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楽に子育てをしたい。そう思うなら無理をしないことです。 

つまり「ふさわしい時期にふさわしいものを与える」ならば、それは 1 番の近道でしょう。 

そういう意味で、成長のリズムを知ることは役に立ちます。 

子供たちはどの時期に何を発達させているのか？を知ることで、その時期に必要とすることを 

理解できます。 

人間の成長を 7 年の周期で眺めた時、生まれてから成人するまでの子供を 3 つの時期に分けて 

考えることができます。その時期に合わせて、発達する身体の部分を見ていきましょう。 

その身体とつながっている心のあり方、食、必要とするものは、どのようなものでしょうか。 

おおよそ 3 つの時期に分かれて発達する身体の部分から眺めてみます。

3. 成長のリズムと食卓

① 誕生から就学前の子供 

     誕生から約 7 ～ 10 歳までに完成する 

     神経系と感覚器官 (脳神経の一部は、一生を通して発達の可能性がある) 

② 学童期から思春期  

     7 歳頃から約 14 ～ 16 歳までに完成する 

     リズム系と循環器、呼吸器 

③ 思春期から成人 

     14 歳頃から 20 ～ 21 歳までに完成する 

     四肢 (骨格)、代謝系
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あらゆる感覚を開いているこの時期に、神経系と感覚器官が主に発達します。 

この感覚器官の特徴は世界に開かれていること、そして閉じる術がないことです。 

感覚は肉体を通してのみ発達します。この時期の子供たちは肉体を育むことで、感覚を発達 

させていきます。 

肉体、エーテル体、アストラル体、自我という 4 つの人間を作る要素の中で、この時期は肉体の 

要素が自由に作用し、形成されていく時期です。 

この時期の子供の成長に大切な 2 つのキーワードがあります。それは「模倣」と「手本」です。 

子供はこの時期に、世界にあるあらゆることを (見えるもの、見えないもの含めて) 模倣します。 

この模倣の力こそが形成力を持ちます。模倣する力は吸い込む力です。 

善いものも悪いものも世界の全てを吸い込んで、それを自分の中に取り込んでいきます。 

注意すべきは、この世界に対して開かれた感覚は閉じる術がないということです。 

ですから、模倣されてもいいことを行う、ということがこの時期の大人のあり方に求められる 

一番大切なことです。 

無意識のうちに刷り込まれるこれらの態度、雰囲気、あり方はその子の仕草、態度を超えて、 

育ちつつある身体の形成と感覚の発達に関わります。 

子供たちは、周りにいる大人や人の姿を「模倣」という幼児特有の欲求を満たしながら、自分の 

ペースで自分にとってふさわしい時期に、自分のやり方で、自分の必要に応じて選び取って 

いきます。 

ですから、この時期の子供にとっては言葉で伝えるのでなく、態度で示すことが一番の教育に 

なるという特徴があります。

① 誕生から就学前の子供 
(神経系と感覚器官)

