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親の育児力を育てる子育て講座のあり方
―宗像市子育て支援センターの学習事業から―

桑 野 嘉津子

On Effective Child-rearing Lectures

 

Kuwano Kazuko

要旨 乳幼児と触れ合う体験がなく子どものことを知らない親が増えている。そのような親が自立した親とし

て適切に子どもに対応できるようになるために育児力の向上を図るための学習プログラムが必要である。本稿

では、宗像市子育て支援センター ふらこっこ の学習事業を紹介するとともに親育てのための学習プログラ

ムについて検討する。

キーワード 子育て支援、育児力、子育て体験、親教育プログラム

１.子どもを知らない親たち

核家族、少子化、地域の交流の希薄化の中で、子ど

もの時に子育てに関わる体験をほとんどすることなく

大人になり、初めて触れる赤ちゃんが我が子であると

いう親が増えてきている。

原田正文らが1980年と2003年に実施した調査の乳幼

児との接触体験について尋ねた項目を見てみると、自

分の子どもが生まれるまでに「乳幼児に食べさせたり、

おむつを替えたりした経験」が「まったくなかった」

母親は1980年では38.8％、2003年では55.5％、「抱いた

り遊ばせたり」がまったくなかった母親は1980年では

15.0％、2003年では28.2％となっており、乳幼児を知

らないまま親になる人が増加している。体験が「少し

ある」程度では「乳幼児を知る」ということまでには

至らない事を考え合わせると、現代の親の大半は子育

てとはどのようなものかを知らないまま親になってお

り、その傾向はますます強まっているといえるようで

ある。筆者の勤務する宗像市子育て支援センター ふ

らこっこ においても「手を口の中に入れるが、どう

かしたのだろうか」と心配そうな３か月児の母親、「３

才になったら自分で食べることができるというのは本

当か」とたずねる３才を過ぎた子どもの母親など決し

てめずらしい姿ではない。泣き叫ぶ赤ん坊を泣きやま

せると「さすが 」と感嘆の声が挙がる（抱き上げて

部屋を一回りしただけなのだが）。これだけで尊敬のま

なざしを向けてもらえるとはなんと簡単な事かとは思

うが、裏を返せば基本的な事も知らない親に育てられ

ている子ども達の状況はそれだけ深刻なのである。

２.親を親として育てる学びの場とは

人が生まれながらに持っているといわれる「母性」

や「父性」も、体験などを通した「学び」を経て発揮

されると言われている。子どもを生んだからといって

親として適切な育児行動ができるわけではない。子育

てに必要な「考え方」と「技術」は学習することによっ

て獲得できるのである。

多くの母親は、出産前に「母親学級」や育児書、育

児雑誌などで出産や育児について学び、ある程度の知
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識とイメージを持っている。しかし、子どもが生まれ

