令和元年１０月１６日（水）

『

わが子に未来を切り拓く力を育てる

１．「中学生の親が知ってほしいわが子の心理」

』

さいたま市立大原中学校長

図１：わが子に未来を切り拓く力を育てる

中学生は人生で最も多感な時期だと思います。
中学１年生と３年生では体も心も見違えるように
成長します。男の子と女の子の違いも出てくるし、
誰かを好きになったりもしています。大人になって
きたなと思うと急に甘えてきたり、甘えているのか
なと思うと急にそっぽを向いたりするのもこの時期
です。中学生（広く言えば１０代）の時期は、
「家
族のアドバイスはうれしいけれど、やっぱり自分で
考えたときに自信とやる気が出ちゃいます！」これ
が本音。一緒にわが子の心理を探ってみましょう！

図２：本日の流れ

２．本日の流れ
まず、今後子どもたちが成長するにつれて変化
する社会の様子とそれに伴い付けたい力を考えます。その後、大人のアドバイスに対して、
思春期の子どもたちの本音はどこにあるのか、親と
して今できることは何かも考えていきます。一つで
も親として実践できることがあれば、取組んでいき
ましょう。最後に、現在大原中学校で取組んでいる
教育活動から、中学校生活で大切にしていきたいこ
とを一緒に考えてみたいと思います。
３．これからの１０年、その後の２０年

図３：これからの１０年、その後の２０年

今後は、人口知能（AI）の急激な進歩と Global 化
により、社会の変化を想像することが難しい時代と
なっていくことは明らかです。今までのやり方が通
用しない時代、そもそもそれをやる必要があるのか
を問われる時代、今求められるものは何かを創造する
時代となっていきます。
４．自己教育力・創造力と協働力
今後の学習においては、
「今までの知識を総動員し
て、問題をどのように解くのか考える」
「解決の過程
を説明する」
「日常的事象を教科の力で解決する」な
ど幅広く深い学力が求められます。自分で自分をコン

図４：自己教育力・創造力と協働力

トロールしながら自己実現を目指し、解決の過程を含
めて創造し、多国籍の方々とも協働で仕事を進められ
る力が必要です。現在の中学３年生が高校 3 年生にな
る令和 4 年度は高等学校学習指導要領が全面実施され
現在の中学１年生は高校 3 年間を新学習指導要領の下
で学習します。いずれも大学入試改革の大学共通テス
トを新学習指導要領の下で受験することになるのです。

小 林 広 利

５．子どもの本音

図５：子どもの本音

さて、皆さんのお子さんは、勉強は好きですか？
イイエという答えは、目に見える姿からの回答です。
実際は、どの子も勉強ができるようになりたいと思
っています。家族のことを好きでいたいと思ってい
ます。それが本音です。うちの子が勉強を好きにな
りたいなんて信じられないと思ったら、それは、あ
なた自身があなたの本音にふたをしているのかもし
れません。子どもの成長したいという気持ちを信じ
ることから始めてみましょう。
６．今、変身中、こうしろああしろ言わないで
蝶に例えるなら、小学４年生くらいまでは幼虫の

図６：幼虫・さなぎ・蝶への変態

の時期、小学 5 年生から中学 2 年生くらいまではさ
なぎの時期、中学２年生から高校生は初めて世の中
をとび始めた蝶の時代です。もちろん、人によって
多少の違いはあるにせよ、特にさなぎや飛び始めた
ばかりの蝶の羽を大人がいじりすぎるとどうなるで
しょうか。幼虫はつつかれてもモゾモゾ逃げること
ができます。蝶も逃げます。思春期真っ只中のさな
ぎはその場で頑張っているのを認めてほしいのです。
７．親として今できること（１）
子どもといえども一人の人格です。自分の考えを

