので、見た目をカラフルにする、楽しげにするなどの工夫を好み、 

それにより食欲を湧かわかせることができるのが多血質の子供です。 

集中力を阻害する砂糖の摂取には特に気を付け、穀物や野菜の甘味を取り入れましょう。 

穀物から得られる甘みは多血質に関係する血液の質を高め、同時にふわふわと移ろいがちな 

気質にグラウンディングの力を与えてくれます。 

多血質という性質は、基本的に子供の性質として知られています。 

ですので、この食べ方は基本的な子育てにおいて、誰もが意識しておくとよいかもしれません。
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1. たくさん食べることができるので、たっぷりと食事を与える 

2. 料理は一鍋料理などが一度にたくさん作れて便利 

3. 生の野菜や果物をおやつや食事に頻繁に取り入れる 

4. スパイスや甘いもの、濃い味付けを好む傾向がある 

5. 噛みごたえのあるもの、かぶりつくことができる食べ物を与える 

穀物: オート麦  エネルギー豊富な火の要素を持っているオート麦は、胆汁質に最適な穀物

胆汁質の食べ方

4 つの気質の中で最もエネルギーがある胆汁質の子供には、たっぷりと栄養を与えて、 

たっぷりと動いてもらうのがよいでしょう。胆汁質の子供はたくさん食べます。 

カレーやシチューなど一つの鍋でたくさん作って、おかわりしやすい料理が便利です。 

味付けも濃いめやスパイスなどパンチの効いた味を好む傾向があります。 

また、それらを消化する力を持っています。 

おやつや食事には、生野菜や果物をたくさん取り入れるといいでしょう。 

消化の過程でエネルギーを消費させることができます。新鮮な命のある食べ物をぜひ用意して 

ください。 

エネルギーがあるので、しっかりとよく噛めるような食べ物、噛みごたえのあるもの、また 

かぶりつくことができる食べ物などを取り入れるといいでしょう。 

玄米のおむすび、焼きおむすび、とうもろこし、焼き芋、きゅうりの丸かじりなども 

よいでしょう。
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1. 好き嫌いが多い傾向にあり、少食なことが多いので、好きなものを把握しておく 

2. 生の野菜や果物は消化でエネルギーを消耗するので控えめに 

3. 食事は調理した温かいものを用意する 

4. 甘味を与えることを意識する 

穀物: とうもろこし  長い葉に包まれたともろこしの実は、暗闇で育つ様子が憂鬱質に 

                                 呼応し、穀物の中でも甘味があるので適している

憂鬱質の食べ方

憂鬱質は好き嫌いが多く、小食なので好んで食べるものを観察して、なるべくそれを 

あげるようにします。食事を用意するのが難しいかもしれませんが、憂鬱質の子供が 

心地よく食べられるものを見つけましょう。大変かもしれませんが、心を寄せること、親身に 

なることが、憂鬱質の見えない部分での栄養にもなります。 

身体が冷えている場合が多いので、食事は火を通したもの、調理された温かいものを基本に 

します。生の野菜や果物は、消化でエネルギーを消耗してしまうので少なめにし、果物なら 

コンポートや焼いたもの、ドライフルーツなどにします。 

おやつには 4 つの気質の中で最も甘味を多く取ることがすすめられます。 

質の良いものを用意しましょう。 

この甘味が固くなりがちな身体と心をほぐすのに役立ちます。
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1. 食べ過ぎに注意する 

2. ゆっくりと食事を楽しめるようにすると同時に、節度も教える 

3. スパイスや辛さのある食事で目が覚めるのを助ける 

4. 飲み物を必要とする傾向があるので、甘味のない水やお茶を用意する 

穀物: 米  水田の中で育つ米は、粘液質に最適の穀物

粘液質の食べ方

粘液質の子供は食べることが大好きです。いつも、いつまでも食べていることができます。 

ゆっくりとその心地よさを楽しめるような食卓を意識することも大事ですが、その節度にも 

注意を払います。おやつはお弁当箱に詰めて、その時間に食べていい量を決めて与えたりすると 

抵抗なく食事を終わらせることができるでしょう。 

また食べることを必要とする気質なので、食品の質には特に気を付けましょう。 

油、砂糖、添加物は避け、新鮮な果物、野菜、穀物など、たくさん食べても害になりにくい 

質の良いものを用意することで、不健康な肥満や病気を避けることができます。 

また、この場合も新鮮な食物を消化する過程で、内的な力を育むのを助けることができます。 

いつも夢見ているようにぼーっとしているので、目が覚めるようなスパイスの効いたもの、 

辛いものなど、受け付けるようだったら取り入れてみましょう。 

しょうがや大根など、根の物の辛味もおすすめです。 

スパイスでは、神経を目覚めさせるのには良質なナツメグやクローブが効果的、シナモンは 

体液のバランスを取ることを助けます。体液に関係する粘液質には有益なスパイスです。 

水分を好む性質もあるので、飲み物はジュースや甘味のあるものは避けて、たっぷり飲める 

良質な水やカフェインのないお茶、三年番茶、フェンネルティーなどを用意しましょう。