てみると、現実とのギャップに戸惑が大きい。

そこで、親が子どもについて学び、子育ての中で適

切な対応ができるように育児力の向上を図るための学

習プログラムの必要性が生じてきている。

⑴ 体験的に子育てを学ぶ

現在、国を挙げて取り組まれている子育て支援の中

で、子育てを通して交流しながら体験的に子育てを学

ぶことができる場を設定する取り組みが積極的になさ

れ、「0123吉祥寺」（柏木恵子ら、1997）をはじめとす

る様々な取り組みが報告されている。宗像市子育て支

援センター ふらこっこ においても子育て交流事業

に取り組み、大きな成果を上げている（桑野嘉津子、

2004）。体験的に学ぶことは親としての大きな力につな

がり重要な学習の場となっている。しかしながら、偶

発的といえる体験を待つだけでは十分な学習とはなり

えない。

⑵ 系統的に子育てを学ぶ

子どもや子育ての基本については意図的、系統的に

学ぶことが必要であると考えられる。

しかしながら、従来の「子育て講座」は講師からの

一方的な「講話」がほとんどで、「いい話を聞いた」で

終わってしまい実際の子育てにつながらないことが多

いと思われる。あるいは、講座や育児書などで得た知

識を目の前の我が子に当てはめようとして無理が生じ

たり、情報に振り回されて疲れ果てている親子も多い。

子育ては「絶対に正しいやり方」というのがあるわけ

ではなく、子どもも親も環境も違う中でマニュアルど

おりに同じことをしても同じ結果につながるというも

のではない。子育ての基本を踏まえつつ、その親子な

りのやり方でコミュニケーションを取りながら試行錯

誤していく営みこそが子育てであり、親として問題を

解決していこうとする力やコミュニケーション能力が

求められる。従って、親としてこれらの力を最大限に

発揮しながら子育てに取り組むことで親子がともに成

長していくという視点を持ったプログラムを展開する

ことが求められるのではないかと考える。

従来の一方的に情報を伝えるだけではなく、子育て

の基本については系統的に学びつつ個々に対応できる

学習システムをプログラムすることはこれからの子育

て支援の重要な課題であると考える。

３.宗像市子育て支援センター ふらこっこ の学習

事業

宗像市子育て支援センター ふらこっこ では前述

の視点を踏まえ学習事業として「ワンポイント子育て

塾」「新米ママとパパの子育て広場」「ふらこっこクラ

ブ」を展開している。ここでは「ワンポイント子育て

塾」を中心に紹介していく。

⑴ 基本的な考え方

「ワンポイント子育て塾」では、子どもの発達とそれ

に応じた子育ての基本を伝えることとともに、プログ

ラムに参加することで子育てに対して前向きな気持ち

で取り組めるようになることを目的としている。学習

したことに縛られて息苦しい子育てになるのではなく、

「肩の力を抜いた子育て」、長期的視点で捉えながら

「しっかりと育てることで親として楽になる子育て」

を目指している。

具体的には

・受講者に子どものことや子育ての様子などを語って

もらいながら参加型の講座になるようにする。

・「自分の思いをしっかりと伝え、相手の思いをしっか

りと受け止める。」というコミュニケーションとして

子育てを捉える。

・親自身が自分を肯定的に捉え、親としての自信が持

てるようになることを目指す。

・子どもの発達と子育てについての学習は、子どもの

生活の基本である「睡眠」「食事」「あそび」を中心

に進める。

・思い通りにいかないのが子育てであり、それを肯定

74 日本生活体験学習学会誌 第５号

写真１ ワンポイント子育て塾の様子



的に捉えながら試行錯誤することが 大切であると

いう視点を持つ。

という考え方の基に次の５つの講座を設定し開講した。

① 親子関係を育むポイント

② 子どものしつけ ～自分で判断し行動できる力

を～

③ 子どもと生活習慣

④ 子どもの遊びと発達

⑤ 「私」と子育て ～我が家流の子育てを～

それぞれの講座の内容については、資料１～５に提示

している。

⑵ 実施の方法

５つの内容の講座を１クールとして同じ講座を繰り

返し開講し、興味や都合に合わせて受講する順番や時

期をそれぞれに決めて受講できるようにしている。子

育て中は予定通りにいかないことが多いものである。

続けて受講しなくてもあるいは都合で受講できなく

なったとしてもまた同じ講座を受けるチャンスがある

ということは母親にとって気軽に参加できる要因と

なっている。また、学習する親にとっても、初めての

託児を経験する子どもにとっても無理がないように各

回とも１時間を設定し、一回の定員は10名以内と少人

数にし、申込みの人数が多い場合は数回に分けて開催

するようにしている。

