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あとがきあとがき
　地下鉄の広告に、保育士さんの募集が掲載されていました。給与は、全国トップクラスであり保育料の補助や就職準備金まで用意され
ています。一昨年から子ども・子育て支援新制度がはじまり、多くの子育て世帯の応援が行われるものの人材の確保が難しい現状にある
と思います。小学校に進学すれば児童館や学童保育所に行ったりしますが、やはり、施設が狭隘であったり、人材不足が生じています。
少子化という方便ではなく、女性の社会進出を謳うなら、今の子どもたちにいきいきとした健全育成の場を提供していきたいと思います。

公益社団法人 京都市児童館学童連盟 常務理事・統括監　谷内博史
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心理学の立場から子育てを考えてみましょう

第４回
こども相談センターパトナ　長谷川智広
TEL:０７５－２５４－１１０８
H P: http://www.edu.city.kyoto.jp/patona/

京都市の児童館
公式ホームページ

「子どもを共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）」が制定された日です。「子どもを共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）」が制定された日です。

平成28年度 健全育成・子育て支援事業

親子でニコニコ笑顔いっぱい

主　　催：公益社団法人 京都市児童館学童連盟
　　　　　お問い合わせ→☎(075)682-6260
後　　援：京都市／京都府

と　　き：平成29年1月28日（土）
　　　　　1部:午前11時～12時30分（キャラクターショー上演時間11時15分～）
　　　　　2部:午後 2 時～ 3 時30分（キャラクターショー上演時間 2 時20分～）
と こ ろ：京都こども文化会館（エンゼルハウス）
　　　　　上京区一条通七本松西入

平成19年2月5日は何の日？平成19年2月5日は何の日？

報告 第１部 第２部

　10月29日（土）、梅小路公園にて「京都やんちゃフェスタ2016（第1
部）」が開催されました。ステージや各コーナーは来場者で賑わい、たく
さんの笑顔があふれていました。
　また、11月26日（土）京都市勧業館みやこめっせにて、乳幼児親子を
対象とした「京都やんちゃフェスタ2016（第2部）」が開催されました。
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しました！第1部は約44,000人、第2部は約10,5
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第1部の様子 第2部の様子

　平成19年2月5日が何の日かご存知でしょうか？育児ニコニコ笑顔の日として京都市が「子どもを

共に育む京都市民憲章（愛称：京都はぐくみ憲章）」を制定した記念日です。次代を担う子どもたちが

健やかに生まれ育つ社会を目指し、子どもたちのために大人として何をすべきか、市民共通の行動規

範として制定されました。公益社団法人京都市児童館学童連盟は、「京都

はぐくみ憲章」を普及・推進するためのイベントを毎年実施しています。
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キャラクターショー
「ももかっぱちゃんの誕生日」

観覧無料
午前11時15分～

　午後2時20分～の２回開催！
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　午後2時20分～の２回開催！

参加にはお申込みが必要です。
詳しいお申込み方法はチラシ・ホームページを
ご覧ください。

参加にはお申込みが必要です。
詳しいお申込み方法はチラシ・ホームページを
ご覧ください。トップページから イベント情報 をクリックトップページから イベント情報 をクリック

　私たちが子どもを育てていく上で、子どもの望ましくな
い行動を望ましい行動に変えていきたいと願うのは当然
のことです。朝、なかなかベッドから出られずに、いつも遅
刻ばかりする。学校の宿題をするときにダラダラとテレビ
を見ながらやるので、いつまでも終わらない。早くお風呂
に入るように言っても、なかなかゲームから離れずに時間
ばかりが過ぎていく。私たちは、こんな子どもの行動を見
ると叱ったり諭したりして何とか言うことをきかせよう
しますが、なかなかうまくいかないものです。
　こんな時には、「強化の理論」を使った方法を試してみて
はいかがでしょうか。「強化の理論」とは、人が何かの行動
をした直後にその人にとってうれしいこと（専門用語で
「報酬」と言います）が得られた場合、その行動が増える傾
向があるという心理学の理論です。何やら難しそうですの
で例を挙げてみます。例えば、たまたま入ったレストラン
の食事が予想外においしかったとき、私たちのその後の行
動はどう変化するでしょうか？おそらく、機会を見つけて
はその店に行くようになりますよね。これは「そのレスト
ランに行く」という行動の後に「食事が予想外においし
かった」といううれしいこと、すなわち「報酬」があったた
めに「そのレストランに行く」という行動が増えたと説明
されます。
　この理論によれば、直接子どもの望ましくない行動を修
正しようとするのではなく、子どもが何か望ましいことを
したときを見逃さずに、すかさず「報酬」を与えることが重
要となります。こうすることによって望ましい行動が増
え、更にその結果望ましくない行動が減るのです。ここで
重要なことは、子どもにとって最も効果のある「報酬」とは

