
乳児保育（3歳未満児保育)①

心理学の基礎の基礎から考える

筑紫女学園大学
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なぜ、乳児保育・障がい児保育は
難しいのか？

最近、乳児期（3歳未満児）が苦手というおとな
（保育者も含めて）が増えているように思います。
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行動・反応の基盤となる「世界」がわかりにくい
•おとな・定形発達の人は行動・反応が

•予測しやすい
•意味づけしやすい

•子ども・障害がある人は行動・反応が
•予測しにくい
•意味づけしにくい

•これらは、生きている世界の違いから
生み出されている

•世界の混乱が影響している
•その人自身が困っている

定形発達の人（おとな）の世界

子ども・障害がある人の世界

図 香田砂織、小野昭男、佐藤剛（1994）：『幼稚園・保育園における感覚統合理論の導入と実践』
日本感覚統合障害研究会編 協同医書出版社 p.253を一部改変



音の「図」と｢地｣

•子ども向けテレビ番組をみて確認してみてください。
•歌詞がわかるでしょうか
•これを子どもたちに見せる意味はあるのでしょうか？



世界が不安定…

•「ものの永続性」の獲得の観点から
•資料「子どもの世界を考える心理学的基礎」p.5

•安定したやりとり（応答）が大切
•ひととの応答的関係
•ものとの応答的関係



身体性－知性が生まれる根幹
明和政子:「ヒトの発達の謎を解く」 ちくま新書 2019

•生物は、能動的に動く「身体」を持っている。これは、（生命の歴史におい
て）長い時間をかけて環境に適応してきた結果、獲得されてきたもの

•身体には、物理的制約がある。身体が環境に自ら主体的にふるまう過程
で、膨大な量の情報はその制約に基づきふるいにかけられる。

•情報は、身体を持つその個体にとって意味あるものが選択され、構造化
されていく



アタッチメント（愛着）

1. 生物は、身体に起こる急激な生理的変化を一定の範囲内に保とうと
する性質を持っている（恒常性 ホメオシタシス）

2. 何かしらの大きな変化が起こったとき、その変動状態を安定的に制御
しようとするシステムが働く（アロスタシス）

3. アタッチメントには、アロスタシスをまだうまく働かせることのできない
未熟な乳児が養育者の体にくっつき、保護されることによってその制
御を行い情動を沈静化させる（マイナスの状態からいつもの状態に戻
す）機能がある

4. 子どもから発せられるシグナルが養育者に適切に受けとめられ、応答
される経験を日常的に繰り返していくことで、乳児と養育者のアタッチ
メントはしだいに安定したものになる。



乳児保育（3歳未満児保育)②

必要なこと

筑紫女学園大学
原 陽一郎



乳児保育とは

•子どもたちが生きていく世界を創る時期！
•どのような 刺激環境下で育てるかを考えるのが保育者の責任

•量
• 多すぎるのは世界を混乱させる
• 少なすぎると感覚・安定が育たない

•質
• 整理されていないと世界が混乱する
• 「子どもの最善の利益」⇒良質なもの

• 良質とは何かを追求する必要がある
•偏り

• 現在の生活では、視覚・聴覚に偏りがち

これをどのようにして

意識するか

回数を数える
刺激量を測定する
記録する

やってるつもりが
最も怖い



量の保障①

丁寧な関わり 愛着と応答を意識して



アイコンタクト

•見つめられたときに、どのような表情で応えるか
•表情の豊かさが大切

•養育者が、一番子どもと目を合わせるときはいつか？
•授乳・食事の時

•笑顔と、「美味しいね」の声かけ→ラベリング
•意図的な関わりをしているとき

•遊びを仕掛けている
•叱るとき

•×叱るときにしか目を合わせないでは困る！

•人間だけが、目を合わせたときに安心する
•動物は、目を合わせる＝敵として認める
•目を合わせたときに安心感が生み出されるためには、そのような関わりをする
必要がある。



「授乳」はコミュニケーション能力の基礎をつくる時間

•人間の乳児のみが授乳中に飲むのを停める。
これは子どもから大人への働きかけ

•それなのに…
•授乳の時に

•テレビがついている
•スマホに夢中になっている

•授乳方法がおかしくなっている



食事中の「メディア」接触は
テレビがついている・スマホをしている…

問題行動との相関が高く出る
• 人と関わる能力（コミュニケーション能力）が育ちにくい

• からだもおかしくなる

「食事」になっていない
• 咀嚼回数も減る

• 「味」がわからなくなっている⇒濃い味になる？



紙おむつの功罪

紙おむつの使用は、
子どもへの働きかけの回数を

減少させてしまう？



小
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年齢 排尿回数 1回の尿量(cc)

14～30日 13 24
1～ 3月 14 31
3～ 6月 31

6～12月 16 44
1～ 2年 12 60
2～ 3年 10 88
3～ 4年 9 90
4～ 5年 7.5 92
5～ 6年 9.3 104
6～ 7年 7.1 154
7～ 8年 7.8 164
8～ 9年 7 191

9～10年 7.3 262



感覚刺激の変化
(大)

パンツ

• おしっこが出たことによる、子どもの感覚刺激の変化が大きいため、反応も大きくなると考
えられる。

• おしっこが出たことをおとなが認識しやすく、環境の変化も大きいため、働きかけが早い。
• これらのことから、排泄の自立へつながりやすいと考えられる

子ども おとなパンツ・外的環境

環境の変化
濡れる・漏れる

視認反応(シグナル・サイン)

おしっこが出た



布おむつ

子ども おとなおむつ・外的環境

環境の変化

濡れる・漏れる感覚刺激の変化
(大)

気付く（認知）反応(シグナル・サイン)

• おしっこが出たことによる、子どもの感覚刺激の変化は大きいため、何らかの反応（シグナ
ル・サイン）が表出されると考えられる。

• しかし、外的環境の変化は小さいため、おとなは環境の変化は認識しにくい
• よって、おとなが、子どもの反応に気づくことが必要となる。
• これらのことから、おとなが適切な育児をおこなっていれば、排泄は自立しやすいと思
われる