ワンポイント子育て塾を開始した平成14年10月から

平成16年11月までに９クール、53回の講座が修了し、

延べ278名が受講、そのうち５つの講座をすべて修了し

たのは37名である。

⑶ 託児について

託児については事前に子育て支援センターにある程

度馴染んでいることを条件とし、親と離れて過ごす時

間が子どもの成長にとってもプラスとなるようにきめ

細かな配慮をしている。さらに、親子それぞれが離れ

て過ごした後の出会いの瞬間を大切にし、新たな気持

ちで子育てに取り組むきっかけになるようにしている。

⑷ 受講修了書

ワンポイント子育て塾の５講座全部を修了したら交

流室にきている親子の前で修了書を渡し、がんばった

親子を称えている。子育てはいくらがんばっても評価

されること、ましてや褒められることなどほとんどな

い。そこで、称えたり、認めたり、ねぎらったりする

機会を持つことで親としてのがんばりを支えることも

必要であると考える。
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⑸ 成果と課題

資料１～５に講座後の感想の主なものを掲載してい

る。子育てをがんばろうという意欲的な気持ちととも

に、気持ちが楽になった、自分自身が余裕をもつよう

にしたい、夫とのコミュニケーションも大切にしたい

という思いが数多く書かれ、自分の日常の生活や子育

てを肯定的にとらえるきっかけとなっているようであ

る。さらに母親の表情や会話からも生き生きと子育て

に取り組んでいる様子が伺われるようになっていった。

また、他の母親に講座を勧めたり、外遊びなどのプロ

グラムに積極的に参加したりしながら、母親の間で

リーダーシップをとるなど成長していく様子が見られ

ることが多くなった。交流事業の体験的なプログラム

は講座で学習したことを気軽に実践してみる場となり、

育児への効力感を抱くきっかけを得るための大きな役

割を果たしているのではないかと思われる。

この講座は宗像市子育て支援センターに所長として

勤務する筆者が講師を務めているため、下記の点で講

座を有意義かつスムーズに展開するための要因になっ

ていると考えられる。

・乳幼児の発達心理を専門としていること。

・思春期の子どもとその親からの相談を受ける業務

に携わっていた経験から子育てを長期的な視点で

捉えやすい。

・自らの母親としての経験から、子育て中の母親に

共感できること。

・受講者の悩みや交流室での様子を把握できる立場

にあること。

また、受講者にとっては、講座の内容を我が家のこ

ととしてとらえ、実行してみたときに生じる疑問を質

問あるいは相談という形で講師である筆者にいつでも

気軽に確認できる。このようなやり取りの中で、学習

したことが生きた知識となり、日常の中で自信を持っ

て子育てに取り組めるようになってくると考える。
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写真４ ワンポイント子育て塾修了

ママもぼくもがんばった

資料１.親子関係を育むポイント

内容>

・子育てはコミュニケーション

自分の思いをしっかり伝え、子どもの思いをしっかり受け取るということ

・子どもを取り巻く人間関係の中で上手にコミュニケーション

夫婦、祖父母、親戚、近所

・親の愛情に自信を持った子どもに ～愛されているという実感を持つこと

感想>

○今日の講座を受講して、家庭内だけでなく地域でのコミュニケーションも大事なんだと思いました。私自身人見知りを

する方なのでこれからは積極的にご近所の方に声をかけていこうと思います。

○最近、自分でもこわいと思う位息子に向かっておこりかたが厳しいかな、すごい顔をしてるかなと反省でした。でも真

剣接してると言ってもらえたことが母としてほっとしました。これから第二子を出産して親子ともに試練を迎える時期

ですがいつも愛情をもって接する母親でいたいなと改めて感じたところです。

○コミュニケーションの大切さを痛感しました。いつも主人に対して文句を言ったり、不満に思ったりしますが、主人に

も優しくしてあげなくちゃと思いました。

○近所のお子さんは静かで、ゆったりと過ごしているし、化粧もバッチリしてるので、髪振り乱して外に出るのも・・と

思って、うらやましかったりしましたが、今日は、我が子はしっかり私に自分の気持ちを伝えてくれている、私が大好

きでいてくれると、ホットしました。そんなにいい母親でなくてもいい 子どもも特別におりこうさんでなくてもい

い 私らしく、子どもらしくでいいな と思うことができました。
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資料２.子どものしつけ ～自分で判断し行動できる力を～