1. 感覚器官を通して発達、その感覚は全てを吸収する 

2. 模倣と手本を必要とする 

3. 成長は子供の自発的な活動により育まれる 

    周りの大人が自発的な活動をする姿が助けなる 

4. 言葉でなく態度で示す 

5. 繰り返す行為、リズムのある生活
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食卓 

1. 母乳を通して得られる栄養について考える 

2. 新鮮で良質な命のある食品を食べることは、あらゆる感覚の発達を助ける 

3. 食卓にはバラエティに富んだものをシンプルな調理で用意する 

4. 穀物菜食を食卓のベースにし、甘味や陰性さを意識する 

母乳は単なる栄養素としてだけ見られるのでなく、特別な見えない栄養 (エーテル体) を 

通したものとして考えます。 

乳児期の子供は、見えない栄養を母乳を通して受け取っていると考えられます。 

母と子のつながりは、まだ内的なつながりがある時期です。 

自我が芽生える 3 歳頃までは、特に親が気を付けて栄養のバランスを見守ってあげる必要が 

あります。それからは好みを聞き入れつつ、質の良い食事を基本にします。 

幼児期は身体と感覚を育む時期です。味覚は 9 歳頃までに完成すると言われています。 

この時期に正しい食事を体験することは、健やかな感覚を育むことを助けます。 

具体的には、消化活動を発達させつつある肉体に必要な、新鮮で良質な食べ物を変化に 

富んだ形で摂取すること。つまり性質の異なる様々な野菜や穀物を食卓に取り入れることで、 

味覚だけでなく、あらゆる感覚を発達させることができます。 

中でも穀物はこの時期の子供の成長に大きな意味があります。 

体内ででんぷん質を糖分に変化させる力はエーテル体を育み、のちに意志の力になります。 

また、このようにして体内に取り込まれた血液は強い免疫と、自我の成長を助けます。 

生後 3 年間ほどは、自然にもたらされている母乳の栄養モデルに従うことが理にかなっている 

という説もあります。乳製品、穀物、野菜、果物から栄養を摂取するということです。

また、肉体と感覚は自発的な活動を通して発達します。この時期の子供の自由な遊び、活動は 

身体の形成と健康を助けます。 

肉体を育むのに、まだ生まれる前のエーテル体 (成長力、生命体) が関わっています。 

エーテル体は繰り返しにより発達します。この時期の子供は繰り返しの行為、またリズムのある 

生活によってエーテル体を強め、肉体を健やかに育んでいくことができます。
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肉や卵のたんぱく質は、身体の成長と体重の増加を加速する作用があり、心の発達よりも 

身体が早く成長し過ぎることで、アンバランスを生み出すということも言われています。 

なので、食べたがらないのなら無理せず植物性のたんぱく質を意識し、食べたがるようなら 

食べ過ぎに注意したらよいでしょう。 

身体が急速に育っていく時期、つまり陰性 (広がる) 傾向があります。 

大人の食事よりも甘味や柔らかい食感、塩気の少ないものを基本としますが、個性によるので 

観察していきましょう。 

この時期の食事は身体と共に感覚を育みます。この時期に育まれる感覚は、後の成長の土台と 

なるものです。同じく、この時期の食卓を、その後の食卓のベースとすることができます。 

本物の命のある食べ物を選びましょう。 

食卓を通して運ばれてくるのは、身体を育てる栄養だけではありません。 

手の込んだものでなくても、食べ物がお母さんやお家の人からやってくること。 

料理を体験することは、食べ物以上のものを子供たちに与えることができるでしょう。
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学童期には身体にリズムを持って働く呼吸や心臓、循環器系の働きが成熟します。 

この時期に大切なことは「感情生活」です。感情に訴えかけるもの全てが、その発達に 

関わります。 

なぜなら、感情と呼吸、心拍にはつながりがあるからです。どのような感情を体験するか 

によって、その発達は変わってきます。この時期の子供は、感情によって行動する、という 

特徴があります。この時期、楽しいこと、心が動かされることにしか興味を示さないのは、 

このリズム系の発達との関係があると考えられます。 

軽快な気分、嬉しい気分、期待や希望は心臓の鼓動を強くし、呼吸をスムーズにします。 

退屈、やる気のなさ、恐怖などは呼吸を遅く、または不自然に早くし、心拍を弱めます。 

心配や不安は、心臓のリズムを不安定 (不整脈) にします。 

この時期に発達するリズム系、呼吸器や循環器を健やかに発達させるには、 

健やかな感情体験を経験することが、学びや暮らしの中で不可欠です。 

また、この時期には「権威」と「偉人などの手本となる存在」が成長の助けになります。 

どちらも善と美、賢さによって心が動かされるという特徴があります。 

そのような感動を、この時期の子供は健やかな成長のために必要としています。 

ここでも幼児期と同じく、言葉での説明や道徳を教え込むことは意味がありません。あくまで 

子供は自分の感情に訴えかけられたものに対してのみ、自発的に行動することができます。 

このようにして、この時期に育まれる感情 (アストラル体) は自然な形で「良心、道徳、善、美」 

を育んでいきます。 

感情的、審美的なものを求める学童期から思春期の子供には、芸術活動がその助けとなります。 

逆に、知性を働かせることだけを求められる教育は、子供にとって自分の感情と思考が一致 

しないので、世界との「関係の欠如」を養うことになり、物事に対しての興味を抱けなくなる 

ことがあります。

② 学童期から思春期 
(リズム系と循環器、呼吸器)

