
 

 

 

子どもの成長発達には個人差があり、身体の成熟が

食生活や環境に影響されるように、心理的発達も相互

作用的に環境から影響を受けます。一人として同じ子

どもがいないように、子育ても一様ではありません。他の子と比較

しないで、その子だけを見つめる時間をもって、その子の個性、長

所を見つけられたなら互いに幸せです。その子にとっての子育てを

関わる方々みんなで考えていきましょう。  

を 
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子どもの成長・発達における主な特徴・行動  

（年齢による明確な区分はできませんが、おおよその目処
め ど

です。） 

０歳 

６か月ころ 

10～12か月 

・判断基準は「快・不快」。表情の変化、喃語
な ん ご

で欲求。 

・人見知り、人の違いの発見。寝返り。座る。離乳食。 

・信頼感、愛着関係の形成（特定の大人、主に母親）。 

１歳ころ 

 

 

・感情の分化、自己主張、他者意識。歩き始め。 

・子ども同士でお気に入りの人やモノの取り合い。 

・自分に向けられた気持ちや簡単な言葉の理解。 

・「これ何」（ｗｈａｔ）「だれ」（ｗｈｏ） 

２歳ころ 

 

 

・言葉で気持ちを表現（二語文、三語文）。 

・一人遊び。平行遊び（隣と関わらない遊び）。簡単な

ごっこ遊び。両足ジャンプ。衣類の着脱。 

・社会的承認欲求、社会的感情の芽生え。 

・「□□したら△△ね」関係づけのルールの理解。 

・自発性、想像力、集中力、持続力などの様々な能力

が飛躍的に伸長。（「いやいや期」、第一次反抗期） 

・「どこ」（ｗｈｅｒｅ） 

３歳ころ ・社会的承認欲求の高まり。好みなど個性の現れ。 

・少人数の協同遊び、簡単なルール理解。順番が待て

る。決定権理解。「どうして」の質問攻め。 

・「いつ」（ｗｈｅｎ）「なぜ」（ｗｈｙ）「どうやって」（ｈｏｗ） 

４歳ころ 

 

 

・集団での遊び。約束や勝ち負け、順位、ゲームのル

ールなどの理解。勝負へのこだわり。 

・人の内面・感情への気付き。想像力が豊かになり、

憧れの形成。人の嫌がることをすることもあり。 

・自分の得手不得手が分かって「つらい」「悔しい」や

不安という気持ちが出てくる。 
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通常、低年齢において発現する脳機能の障がいは、次のように定義さ

れ、診断は専門医によって行われます。 

自閉スペクトラム症(ASD)…他人との社会的関係の形成の困難さや、 

言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわる 

限局性学習症（SLD）…読む、書く、計算する又は推論する能力のう

ち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す 

注意欠如・多動症（ADHD）…年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、

及び／又は衝動性、多動性を特徴とし、社会的な活動や学業の

機能に支障をきたす 

 

子どもは毎日成長しています。障がいが疑われる場

合でも、上手な褒め方によってさらに成長を促せます。

そのためにも子どもの成功感や成就
じょうじゅ

感を見逃さずに

褒めたいものです。できないことはできるところまで

戻って、スモールステップに分けて、できたことを褒

め、やる気、意欲を育てるのも一つです。 

安全面などでどうしても叱らなければならないとき

は、短くきっぱり叱り、できれば「言うことを聞いて

くれて、お母さんうれしい」と、最後は褒
ほ

めて終わりたいものです。 

時計やタイマーの利用、ご褒美
ほ う び

の準備、また、鉛筆を一緒に持つ身体

的援助や書いてみせる視覚的援助、「そこはまーっすぐ」などの言語的

援助なども時には有効です。できたことの掲示などの「目に見える化」

も効果的です。意識がだめな言葉にいってしまう。「□□してはいけな

い」ではなく「△△しましょう」の言葉かけを心がけたいものです。「高

めを振るな」ではなく「低めを打て」のアドバイス、「いたずらするな」

「汚
よご

さないでください」の禁止ではなく「トイレをいつもきれいに使っ

ていただいてありがとうございます」の発想です。「おもちゃ、出しっ

ぱなし」よりは「おもちゃを片づけてね」ですね。 
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子どもに気になる様子や態度、行動が見られたときに 

