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　お子様の小学校への御入学，誠におめでとうござい
ます。小学生として新たな一歩を踏み出された姿を
見て，保護者の皆様もお子様の確かな成長を実感さ
れているのではないでしょうか。
　小学校生活では，新しい体験がたくさん待っていま
す。うまくできることもあれば，壁に当たってしまうこ
ともあり，それに伴ってお子様の気持ちや態度も変わ
っていきます。そうした体験の積み重ねが，お子様の
心の成長に当たって大切な栄養となるのですが，時に
はお子様のことで不安を感じ，保護者として子どもに
どう寄り添えばよいのか迷うことがあるかもしれま
せん。
　この冊子には，そうした迷いや不安に対してのヒン
トを数多く載せてあります。具体的な答えが書いてあ
るわけではありませんが，この冊子をお読みいただけ
れば，お子様一人一人にあったかかわりかたを見つ
け，子どもに寄り添うためのゆとりを取り戻す，一つの
きっかけを得ていただけるのではないかと考えてい
ます。
　また，巻末には子どもに関する悩みを相談できる窓
口の一覧を掲載いたしました。地域の方や学校の先
生といつでも相談できることが一番ですが，こうした
支援があることもお知りおきいただき，必要な際には
ぜひ御活用いただければと思います。
　最後になりましたが，これからの皆様の子育てが充
実したものとなることを願いますとともに，この冊子
が折に触れて読み返され，お子様とかかわる上で一つ
の手助けとなることを期待しています。

在田 正秀

　この春，ピカピカの1年生となる子どもたちは，憧れ
のお兄さんやお姉さんと同じ小学校に通うことへの
喜びや不安で，小さな胸を膨らませていることでしょ
うね。保護者の皆様，お子様の小学校への御入学，誠
におめでとうございます。
　子どもを産み，育てることは，人生の大きなドラマで
す。子どもたちの健やかな成長は，私たちに幸せや感
動をもたらしてくれます。しかし，子育て中は，「どう育
てたらいいのだろう」「きちんと子育てができている
のだろうか」といった不安や悩みを持たれることもあ
ると思います。
　私自身，4人の子育てを経験いたしました。子ども
の成長の喜びとともに悩むこともありました。そして，
何気なく手にした児童書や冊子から，子育ての不安や
悩みを解決するヒントを見つけたときに，救われたよ
うな気持ちになったことを思い出します。この冊子
が，皆様の不安や悩みの解消に少しでも役立つことを
願っています。
　本市では平成19年2月，子どもにかかわる全ての大
人の行動規範として「子どもを共に育む京都市民憲
章」を制定しました。以来，実践推進条例の施行，公募
による愛称決定（「京都はぐくみ憲章」）など，その理
念を広める取組を進めています。
　これからも「社会の宝」である子どもたちを地域ぐ
るみ，市民ぐるみで育む環境づくりに全力を尽くして
まいります。「京都で子育てをしてよかった」と心か
ら実感いただけるまちの実現に向け，皆様の温かい御
支援と御協力をお願い申し上げます。
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　かつては学校が終わってから遊ぶことができる時間
や場所がたくさんありました。多くの子どもたちは学
校から帰って，家にランドセルを置いて一目散に外へ
飛び出したり，暗くなるまで友だちと近所をかけ回っ
たり，泥だらけになって転び回ったりといった体験をし
ていました。
　そうした「遊び」を通じて，実に多くのものを学ん
だことでしょう。
　自然の中で小さな虫や草花と戯れ，命の尊さに気
づくこともありますし，年齢の異なる仲間と一緒に遊
び，気づかってもらったり優しくしてあげたりするかか
わりの中で，自分の感情をおさえる心や自分のやった
ことに責任を持つこと，みんなで協力することの大切
さを知ることもあります。また，地域の人たちが見守
る中で安心して遊び，大人の背中を見ながら大きくな
ることへの憧れを持つこともあります。
　「遊び」は体のみならず心の成長になくてはならな
いものなのです。
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専門の相談員

　お子様のご入学おめでとうござ

います。お子様のこれまでの成長

の日々を思って，さぞうれしくお

思いのことと思います。

　「育」という字には自動詞の「育

つ」と他動詞の「育てる」の２つ

の意味があります。子どもが育つ

にはまさにこの二面が必要です。

子どもは自らの力で育っていく面

と両親をはじめ周囲の人が育てて

いく面の両面があるのです。今ま

では家庭で，お子様を育てて，

日々お子様が変化していくのを見

てこられたことと思います。一晩

寝て起きたら寝返りをうつことが

できていたとか，あぁ這って来た

とか，いつのまにかいろいろなこ

とができていて，教えなくともで

きるようになっていたことを経験

されてきたと思います。子どもは

自分で学んで，育っていくのです。

しかし，それだけでは不十分で，

親や保護者が育てなくてはならな

いことも多いのです。お乳をやり，

食べさせ，トイレットトレーニング

を教えるなどいろいろ育てていく

ために親としてしなければならな

いことも多いのです。小学校に入

学すると，さらに親や保護者だけ

でなく，先生や同級生や 2 年生

以上のお姉さんやお兄さんからい

ろいろと教わり，育てられていく

のです。ここにはよいことばかり

ではなく，マイナス面もあり，子

どもには多くのストレスがかかり

ます。このようなストレスを緩和

し，子どもを励ますことも親の役

目として，新たに加わってきます。

　学校に行くと少しご両親や保護

者の方の手から子どもは離れま

す。子どもが小学校にいる間は，

ご両親や保護者の方々は子どもに

働きかけることが少なくなり，た

だ，家で見守り，心配するだけに

なります。でも子どもが目の前に

いなくとも，家で親が心配し，見

守っているだけで，不思議なこと

に，子どもは落ち着くものです。

「子どもがいないから，今のうち

にカラオケで」と親同士が遊びほ

うけているのはいかがなものでし

ょうか。確かに，今まで家に子ど

もがいると，子どものことばかり

にエネルギーを取られ，自分のこ

とをする時間はなかったことでし

ょう。しかし，子どもが側にいる

ことは長く続きません。小学校，

中学校と進むにつれ，子どもと接

する機会は必然的に少なくなって

いきます。そのときそのときに子

どもにエネルギーを出し惜しみす

ることなく，注ぐことが大切です。

子どもが学校にいる間に，親がこ

ころの洗濯をすることも大切で

す。たまにはカラオケに行って，

エネルギーを補充しておくことも

よいでしょう。親子ともに新しい

環境でのストレスは今までと違っ

たものとなります。ストレスに負

けそうなときとか困ったときに相

談にのってもらうことが必要です。

そのような機関がこの冊子に載せ

てあります。ご利用ください。

　お子様がすくすく成長されるこ

とをお祈りしています。

京都大学名誉教授
京都市教育相談総合センター顧問

岡田  康伸

（原則として京都市内の公的機関に限ります。）
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子どもの問題について の京都市内の相談機関
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