1. 循環器、呼吸器に関係する感情体験を通した学び、暮らしが必要 

2.「権威」と「手本となる存在」を必要とする 

3. 芸術活動が成長の助けとなる
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食事 

1. 社交と家族の食卓のあり方、バランスを取る 

2. 気質を視野に入れつつ、子供の発するものに耳を傾ける 

3. 柔軟な覆いを取り入れつつ、食卓に軸と幅を持たせる 

4. 一緒に手作りをする体験、料理をする楽しさ、作り出す感動を味わう 

学童期に入ると社会的な関係が広がっていきます。家族の中だけで体験されていたことから 

離れて、子供自身の世界を体験し始めます。 

多くの場合、食卓にも異変が起こります。食事に制限を持たせていた場合、ルールを作り替える

必要がでてくるのもこの時期です。社交と家族のやり方とのバランスを取る必要がでてくること

があります。ですから親子共々、食卓の移行期と言えるでしょう。 

食卓に困ったら、その子の気質を眺めてみます。他者を気にしない気質なのか、周りと一緒に 

楽しみたいのか、ルールを守ることを楽しむタイプなのか、子供がどのような気質で、何を 

求めているのかを観察したり、子供から発せられるものに耳を傾ける姿勢がより求められます。

それによって食卓を作るやり方が変わってくるでしょう。 

9 歳頃から次第に、子供は家族や親のあり方から距離を置くようになります。食でも周りの環境 

からたくさんの影響を受け、家のやり方を否定することもあるでしょう。ここからは 

親も心を開いて、世界を広げるつもりで、食卓に軸と幅を持たせつつ、臨機応変に取り組むこと

が求められます。共感することは感情の発達の上でも大切なように、食卓の上からも共感を意識 

してみると、子供に寄り添いながら、幅を持たせることに役立ちます。 

とはいえ、まだ成長の段階にある子供たちに親としてはふさわしいと思う食卓も大事にしたい 

時期です。この時にこそ、柔軟な覆いのイメージを持って、子供に任せる部分と家庭で守る部分

とのバランスを取りながら、食卓を作っていきましょう。 

また、この時期は芸術が成長を助けます。料理は一種の芸術です。そのような意識で台所に 

立つ時、日々繰り広げられる食卓は、たとえ、みそ汁とご飯だけでも毎日の作品となりえます。 

要は何を作ったかではなく、どのような気持ちで作っているか、が感情を育むこの時期の子供に

伝わることでしょう。また、見えないものを大切に作られる料理は、いつか子供の心に 

届きます。 

台所をクリエイティブなものとして捉え、楽しめたなら、それはこの時期の子供の毎日を育む 

助けになるのではないでしょうか。自ら料理をしたり、お菓子を作ったりすることを、きっと 

子供も楽しむことができるでしょう。
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楽器を弾いたり、絵を描いたり、物を作ったりというような、何かを作り出す楽しさ 

(クリエイティビティ) と、その能力は実は誰にでも備わっています。 

料理も得意、不得意ではなく、台所から何かを自分から作り出すという内的な楽しさを 

体験できたら、それは外からの評価を気にすることなく、自分の「好き」を育む力になる 

でしょう。
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9 歳の危機、またはルビコン期という話を聞いたことがあるでしょうか？ 