おしっこが出た



紙おむつ
子ども おとなおむつ・外的環境

環境の変化
濡れる

感覚刺激の変化(小)

気付きにくい反応(シグナル・サイン)

• おしっこが出たことによる、子どもの感覚刺激の変化が小さいため、反応（シグナル・サイン）の
表出も小さくなると考えられる。

• また、外的環境の変化はほとんど無いため、おとなは環境の変化は認識しにくい
• さらに「もったいない」などの理由から、働きかけがなされない場合もある。
• そのため、働きかけはおとなの都合でおこなわれ、
排泄と関わりとの関係性も希薄になるため、
排泄の自立のためにはトレーニングが必須となる。

おしっこが出た



「どのように考えるか」が問われています。

•パンツで育てるのが最も楽であることはおわかり頂けるかと思います。

•しかし、様々な事情で、紙おむつでないと難しい場合もあるでしょう

•この場合、「やりとりの回数が減少しやすい」ことを意識して、関わりの

回数などをこまめにチェックすることをお勧めします。



泣いたとき

•泣いたらかまうは大事だが…
•泣いているのに放っておくと、泣かなくなる。
•いわゆる「いい赤ちゃん」こそ問題＝Silent Baby

• 「いい子」=手を取らない子

•泣いたらおっぱい！ではない！
•お腹がすいたと泣いたらおっぱい！

•観察によって、泣いている理由を判断しよう
•お腹がすいたとき
•排泄
•かまって欲しいとき
•眠いとき
•不安・不快なとき

火のついたような泣き



寝かせるときはどうやって寝せていますか？

•子守歌が効果的である理由
•明確な研究データは見つけていません

•子どもの状態に合わせたテンポ、声質
•「私」がここにいる、ことを伝えられる
•だから、早く寝るのではないかと思います。

•午睡の際にスッと眠れない理由は？
•思いっきり遊べていない！

•からだ ・こころ

思いっきり遊べていない理由としては、
・寝る時間が遅い ・起きる時間が遅い ・睡眠時間が短い ・朝食の欠食・不足

によって脳が覚醒していなかったことが主な原因としては考えられます。
しかし、この状況改善を保護者の指導だけて何とかしようとしても無理です。

むしろ、園生活によって状況改善をした方が、早いし、保育者も楽です。



子どもの生活リズムも
保育を検討することで
変えることができます！

すぐにでも取り組める生活リズムの改善法

すでに多くの保育所で実践され、

効果があることが報告されています！



1.登園時

覚醒レベルを上げる

＝脳を目覚めさせる

固有受容覚刺激を中心に

• 飛び降りジャンプ

• 手押し車

• ぞうきんがけ

• じゃれつき遊び

• 相撲(押す・投げる)

朝食を食べてきていない子どもには

朝食を提供する！

朝のおやつは必要でしょうか？

• 厚生労働省「保育所における食事の提供ガイド

ライン」では、必要であるとはされていません。です

から、見直すことも必要なのではないでしょうか？



2.保育内容の検討

できるだけ、運動量を増やす

はぁはぁ言うくらいの遊びを促す

追いかけっこ、鬼ごっこなど走り回るのが最
も効果的

そのための日課の検討、運動の意識化



3.お昼寝とその後

時間帯と時間量の検討

14:00には声をかける

14:30には起し終える

15:00にはおやつを食べ

終わる

起きたら覚醒を促す

寝ぼけている子の着替えは手伝う

おやつ後の運動量を増やす

興奮が抑制を生み出す



4.延長保育

できるだけ薄暗い

環境にする

夕方以降は光量を抑える

電球色・間接照明などを利用する

興奮するような遊び

はしない

テレビはダメ×



子どもと「愉しいひととき」をいかにして過ごすか

•ここに、保育者の専門性があると思います！

•わらべうた、子守歌、かかわり遊びなどの技術が豊かな保育者ほど、

子どもとの関係が豊かになります。



愛着関係の豊かさ
•身体が養育者とくっつくことで心身の安定が制御されるだけではなく、 そうし
た経験を豊かに持つことによって、成長するにつれて身体物理的に誰かに依存
せずともひとりで振る舞えるようになるのです。なぜなら、しっかりと形成された
アタッチメントは、「いざとなればいつでもくっつける」という強い安心感、信頼感
を記憶の中に刻み込むからです。（p.80）

•身体接触のタイプ（p.82）
•刺激的接触

•つつく・揺する・高い高いなど乳児の姿勢を変える、手足を伸ばす
•道具的接触

•乳児の口を拭く、おもちゃを持たせる
•情愛的接触

•抱き・なで・抱擁・キスなど能動的にかかわるわけではないけれども両者の身体が持
続的に接触している（ただ単にくっついている）状態

この経験が多いと
• 学習動機を高め、主体的な行動を引き出す。
• 見知らぬ他者を回避する反応を低下させ、新奇なものに対する 関心を高
め、それを積極的に探索しようとする。



子どものニーズを把握しこれに的確に応える能力が問われています

•不機嫌、泣いている子どもに対して、声かけだけでは良くないと言えるで

しょう。子どもが心地よいと感じる身体接触の知識・技術が大切です。

•感覚の過敏さによって、急に≒子どもが予測していない状態で、

「触られる」「揺らされる」「動かされる」が苦手な子どももいます。

•子ども一人ひとりが、何が心地よいのかを探ることが求められています。



3歳未満児保育は「個別支援」です

•先に起きた子ども・食事中に眠たくなった子ども…
•「今は○○の時間」「集団生活だから」というのは、おとなの都合に過
ぎません。

•特に乳幼児の場合、低年齢であればあるほど育ちの差、環境の影響
が大きいはずです。

•私たちは、自分たちの経験を見直す必要があるのではないでしょうか？
• 体操座り→「奴隷のように座らせている」
• 「前へならえ」「ヤー」→「子どもに軍事教練をする意味は何なのか」

保育所保育指針 第1章 総則 3保育の計画および評価（2）指導計画の作成
(ア)３歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に

即して、個別的な計画を作成すること。



量の保障②

運動の量と質



3歳未満児の運動量をいかにして増やすか
•これは、ホームセンターで販売されて
いた台を応用したものです。台を重ね
た場所にはぬれ雑巾をはさんでおくと
ズレることはあまりありません。

