
１－５� 「子どもをもつ」って・・・（�� 分）�
ねらい� 次代の親となる世代に対して、子どもを産み育てることについて考え、豊かな

人生を送ろうとする意識を高めるとともに、将来に向けたビジョンづくりの手掛

かりとする。�

ねらいと�

する効果�
○� 既婚者や子育て世代の意識調査や友達の意見等を参考に、子どもを産み育て

ることを通じた自らのキャリアプランをイメージする。�

○� 子どもをもつことへのネガティブなイメージを減らす。�

事前準備� ○� 事前に４～５人のグループを作っておく。�

○� 導入資料を提示できるようにしておく。�

○� 対応方法を整理する表、付箋、筆記用具など�

流れ・時間� 学習活動� 学習活動のねらいとポイント�

導入�

（５分）�

ワークの趣旨理解� ・「子どもの数についての希望」（導入①）、「子どもを持つこ

とについての考え方」（導入②）等の資料を提示し、家庭

や子どもをもつことに対する価値観や考え方が多様にな

っていることに気付かせ、学習への方向付けとする。�

展開�

（�� 分）�

�

�

�

�

�

�

�

（�� 分）�

�

�

�

�

�

�

（�� 分）�

ワーク１�

全体�

エピソードを読ん

で理解する�

個人→グループ�

自分の考えをもち、

グループで話し合

う�

・子育てをしている舞と結婚を考えていない洋平、まだ考え

たことのない高校生の拓海の立場を説明する。�

・それぞれがどのように感じ、考えているかはどれも尊重す

べきであり、どの考えも間違いでないことを確認する。�

・グループでお互いの考え方を出し合い、同年代の学習者の

様々な考えに触れることが大切であることを確認する。�

・お互いの発言した内容についての秘密は守り、受容してい

くことが重要であることを伝える。�

ワーク２�

個人�

１分間プレゼンを

考える� �

グループ�

お互いにプレゼン

し合う�

・参考①～④の中から、自分が使用したい資料を１つ以上選

び、資料の内容理解→説明→自分の考えの順に整理するこ

とを確認する。�

・１分間プレゼンを考える時間を５～７分間設定し、できた

ところまででプレゼンテーションに移るよう指示する。�

・ストップウォッチで１分間を計測し、終了を伝える。�

・グループ内で、プレゼンの内容や考え方のよいところを出

し合うように指示する。�

ワーク３�

グループ�

資料について感じ

たことを話し合う�

・参考⑤の作品から子育ての苦労や大変さ、うれしさや喜び

など親だからこそ味わう体験や気持ちを素直に感じ取れ

るよう働き掛けたい。�

�

まとめ�

（�� 分）�

ふりかえり�

個人→全体�

感想を記入し、発表

する�

・ワークを通して「気付いたこと」「やってみようと思うこ

と」を記入させ、将来やこれからの生活への意欲をもたせ

る。�

・子どもをもちたくてももてない人が少なくないことから、

普段の生活からそういった方への配慮も大切であること

を伝える。�

�

�

�

共働きで子どもとかかわる時間が取れにくい（４歳児� 保護者）�

４歳の娘がいますが、夫は毎日遅くまで働いており、私（母親）もフルタイムの勤務で�

す｡祖父母が近くにいないため､幼い頃から託児所に預けてきましたが､子どもとかかわれ�

る時間が少なく、いつも申し訳ないと思うと同時に、このままでは子どもの成長に悪影響�

があるのではないかと不安です。私が仕事を辞めるのが一番なのでしょうが、それでは経�

済的に生活が成り立ちません。今の状況の中で私が行うべきことを教えてください。�

� � アドバイス�

基本的には、子どもが幼ければ幼いほど、お母さんは一緒にいる時間を確保することが�

大切ですが、今の社会状況の中で、相談者と同じような状況を抱えながら子育てをしてい�

るお母さんは多く、「お父さんは仕事、お母さんは家事」という時代はもはや一昔以上も�

前の姿であり、共働き夫婦の子育てについて、各家庭がそれぞれの状況に応じた最善の姿�

を求めていく必要があります。�

そこで、まずは、何よりもご主人が子育てに参画できる方法を考えてみてください。お�

仕事が大変なのは十分に理解できますが、わずかな時間でもいいですから、お子さんの話�

を聞き、コミュニケーションを図ることのできる方法はないでしょうか。たとえば、会え�

ない日が続いたら、お子さんが寝る前にお父さんから電話１本でももらえれば気持ちは伝�

わるものです。�

さて、その上で、決して一般化することはできないとは思いますが、以下、仕事で子ど�

もとかかわる時間が取りにくい保護者の方に気に留めておいていただきたいことを書き出�

してみます。�

①� 一緒にいる時間のかかわりを大切にする。�

� � � � 当然のことですが、一緒にいる時間が限られている分、その中身が充実したものとな�

るよう心がけましょう。お子さんは、幼稚園（保育所）であったことや友だちのことな�

ど、大人から見ればたわいもないことを話してくるはずです。これは、お子さん自身が、�

限られた時間に精一杯のコミュニケーションを図り、愛情を求めているあかしです。可�

能な限り、うなずきながら、時に問い返しながら、お話を一杯聞いてあげてください。�

� ②� 「離れていてもつながっている」という安心感を持たせる。�

� � � � お子さんがいつもお母さんを意識できるように努めてあげてください。具体的には、�

空いた時間に電話をしたり、伝言を残しておいたりできればいいと思います。お母さん�

と子どもで、絵や言葉での交換日記をしているという例もあります。お子さんが、「離�

れていても自分は守られ愛されている」という実感さえ持ち続けてくれれば、深いきず�

なを意識でき、一緒にいる時間はさらに輝きます。�

③� 友だちとの関係を広げさせる。�

かつての日本の家庭は、お母さんは家にいても、家事が忙しく、子どもと一緒に遊ぶ�

時間はほとんどありませんでした。それを補うものが、たくさんの兄弟や近所の友達と�

のかかわりでした。今は少子化が急激に進み、一人っ子のご家庭も少なくありませんか�

ら、その分、近所あるいは幼稚園での友だちとの交流が広がるよう働きかけてください。�

お子さんとの会話の中で、友だちの話題が出てきたら、「次はこうして遊んだらどう？」�

などと自然な働きかけをしてみてください。�

出典：愛媛県教育委員会「えひめ家庭教育� 子育てハンドブック」�

�
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