子どもの成長において、「感覚統合」が未発達なために発達障がいと

疑われるような態度や行動、不器用な様子が見られることがあります。 

触覚や平衡感覚、固有覚
※

などの感覚は、子どもが野

山で全身を使って十分に遊んだり、ブランコやトラン

ポリン、ジャングルジムくぐりなどで遊んだりして養

われるともいわれます。（※固有覚…力加減や手足の動き、

位置の感覚です。目をつぶっても手の上のモノの重さを比較でき

たり、右手と左手を同じ形にしたりするなどの感覚です。） 

・落ち着きがない。集中力がない。じっくり遊ばない。すぐ離席して

しまう。スケジュールどおりにいかないとパニックになる。朝の着

替えや登校準備が遅い。 

・高い所に登りたがる。あるモノへの執着やパターン行動が見られる。

他の子に興味がない。ルールを守れない。 

・家具やドアによくぶつかる。遊具やボールなどをうまく使えない。

お遊戯や音楽体操などで体をうまく動かせない。動作の模倣
も ほ う

ができ

ない。箸
はし

やハサミが使えない。靴
くつ

のひもを結べない。 

・偏食で困る。トイレで排便できない。３歳になっても話せない。吃音
きつおん

。

だらしない。姿勢が悪い。 

・初めての所や広い所、人の多い所を嫌がる。人見知りが激しすぎる。

音に敏感。何でも口に入れたがる。指しゃぶりや爪かみが続く。 

・身の回りの整理整頓ができない。衝動的行動が多い。人の話をきち

んと聞けない。気持ちを言葉で表せない。キレやすい。 

・抱っこや手つなぎを嫌がる。散髪や歯磨きを嫌がる。あごひもを嫌

がる。鼻をかんだり口の周りを拭
ふ

いたりするのを嫌がる。 

・言葉がたどたどしい。拾い読みでスムーズに読めない。同じ行を読

んだり行をとばしたりして読む。鏡文字になる。など 

－９－ 



  

５歳ころ 

 

・自分なりの道徳基準をもって批判や行動をする。 

・言葉によって共通のイメージをもち、目的をもって

集団で行動する。仲間という自覚が生まれる。 

・自分たちでけんかを解決したり相手の思いや考えを

認めたりする。人の役に立つことを喜ぶ。 

６～７歳 

 

 

・自分たちでルールを決め発展させて遊べる。 

・自然や社会現象、文字などへの興味・関心の深まり。 

・「恥ずかしい」という気持ち、嘘をつくこともある。 

８～９歳 ・親から仲間へ関係対象が変化する。 

・仲間同士の規律理解。 

・他者から見た自分を意識し出す。（「メタ認知」） 

10～12歳 

 

 

・自己形成期、自分で判断し行動できるようになる。 

・集団のルールなどに従い自分の役割・責任を果たす。 

・仲間を守ろうとする。 

13～14歳 

 

・法律や「世間の常識」を理解し、自分の判断基準の

根拠とする。自分の特性に気づく。（第二次反抗期） 

 

最近、生活の安定・充実は、認知的能力であ

る学力だけではなく、非認知的能力（次頁参照）

が重要だといわれるようになってきました。 

この能力は、言葉かけや子どもの言葉の習熟

によって乳幼児期から伸ばしていくことがで

きるともいわれます。特に６歳ころまでは判断

力を身に付けるための言葉かけが大事だとい

われます。 

 

脳の成熟 ＝ 大人の関わり ＋ 十分な栄養と睡眠・休養 
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【生活の安定・充実】 

             ・自制心、感情をコントロールする力 

学 力    非認知的能力  ・目標に向かって頑張る力、やり抜く力 

（認知的能力）            ・社会性、人と関わる力、思いやり等 

 

この言葉を聞いて育つとモノとの関

わりが丁寧になるといわれます。何より

も自分が大事にされたという思いを抱

かせ、モノを大切にさせたいものです。 

 

相手を思いやるとともに、またやろうとす

る意欲を高める言葉です。人から思いやりを

受ける経験をしていれば人の気持ちに敏感

になり優しくなれます。また、自分が励まさ

れた経験をもっている子どもは、仲間を励ませる子どもです。 

 