何かということです。お小遣いでしょうか？それともお菓
子？はたまたゲームソフト？もちろん、これらも報酬には
なり得ます。でも、最も強力な「報酬」は「ほめられること」
です。つまり、子どもが望ましい行動をしたときにすぐさ
まほめればいいのです。
　「うちの子は、ほめたぐらいで喜ばないよ」という方もい
らっしゃるかもしれません。では、子どもに伝わりやすい
ほめるコツをいくつかお教えしましょう。
①子どもとしっかりと目を合わせてほめましょう。
②遠くからではなく、子どもに近づいて、子どもの目線と
同じ高さでほめましょう。
③感情をこめて、微笑んだり頭をなでたりしながらほめま
しょう。
④子どもの良い行動が始まったらすぐにほめましょう。良
い行動が最後まで終わるのを待つ必要はありません。
⑤子どもの行動のどういうところが良かったのか、子ども
に伝えながらほめましょう。
　子どもは、意外に大人からほめられるとうれしいと感じ
ているものです。年齢が上がるとあまりに露骨にほめると
恥ずかしがったりしますが、そんなときには人目につかな
いようにさらっとほめましょう。「お手伝いしてくれてえ
らいね～。」と言うより
は、「お手伝いしてくれて
助かったわ～。」のほうが
受け入れてくれやすいか
もしれません。ぜひお試
しあれ。



少部数・低予算・短納期でも印刷を！の
ご要望にお応えできるお店

〒601-8441 京都市南区西九条南田町41（東寺南門前下ル一筋目東）
TEL（075）691-1624　FAX（075）661-0292　http://www.syobiprint.co.jp

  東京海上日動火災保険㈱代理店
 （有）京都マリン
【火災・傷害・自動車・賠償責任】

〒604−0857 中京区烏丸二条上ル西側
 京栄烏丸ビル５F
TEL 0 7 5－ 2 4 1－ 2 3 7 3（代表）
FAX 0 7 5－ 2 4 1－ 2 4 8 5

『安心広げます』

京都市上賀茂児童館
こどもたちによる合同作品
大型きり絵「日本一の兵(つわ
もの) 真田幸村」
原紙を拡大し16分割して子ど
もたちが合同で仕上げました！
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京都市紫竹児童館
学童クラブ３年生
きりえ「しちくツムツム」
３年生18人で、大型きりえ（Ｂ
1サイズ）に挑戦しました。
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工作「おばけつり」
色んな顔のおばけがぞくぞく！
どんなおばけが釣れるかな！？
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「次世代につなげていこう～伝承あそび～」

「マタニティータイム～Laniまる（ラニマル）～　
　　　 …ママと赤ちゃんのリラックスタイム…」

「子育てサークル『きのこ』」

「母親クラブ『マミーズクラブ』」

　代表的な伝承あそびといえば、けん玉・コマがあげられますが、自館では
五色百人一首にも力を入れており、毎週土曜日に取り組んでいます。
　はじめは、百人一首の歌が覚えられずに「難しい～!!」という子も多かった
のですが、回数を重ねるうちに取り札が増えてくると俄然やる気が出てくる
様子が見られます。
　今の子どもたちの遊びの選択肢の1つとして、伝承あそびの存在は薄いで
すが、途絶えることなく次世代につなげる一役になれればと、今後も取り組ん
でいこうと思います。大人になってもけん玉・コマができたらカッコいい
し、百人一首を上の句が詠まれている内に取れたらスゴイです！