•これが固定遊具よりもすぐれているこ
とは何ですか？

•状況に合わせて変化できることです！
• しかも、安い！

•子どもの育ちの状況に合わせて変化
させられることは大切ですね。



量の保障③

不要な刺激の削減



できるだけ整理された環境が良いかと思います

•「自然」を基本とした刺激量
•刺激が多いと、何に注意を向けたら良いかわからなくなります。
•不要な刺激の排除

•視覚刺激
•子どもに視てほしいもの、適度に変化するものが良いでしょう

• モビール等。ただし、子どもの視線から視て確認してください。刺激として「うるさく」感じ
るものは止めましょう。

•壁面装飾はなくしている園が増えているようです
• 花など自然のものを上手に利用するのが良いのではないでしょうか

大豆生田啓友・おおえだけいこ：
『日本が誇る！ていねいな保育』
小学館 2019



現存する基準・規格の数値
川井敬二：「子どもを育む建築音響設計」 2018日本赤ちゃん学会プレコングレス 配付資料より引用

資料
室内騒音レベル (LAeq, dB) 残響時間 (秒)

小学校教室 保育室 小学校教室 保育室

WHO 35 0.6

イギリス 35 ← 0.6 0.4

デンマーク 30: 設備騒音由来
33: 交通騒音由来 ← 0.6 0.4

ドイツ （室用途により）30～40 0.32log10(V)-0.17
V=120m3のとき0.50

ベルギー 35 ← 0.35log10(1.25V)
V=120m3のとき0.76 0.6

アメリカ 35 0.6

オーストラリア 40 35 0.4-0.5 0.4

中国 45 なし 0.8 なし

日本 50 なし なし



おもちゃ

•木のおもちゃとプラスチックのおもちゃの違いは？
•音
•壊れやすさ
•発展性

•3歳未満児にプラスチックのおもちゃは不適切だと考えています。
•スコップも、プラスチックでは掘れません！
•本物が良いと考えています。



様々な測定機器も手軽になりました

•子どもにとって適切な環境とは何か
•保育者が敏感になると共に、社会に発信できるようになるべきでしょう



現在の保護者の状況を把握していますか？

•社会の子育て力が劣化している状況…子育てがわからない
•保護者

•子育てをみて育っていない・情報過多で何が正しいかわからない
•子育ての意義を見出せない（費用対効果、経済合理性）

•地域社会
•子どもが身近にいないことで、わからなくなっている、面倒くさくなっている。

キャリアアップ研修 ①乳児保育 筑紫女学園大学 原陽一郎
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近年、指摘されはじめた問題を整理してみると…

•医療関係者
•眼科 ・スマホ使用による急性内斜視
• ・強度近視（眼球肥大）
•整形外科 ・スマホ腱鞘炎 ・ストレートネック
• ・子どもロココティブシンドローム
•精神科 ネット依存症の増大（2019年5月 WHOが病気と認定）
•耳鼻科 スマホ難聴

