
 

� ワーク③ 

�  
 
� たとえば、赤ちゃんがテーブルを「バン」とたたいたら、ママやパパも一緒に「バン」

とたたいてみましょう。「バンバンバン」と３回たたいたら、一緒に「バンバンバン」と３

回たたいてみましょう。赤ちゃんが何かを見て、「アーアー」と言ったら、ママやパパも同

じ口調で「アーアー」と言ってみましょう。何でもいいから赤ちゃんの行動や言葉をまね

てみましょう。（もし今ここに赤ちゃんがいなかったら、身近にいる人でお互いに役割を変

えてやってみましょう。そして、家に帰って、赤ちゃんにもやってみましょう。） 
 
☆� 赤ちゃん（相手）にどんな変化がありましたか。 
 
 
 
 
 
 
 
☆� そのとき、あなたはどんな気持ちになりましたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆� このワークを通して「気付いたこと」「やってみよう」と思ったことを書きましょう。 
 
 
 
 
 

赤ちゃんの行動や言葉をまねて、赤ちゃんと体験を共有しましょう。�

パパ、ママのためのワンポイント知識�
� 赤ちゃんは自分と同じような動きをする他者を好み、そうした他者に強い関心をもちま
す。 
� 赤ちゃんの言葉や動作を大人がまねることを「逆模倣」と言います。他者に関心を示さ
ない発達障害児においても逆模倣を行うと、他者への関心が増大するという報告もありま
す。それに、何より、自分の行動が大好きな人たちに影響を与えているということを赤ち
ゃんは学ぶことができます。 
� これは、とても楽しい出来事であると同時に、これから赤ちゃんが成長していく上で、
とても大きな財産となります。 

� � 富山県教育委員会「親を学び伝える学習プログラム」より�

２－１� � 赤ちゃんとの楽しいくらし� �

産まれたばかりの赤ちゃんに初めて見つめられた時。初めて母乳を飲んで眠った時。自

分の子どもが初めて笑った時、歩けるようになった時。赤ちゃんに恵まれ、子どもを育て

ることは、親として我が子の成長に多くの喜びや幸せを感じられる素晴らしいことです。 
しかし、楽しいことばかりではなく大変なこともあります。例えば、赤ちゃんが泣き止

まなかったら…あなたはどうしますか。 

エピソード�

 
 
 
 
 
 

� ワーク① 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ワーク② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

麻美さんと直樹さんは結婚して３年。ようやく待望の赤ちゃんを授かりました。�

ある晩、おむつを替え、ミルクを飲ませた赤ちゃんを寝かしつけて、ようやく横に

なれると思っていると、赤ちゃんが夜泣きを始めました。仕事で疲れて寝ている直樹

さんを起こすまいと抱き上げてなだめますが、なかなか泣き止みません。ここのとこ

ろ、何日も夜泣きが続いて、寝不足気味の麻美さんもイライラしているようです。�

赤ちゃんは、どんなときによく泣きますか？自由に話してみましょう。�

赤ちゃんの〝泣き〟について、資料を見て話し合いましょう。�
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☆� 赤ちゃんが泣きやまない。時としてイライラすることもあるでしょう、しかしそれに

は終わりが必ずあります。赤ちゃんの泣きを知り、対処していくことで赤ちゃんの健や

かな成長を見守ってあげたいものです。�

 

 
ビニールをくしゃくしゃさせた時に出る音を聞かせ�

たり、掃除機の音を聞かせたりする、などです。�

その他にドライブに行くなど、心地よい振動で泣き�

止むこともあります。�

いろいろ試してみましょう。�

 

それでも泣き続けていることも多いでしょう。でも

問題ありません。�

その時は、自分がイライラする前に、赤ちゃんをベ

ビーベッドなど、安全な所に寝かせて、その場を離れ

ても構いません。まず、自分がリラックスしましょう。�

その場を離れる場所がない、という場合は、廊下で

も、トイレでも構いません。�

その間、メールをしたり、雑誌を読んだり、音楽を

聴いたり、電話で相談したりするのもいいでしょう。

少ししたら、戻って様子を確認してください。�

 

高熱が出ていたり、心配であれば、医療機関を受診

しましょう。�

 
また、泣き声が家族や御近所に響いて迷惑と考え、�

赤ちゃんの口を思わず塞いでしまうような行為は絶対

に行ってはいけません。�

御近所に迷惑がかかると思っている方は、あらかじ

め御挨拶しておくのもよい方法ですね。�

 
どんなに泣き止まないということがあっても決して

激しく揺さぶるということをしてはいけません。�

ただし、揺らしてはいけないからといって必要以上

に過敏にならないでください。高い高いや、車のチャ

イルドシート、横向きの抱っこであやす程度のゆさぶ

りでは揺さぶられ症候群にはなりません。�

�

�

２－１� 赤ちゃんとの楽しいくらし�

参考『赤ちゃんが泣きやまない� ～泣きへの理解と対処のために～』厚生労働省ＨＰを編集して作成�

（����������������������������������������������������������������������������������������������）�

赤ちゃんは泣くのが当たり前、泣くのが仕事といわれるように、ホントによく泣くんで

す。赤ちゃんが何をやっても泣き止まないってことも沢山あります。 
大事なことはそれでも正常だということなんです。ですから、お母さんが悪いとか、お

父さんが悪いとか、あるいは赤ちゃんが悪いとか、そういったことは無いのです。大事な

ことは赤ちゃんの泣きの特徴を知っていくということになります。 
これまでの研究で、赤ちゃんに

どのような関わり方をしても、生

後１～２ か月頃に泣きのピーク
を迎えることがわかりました。 
そして、その泣きは何をやって

も泣き止まない、激しい泣きです。

１日に合計５時間以上泣くことも

あります。しかし、それには終わ

りがあって、生後５か月ぐらいに

はだんだん収まってきます。この

ことを知っておくだけでも、泣か

れたときに大分気持ちが楽になる

と思います。 
このような赤ちゃんの泣きの特

徴を知らないで、赤ちゃんをあや

しているときに激しく泣かれると、思わずカッとなって激しく前後に揺さぶってしまうと

いうことがあります 
強く揺さぶられることによってお子さんに重大な後遺症（乳幼児揺さぶられ症候群）が

残ることは少なくありません。例えば言語障害、学習障害、歩行困難、失明、最悪の場合

には死に至ることもあります。 
 

赤ちゃんが泣いてしまったときの対処法�

 
まず、赤ちゃんが欲しがっていると思うものをいろ

いろ確認してみましょう。�

ミルクをあげたり、おむつを替えたり、抱っこをし

たり、赤ちゃんが暑がっていないかなど、思いつくも

のを確かめてみましょう。�

それでも泣き続けていても問題はありません。�

 

次に、例えば赤ちゃんがお腹にいたときの状態を思

い出させてあげましょう。�

おくるみでくるんであげたり。胎内にいたときの血

管の音に近い、「シー」という音を聞かせたり。�
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す。赤ちゃんが何をやっても泣き止まないってことも沢山あります。 
大事なことはそれでも正常だということなんです。ですから、お母さんが悪いとか、お

父さんが悪いとか、あるいは赤ちゃんが悪いとか、そういったことは無いのです。大事な

ことは赤ちゃんの泣きの特徴を知っていくということになります。 
これまでの研究で、赤ちゃんに

どのような関わり方をしても、生

後１～２ か月頃に泣きのピーク
を迎えることがわかりました。 
そして、その泣きは何をやって

も泣き止まない、激しい泣きです。

１日に合計５時間以上泣くことも

あります。しかし、それには終わ

りがあって、生後５か月ぐらいに

はだんだん収まってきます。この

ことを知っておくだけでも、泣か

れたときに大分気持ちが楽になる

と思います。 
このような赤ちゃんの泣きの特

徴を知らないで、赤ちゃんをあや

しているときに激しく泣かれると、思わずカッとなって激しく前後に揺さぶってしまうと

いうことがあります 
強く揺さぶられることによってお子さんに重大な後遺症（乳幼児揺さぶられ症候群）が

残ることは少なくありません。例えば言語障害、学習障害、歩行困難、失明、最悪の場合

には死に至ることもあります。 
 

赤ちゃんが泣いてしまったときの対処法�

 
まず、赤ちゃんが欲しがっていると思うものをいろ

いろ確認してみましょう。�

ミルクをあげたり、おむつを替えたり、抱っこをし

たり、赤ちゃんが暑がっていないかなど、思いつくも

のを確かめてみましょう。�

それでも泣き続けていても問題はありません。�

 

次に、例えば赤ちゃんがお腹にいたときの状態を思

い出させてあげましょう。�

おくるみでくるんであげたり。胎内にいたときの血

管の音に近い、「シー」という音を聞かせたり。�
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２－１� �赤ちゃんとの楽しいくらし（�� 分～�� 分）�
ねらい� 乳児の成長の特徴を知り、人との関わり方の大切さを理解するとともに、赤ちゃ