9 歳から10 歳頃にかけて、子供たちは成長において特別な転換期を迎えると言われています。 

それをシュタイナーは「子供の発達におけるルビコン川を渡る時期」と表現しました。 

それはかつて古代ローマの皇帝カエサルがルビコン川を渡ることで、後戻りがきかない道へと 

歩み出す、その決断を下したことから、この時期の子供たちも成長の過程で同じく後戻りの 

きかない道へと歩み出すことを意味しています。 

9 歳は第 2 七年期 (7 ～ 14 歳) に当たります。この時期は 3 つに分けて考えることができます。 

また、それには発達する身体の 3 つの部位 (頭部、胴体、四肢) を合わせて眺めることができます。 

① 頭部 … 7 ～ 9 歳に発達させている (神経系、感覚器官) (永久歯が 2/3 ほど生え変わる) 

② 胴体 … 9 ～ 11 歳頃に発達させている(リズム系、循環器、呼吸器) 

③ 四肢 … 11 ～ 14 歳に発達させている (代謝系、消化機系) (第二次性徴の時期) 

９歳の危機は、肉体的な変化の著しい 

① 6 ～ ７歳 (歯の生え変わり) 

③ 12 歳以降頃 (第二次性徴)  

のような顕著な身体への変化は見られませんが、その中間にあり、とても重要な時期でもあります。 

9 歳の頃に現れる変化は、主に見えない部分での変化。自我や魂的な部分で起こります。 

子供たちの見えない命に寄り添う時、ルビコン期を知ることは大きな意味があります。 

 ① 7 ～ 9 歳頃  世界を一つに感じる・共感の力 

この時期はまだお母さんや大人の言うことが全てです。母親を自分の一部のように感じ、 

見えないものを見て、感じて、世界が自分と一つになって体験しています。サンタクロースの 

存在や小人、妖精など不思議なことを信じることができます。目覚めている手足を使って世界と 

つながり、ファンタジーやイマジネーションの力を通して、頭部の形成を成熟させていきます。 

・世界と一体化して体験している 

・頭は目覚めておらず、手足を使って頭部を形成している 

・あらゆる見えないものの力を体験、信じることができる 

・模倣を通して成長していく力がある 

9 歳の危機「ルビコン期」の子供たち
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 ② 9 歳以降 ～ 11 歳頃 世界と自分は別だと気が付く・孤独の危機を乗り越える … ルビコン期 

この時期、世界と一体であった自分が、実は一人の「個」であることを体験し、世界と 

切り離された感覚を覚えます。そこでは一種の死の体験とも言えるものを感じることになります。 

急に全てを失ったような気持ちになり、全面的に信じていた両親にも疑惑の目を向けるように 

なり、強い孤独を感じます。自分は一体どこから来たのか？という問いが浮かび、母にも 

父にも属さない「私、自我」というものの存在を感じるようになるからです。 

サンタクロースや妖精など見えないものや、無条件に信じてきたものを信じなくなるのも、 

この頃です。 

また、特にこの時期には今までは無条件に信じてきたものに対して、内向的に思案するように 

なり、いわゆる「良心」善と悪、美と醜などを判断する基準が芽生えてきます。自分に対し、 

本当に意見できる立場にあるのは誰か？本当に信頼できる人は誰か？ということなどについて、 

自ら厳密に吟味するようになります。この時期には周りの大人の正しい権威ある態度が助けに 

なります。 

このように世界のあり方、見方が大きく変わるのがこの時期であり、自分の存在根拠にゆらぎが 

生じる時期です。それは、子供の成長の特に見えない部分で大きな影響を与えます。 

この精神的な後戻りできない状態、楽園から追放されたような状態から、9 歳の危機、または 

ルビコン期と呼ばれています。 

この時期には赤ちゃんとしてこの世に誕生した時と同じように、今度は目に見えない部分での 

保護と助け、そして愛を必要としています。 

・第二の誕生の時 

    (第一の誕生は肉体が母体から離れる。第二の誕生は結び付いていた外界から魂的に離れる) 