内容>

・しつけもコミュニケーション

・モデリングとタイピング

・親の思いしっかりと伝える

・自分で判断し、行動できる子に ～自立の一歩

感想>

○親の思いをしっかり持ってそれを伝えることが大切なのだと改めて実感できました。その場に応じて判断できる子ども

に育てるためには世話のしすぎもよくないのだということも気づきました。

○改めて子育ての基本が大切だなと感じました。自分の子にどのようになって欲しいのかという親の考えをしっかり持っ

た上でしつけをしなくてはと思いました。

○子育てはバランスだなと思いました。講座を受けなかったら世話をしすぎる親になっていたのではないかと思います。

子どもの駄々に根負けしないように、あまり手を出し過ぎないように、バランスを取りながら温かく見守っていこうと

思います。

資料３.子どもと生活習慣

内容>

・日頃の生活を振り返ってみよう

・子どもにとっての睡眠

・食事 ～きちんと食べる、楽しく食べる

感想>

○子どもの生活について、いろんな育児書を見て頭ではこうしたらいいと分かっていながら実際はうまくいかないので不

安に思っていたので、気持ちが楽になりました。あきらめない気持ちを持ちながら、余裕を持って子育てしていきたい

と思います。

○食事はエサではないと言われてドキッとしました。うちでは無理やりたくさん食べさせていたので、これからは楽しん

で食事ができるように心がけたいと思います。

○最初の子育てで分からないことだらけ。友達や母に聞いても人によって言うことが違うので迷います。しっかり我が子

を見て判断しないといけないなあと思います。夜も自分たちの都合で寝せるのが遅くなっていたので少しずつでも生活

を見直していこうと思いました。

○子どもが寝るときやおっぱいをあげるときもテレビをみていたので、子どものために静かな眠れる環境をつくりたいと

思いました。

資料４.子どもの遊びと発達

内容>

・子どもの発達における遊びの持つ意味

・子どもの発達と絵本

・テレビ、ビデオ、CDなどの視聴について

感想>

○どう遊ばせたらいいか、どんなおもちゃがいいのかと不安に思っていましたが、生活そのものが遊びなのかなと気づき、

少し楽になりました。私がテレビが好きでテレビに振り回されることもあるので、子どものためにもけじめをつけたテ

レビ生活にしたいなあと目標ができました。

○親にとっては片付けたりするのが面倒ないたずらも大事な体験、いろいろ触ったり、遊んだりさせたいと思っています。

元気に外遊びする子になって欲しいと思いました。

○今回印象に残ったのは、子どもだけではなく親の輪も大切という言葉です。ふらこっこに通い始めて私自身もお友達が

増え楽しい時間を過ごせています。外遊び、私も体力をつけてがんばりたいと思います。

○すごく励みになるというか、子どもにやさしい気持ちで接しよう と思います



講座が５回で終わってしまうのが寂しい、もっと継

続的に受講したい、という感想も多かった。子育ての

心配事は子どもの成長とともに変わってくる。子ども

の成長にも戸惑うことなく対応できるために子育てに

ついての学習をさらに継続できるシステムが必要であ

る。

⑹ 新米ママとパパの子育て広場

生後１か月から６か月までの赤ちゃんの親を対象と

し、座談会の形式で進める講座である。宗像市は保健

師による新生児訪問が対象家庭ほぼすべてで実施され

ている。その際にこの講座を紹介し、特に必要と思わ

れる家庭には勧めてもらうようにし、子育て不安を初

期の段階で解消する手立てとなるようにしている。ま

た、子育ての仲間作りのきっかけとなるように親同士

の交流を図ること、宗像市子育て支援センター ふら

こっこ を紹介し、ワンポイント子育て塾へつなぐと

いう目的も担っている。

⑺ ふらこっこクラブ

従来の子育て講座はすでに準備されている企画に親

が受け身として参加する場合がほとんどである。ワン

ポイント子育て塾も新米ママとパパのための子育て広

場も参加型の講座として企画しているとはいえ、準備

された講座に「お客様」として参加するという点は変