図７：親として今できること（１）

主張し、大人と対等に話をし、自分で考え、行動に
も責任がもてるようになるのは、私の教師としての
経験上、小学校 5 年生くらいです。小学校では高学
年として６年生と一緒に学校の代表となったり、中
心となったりします。学校でのこのような立場を家
庭でもうまく利用してください。家庭では、小学校
4 年生と 5 年生は大きな違いがないように見えます
が、子どもの中では大きな違いが生じています。家
庭でも「あなたを大人として扱っていきますよ」と
いう宣言をするのにちょうどよい時期なのです。
８．親の意識を変えましょう！
親の役目は、第一に安定した家庭を築くことです。
働くことで精一杯ですという方もいることでしょう。
でも家庭を大切に考える親の気持ちを子どもは敏感
に感じるので大丈夫です。ちなみに夫婦仲も良い方
が子育てにはよい環境です。しかし、夕飯を食べる
とゴロゴロとテレビを見ている夫を見ると一言いい
たくなりますね。実は私もゴロゴロしてしまいます。
そもそも男性と女性は全く違う生き物だと考え、お
互いの長所をみてイライラをなくしていきましょう。

図８：親の意識を変えましょう！

９．どのような青年になってもらいたいですか

図９：幸せはどのような人に訪れますか？

幸せは、どのような人に訪れるでしょう？考えてみ
てください。良かれと思っての親の言動が、子どもの
自立や人間力の妨げになっては残念です。
１０．１１．親として今できること（２）
子どもをよく観察しましょう
子どもをよく観察して、その子にあった対応をする
ことも重要です。無口で反応が薄い子には、じっくり
聞いてあげること。座る位置にも気を使いましょう。
正面より、隣や斜めなどに座る方が話しやすいもので
す。よくしゃべる子は、聞いてもらうことが目的で、
解決策は自分ですでにもっているときもあります。
アドバイスは、
「お母さんはこう思うけれど」などと

図１０：親として今できること（２）

提示して子どもに考え、決定させるのがよいでしょう。
思春期には少し反抗的なときもあります。さなぎの中
で自分を見つけようともがいているのです。そもそも
反抗期とは大人側の言葉、子どもは反抗しているわけ
ではありません。親の思いをそのまま「勉強しなさい」
と言うと、
「部活忙しくてしょうがないじゃん」と返っ
てきます。子どもは、逆接（しかし、でも、だって）
を多用しますので、大人も思いとは逆の言葉で「部活
忙しくてなかなか勉強できないね」と言うと、あっさ
り「大丈夫だよ」なんて返ってくるときもあります。

図１１：子どもをよく観察しましょう！

「そうだね、できないね」ときたら、
「力の出し惜しみ
はしないでね」などポジティブに返すとよいでしょう。
話がかみ合わない子は、マイペースな場合が多いです。
「小林先生ってプリンだね」など自分語を話します。
「プリンって？」と聞くと「プリンはプリン」などと
よくわかりません。そのようなときは、
「田中先生は
アイスだね」などと返して会話を楽しみ、人間関係を
深めることに目的をおくのがよいでしょう。クネクネ
しながらの「でも、だって」は反抗ではありません。
幼少期に逆戻りかもしれません。よく聞いて提案を続
けてあげれば「やるしかないね」と決断します。「勝手
にしなさい」を多用すると、自分は好かれていないの
かなと自信を失ってしまうことがあるので要注意です！
１２．親として今できること（３）
思春期の子は、減らしたいよくない行動に対して、
親が単に叱ってもうまくいきません。自分でもそのこ
とをどうにかしなければと思っているからです。その
ときは反応しないこと。そして、増やしたい行動が出
たときに、すかさずほめて、認めると直ってきます。

図１２：親として今できること（３）

１３． 親が取りたい言動への１８の工夫

図１３：親が取りたい言動への１８の工夫

あいづちをうったり、
「へー、～なんだ」と子どもの
言葉を繰り返したりすることは簡単にできて有効です。
質問について例えば、親「そのやり方でいいと思う？」
子「思うよ！」ときたら、親「お母さんはいいとは思
わないけどな」と考えさせる言葉で返してください。
子どもの話を最後まで聞いてあげて「あなたのここが
助かっている」など子どもそのものを認め、ほめてく
ださい。
「話してくれれば相談にのるよ」と安心感を与
えることもとても重要です。
１４．言動を工夫してよい関係をつくりましょう
ほめるのが難しいときってありますよね。そのとき

図１４：言動を工夫しよい関係をつくりましょう！

は認めるだけでよいのです。子どもを承認するだけで
子どもは伸びます。合格点を取った子に「すごいじゃ
ない」と言ったら「いつもだよ」と返されました。そ
のようなときは、どうやって取ったのかそのプロセス
を聞いてみてください。ほめてはいませんが承認はし
ています。夕飯時に妻に「おいしいね！どうやって作
ったの？」と言うと「何？味分かるの！」
・・・。タイ
ミングも大切ですが、悪い感じはもたないみたいです。
１５．できそうなところから１つでも実践を！
「～してはいけない」
「～できないんだから」
「はや