・親や周囲への無条件の信頼が失われる 

・周囲の保護と愛が必要 

・頭部 - 胴体 - 四肢の関係において、胴体を基点にして、上下 (頭部と四肢) の成長が逆転する 

・身体的、魂的に自分の中での引っ越し、のような状態が起こる 

・身体の中に「自我」が入り込んでくる、不安定な時期。「個」が身体を作り変える時期 

・リズム系、循環器、呼吸器に影響。胸部の辺りで手を動かすクロスステッチがリズムを 

    整える助けになると言われる 

頭部 - 胴体 - 四肢の働きが胴体を基点にして、上下の入れ替わりが起こる 

呼吸 (上方から下方へ)、心拍 (リズム、血流)  (下方から上方へ) が体内でぶつかり合う時期
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 ③ 11 歳以降 ～ 14 歳頃　外界と無縁になれる・反発、反抗期 

この時期になると内的な目覚めが起こってきます。 

自分自身を外界から隔絶して、内面に浸ることが多くなります。また性的に肉体も成熟する時期で、 

身体的な要因によって内面が阻害されるということも起こります。 

7 歳の子供の魂が外界からの印象に影響したのに対し、この時期の子供は代謝系から湧き上がる 

血流や、自分の身体から湧き上がる感情、内面が感情や魂に影響を与えます。 

これは外界とは無縁の関係です。このように身体をもとにして、まず反感を体験します。 

・外界から魂への影響を受けない時期 

・身体的、または内的な感情が行動や魂に影響する 

・身体から湧き上がる感情が、外界を遮断し反感を生む 

・頭は目覚め、思考し、身体は重く感じられる時期 
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思春期までに成熟したアストラル体 (感情体) が解き放たれる時、子供の中に「判断、批判、 

