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子どもがしあわせに育ち、遊べる居場所づくり 

～コロナ禍だからこそ見直しが必要なこども環境～ 

 

聖徳大学 神谷明宏 

 

１．保育指針や幼稚園指導要領改訂の背景 

 「解の無い問に解を見出せる人材づくり」を目指す 

→次世代に必要な能力（2003 年 OECD）そのキーコンピテンシーは個々に考え、行動する３つ

の能力が重要 

➀個人と社会の相互関係 

➁自己と他者との相互関係 

➂自律的に行動する 

 →教育は開始時期が早いほど低コストで効果的 

乳幼児期の非認知能力が高まると、それが生涯影響する 

ベリープリスクールプロジェクト（ノーベル経済学者ヘックマン） 

※社会情動的スキル（創造力・算数能力・社会性・音楽・運動能力など）を 

育むことを重視する 

 

２．非認知能力を育む子育てのポイント 

  正しい親による正しい「しつけ」から多様性を認めた「イイ加減なしつけ」へ 

  主体性を尊重して➀難しい課題に粘り強く取り組む→忍耐力 

          ➁他者を受け入れ対話的に協力する→社会性 

          ➂失敗しても次は成功できる、大丈夫→自信・楽観性 

※おとなは時間で区切らず、指示ばかりせず、失敗を責めない姿勢が重要だ！ 

 

３．非認知能力はこどもを取り巻く環境の産物（ポール・タフ） 

  ①有能感・自律性・関係性（人とのつながり）が内発的動機付を生む 

  →自己決定理論（エドワード・デシ、リチャードライアンの研究） 

 

  ②目の前で自分が体験していることから学ぶ 

   予定調和型の体験からの学習効果は少ない 

   →体験学習理論（デビッド・コルブの研究） 

 

  ③主体的な体験が学習につながるあそびの条件 

  ・子どもが自由にあそぶことができる 

  ・あそびの内容は基本的に子どもに任せられている。 

  ・あそびの価値や行動は子どもが決める。 

  ・大人は子どもの求めに応じる用意をしておく。 

  ・大人が企画するのは子どもが必要とする時。 

※善意の押しつけや単なる見守りはいらない。教育的指導なんてたくさん！ 

→バブルラップド・キッズ（レノア・スケナジー）にしてはいけない 

 ※帰属意識、安心・安全な自分の居場所が乳幼児の脳を育む 
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体験学習のサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

４．こどものコロナ被害（日本医師会 COVD=19 有識者会議 HPより） 

 ①学校閉鎖が教育の機会を奪っている 

→子どもの抑うつ傾向・情緒障害 

 

 ②学校給食・子ども食堂が利用できない 

→貧困家庭の子どもの食生活の困窮 

 

 ③親子のストレスが増大している 

→家庭内暴力・子ども虐待のリスク 

 

 ④療育施設・訪問看護の停滞 

→医療ケア児の合併症リスク 

 

 ⑤乳幼児診療の機会を逃す 

→母親の育児不安の早期発見や介入の機会を逃す 

 

 ⑥予防接種の機会を逃す 

→VPDに罹患 

 

 ※子どもの感染の殆どは親から 

→幸い殆どの場合は軽症だが、社会的被害は大きい！ 

 

 ※心身の成長への影響が最も危惧されている 

→直接体験の欠如 

新たな自己像 

・・・自己選択 

体験活動 

・・・自己決定 

実践 

・・・自己評価 

・・・成長発達 

一般化・仮説化 

ふりかえり 
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５．保護者とこどもの変化（こども・保護者への聞き取りから） 

・こどものこころの様子 

 →コロナのことを考えるとイヤだ 42％、すぐにイライラしてしまう 37％、さいきん集中でき

ない 32％ 

 

・からだとこころの健康（過去３回との調査比較） 

 →こどもたちの心身の健康が低下傾向にある可能性がある 

 

・保護者調査とこども調査でどちらも 

 →家族と話す時間が増えた 40％（こども）、こどもと一緒に過ごす時間が増えた 52％（保護者） 

 

・こどもと過ごす時間に対しての保護者の気持ち                資料 1 

 →コロナによって減らしたい 35％、増やしたい 16％ 

 

・友達と話す時間 

→とても減った 26％・少し減った 46％ 

 

・子育てについてプライベートで気軽に話せる相手や機会（祖父母・ママ友など）  資料 2 

→コロナによって減った 60％、増えた 3％ 

                 

・子育てについて相談できる公的な場や機会（子育て広場・健診・保護者会など）  資料 3-1 

 →コロナによって減った 72％、増えた 1％ 

 

・こどもをプライベートで預かってもらえる相手や機会（祖父母・ママ友・ベビーシッターなど） 

→コロナによって減った 53％、増えた 1％                  資料 3-2 

 

・こどもを預かってもらえる公的な場や機会（保育園・一時保育・学童など）    資料 4-1 

 →コロナによって減った 38％、増えた 0.5％ 

 

・こどもを自由に遊ばせられる場や機会（公園や子育て広場など）        資料 4-2 

 →コロナによって減った 82％、増えた 1％ 

 

・子どもが同世代と遊べる場や機会（園や学校、子育て広場、個人的交友など）  資料 5 

 →コロナによって減った 83％、増えた 1％ 

 

 

 

 

国立成育医療センター「コロナ×こどもアンケート」第 5回調査報告書（2021 年 5 月 25 日） 

対 象：こども 501 人（小学 1 年～高校 3 年）／保護者（0歳～高校 3 年のこどもの）2690 人 

期 間：2021 年 2 月 19 日～3月 31 日 
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【困っていること】（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン緊急アンケート） 