•保育・教育・医療関係者
•スマホ子育てによる愛着形成不全
•学力の低下⇒脳機能との関連が危惧されている

•警察・学校関係者から
•ネットトラブルや犯罪の増大



社会全体の子どもの養育力が低下している！

•少子化 「子ども」と出会う機会が少なくなった！
•子どもを「面倒」な存在だと思うようになってしまった
•「子育て」の姿を忘れてしまった。

•環境の劣化
•物的環境

•人工的環境の増加、「都市化(養老孟司)」
•人間の都合でどうにでもなるという価値観の浸透

•人的環境
•コミュニティ(共同体)の消失

•自然及び社会の事象
•自然環境の減少とそれを活かせないおとなの増加
•地域の文化的活動の減少

子育ては、年々難しくなってきている



保護者の状況① できない！

•子育て・家事を「みて」育っていない！つまり技術を「学ぶ(まねぶ)」機会がなかった
•「母性」は…

•身体的にはその機能の基礎は備わっている。
•それが発動するには、文化的な伝承が必要！

•寝かせ方、あやし方、遊ばせ方、食べさせ方…
•知らないと、嫌になる！

※だから、「メディア」に頼る
•情報の氾濫！

•知らないからと自ら学ぼうとしたときに、これを判断するコア(核）となる価値観を持ち
得ていない

•事件の背景として取り上げられるもの
•親の育て方が…

• トラウマ論
•泣かせちゃいけない

• 「ぽろぽろこぼして床が汚れる」から風呂場で食べさせる？
•単にネット情報がおかしいだけではなく、これを判断する価値観が育っていない！

※だから、「メディア」に振り回される
筑紫女学園大学 原陽一郎



保護者の状況② 「しない」
「わたし」が認めてもらえるとき≒社会化とすると

•家事労働の遂行によって認められる「一人前」
•労働主体としての「私」 働くこと自体に意味を感じられる

•家事労働よりも、勉強、塾、習い事などが優先される
•早い時期からお金を使うことによる「一人前」感の獲得

•消費主体としての「私」 働くことはお金をもらうこと

• 「メディア」で取り上げられる価値観に基づかないと認めてもらえない？
•「おっもしろ～い」「かぁわぁいぃ～い」じゃないと…

• 「お笑い」のまね
•飯事（ままごと）での赤ちゃん、ペットの増加

•「仮面ライダー」「○○レンジャー」「おねえちゃん」「女子会」
•テレビを見てみんなが喜んでる

•消費対象としての「私」

筑紫女学園大学 原陽一郎



現在の保護者の育ってきた時代を考えると

•「評価されること」を求める。
•その基準は？

•お金
•直接労働対価

•子育ては、間接労働対価？=本来、「社会的労働」
•しかも、自分に返ってくるとは限らない。

•出生率を増やしたいなら、子育ての社会的価値を高めないと無理！

筑紫女学園大学 原陽一郎

子育てに価値を見出せない



母性が弱くなっている？

•身体的問題もあるかも知れない
•睡眠がおかしくなっている…ホルモンバランスの乱れ

•保護者自身が「母性」に守られて育っていない
•常に「評価」を求められて育ってきた

•子どもの育ち=親としての評価になっている
•「問題」を抱えている子の責任は親にある？
•自己評価が下がってしまうと感じる

•知識も技術もない
•料理なんかしたことない
•「子育てのマニュアルが欲しい」

筑紫女学園大学 原陽一郎



「経済至上主義」の社会だから 経済合理性・資本対効果
この「価値観」が引きおこすものは？

•利用者意識・消費者意識
支払は少なく、利益(得)は多く お金を支払うことをいかに有効なものにするか
•保護者支援の困難さ

•消費者はサービス提供者よりも上位であるという考え方
•○○様

•相手より「上位」であると主張することによって要求を通そうとする
•「お金を払っているのはこっちよ！」

•クレーマーの増加
•細かいことでも、要求すれば「得」をする

•「便利」＝省力化の追求⇒自分の都合が優先できる
•計画性のなさ、無秩序とも関連？
•「責任」を持つことを回避する
•「面倒くさい」「しゃあしい」

•「手塩にかける」ことを回避する
•買ってくればいい！

筑紫女学園大学 原陽一郎



その親がおかしいのではない！

•子育てにおける「得」は…
•「楽」をいかに勝ち取るかになっている？

•子育てで「楽」が追求されると…
•子どもよりも、自分のことを優先

•子育てを「面倒くさい」ものと考えてしまう

筑紫女学園大学 原陽一郎



保護者に対し指導をおこなう際には

•まず信頼を勝ち取る
•「子どもが素敵になった！」という実感を保護者が持ったときに、信頼される！

•保育士は保育のプロですから、まず保育力が問われます。

•保育を見直してください
•キャラクターを飾っていませんか？

•運動会、発表会の内容に「メディア」のコンテンツを取り入れていませんか？

•保育に「メディア」を安易に使っていませんか？

•まずは保育で子どもの状況を変える！
•子どもの生活リズムも保育を検討することで変えることができます！

•「メディア」文化を凌駕するような楽しい保育になっていますか？
筑紫女学園大学 原陽一郎



GUIDELINES ON PHYSICAL ACTIVITY, SEDENTARY BEHAVIOUR AND SLEEP FOR CHILDRENUNDER 5 YEARS OF AGE

5歳未満の子どもの身体活動、座りっぱなしの行動および睡眠に関するガイドライン

World Health Organization

1歳未満の乳児について

Be physically active several times a day in a variety of ways, particularly through interactive

floor-based play; more is better.

For those not yet mobile, this includes at least 30 minutes in prone position spread

throughout the day while awake.

1 日に数回は、さまざまな方法でからだを動かしましょう。特におとなと一緒に、ハイハイなどできるだけたくさん遊びましょう。

まだハイハイしていない赤ちゃんも、目が覚めている時に、 1 日 30 分以上うつぶせで遊びましょう。

Not be restrained for more than 1 hour at a time (e.g., prams/strollers, high chairs, or

strapped on a caregiver ’ s back).

Screen time is not recommended.

When sedentary, engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged.

ベビーカーに乗る、椅子に座る、おんぶなどは連続して 1 時間以上にならないようにしましょう。

スクリーンタイムは推奨しません。

お座りしているときは、絵本の読み聞かせやお話をして過ごしましょう。

Have 14-17h (0-3 months of age) or 12-16h (4-11 months of age) of good quality sleep,

including naps.

お昼寝を含めて、 0 ～ 3 か月では 14 ～ 17 時間、 4 ～ 11 か月では 12 ～ 16 時間、ぐっすりと寝るようにしましょう。

（訳 原陽一郎）No.1



1～2歳（3歳未満）の幼児について

Spend at least 180 minutes in a variety of types of physical activities at any intensity,

including moderateto vigorous-intensity physical activity, spread throughout the day; more is

better.

ハァハァいう遊びも含めて、 1 日に 180 分以上はからだを動かして遊びましょう。多ければ多いほど良いですよ。

Not be restrained for more than 1 hour at a time (e.g., prams/ strollers, high chairs, or

strapped on a caregiver ’ s back) or sit for extended periods of time.

For 1-year-olds, sedentary screen time (such as watching TV or videos, playing computer

games) is not recommended.

For those aged 2 years, sedentary screen time should be no more than 1 hour; less is

better.

When sedentary, engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged.

ベビーカーに乗る、椅子に座る、おんぶなどは連続して 1 時間以上にならないようにしましょう。また、長時間座って遊ばない

ようにしましょう。

2 歳までは、スクリーンタイム（テレビを観たり、コンピューターゲームをすることなど）は推奨しません。

3 歳までも、スクリーンタイムは 1 時間以下にしましょう。少なければ少ないほどいいですよ。

お座りしているときは、おとなと一緒に絵本の読み聞かせやお話をして過ごしましょう。

Have 11-14h of good quality sleep, including naps, with regular sleep and wake-up times.

就寝・起床時間を決めて規則正しい生活をしましょう

昼寝を含めて 1 日に 11 ～ 14 時間はぐっすり寝るようにしましょう。

（訳 原陽一郎）No.2



（訳 原陽一郎）No.3

3～4(5歳未満)の幼児について

Spend at least 180 minutes in a variety of types of physical activities at any intensity, of

which at least 60 minutes is moderate- to vigorousintensity physical activity, spread

throughout the day; more is better.

1 日に 180 分以上はからだを動かして遊びましょう。その中でも 60 分は、ハァハァいうくらいの遊びをしましょう。

多ければ多いほど良いですよ。

Not be restrained for more than 1 hour at a time (e.g., prams/ strollers) or sit for extended

periods of time.

Sedentary screen time should be no more than 1 hour; less is better.

When sedentary, engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged.

ベビーカーに乗る、おんぶなどは連続して 1 時間以上にならないようにしましょう。また、長時間座って遊ばないようにしましょ

う。

スクリーンタイムは 1 時間以下にしましょう。少なければ少ないほどいいですよ。

お座りしているときは、おとなと一緒に絵本の読み聞かせやお話をして過ごしましょう。

Have 10-13h of good quality sleep, which may include a nap, with regular sleep and wake-up

times.