概念」が形成されます。これから成人にかけて、この判断力を育み、自由な大人として生きて 

いくための信念や自我を育んでいきます。 

それに伴って、思春期から成人までの間には四肢と代謝系が成熟します。 

思考が目覚めるのに対して、成熟した四肢や身体の重みを感じやすくなります。 

外界からでなく、身体に由来する感情や、内的な感情によって行動や魂が影響を受けます。 

自分で考え、理解すること。それを育んでいく思春期は、四肢の発育に関わることからも、 

「姿勢」にその様子が見て取れます。思考するということは、見かけだけでなく、内的にも 

「姿勢を伸ばす」活動だということです。自分が立っていて、初めて思考することができるから 

です。幼児期に育まれた成長する力 (エーテル体) が、この時期の思考の発達を支えていると 

言われています。この力は肉体では代謝器官に関わります。自分を内的に引き上げる思考活動は、 

子供の外観の姿勢に現れます。人間が直立歩行することは、人間が思考することへの態度と 

つながっているようです。 

自発的に思考するために必要なのは「善い考え」です。自発的な行動を支えたのが、よい手本で 

あり、感情の発達する時期に威厳を求めたように、発達過程のものは崇高なもの、善きものを 

求めます。 

今まで育んできた身体や心を一つにして、子供は「私」として思考し始めます。 

個人的な感じ方と事物そのものとを分けて思考することは、自分を超えて他を理解しようと 

する力、世界を知ろうとする力です (自我感覚)。  

この力は、幼児期に育んだ感覚体がもととなって支えます (触覚) 。 

思春期から成人までの間には、特に幼児期に与えられてきた目に見えないものが形を現す時期です。

1. 判断、批判、概念の形成を経て、思考の力を育む 

2. 代謝系の成熟期。肉体の重みを感じ、身体的感情、内的感情に魂が影響を受ける 

3. 外観の姿勢に思考の様子が現れる 

4.「善い考え、理念」を必要とする 

5. 理解してくれる大人や、その助けをしてくれる大人を必要とする

③ 思春期から成人
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食事 

1. 子供が自らの意志で決めたものを尊重する 

2. 食卓を楽しく、嗜好の要素を加えて美味しく、満たす 

3. 幼児期からの味覚はなくなりにくい 

4. 女の子は個人的な体感が鋭い傾向、男の子は社会性を重んじる傾向が食卓に影響する 

    ことが多い 

5. 継続して作り続ける食卓が子供の毎日を支える 

6. 何を食べさせるか？だけでなく食卓を通して何を与え、共有することができるのか？ 

    見えない視点も眺めてみる 

この時期になると自ら食べるものも決めることが多いでしょう。 

ある子供は動物愛護の観点からビーガンに、またある場合には、ジャンクフード三昧に走る、 

はたまた特に何も考えず食べる子などそれぞれです。 

また親に求めることは食事くらいということも多いので、肉体的にも成熟するこの時期、 

食事に楽しみ (嗜好) の要素を加え、栄養など様々な角度でも食卓を「満たし」 

子供の欲求に寄り添うことで、親子の関係もうまく行きやすいでしょう。 

多くの場合、幼児期から染み込んだ味は一時期離れても戻ってくることが多いようです。 

シンプルで質の良い食品で育ったならば、少々の食の脱線があっても、良質なものを美味しいと 

感じる感覚はなくならないことが多いようです。

この頃になると、親が何かを生み出させたり、強制することは基本的にできません。なぜなら、 

もう子供たちは一人で立ち、歩き始めているからです。模倣する相手も、威厳を仰ぐ人も 

親ではない場合が多く、外側の世界で自ら見つけることに意味があります。 

この時に親ができることといえば、理解すること、見守ること、信じること。 

その子の中にある善きものがどんな形であれ姿を現し、それを自分で育む力があると信じること。 

倒れても立ち上がる力があると信じること。 

この祈りにも似た気持ちを、成人間近になった子供に抱くことは互いの助けになるでしょう。 

その思いは、時に思いがけない事態が起こりうる、危うい思春期の子供の魂を見えない部分から 

支えるのだと思います。幼児期から培ったものがあれば、さらにその命の信頼は無条件に強く 

抱くことができます。 

誕生から成人までの道のりは遠いようで短いです。そして、それらは全て有機的につながって 

います。
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ですから、食も幼児期から整っていると後が楽、ということは言えるかもしれません。 

命に根付いた本物を見分ける味覚は、戻れる場所を知っています。その傾向は特に身体の感覚に 

敏感な女の子によく見られます。男の子はその感覚に出会うのは遅い傾向があります。 

というのも、個人の体感より社会性が重要視されることが多いからです。 

この時期は、親の作った食事を幼児期のように喜んではくれないかもしれませんが、 

空気のようにあり続ける食卓というものが、この時期の食卓かもしれません。どんなに反応が 

薄くても、食卓が子供たちの毎日を支えている大事な場所であることには、やはり変わりは 

ありませんし、幼児のように態度に表さなくても、内的に受け取っているものがあります。 

そこに注目しましょう。この時期こそ、食事が疎かになると子供の行動が乱れるということも 

起こりうるものです。逆に難しい状態を食卓が救うということもあります。 

親としては手応えがなく、モチベーションを高めることが難しい時期ですが、台所から 

もたらされるものの継続は、この時期の成長を支えるでしょう。 

そして何を食べさせるか？という視点だけでなく、食卓から何を共にし、何を与えることが 

できるか？ということも眺めてみると、この時期の子供の成長の助けに、そして日々の献立に 

悩む親の気持ちの視点も広がるように思います。 

食卓から子育てすることは、親の意見を押し付けるということでなく、いつか子供の中に 

自分なりの美味しさと健康の基準を見つける、ということです。 

そのために、それぞれの個性を見つめながら食卓を紡いでいくこと、個性的な感覚を育む食卓を 

意識してきました。一人一人が持っているその自分の物差しを見つけられたなら、どんな形 

であれ、健やかに生きていく力になるでしょう。 

この時期に現れた姿がどのようなものでも、それを喜んで受け入れることができるといいな、 

と思います。この時期が人生の結果でもなく、まだ途中です。いつ、どの時期にどのような花を 

咲かせるのか、またその花がどんなものなのかは、一人一人違います。 

小さな花でも、大きな花でも、常にあらゆる意味で育ちつつある命と「出会うこと」が、 

私たちが親として、あるいは人として、人と出会うということの意味だと思うのです。
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3 つの時期を通して言えることは、子供はその時期に育まれる身体の器官との関わりを 

