「 安 心 基 地 」と してのおうちでの 生 活を大 切 にすることが 基 本です 。 3
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大学での授業・研究内容について
教えてください。

今は核家族が多いので、なかなか
相談するのも難しいですよね。

教育相談やスクールカウンセリングなどに
関する授業を担当しています。研究テーマは
心の支援やケア、心理療法などです。教育
委員会の教育相談の仕事や研修などのお
手伝いもさせていただいています。

そうですね。それでも、
ひとりで子育てする
のはたいへんですから、保育所や幼稚園、
小学校の先生に連絡・相談したり、可能で
あれば祖父母の手を借りたり、近隣の支援
を得たりすることが大切です。たいへんさを
抱え込まない工夫が大事だと思います。
そう
いった支援の求め方も適応していくために
必要なスキルだということを知っていただけ
ればと思います。
小学校と中学校にはスクールカウンセラ
ーがいるのですが、生徒たちもまだ利用の
仕方があまり上手くないように思います。日
本では昔からプライベートな悩み事はひとり
で対処するというやり方が普通でしたから、
誰かに助けてもらうということが下手なんで
すね。でもせっかくいい支援がいろいろある
んですから、助けを求めながら問題を解決し
ていくというスキルを身につける時代だと思
っています。

幼稚園や保育園、小学校など、子
どもたちが新たに家族以外の世界
と関わっていくうえで気をつけるべ
きことはどんなことでしょうか。

大人になっても一生続く
人 の 成 長と環 境 へ の
適 応 について 考える 。
もうすぐ入園・入学の季節。
我が子の成長を喜ぶ半面、
「うまくやっていけるのかしら」
と
心配しているかたも多いのでは？
今月はお子さんたちが新しい世界に飛び出して行く時の
接しかたについておうかがいしてきました。

それまで生活していた環境から外に出て、
家族以外の様々な大人や子どもと関わって
いくことは、私たちの発達や社会に出ていく
準備のための知識やスキルを身につけると
ても大事な機会になります。
ほかの家庭や社会と関わるのは一種の
「異文化交流」であり、
それがお互いの個
性の発達や展開・拡大につながっていきま
す。こうしたことが「適応のバージョンアップ」
の過程で、乳児期・幼児期・児童期・思春
期の発達段階は、
それぞれの生活環境と重
なってきます
（図1）。それに伴って、適応の
やり方も変えていかなければならないので、
たいへんなのは当然なのです。よく知られて
いるのは
「小1プロブレム」や「中1ギャップ」
といった問題ですが、青年期や成人期、
さら
に現役引退の後まで、常にバージョンアッ
プし続けなければならないので、子どもに限
らず、大人もたいへんなわけです。
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生活環境の変化で子どもも大人もバージ
ョンアップを求められるわけですが、特に親
御さんの不安や焦りが強くなってしまうと、
お
子さんもそれに引きずられたり巻き込まれた
りするので、親御さんが自分自身の支援や
相談を求めることも必要になってくると思
います。
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小学校低学年くらいだと、どのよう
な悩みが多いんでしょうか。
新入生になって、一学期は親も子どもも
夢中で過ごすのですが、夏休みになるとちょ
っと生活や気持ちが戻ってしまって、
その後
の学校適応が難しくなるようなことが時々あ
ります。
新しい生活環境では本人にとって初めて
遭遇するような
「難問」
がたくさん出てきます。
例えば「絵具の赤が（使い切って）
なくなっ
た」
とか、
「 教科書を忘れてきちゃった」
とか。
大人からすれば「え？そんなことで悩んでた
の？」
と思いますけど、
自分の子ども時代にも
そういう経験があったのではないでしょうか？
こういう時には、適応のバージョンアップ
に向けて、具体的にどうすればいいのか、新
たな知識やスキルを教えてあげる支援が必
要になってきます。絵具は単品でも買えると
か、教科書は隣のクラスの子から借りればい
いとか、思いきって先生に相談するとか。
こう
いった新しい知識やスキルを身につけて、新
しい環境に慣れていくんです。
だから、
もしお子さんが朝に「おなかが痛
い」
とか
「学校に行きたくない」
と言うようなこ
とがあっても、
すぐに「不登校では？」
と慌て
る必要はなくて、何が起こっているのか落ち
着いて見守ればいいんです。だいたい先生
はそういう話を聞くとピンとわかりますので、

先生に家での様子を伝えて助力を求めなが
ら解決していくことです。

適応のスキル・適応のスタイルと
はどういったものでしょうか。
子どもの場合は学校、大人の場合は仕事
といった
「社会生活」
をうまくやるためには、
そ
の適応のためのスキルやスタイルを身につ
けていることが必要です
（図2）
。
これら
（図3）
を身につけていると、社会生活を上手くやっ
ていけるようになります。
ただ、
それだけでは不十分で、
「心の土台」
がしっかりしていることが大事です。
「自分は
これでいいんだ」
と肯定的に思う自己肯定感
や、
「自分はやれる」
と思う自己効力感。こう
いう心の土台が揺らいだり、
ぐらついたりする
と不登校のような状態になることがあるよう
に思います。
適応スキルや適応スタイルを身につける
ためには、
いつも手助けするのではなく、慣れ
てきたら自分で取り組むことを励ますなど、
自
分で対処していく姿勢を身につけさせるため
のバランスが大切です。親のほうが不安だと
子どもが困らないように先回りして手助けし
がちですが、
そうすると練習不足になって、大
人になったときに困ることになりかねません。
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ことだと思っています。表面的には元気に
見えても、
自分でも周囲でも気づかないよう
な心の傷が残っていることがあるので、注意
や見守りを継続することが必要です。
また毎
年3月は、
いろいろな関連行事があったり、
新聞、
テレビなどで特集をやったりするので、
心の傷が活性化しやすい時期なので、注意
が必要です。
またこの先、上の学校に進学したり、生活
状況や環境が大きく変化する時などに適応
上の問題が発生することがあります。ただ、
それが震災の影響かどうか見分けがつかな
いことも多いので、阪神・淡路の先例もあり
ますので、過度に恐れずに、様々な可能性を
考えながら、心の見守りを続けるといいと思
います。

ままぱれ読者にアドバイスをお願
いします。
子どもたちが新しい環境で元気にチャレ
ンジしていくためには、
「 安心基地」
としての
おうちでの生活を大切にすることが基本だと
思います。ただ、
お母さんひとりで抱えるのは
たいへんなので、
ご家族や近隣の人たち、
ま
た地域にはいろいろな子育て支援の場があ
ると思いますので、ぜひそういう人たちの応
援をもらってほしいと思います。保育所・幼稚
園や学校の先生たちはお母さんたちの味方
ですから、不安や心配なことがあったら助力
や支援をもらいながら、一緒に子育てしてく
ださい。子どもを通して学ぶことはいっぱいあ
りますから、
お母さんがバージョンアップする
機会にもなるので、
お子さんと一緒にお母さ
んも新生活にチャレンジしていただければと
思います。
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震災からまもなく5年が経つわけ
ですが、子どもたちには心理的な
影響はどの程度、どんなふうに残
っているのでしょうか。
これは10年単位で考えなければならない
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