就寝・起床時間を決めて規則正しい生活をしましょう。

昼寝を含めて 1 日に 10 ～ 13 時間はぐっすり寝るようにしましょう。



子どもの世界を考えるための心理学の基礎子どもの世界を考えるための心理学の基礎

保護者の悩みからから…□

「私が好きになって欲しいと願っているような絵本ではなくて、ちがうのを選ぶんです。」

「おもちゃも木のおもちゃを与えるようにしているのですが、あまり遊ばないんです。」

「子どもがテレビから離れないんです。」

「テレビを見せていないのに、○○レンジャーとかしか言わないんです。」

「ゲームをやめようねって言ってもやめないんです。」

これらの悩みは、子どもたちをよりよく育てようとする保護者にとっては、「自分は一生懸命にやっ

ているのに、なぜなの？」と、焦りを生み出すものとなってしまう。そこで、保育者はこれらの保護

者の悩みを問いに対して、きちんと答えられるようになっておくことが求められる。

筆者も、ひとりの保育関係者として、この問題について考えてきた。そして、これに対して一つの

考え方を示してくれるのは、心理学の基礎的な内容ではないかと考えている。

ここで問題となるのは、「子どもが生きている世界とおとなが生きている世界とのちがい」である。

これは、保育者は学んでいるはずなのだが、それがどのように関係しているかについて整理がなされ

ていないのではないだろうか。

そこで、心理学の基礎的な内容を整理し、子どもとおとなの「生きている世界」のちがいを再検討

し、これらの保護者の悩みに対する一つの解答を導き出してみたい。ただし、筆者は心理学の専門家

ではないので、もし誤りがあれば指摘していただきたい。

「生きている世界」とは何か？－客観的・物理的世界と主観的・心理的世界－

感覚について■

私たちはどのような刺激を感覚することができるだろうか。これに

関して、心理学では古典となっており、今ではあまり扱われなくなっ

ているが、考え方の基礎とはなると思われる、「フェヒナーの法則」に

ついて説明しておきたい。

例えば、目をつむった状態で、手のひらに 1g の物（1 円玉）を置い

ておく。そして、わからないように、2g の物をのせると、ほとんどが

のせられたことに気づくであろう。しかし、100g の物がのせられてい

る状態では、おそらく気づくことは不可能であろう。つまり、刺激が

大きくなればなるほど、刺激を区別するためにはより大きな刺激が必要になるのである。

この研究は、感覚を数式で表すことに疑問があるとされている。しかし、微細な刺激は微細な変化

が感知できるが、大きな刺激は大きな変化しか感知できないことは、生活においてもよく経験するこ

とではないだろうか。例えば、自動車を運転中にラジオを聞いていて、帰宅してエンジンを切ったと

きに、そのラジオの音の大きさに驚くことはないだろうか。私は、とくに、高速道路を走行し、駐車

したときにこれを感じることが多い。高速道路を走行するときは、エンジン音、風切り音、タイやと

路面とで起こるロードノイズなど様々な騒音が発生しており、この中でラジオからの声を聞き取るた

めには、それに見合っただけの大きな音量が必要なのである。

                    No.1

図 1 フェヒナーの法則



知覚について■

図と地□

この図 2 はすでにどこかで見たことがあるのではないだろうか。

白い、人が向かい合っている像がみえる時には、黒い部分は背景と

なる。逆に「杯」がみえている時には白いところは背景となる。「ル

ビンの杯」といわれる図地反転図形である。

一定の性質をもった素地の上に、構造やものの性質による「輪郭」

をもって浮かび上がり、区別されるものを「図 figure」という。こ

れに対して、図の背後に、不確定な距離をもって拡がってみえると

ころを「地 ground」という。そして、人の顔が「図」になっている

時には杯は「地」となり、杯が「図」となっている時は白いところ

は「地」となり、どちらも一度に知覚することはできないとことを

示すものとして使われている。

では、次の図 3 は何にみえるだろうか？一見しただけでは何の絵

かはわからないのではないだろうか。この絵には、「中腰の人の平

錯図形」というタイトルがついている。このタイトルを元にしてみ

ていくと、だんだんと中腰の人という「図」が浮かび上がってくる

のではないだろうか。不思議なことは、最初は単なるインクのシミ

のようなものにしかみえなかったものが、タイトルがつくことによ

って輪郭を持った形としてみえてくることである。つまり、ここで

は、みようとする「構え（姿勢）」と、中腰の状態をみた「経験」

や「知識」などの「こころの働き」が影響している。

このように、何を「図」として知覚するかについては、「こころ

の働き」が大きく影響している。そしてこれは、視知覚（みること）だけでおこることではない。

例えば、講演会や講義を録音したものを聞いても、自分や周囲が無意識的に発している声や様々な

雑音によって何を言っているのかさっぱりわからないという経験があるのではないだろうか。それら

の音は、物理的にはそこにあったのである。しかし、会場にいては、話を聞こうという「意志」が、

講演者の声を「図」として浮き上がらせ、その他の音を「地」として弱めていると考えられ、録音機

器はそれができない。

知覚に関しては、他にも様々な「恒常性」や「体制化」などがあるが、まずは、「図」と「地」を理

解しておいていただきたい。