 自分で自分をコントロールできる力、自制心

も大切な力です。子どもはいつも全力で挑戦し

ますが、衝動
しょうどう

的な行動や乱

暴、むやみに叩くなどの行動

が見られるときには、適度な強さを意識させる言葉も

必要です。「そうっとね」「じっとして」など、自分の

体や動きを調整する力を養うことも大切です。幼児期

の脳は運動を通じて成熟する能力が大部分といわれ

ます。体の調整力とともに精神的抑制
よくせい

力も育てたいものです。 

「大事大事」「大切だよ」 

 

「大丈夫！」 

「ゆっくりね」 
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くときに重要な言葉です。ただし、子どもの「さようなら」は別れとい

うよりは、「また明日」であり、安定した毎日が前提ともいえます。 

 

 ものごとに関わる気

持ちを引き出します。

「できた」「見て」は社

会的承認欲求であり、

それに応
こた

える言葉かけ

は認められたという満

足感を与え、「じぶんでやる」とともに、さらに「知

りたい、やろう」という意欲を高めます。また、補

足される言葉や表情などによって何が求められてい

るかを学びます。加える「お兄さんだね、お姉さんだね」は、自分の成

長を実感させる言葉かけになります。 

 社会のルールを意識させる言葉かけです。禁止が多くなると子どもの

自発性や行動力が損なわれる場合もありますが、安全に関しては強く伝

えましょう。また、何でも自分で決められると誤解している子どもは、

大人や他の子どもと衝突しやすいともいわれます。子どもの自主性を尊

重しながらも時には必要な言葉です。 

（※主に文部科学省「子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」、湯汲英史

「子どもがのびる保育４５のことばかけ」合同出版、木村 順「育てにくい子には

わけがある」大月書店から引用・編集、また、参考にさせていただきました。）  

「できたね」 

「じょうずだね」 

「だめ！」 

「これは、お母さん（大人）が決めます」 
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 ものごとを行う場合、得てし

て子どもと大人の優先順位が

違うことがあります。子どもは、

ことの重要度より自分の興味・関心が優先されがちです。社会性を養う

上で、回数や時間などの制限を添えた「（５回ね、10分ね、）約束しまし

ょう」の言葉かけなどとともに、時には相手と「折り合い」をつける必

要があることを学ばせることも大切です。 

 ５歳ころになると、ほとんど

の子どもがじゃんけんを理解す

るといわれます。「みんなで決め

よう」という多数決の方法や、「もう少し考えよう」のように少数意見

の尊重などとともに、ものごとの決め方を考えさせる言葉かけです。 

 

 かっこいい大人に憧れ、自分

の理想に近づこうとする意欲

を育て、自信や向上心を育みま

す。人を敬うことができれば人にも敬われます。また、

子どもは親の評価や価値観を基に自己像を形成し、将来

の人間関係にも大きく影響を与えます。親の褒
ほ

め言葉は

子どもの心の栄養ともいわれます。そして、「疲れていた

けれど宿題を頑張った」「暑いけれど集中した」などの困

難を乗り越えた経験なども向上心を育む上で大事です。 

 

 「あげる、もらう、半分こ」とと

もに自分と他者との違いが分かり

ます。「おはよう」などのあいさつ

も他者認識であり自分を相手に開 

「順番にやってね」 

「じゃんけんで決める？」 

「そうだったの、いいね」 

 

「行ってきます」 

「行ってらっしゃい」 
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 手当はまさしく患部
か ん ぶ

に手を当て

て癒
いや

すこと、愛情のこもった手で触

れてもらうと治癒
ち ゆ

力が高まるとも

いわれます。触りながら言葉をかけ

られることで心と体が癒され、安心

感が生まれ、大人は頼りになるものと認識されます。眠らせるときの「ト

ントンね」も同様です。また、聞き分けられないときに「あっ、これは

何？」や「こっちで遊ぼう」「泣かないでお話して」などの気分転換を

図る言葉かけは、気持ちに区切りを付けさせる言葉かけです。気持ちの

切り替えや気持ちをコントロールする力は思春期でも大切な力です。 

 