わらない。学習を意図的、系統的に進めていくという

意味では仕方のないことであるが、親がさらに生き生

きと子育てに取り組むためには受身になるばかりでな

く、自ら自発的な活動を展開する中で子育てしながら

の生活を楽しく充実したものにしていくことが必要で

ある。
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資料５.「私」と子育て ～我が家流の子育てを

内容>

・お母さん、お父さんこそが我が子の子育ての専門家

・充実した子育て期を自分で自分をほめてみよう

・「私の人生」「子どもの人生」

感想>

○「自分をほめる、相手をほめる」毎日大変な子育てに追われて、これもできていない、あれもしなくちゃと自信がなく

なることがあったのでとてもとても元気をもらいました。

○仕事も休職して子育てしかしていない、日常の家事や育児は当然のことと考えてそれができてないとダメだなあと感じ

ることが多かったので、今日は子どもを育ててる自分の仕事ってすごい、今は思いっきり子育てしていいんだと思いま

した。自分が毎日やっていることに自信を持つことが大事という言葉が印象に残りました。

○これまで子育てで私が苦しかった原因は子どもや主人ではなく、自分自身が持っていたことがよく分かりました。これ

まで「失敗」をとても恐れていましたが、これからは「正解」も「失敗」も「無駄」もないという点を忘れないように

すごしたいと思います。

○「ほめる」ことは大切だと思いました。特に自分について改めて考える機会はあまりなかったので今日は新鮮に感じま

した。夫や子どもだけでなく周囲の人にもひとつでも長所を見つけて接していけたらお互い気持ちよく付き合っていけ

ると思います。

○毎回プリントを冷蔵庫にはって主人といっしょに目を通すようにしてきました。これからも二人で話し合って子育てを

していきたいと思います。

○今までの講座を受けて、肩の力を抜いて育児を楽しみながらやっていけそうな気がしています。悩んだり気になること

も毎日違って、今まではその一つ一つに立ち止まり考え込んでいましたが、最近は余裕を持って「明日はまた違ってい

るだろうから」「ちょっと様子を見てみよう」「こんなこともするようになったか」などと寛大に受け止められるように

なりました。あまり細かいことにとらわれず、元気にのびのび育ってくれればいいと思えるようになっています。

○何かと夫に愚痴っぽくなっていました。子どもが大好きな夫にもっと感謝しようと思います。自分の世界、子どもの世

界、聞いて少しほっとしています。

写真５ 新米ママとパパの子育て広場の様子



そこで、子育てについての学習会や子どもの外遊び、

母親の趣味の会などを利用者自らが自主的に企画、運

営する利用者の活動を「ふらこっこクラブ」としてそ

の活動を育成、支援している。これまでに二人目を妊

娠中の母親たちで開催した「二人の子どものママにな

るための講座」や「ふらこっこのパーティー実行委員

会」などが母親主体で運営された。親自身が「させら

れ体験」のなかで育ってきた世代であるため、自らが

自主的に企画、運営する活動を促すことは簡単なこと

ではないが、子育てをしながらでもできることがある、

楽しむこともできることを知ることで、子育ては我慢

ばかりだと思っていた母親が大きく変わっていくこと

の意味は大きい。

４.親育ての学習プログラムのあり方とは

一方的な指導や知識の伝達に終始するだけの講座で

は、親の不安を増大させたり、自信を失わせたりする

ことも多い。子育ての理想を追い求めるあまり無理が

生じて子どもが不適応を起こしたり、いい母親になろ

うとして疲れてしまっている親子をますます追い詰め

るということにもなりかねない。

子育てをすることに夢を持ち、「こんな子に育って欲

しい。」「こんな子育てがしたい。」と理想を描くことは

大切なことであるが、思い通りにいかないのが子育て

である。理想通りとはならない現実を肯定的に捉え、

親としての自信を持って子育てに取り組むことができ

るようになるための学習をプログラムすることが必要

である。子育ての基本的の学習とともに、試行錯誤で