No.2

図 3 これは何だ？

図 2 図地反転図形



「注意」について■

もう一つ、子どもの世界を理解する上で知っておきたい概念は、「注意」である。これは、「同時に

存在しているいくつかの対象のうちの一つに焦点を合わせ、それを明瞭にとらえること」であり、つ

まり、そこには「中枢における情報の選択」が存在している。

注意を支配する条件
*1
－「刺激の条件」と「こころの働き」□

注意しやすい「刺激の条件」

注意を向けやすい刺激の条件としては、以下のようなものがあげられる。

①赤い、悲鳴など「感覚しやすい性質を持つ刺激」

②明るい、大きな音など「強い刺激」

③長い、繰り返しがあるなど「持続と反復のある刺激」

④「変化のある刺激」

⑤「感覚しやすい位置にある刺激」

⑥「運動している刺激」

⑦見慣れない、聞き慣れないなど「新奇な刺激」

日常の生活において、これらの刺激が注意をひくことはよく経験することであろう。信号や警報機

など、生活において見過ごせない、聞き逃せない情報を送っているものはこれらの条件に即している。

注意に影響する「こころの働き」

注意に影響する「こころの働き」を整理しておきたい。

①生理的欲求・情動

○空腹時に買い物に行くと、様々な食材に注意が向けられ、必要以上に購入してしまう経験があるのではないだろう

か。生理的欲求とは生きていくために必要なものについての要求なので、「注意」に影響するのは当然のことであろう。

情動（感情）も同じような働きをすることは、日常生活でも経験しているのではないだろうか。

②目的意識・価値観

○どんなに大きな声（強い刺激）で講義があっていても、目的意識が明確でないために聞いていなかったという経験が

あるのではないだろうか。また、目的意識は、注意を集中させる、つまり注意の度合いを高めることとも関係している。

③期待・構え（心理的な準備状態・姿勢）

○街の雑踏や駅のホームなど少々うるさい環境であっても電話ができるのは、その音に注意を向けていることによって必

要な音が選択されているからである。

No.3



「みる」と「みえる」□

今から次のことをおこなってみていただきたい。

①まず、1分ほど、窓の外に視線を移す。

②1分くらい経ったら、窓から「みていた」ものを書きだし、なぜみていたかを考えてみる。

③つぎに、書き終わったら、窓から「みえる」ものを書き出す。

どうだろうか。「みえる」ものの項目数に対し、「みていた」ものの項目数はぐっと少ないのではな

いだろうか。

「みえる」ものとは、視覚が感じ取ることができるものである。人間の感覚はとても精巧にできて

おり、その識別能力はきわめて高いので、数多くのものが「みえる」はずである。

しかし、「みる（みていた）」ものは、「光っている」「大きい」「動いている」「見慣れない」などの

刺激の状態か、「鮮やかである」「あれは何かな？」などの「こころの働き」による意味づけができる

はずである。

このように、私たちは環境にあるものをすべて取り込んでいるのではなく、「刺激の状態」や「ここ

ろの働き」に基づいて、取り入れる刺激を「選択」しているのだということがわかっていただけるの

ではないだろうか。

「今いる世界（物理的・客観的世界）」と「生きている世界（心理的・主観的世界）」■

これまで述べてきたことを整理すると、私たちには、2つの世界があるということになる。

例えば、マチュ・ピチュ（Machu Picchu）という、ペルーのインカの遺跡が世界遺産として登録され

ているのをご存じだろうか。ここは、標高約 2,057m の高い山の尾根に位置し、山すそからはその存在

を確認できないためか、1911 年までその存在は忘れ去られていた。400 年以上、人々から忘れられて

いたといわれている。

このように、そこに「モノがある（存在する)」ということは、私たちの「こころの働き」とは全く

関係ない。「私たち」とは、「個人」一人ひとりにおいても、「人類」全体という意味においても、同じ

ことがいえる。1911 年まで人々の「知識」としてなかった時代にも、今、私が「知識」を持っていな

くても、マチュピチュは存在するのである。

この、モノで構成されている世界が、「今いる世界(物理的・客観的世界)」である。これは、私たち

の「こころの働き」とは独立したモノによって構成されているので、すべての生命体に共通の世界で

あるといえよう。

これとは別に、知識など「こころの働き」がないとそこに存在しない世界がある。私たちがそのモ

ノを様々な「こころの働き」によって、主観的に取り込んで構成している「生きている世界（主観的

・心理的世界）」が存在するのである。

もう少し例を挙げて説明してみよう。

「椅子の脚に足の指をぶつけた。」□

ふだんの生活で「そこには椅子は置いていない」ので、足を踏み出した。しかし、そこに椅子があ

ったために足の指をぶつけた。これは、それまでの経験によって生み出された主観的・心理的世界と、

物理的世界とがずれているためにおこったことである。このズレは、「椅子が視野に入らなかった」こ

とによってだけではなく、仮に椅子が視野に入っても、「ないはずだ」という「こころの働き」によっ

て見落としてしまったということも考えられます。それほど、主観的・心理的世界には「こころの働

き」が強く影響しているのだと考えられる。
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知的発達－ピアジェの認知発達論－■