・日常生活が送れていない・外出できない 31％ 

・人に会えない・会いたい 21％ 

・勉強ができない、学力の低下、学校のことなど 17％ 

・体調や罹患、心の変化、感染拡大への心配 16％ 

・非日常の特別な体験の喪失 7％ 

  ※小学生の 15％、中学生の 24％、高校生の 30％が中等度以上のうつ症状 

 

６．コロナ禍だからといってこどもの育ちは変わらない 

 ①子育てのポイントは変わらない 

  →アタッチメント（スキンシップ・アイコンタクト・言葉かけなど）による幸せホルモン（オ

キシトシン）の分泌をはかる 

 

 ②今までの活動の見直しのチャンスだ 

  →全て三密回避ではなく、日常活動の意味、行事などの必要性を考える 

 

 ③屋外での活動を増やそう 

  →室内の換気をこまめにするより幼児期運動指針（1日 60分以上の外遊び）に沿っている 

 

 ④保護者のストレスが新しい局面にある事に気付く 

  →リモートによる保護者支援を考える 

 

 ⑤正しい情報をスタッフで共有して対応する 

  →SNSなどに惑わされず、公的機関の情報を基に発信する 

 

 

７．コロナウイルス影響下における青少年５団体による共同声明 

 ①新しい生活様式での青少年活動の再開 

  ・青少年の自然体験活動で育まれる友情、協調性、相互理解、信頼や尊敬、興味や関心、他

者や環境への思いやりの心は子どもたちの健全な成長には必要不可欠であり普遍的で、決

してオンラインでは得られない。 

  ・家庭や学校以外の青少年の人材育成活動として研修プログラム、ボランティア活動を再開

する。 

 

 ②病気以外の感染も防止 

  ・コロナ不安・恐怖から引き起こされる「嫌悪・差別・偏見」が人々の心や家庭、社会に感

染し、分断されていくことに警鐘を鳴らすと共に、抑止プログラムを全ての活動に取り入

れる。 

 

 ③地域社会と連携し、人間性の回復 

  ・青少年の体験活動の再開は人間性回復への取り組みで、社会全体の使命。 

行政・企業・地域の各団体に協力支援を呼びかけ、次代を担うリーダーシップの育成に取 

り組む。  
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８．学校外教育での対応 

 ・放課後児童クラブのオンラインアフタースクール→小学校低学年を対象に 20 分間のプログ

ラムを共有し、離れた地域とつながり、ボランティアの市民先生が登場した 

 

 ・家庭文庫の絵本の読み聞かせグループ→保育園・幼稚園の読み聞かせをズームやユーチュー

ブ、動画投稿サイト、SNS で配信している（生の声や著作権に課題も） 

 

 ・日本レクリエーション協会では三密を避けたレクリエーションを提案 

→遊びを探す HP.『レクぽ』（http:/www.rekureation.jp/asobi） 

 

 ・（公社）こども環境学会は「新型コロナウイルスに関する呼びかけ 1，2，3」 

 

 

●まとめにかえて 

国連・子どもの権利委員会 新型コロナ感染症に関する声明（平野裕二訳）を参考に 

 ①今回のパンデミックが子どもの権利に及ぼす健康面、社会面、情緒面、経済面およびレクリ

エーション面の影響を顧慮すること 

 

 ②子どもたちが休息、余暇、レクリエーションおよび文化的、芸術的活動に対する権利を享受

できるようにするための、オルタナティブ（既存のものの代わりとなる新しいもの）かつ創

造的な解決策を模索すること 

 

 ③オンライン学習が、すでに存在する不平等を悪化させ、また、生徒・教員間の相互交流に置

き換わる事が無いようにすること 

 

以下 11項目が記されている。（2020 年 4月 8日） 
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こどもと過ごす時間に対しての気持ち 

 

 

・コロナによって『増やしたい』は 16％、『減らしたい』は 35％であった。

資料1

※国立研究開発法人国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート第５回調査報告書」より



※国立研究開発法人国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート第５回調査報告書」より

54 

この１年を ふりかえって、 次の それぞれの 事がらについて、あなたの気持ちに 
１番 あてはまるものを えらんでください。 

 

（１）⼦育てについてプライベートで気軽に話せる相⼿や機会（祖⽗⺟・ママ友など） 

・コロナによって『増えた』は 3％、『減った』は 60％であった。 

  

資料2
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（2）⼦育てについて相談できる公的な場や機会（⼦育て広場・健診・保護者会など） 

・コロナによって『増えた』は 1％、『減った』は 72％であった。 

こどもをプライベートで預かってもらえる相⼿や機会（祖⽗⺟・ママ友・ベビーシッターな
ど） 

・コロナによって『増えた』は 1％、『減った』は 53％であった。 

資料3

※国立研究開発法人国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート第５回調査報告書」より

資料
３-1

資料
３-2



資料4

※国立研究開発法人国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート第５回調査報告書」より

56 

こどもを預かってもらえる公的な場や機会（保育園・⼀時保育・学童など） 

・コロナによって『増えた』は 0.5％、『減った』は 38％であった。 

こどもを⾃由に遊ばせられる場や機会（公園や⼦育て広場など）が減った 

・コロナによって『増えた』は 1％、『減った』は 82％であった。 

資料
４-1

資料
４-2



資料5

※国立研究開発法人国立成育医療研究センター「コロナ×こどもアンケート第５回調査報告書」より

57 

こどもが同世代と遊べる場や機会（園や学校、⼦育て広場、個⼈的な交友など）が減った 

・コロナによって『増えた』は 1％、『減った』は 83％であった。 

こどもと過ごす時間 

・コロナによって『増えた』は 52％、『減った』は 2％であった。 
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