図１５：できそうなところから１つでも実践を！

くしなさい」はネガティブな言葉。例えば、テキパキ
するとよいことは何かを伝えます。また、
「ゲームばっ
かりして、ご飯なしよ」
、これには２つのメッセージが
含まれ、伝えたいことが伝わりにくくなります。「ご飯
できたから温かいうちに食べよう」などポジティブな
誘導が理想です。特に「あなたはいつもそうだから」
といきなり過去を持ち出すのもタブーです。気持ちは
わかるけどと共感するのはよい方法です。叱った後は
よく観察しよい変化を逃さずに認めてあげてください。
１６．中学校生活で大切にしたいこと
右の図はマズローの欲求 5 段階説です。承認欲求と

図１６：中学校生活で大切にしたいこと

自己実現欲求は人の高次の欲求であり、特に中学校生
活では、他者から尊敬されたい、認められたいと願う
「承認欲求」を満たしてあげることが重要に思います。
大原中学校では「生徒一人ひとりが、夢と希望を抱き
自信と誇りがもてる教育を推進します。生徒に小さな
目標を小刻みにもたせ、成功体験積ませる方策を工夫
し、存在感・達成感が味わえる教育活動を継続して行
うことを、授業、学校行事、生徒会活動、部活動等に
おいて目指します。家庭でもたくさん承認しましょう。

https://ferret-plus.com/5369

１７．希望あふれる大原中学校推進活動

図１７：希望あふれる大原中学校推進活動

今年度、校訓『歴史を拓く』を制定いたしました。
これは、校歌の一節であり、子どもたちには、自分の
歴史を拓くとともに大原中学校の歴史を拓き、将来は
日本の歴史を拓く、人類の歴史を拓くことを含めて、
夢と希望をもって未来を切り拓いてほしいと思います。
また、6 つの行動目標は下のような意味があります。
１．あいさつ。返事は未来を拓くカギである
２．かかとがそろうと心がそろう
３．校歌は、自分と仲間をつつむ心の入れ物である
４．清掃は、心を磨く授業である
５．けじめは、自由と責任の接着剤である

図１８：夢と希望、自信と誇りを育てる

６．時間は、平等に与えられた宝である
１８．夢と希望、自信と誇りを育てる
やる気を育む重要な要素は 3 つあると思います。１
つ目は、課題を自分の問題として捉えること、2 つ目
は、自分ならできると自己への期待をもたせること、
３つ目は、これをやることによって価値があると認識
できることです。そして、やる気スイッチは４つです。
１.できると信じる（目標を小さく区切る）
２.まずはやってみる（つまずいても続けてみる）
３.アウトプットする（体を動かす、説明する
発表する、声に出す、書く）
４.報酬を得る(外的報酬と「内的報酬＝達成の喜び」
）

図１９：6 つの行動目標と Grit の変化
の

小さな目標を立て、続けてやってみて、達成の喜びを
感じたとき、やる気は生まれると思います。
１９．６つの行動目標と Grit の変化
6 つの行動目標は、平成 30 年 5 月 8 月 12 月、平成
31 年 4 月に調査しました。それが右図です。どの項目
も伸びが見られます。Grit（やり抜く力）は、
「情熱」
と「粘り強さ」が要素ですが、本校では、
「粘り強さ」
の方が高い値にあるので、あいさつなどを声高らかに

現在、令和元年 9 月調査を集計中です

行うことで「情熱」が高まれば鬼に金棒です。頑張ろう！
２０．終わりに
本日の内容は、多岐にわたり、細かいこともお話し
いたしました。親としてすべてを完ぺきにこなす必要
は全くありません。子どもの成長を信じて、真剣に対
応している姿勢を見せることができれば、子どもたち
の方から関わってきます。親として少しだけ意識を変
えてできるところから一つでも実践してみてください。
子どもたちは、きっとよい方向に変化してくれます。
なぜなら、あなたのお子さんですから！ Good luck！

図２０：終わりに