これも、保育者であれば必ず学んできたことであると考えられるが、ここでもう一度整理しておき

たい。

感覚運動期…感覚運動的知能の段階□

ピアジェは、だいたい 2 歳くらいまでの知能を「感覚運動的知能」とよんでいる。これは、「感覚と

運動を働かせながら、外界の事物を認識したり、新しい場面に適応したりする知的活動」である。つ

まり、感覚や運動によって、外界からの何らかの「刺激」がないと事物を認識することができないの

である。

もっともわかりやすいのが、「ものの永続性」ではないだろうか。7 ヶ月くらいの乳児におもちゃを

提示し、それを無地の布で隠すと、驚いたような表情を示してそのおもちゃを探すような仕草をする。

これは、乳児の世界から、見えなくなった(感覚刺激がなくなった)ので、「ない（なくなった）」ので

ある。しかし、その後、その布を取り除いておもちゃを手にすることができるようになる。これは、

モノの存在を自分から切り離して考えられるようになった、つまり、「ものの永続性」が成立したから

だと考えられる。

そして、感覚運動期は、「表象」の成立によって次の段階へ移行する。「表象」は、「対象に関して心

理学的過程を経て抽出された情報を長期記憶に保持するための心的形式の総称*2」であり、心像(イメ

ージ)、概念、知識などが含まれている。よって、感覚運動期の子どもは、この表象が未成立であるた

め、心像・概念・知識を保持することが困難であることを確認していただきたい。

前操作期□

ここでは 2つの特徴のみにとどめておく。

一つ特徴は、言語の獲得と、その語が表すものである「概念」の獲得が急速におこなわれることで

ある。18 ヶ月頃には数十語であったものが、36 ヶ月(3 歳)頃には 1000 語以上となる。また、「ワンワ

ン」が 4 足動物すべてを指す時期から、だんだんと、「いぬ」「ねこ」を区別して使うようになる。し

かし、ことばをある程度自由に話したり、理解したりすることはできるが、本当の意味で「ことば」

で考えることはできない。このように、「ことば」を話せることと、「ことば」で考えることとの間に

は大きな隔たりがあるといって良いだろう。

もう一つは、イメージで考えるために、その思考は知覚的形状に左右されやすいということである。

下図は、「数の保存」の実験である。最初に白と黒の碁石を二列に並べ、同じ数であることを確認させ

る。次に、目の前でゆっくりと黒い碁石を移動させる。そして、子どもに同じか、どちらが多いかと

たずねると、「白い方が多い。長いから。」「黒い方が多い。集まっているから。」と答えるのである。

図 4 数の保存
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「自」と「他」の分化□

ここから子どもの「生きている世界」を考えたとき、その世界は最初次のようなものではないだろ

うか。

「天と地が造られるまでは、世界は見渡す限りただ一つで、それを私たちはカオス(渾沌)と呼びます。それは一つの混乱

した形のない塊まりで、恐ろしく重たいばかりのものでありましたが、それでも、その中には物の種子が眠っていました。地

も海も空気もみな交ざり合っていました。*3」

同じようなことが、聖書、古事記・日本書紀にも記述されている。おそらく、人類の「最初」が渾

沌としていることは、普遍的なのであろう。

最近の研究でも、このような記述がある。

「赤ちゃんの世界ではあらゆる音が勝手に響いていて、あまりに混沌としているので意味がわからない。例えばベビールー

ムの閉まる音だが、ドアが閉まったのは一度でも、赤ちゃんはその音を繰り返し聞いている。音は6～12回、あるいはそ

れ以上も繰り返される。赤ちゃんに話しかけられる音は、ドームのような駅のアナウンスがこだまするように、尾を引いてこ

だまして聞こえる。*4」

反響音を整理して音を聞くということは、生理学的なレベルでおこなわれると考えられるが、乳児

にはこれさえもまだできないのである。このように、すべてが融合した、わけのわからない「渾沌と

した」世界から、徐々に「自」「他」が分離していく。「ものの永続性」の成立、表象の成立、ことば

の獲得、概念の獲得、知覚優位の判断からの脱却と、これらは「自」と「他」が区別されていく過程

であるといえるのではないだろうか。

相互作用と応答□

ピアジェは、発達は子どもと環境との相互作用によっておこなわれると考えた。つまり、子どもと

環境が相互に働きかけあうことによって発達するのである。この、働きかけにたいする反応のことを

「応答」と呼んでいる。

ものとの応答についていえば、1 歳前後の子どもに、箱に入ったティッシュペーパーを全部出された

経験があるのではないだろうか。一箱全部、新品だと 200 回くらい、飽きずにやっているし、別の箱

を見つけるとまたやっている。これに閉口して、箱の中から様々な色の布や鈴などがつながって出て

くるようなおもちゃをつくって与えても、2、3 回でやめてしまう。これは、ティッシュペーパーだと

自分が働きかけたことに対する結果がわかるからおもしろいのであって、つながっていると結果が見

えにくいためにすぐに飽きてしまうのである。

同様に、1 歳半以降 2 歳前後に楽しむおもちゃとして、形があうと箱の中に積み木が落ちていく「シ

ェイプボックス」がある。しばらくの間、飽きもせずに繰り返し遊ぶおもちゃの一つであろう。これ

も、形があうことによって、積み木が姿を消し、同時に音が返ってくる、応答性の高いおもちゃであ

る。

また、人との応答が大切なのはいうまでもない。「なぜ」「どうして」と盛んに聞いてくる 3 歳前後

に、おとながきちんと反応しなければ、子どもは質問することをしなくなる。これでは、知識を得る

機会を奪ってしまうことになるであろう。

このように子どもは、「応答性」の高い環境が大好きなのである。そして、近年、この応答は、脳内

の報酬（報償）系との関係が示唆されている。これは、私たちが生き延びるために必要な行動を促す

ために、報酬（報償）としての「快」が生み出されることである。食事をしたときや性行為における

「快」はもちろんであるが、学習における達成感も同じである。「快」が生み出されるからこそ、積極

的に取り組むのである。
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情動 2要因論■

「悲しいから泣く」のか、「泣くから悲しい」のか□

このように問うと、ほとんどの人が「悲しいから泣く」と答える。しかし、社会心理学によれば、

これは誤りであるといえるのだ。

例えば、興奮剤を投与して、①副作用で興奮的な作用がある（適切情報)、②何も言わない(無情報)、

③副作用で鎮静的な作用がある（不適切情報）のいずれかの情報を与える。その上で、その集団に「怒

っている」人をまぎれ込ませる。そうすると、興奮は投薬によって起こっているにもかかわらず、「怒

っている人」に同調する人が、適切情報群に比べ、不適切情報群、無情報群に増える。これは、薬に

よって起こった興奮を、「怒り」への共感によって起こったものだと考えてしまうことから起こる。

このように、私たちは、①生理的興奮が起こる→②生理的興奮が起こったことを認知する→③生理

的興奮が起こった理由を環境から推定する→④自分の情動を

認知するという行為を無意識のうちにおこなっている。これ

を、情動ラベリングという。

「情動」はつくられるもの？□

しかし、子どもにはこの「環境からの推定」ができない。

よって養育者がその生理的興奮についてラベリングしている