 聞く力は、待つ力にもなり

成長にとって非常に大切な

力です。また、聞く力は見る

力にも関わります。じっくりとモノを見る力は、考え

る力も育みます。子どもの表現力を尊重しつつ、会話

のルールも教えたいものです。 

 子どもの衝動性を抑え、先のことをイ

メージさせる言葉かけです。がまんを覚

え、大人との信頼関係が築かれたならば、

「□□ができたら、△△ね」と気持ちを

抑制して行動することを学び、より高度なルールや約束を守れるように

もなります。 

 

 相手に合わせて行動することを促しま

す。人といっしょにやる楽しい経験を重

ねることで社会性が身に付きます。 

「痛いの、痛いの、 

飛んでいけ！」 

 

「まず聞こうね」 

 

「これは、あとで」 

「いっしょにね」 

 

－４－ 



 

 

 

「貸して」「いいよ」という言葉とともにいっしょに活動する経験が大

事です。ただし、ぬいぐるみやタオルなど貸したくないモノには、安心

感や心地よさ、慰
なぐさ

めなどの特別な心理的意味をもつモノもあります。

また、一緒に遊ぶときに「代わり番こ」や「順番ね」、「半分こ」などの

公平にものごとを行う経験を積むことで、人との関係づくりを築く力を

育てます。姉がケーキを切ったら妹に選ばせるなども公平さの方法の一

つです。特に、順番を守る姿は日本の世界に誇る美徳ともいわれます。 

 

 「いや！」は自己主張の現れでもあ

ります。自分で判断して決めたい、自

立に向かう言葉でもあり、必要なこと

は自分で実際にやってみないと学べ

ません。適度な見守りが必要です。解決策を子どもに考えさせること、

言葉にさせることも大切です。子どもも「いいよ」と答えることで、周

りの人を尊重することができます。人に確認す

る習慣のない子どもは勝手に物を食べたり使っ

たりしてしまいがちです。また、自発性を育む

には、「どの服を着る？」「お茶、それとも牛乳？」

「いつやる？」のように子どもの興味・関心に

基づく主体的に選ぶ経験も大事です。 

 

 「よかったね」「うれしそう」「怒らないで」

「さみしい？」などの周りの言葉かけが、子ど

もの気持ちを言語化するともいわれます。絵本

の読み聞かせやアニメ、テレビなどからも気持

ちを表す言葉を学んでいます。他の人の気持ちに共感したり、自分の気

持ちを理解できたりします。嘘
うそ

はだめだけれども想像力の部分は育みた

いものです。その際、プラス思考の前向きな言葉を意識したいものです。 

「これでいいの？」 

 

「楽しいね」 
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 子どもは自分を客観的に見

るメタ認知が難しいので、相

手がどう感じるかを意識させ

る言葉かけも必要です。もちろん「いい笑顔だね」と

好評価も大切です。また、相手の気持ちを考えて話す

ことも大切です。正直に「変だ」よりも「ちょっと変

かも」なども使いようです。 

 

 人の役に立ったという自己有用感や自尊心を

育みます。日本の子どもは自尊感情の自己評価

が低いといわれます。家事手伝いをしたりゴミ

を拾ったりなどはもちろん、些細
さ さ い

な行為にもさ

りげなく伝えたいものです。その積み重ねが大事です。また、「いただ

きます」「ごちそうさま」とともに、感謝の気持ちも育みたいものです。 

 

 ものごとが上手くいかないとき、気

持ちを切り替える言葉かけも大切で

す。新たに挑戦する気持ちをもたせま

しょう。世の中には成否がはっきりせ

ず、曖昧
あいまい

な部分もあります。「たぶん」

「おそらく」「かもしれない」などと、自分の思いどおりにならないこ

ともあることや、ものごとを柔軟に受け止める力も必要になります。 

 

 なぜそうしたかを理解させる言葉を大人

が話していると、初めは真似
ま ね

でしょうが、子

どもも自分の行動に理由を付けて説明でき

るようになります。内面と表情の違いに気づくころには、「わざとじゃ

ないでしょ」と判断力を身に付ける言葉もあります。 

「いやな顔になってるよ」 

「ありがとう」 

「う～ん残念」 

「仕方ないね」 

 

「～だからだよ」 

－６－ 