持ちながら「自発的」な行為を通して、心身共に育つということです。 

成長の時期を知ること。それによってふさわしい時期にふさわしいものを与えることが 

できたら、子供は自発的に育っていく力がある。 

その自分で育つ力を支えるために、この 3 つの時期の目安がヒントになればいいなと思います。

健やかに育つために
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親は子供が善いことをしたり、何かができたら褒めたりします。 

「褒める」で育まれているものは、なんでしょうか。 

例えば、絵を描いて親に見せたら「上手に書けたね」と褒められる。すると「好き」で描いて 

いることよりも「何を」描いて褒められたか、ということに意識が向かってしまうということ 

があります。 

善いことをする、というのも同じで、自分が「好き」でやるという自発的な善からでなく、 

「これをやれば褒められるんだ」という仕組みから始めてしまうようになる。 

そうすると他人から褒められることならなんでも「善」だ、そういう意識を作ることも 

言葉がけ一つで起こりうるのです。そう考えると、使う言葉や方向性によっては「褒める」は 

全く違った結果を生んだりもします。 

だからといって、褒めてはいけないわけではなくて、自分が何を褒めているのか、褒めることで

子供の成長の何を支えているのか、ということを意識しておくのは、意外と大切なことだと 

思います。子供を褒めて育てようというのがありますが、なんでも褒めればいいということ 

ではなくて、その子の行為を、好きでやることを支えよう、認めようということであって、 

闇雲に褒めて大人の好むことをやらせる、いわゆる「よい子」を生み出そうということが本当の

目的ではないと思うのです。 

まっすぐに子供の存在を認める、そのように的を得て褒めることが、子供の心の栄養になる 

のだと思います。やはりここでも「教育」と同じく、子供の自発性を支える、ということを 

意識をすることがコツだと思います。 

叱ることについても同じように、子供が悪いことをしたら、まずその行為を止めようとします。 

けれど「叱る」ということも、ただ闇雲に叱ればいいというわけではありません。 

受け取り側がどう受け取るか？ということが、叱る側の親が「何を言いたいか？」よりも大切 

です。また、その行為の裏にある意味を見ないで、行為だけに善悪を決めつけることが 

子供を理解することにはつながりません。叱る時には、まずわかろうとする気持ちが必要です。 

そうでなければ、叱言はただ怒りをぶつけたり、互いに嫌な思いをするだけで終わって 

しまいます。逆に、うまくいけば、それは子供が自ら成長するアドバイスになります。 

叱言一つでも意識をすれば、その効果と意味は雲泥の差が出てくるわけです。

言葉がけのはなし
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叱る時には褒めることとは逆に、的を外すことがコツです。嫌なことをまっすぐに伝えると、 

受け取り側は逃げたくなります。それで言い訳したり、嘘をついたりしたくなります。 

なので、叱る時にはタイミングをずらす、言いたいことをやんわりと伝える、という 

的のはずし方がポイントになります。叱言も大人の言うことを聞かせる道具ではなく、 

それを引き金に子供が「自発的に」何が善いことで、何が悪いことか、という「何か」を 

つかみ取るきっかけになれば、子供の成長を助けることになるのでしょう。 

口で言うほど簡単なことではありませんが、日常行う「褒めること、叱ること」 

それがその子の成長を支えるのか。これによって、子供が自分から何を生み出すことが 

できるのか、という視点で、日々使う言葉を考えてみるのもいいかもしれません。