　月1回、プレママと1歳未満のお子さんのママを対象としたリラックスタイムです。
　赤ちゃんのいる毎日ってどんなんかな…赤ちゃんが生まれてくるときの心構え、お産のことな
ど聞いてみたいあれこれを0歳児の先輩ママたちに聞くなどして、グッズの手作り作業をしなが

ら話が弾みます。おしりふきケース、石鹸、小物入れ、キューブタイプ
キャンドルなどをつくりました。時にはミシンがけにもチャレンジ。
作品ができあがったらカフェタイム。ゆったりとしたひと時です。
　川岡東児童館ではプレママが楽しいマタニティータイムを過ごして、出産の日を迎えてい
ただけるように応援しています。そして、生まれた赤ちゃんを連れてスムーズな児童館デ
ビューをいつも楽しみにしています。

　子育てサークル「きのこ」は、昨年度に「出張つどいの広場いっぽ＆まーぶりんぐ」で出会ったママたちで、今年４月に西京区にあ

る、つみき児童館で活動を始めました。不安もありましたが、京都市社会福祉協議会による京都子育てネットワーク派遣アドバイ

ザーの手厚いサポートや仲間たち、そして、児童館の協力のおかげで素敵

な空間になっています。

　月１～２回集まって「子育て中の今だから楽しもう！」をモットーに、

今まで、親子クッキング、アフリカンダンス、ヨガ等を行ってきました。こ

れからも子ども達が楽しめる企画は勿論、ママの得意なことを生かせる、

新たなことに挑戦できる、リフレッシュできる企画を「きのこ」らしさ満

載でやれたらと思います。

連絡先：kinokonooyako@gmail.com　代表：川島・宮川

　「創作活動を通じて母親同士のつながりを深め、児童館のボランティア活動を行う」ことを目的に

年間計画を立て毎月1回活動をしています。牛乳パックの中から靴下のへびがビヨヨーンと出てく

るおもちゃや、手や足形をスタンピングしたオリジナルバッグや指編みマフラー等を作るなど、創作

活動を中心に行っています。また、地域の調理師さんから子どもに与える時の味付けのコツを指導し

てもらい、クッキングにもチャレンジしています。12月には近隣にある保育園と合同で行う乳幼児

クリスマス会にも出演しました。その他、児童館のフリーマーケットの運営協力や高齢者と児童のふ

れあい交流会のお土産作り等、交流を深めながら楽しく活動している母親クラブです。　

お問い合わせ先：京都市納所城之内児童館☎631-7252

理 事 長：藤本明美
連 絡 先：E-mail :kkn.1997@gmail.com　ホームページURL:http ://www.geosities.jp/kk_net1997/
活動内容：子育てサークル・サロンの立ち上げ、運営相談、プログラムなどのトータルサポート、子育てファシリテーターの

養成研修会など。

京都市の児童館では、地域の子育て機能の充実を図ることを目的に子育てサークル等の育成や
活動の支援を行っています。
※詳しくはお近くの児童館にお問い合わせください。
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　京都市には、子育て中の親が自主的に集まり、育児の楽しみや悩みを話し合っ
たり遊んだり、さまざまな活動をするサークルがあります。
　その他にも児童館内や各地域において、積極的に子育て支援活動を行っている
団体もあります。その中で、幅広い活動をされている「京都子育てネッ
トワーク」から１グループ、児童館から１グループを紹介いたします。

京都市春日野児童館京都市春日野児童館京都市春日野児童館京都市春日野児童館京都市春日野児童館

こんなんやってます～
特色ある活動をされている

児童館・学童保育所を
紹介します。

0歳児とママのための「京都子育てスクール」４回連続講座開催。子育て仲間のつながりと赤ちゃんの成長を育みます。
①茶山のさと（左京）スクール：1月30日～2月20日（毎週月曜日）　②御所東スクール：2月27日～3月20日（毎週月曜日）
◆時間　午前10時30分～12時　◆詳細は「京都子育てスクール」で検索してください。　◆お申込及び受講料が必要です。

このコーナーは、児童館の子どもたち
が

作った作品を紹介しています。 が ん ば っ て つ く っ た よ !!