んとの生活や関わり方について考える。�

ねらいと�

する効果�

○� 赤ちゃんの夜泣きと揺さぶられ症候群についての理解を深め、ゆったりと余裕�

をもって子育てを楽しもうとする気持ちをもつ。�

○� 赤ちゃんとのコミュニケーション方法を知り、家庭でも実践してみようとする�

態度を育てる。�

事前準備� ○� 事前に４～５人のグループを作っておく。�

○� 赤ちゃんが同席している場合は、寝ころべるよう、マットやタオルケット等�

を準備しておく。�

○� ワークシート、参考資料、筆記用具など�

厚生労働省発行ＤＶＤ（準備できれば）�

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）�

アイスブレイク�

�

�

ワークの趣旨理解�

・自己紹介に自分の名前、家族構成、子育ての悩みなどを入

れて行い、互いに悩みを共有しようとする雰囲気づくりを

する。�

・赤ちゃんと家族の幸せのために一緒に考えることを説明する。�

展開�

（�� 分～�

�� 分）�

�

�

�

�

�

�

�

�

（�� 分～�

�� 分）�

�

�

�

�

�

�

（�� 分～�

�� 分）�

ワーク１�

全体�

エピソードを読ん

で理解する�

個人�

対応方法を考える�

グループ�

赤ちゃんの泣きに

ついて話し合う�

・育児を頑張っているが、赤ちゃんの夜泣きに悩む麻美さん

の気持ちに共感できるように話す。�

・赤ちゃんがどんなときによく泣くかを１～２分で書かせ、

その後、グループで話し合わせるようにする。�

・グループの中では、どの意見も大切なものであることを確

認しながら進める。�

・どの家庭でも、赤ちゃんの泣きによる困った経験を共有し、

誰もが経験することであることを知らせる。�

ワーク２�

全体�

赤ちゃんの泣きに

ついて理解する�

全体�

泣いてしまった時

の対処法を知る�

・赤ちゃんが泣くのは当たり前で、特に生後１～２か月は激

しく泣き止まない場合もあることを知らせる。�

・赤ちゃんの「泣き」にはピークがあって、生後５か月ぐら

いにはだんだん収まってくることを理解してもらう。�

・赤ちゃんが泣いてしまったときの対処法を一つずつ紹介し、

母親（父親）の知っていることがらを引き出す。�

・揺さぶられ症候群は危険であることに気付かせ、無理に泣

き止ませようとしないことを知らせる。�

ワーク３�

グループ�

逆模倣のワークを

する�

個人�

対応方法を考える�

・グループの中でペアを代えながら何度も行うよう指示する。�

・ワークシートに書かれたことだけでなく、いろいろなバリ

エーションを試しているグループを紹介して、広げる。�

・母親（父親）の気持ちと赤ちゃんの気持ちの両方を考えて

みるよう働き掛ける。�

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、子育てへの意欲をもたせる。�

・子育てに不安はつきものであり、一人で悩まず、周囲に援

助を求めることが大切であることを伝える。�

�

 
 

礼儀・作法のしつけについて（小学校２年生� 保護者）�

�

� � � 子どもに、行儀や礼儀・作法が全く身に付かないので困っています。あいさつや�

� � 靴の揃え方、食事の仕方など、びっくりするほど無作法なふるまいをするので、き�

つく注意するのですが、なかなか身に付きません。私自身のしつけの仕方が悪いこ�

とは分かっていますが、今、子どもの周りには、間違いをきちんと叱ってくれる大�

人が少なくなっていることも要因の一つではないかと思っています。�

子どもをどのようにしつけていったらいいのでしょうか。�

 
 

� アドバイス�

� �  
礼儀・作法とは、人間が生きていく上で、特に対人関係において必要となるふる�

� � まいです。時代がどのように変わっても、それが必要とされない社会は考えられま�

せん。たとえば、あいさつなどは、その言葉や所作は違っても、世界の中のどのよ�

うな社会のどのような立場・職種であろうと存在する必要最低限の礼儀・作法です。�

さて、文面からは、お子さんにこの礼儀・作法がなかなか身に付かないというご�

� � 苦労が伝わってきますが、やはり繰り返して注意する、ということが一番肝要かと�

思います。� �

そのためには、� �

�

○� その都度注意する。（※後から言っても伝わらない。）�

○� 親が手本を見せる。（毎日、毎回目に見せるだけで、ふるまい方を学びます。）�

○� きちんとできた時にしっかりとほめる。�

�

などを、心に留めておかれたらいいと思います。�

特に、最後の、「ほめる」ということについては、「礼儀・作法は対人関係にお�

� � いて必要」ということを実感させる意味から、よいあいさつや言葉づかいによって�

いい気分になったことをきちんとお子さんに伝えてあげてください。「えらいよ」�

ではなく、「うれしかったよ」と。� �

このような経験を積み重ねていくことで、お子さんは、礼儀・作法というものを、�

単なる窮屈な規範とは考えず、自分のふるまいが、相手をいやな気分にも幸せな気�

分にもできることを知り、礼儀・作法の重要性を、幼い子なりに納得していくこと�

と思います。�

 
 

出典：愛媛県家庭教育推進協議会・愛媛県教育委員会「えひめ家庭教育・子育てＱ＆Ａ」 

�家庭教育・子育ての広場� ③�
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