我が家流を築き上げることの必要性や、親自身の人生

の充実という点にも触れ、自分の生活を振り返ったり、

家族や自分自身の長所に気づいたりするという視点を

持つことは、親の自信を育むために有効であると考え

る。

子育て支援の中で重要なことはその場限りで終わる

のではなく、日常の子育てにつながるということだと

考えている。学習活動においても学んだことが親子の

日常に反映されていくことが望まれる。講座の中で学

んだことを親同士の共通理解のもとで気軽に実践して

みる場があれば知識が育児力へと培われていくのでは

ないだろうか。たとえば、子どものけんかは見守るこ

とも必要だという知識があったとしても、相手の親が

見ず知らずの人であったとしたら黙って見守ることは

なかなか難しいことである。ところが親同士に共通の

認識があれば相手に気を使うことなく見守ることがで

きるだろう。その際、大人としてどのような態度でか

かわるかを子育ての先輩が示してくれたならばさらに

親としての力につながるのである。

このように子育て交流の中で体験的に子育てを学習

する場と系統的に学習する場とを連動させることで親

育ての学習プログラムを通して有効に育児力を培うこ

とができるのではないかと考える。

また、親として大切なコミュニケーション能力や問

題解決力は子育てを開始する以前に培っておくことが

求められる。今後親になっていく若い世代にこのよう

な能力を育成するという長期的な視点を持つ学習プロ

グラムが不可欠である。

今、トロントにおける子育て支援プログラムが注目

され、日本語に翻訳されたテキスト「完璧な親なんて

いない 」（ジャニス・ウッド・キャタノ、2002）、「親

教育プログラムのすすめ方―ファシリテーターの仕

事」（ジャニス・ウッド・キャタノ、2002）を使った親

支援プログラムを開発・普及のための実践活動が取り

組まれている（原田ら、2004）。このプログラムを実施

するための組織作りやファシリテーターの資格認定な

ども進められており、これからの親育てのためのシス

テムとして注目するところである。

しかし、これまで培われてきたやり方や社会的資源

を活用しながら、それぞれの地域にあった親支援のた

めの学習プログラムを展開していくことも必要なので

はないだろうか。

特別な資格の習得や組織作りがなくとも、これまで

行政やボランティアなどによって様々に行われてきた

子育て交流や子育て講座を連動させ、学んだことを

いっしょに実践しながらそれぞれの子育てに反映させ

ていくという視点を持つこと、講座の内容についても

親の自信を支えるためのプログラムという視点をもつ

ことで親の育児力を培うことが十分にできる可能性が

あると考える。

５.終わりに

前にも述べたが、感想の中に「安心した」「気持ちが

楽になった」といったものが多かった。子育ての状況
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は一人一人違い、同じ講座を聞いてもそこから受け取

ることは一人一人違う。中には「こんな状況なのに安

心してもいいのだろうか」と心配になるような親子が

いることも確かである。しかし、親育ての相手は親と

いう大人である。どのような親であったとしても大人

としてまずは相手を認めることこそが、子育て支援の

小さな一歩につながるのだと感じている。認められて

安定した気持ちで子どもと向き合えるようになること

が次のステップへとつながるのである。親が眉間にし

わを寄せながら理想を追った子育てをしても子どもは

幸せではないことを子育て支援者は認識しておく必要

があるだろう。

子育てには親子で乗り越えなければならないハード

ルが次々と訪れる。そのハードルを教えられ支えられ

ながらも自分の力で乗り越えていくことで、その先に

訪れるであろうさらに高いハードルを、親として乗り

越えるための力と自信が培われていくものと考える。
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