と考えられる。私は、「快」も養育者からのラベリングによ

るものではないかと感じることがある。空腹による「不快」

は、授乳によって「快」へと変化するのであり、そこにはラ

ベリングはあまり大きくは介在しない。だが、生まれてしば

らくは、おむつが濡れても泣かないように感じる。これが、だんだんと排泄による触覚刺激の変化（お

しっこでおむつが濡れる）から生理的興奮がおこるようになるのであり、この背景には、養育者が刺

激を元に戻す（おむつを交換する）際に発する優しい口調・トーンによる、「快」のラベリングが関与

しているのではないだろうか。

これまで、心理学の基本的内容について整理してきた。これらに基づいて、最初の質問について考

えてみよう。
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子どもたちが惹きつけられるのは…

刺激が「わかりやすい」もの■

まず、子どもたちが惹きつけられるものは、「刺激がわかりやすいもの」であるといってよいのでは

ないだろうか。注意を向ける条件のひとつである「こころの働き」は不十分であるので、その環境内

で他と区別しやすい刺激に注意が向くことになる。

その一つが、環境内で光を発しているものであると考えられる。「子どもは光り物を好む」というの

は、昔からいわれていることではないだろうか。また、原色の印刷物などの「鮮明さ」というのも、

光の反射によって生み出されている。

最近出版されている絵本は、過去に出版された絵本に比べて、コーティングがなされていることが

多く、原色に近い色で印刷されており、より光を反射しているように感じる。これらは印刷技術の発

達によって以前ではできなかった表現がなされるようになったことによるらしい。しかし、印刷技術

が発達したからといって、内容もすばらしいものになったといえるのであろうか。

音に関しても同じようなことがいえる。プラスティックのおもちゃと木のおもちゃが出す音を比べ

てみて欲しい。プラスティックのがらがらなどは非常にかん高い音を発しており、私などは耳がきん

きん痛む。これに対し木のおもちゃは、低めの柔らかい音がする。このように、プラスティック製品

の方がわかりやすい音を出しているといえるであろう。ましてや、最近のおもちゃはこれに電子音ま

でくっついてくる。これでは、木のおもちゃは太刀打ちできない。

さらに音に関して気になっているのは、鉄筋コンクリートの建造物に顕著である「反響音」の影響

である。乳児期はこの反響音の整理ができないことによって、わんわんとこだまが鳴り響いていると

推察されることを述べた。このような刺激量が多い環境においては、その中でも強い刺激のものしか

わからないのではないだろうか。人の声は、電子音・機械音よりも刺激としては弱い。こう考えると、

最近の住環境においては、赤ちゃんには人の声が聞き取りにくくなっているかも知れない。

また、形状に関しても検討しておきたい。木のおもちゃでも、最近は色味がきつく、粗雑な安価な

ものが増えてきた。こういうものほど、単純な直線や円でつくられている。逆に高価な木のおもちゃ

ほど、色味が柔らかく、木の素材を活かしており、角をおとしたなめらかな曲線でつくられている。

おとなにとっての「美」が子どもにとって魅力的になりにくいのは、「刺激の単純さ」が影響している

のかも知れない。

さらに、これら子どもにとってわかりやすいと思われる刺激がすべて含まれているのが、「メディア

(ここでは、テレビ・ビデオ・テレビゲーム・パソコン・ケータイなどの電子情報メディアのことを指

すことにします。)」である。光・動き・色・音とどれをとっても子どもにはわかりやすい刺激である

といえよう。最近の子ども向けテレビ番組は、映像の製作技術と映像機器の進歩とによって、その刺

激量は相当多くなっていると感じている。だからこそ、テレビから離れられない子どもが増えている

のではないだろうか。

応答性の高いもの■

子どもの発達において、環境からの「応答」が重要なのはいうまでもない。しかし、高すぎる「応

答性」は問題ではないかと考えている。

赤ちゃんを寝かせている際に、天井しか見せていないようではあまりよくない。これは、赤ちゃん

が「見」ても、何も変化がない、つまり環境からの「応答」がないからである。しかし、よく設置さ
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れる、ゼンマイやモーターなどで回転する「メリーゴーランド」は、とても強い刺激ではないだろう

か。実際、「メリーゴーランド」が回っている下で見てみると、おとなは目を回してしまうほどである。

このような強い刺激を与え続けていると、刺激に対する馴化（なれ）がおこり、さらに大きな刺激を

与えないと、感知できなくなるのではないかと危惧している。

さらに、テレビゲームは、こちらからの働きかけ自体も小さくてよく、これに対する①反応（刺激

量の変化）が大きい、②反応速度が早い、ということから非常に応答性が高いものといえる。よって、

子どものみならず、おとなにもゲームから離れられない、「ゲーム中毒」という状況が引き起こされる

と考えられる。このとき生み出されると考えられている脳内の「快」は、相当に強烈なもので、ネズ

ミがレバーを押すと電気信号によって「快」を感じるようにすると、それこそ死ぬまで押し続けると

いわれている。これは、「快」に脳内麻薬様物質が関係しているからであり、中毒状態になるのである。

このことを実感していたためか、昔から、強い快楽を伴うもの、飲酒・喫煙などの嗜好品やパチンコ、

競輪・競馬・競艇などの賭け事、そして性行為も子どもはしてはいけないものとされてきたのであろ

う。

ネットでの行為（ネットサーフィン、チャット、バーチャルソサイエティ）でも同じような状態が

引き起こされており、中華人民共和国のある調査によると、「ネット中毒の若者の正確な数は示してい

ないが、若い男性ユーザーの 17 ％、若い女性ユーザーの 10 ％がネット中毒だとしている。中毒者の

ほとんどは 13～ 17歳で、中学生の 23.2％がネット中毒」だと CYANDは報告している*5。ここでいう

「中毒」とは、何らかの医学的治療が必要な状態であるということを忘れてはならない。

私たちに求められているものは何か

ここまで、心理学の基礎的な内容に基づいて現在の子育てにおける疑問について検討してみた。こ

れらを通して考えてみると、科学技術の進歩が子どもに与える影響を充分に検討しないままに、子育

てに入りこんできていることが問題なのではないだろうか。「子ども向け製品」の製作者たちも、子ど

もを食い物にして自分のもうけを優先しようと考えている人ばかりではないだろうが、自分たちが製

作したもの・番組が子どもにどのような影響を与えているのかを十分に吟味しているのか、疑問を持

たざるを得ない。

よって、私たち保育者に求められるものは、子どもにとって何が適切かを、子どもの育ちの姿から

吟味し、保護者や製作者に発信していくことではないだろうか。保育者は、「子育てのプロ」であり、

子育てに関わることには常に気を配り、その影響を検討していくべきであろう。その際大切なのは、

子どもの「育ちの姿」である。苦言を呈すれば、必ず製作者からの反論が、相当な勢いでおこなわれ

るのも事実である。しかし、多くの子どもたちの「育ちの姿」に接することができる立場にあるから

こそ、言えることがあるのだという自信を持って、子どもたちの問題に注目していきたいと考えてい

る。
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