社会教育課では令和２年度、家庭教育講座を年間 10 回程度開催
する予定です。受講生の募集や講座報告を、市ウェブサイトにて
ご案内しています。
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●望ましい親の態度とは？
お子さまが家庭教育を通して「自立」に向かっていくためには、親の「やさしさ」と
「厳しさ」の両方の態度が必要であるといわれています。「やさしさ」「厳しさ」とは、
どのようなものなのでしょう。

●正しく理解してほしい「やさしさ」と「厳しさ」

やさしさ＝温もりを感じる態度
たとえば・・・
・子どもの気持ちに共感する
・子どもを信頼する
・困っているときに一緒に考える
・できるようになったことを一緒に喜ぶ

厳しさ＝「自立」のための毅然とした態度
たとえば・・・
・社会や家庭のルール、モラルに反する
行動をしかる
・子どもができるようになるまで待つ
・決めたことを続けられるよう促し続ける

など

冷たさ＝温もりを感じない態度

など

甘さ＝「自立」に反する言動をゆるす態度

たとえば・・・

たとえば・・・

・子どもが話しかけても聞かない
・子どもの SOS を見過ごす
・子どもの喜びに寄り添わない

・社会や家庭のルール、モラルに反する
行動を見過ごす
・子どもができることでも手をかける

など

など

●こんな時、どうされていますか？
たとえば・・・
・食べ物の好き嫌いがなおらない
・遅くまで起きている
・うそをつく
・ゲームをずっとやっている
・友だちの持ちものと同じものを欲しがる
・友だちとけんかをした
・学校に行きたくない

親は気分によって態度をかえず、一貫性をもってし
つけをすることが望ましいです。まず、家庭のルール
づくりを子どもと確認することからはじめましょう。
また、子どもからの訴えについては、子どもの伝え
たいことが何か、最後まで話を聞き、一緒に考え、と
もに課題を乗り越える経験が、親子の成長につながり
ます。まずは、お子さんの話を傾聴することです。

という場合…

何でも完璧にできる親はいません。どのように子どもと関わればよいのか、だれ
かと一緒に考えることも大切です。子育てに関するどんな些細な事でも、皆さん
と一緒に考え、親子の成長を応援するのが山口市家庭教育支援チームです。
家庭教育訪問支援ダイヤル（☎083-928-3232）

家庭教育講座

実 施 報 告

7 月から 8 月の間に、家庭教育講座「子そだてマナビィ」を 3 回開催致しましたので報告します。

で深める！親子の夏時間

第2回

～読書感想文講座～
【日 時】令和２年７月１８日（土） １０：００～１２：００
【場 所】小郡ふれあいセンター
【講 師】本村小学校 教頭

前田真奈美 氏

【受講生】大人 14 人
「子どもの興味を否定せず、関心を伸ばし
てあげるような声かけを。
」

読書の発達段階や読書感想文の書き方について様々なコツを教えていただきました。
幼児期の読み聞かせが大切なわけは？

学童期に本の面白さを深めるには？

「話し言葉」と「書き言葉」は違います。文章が読める

楽しい読書体験を積み重ねましょう。

ようになるには、
「書き言葉」を耳から入れて慣れるこ

・一緒に図書館にいってみよう。

とが大事なのです。

・「シリーズもの」への興味を持たせよう。
・「作者」の存在に気づかせよう。

本は親と子の…コミュニケーションツール！
本のもつ力、おもしろさを伝えあうことでコミュニケーションをはかれます。一方的に教える
知識でなく、
「響き合う喜び」をわかちあい、相互的な関わり方を目指しましょう。

講師より

おすすめの本

●低学年（1-2 年生）

…

一部をご紹介します。

家族のこと、からだのふしぎ、昆虫のふしぎなど

「しゅくだい大なわとび」作／絵 福田 岩緒 PHP 研究所
「じゃんけんのすきな女の子」作／松岡 亨子 絵／大社 玲子 学研プラス
「へっちゃらトーマス」作／ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ

訳／小宮 由 大日本図書

「おとこの子とおもっていた犬」作／コーラ・アネット 訳／光吉 夏弥

絵／ウォルター・ロレイン

大日本図書

「ポンちゃんはお金もち（こぐまのどんどんぶんこ）
」作・絵／たかどのほうこ こぐま社

●中学年（3-4 年生）

…

友だち、なかま、夢、仕事、いのち、福祉、障害など

「あららのはたけ」作／村中 李衣 絵／石川 えりこ
「びりっかすの神さま」作／絵 岡田 淳

偕成社

「かあちゃん取扱い説明書」作／いとうみく

絵／佐藤 真紀子 童心社

「なんでもただ会社」作／二コラ・ド・イルシング
「子犬工場

●高学年（5-6 年生）

…

「秘密のスイーツ」著／林 真理子

偕成社

訳/末松 氷海子

絵／三原 紫野 日本標準

いのちが商品にされる場所」著／大岳 美帆 WAVE 出版

友情（いじめ問題）戦争（原爆）
、震災、原発、環境問題、いのち、生き方など
絵／いくえみ 綾

ポプラ社

「大好き！クサイさん」著／デイヴィッド・ウォリアムズ
「ノエル先生としあわせのクーポン」著／ｼｭｼﾞｰ・ﾓﾙｹﾞﾝｽﾃﾙﾝ

訳／久山 太市

評論社

訳／佐藤 美奈子、宮坂 宏美 講談社

各回の詳細は、市ウェブサイトに掲載しております。各講座のタイトルから
「講座報告」リンクをご覧ください。

っておもしろい！

第３回

～野菜を美味しく食べる方程式でわくわくの食卓～

【日 時】令和２年８月５日（水） １４：３０～１６：００
【場 所】仁保地域交流センター
【講 師】柳井 さつき 氏（野菜ソムリエ上級プロ）
【受講生】親子 16 組（大人 16 人 子ども 23 人）
いろいろなお野菜クイズに挑戦しました！
Q 大根にはひげ根が生えています。どんなふうに生えて
いるでしょう？
Q トマトの品種で実際にあるものはどれ？
1

桃太郎

2

金太郎

3

浦島太郎

Q 甘いトマトはどれ？
1

水に浮く ２

水に沈む

３

黄色

2

みどりいろ

野菜を美味しく食べる方程式
苦みやくせの強い野菜を美味しく食べるためには…
この方程式を使ってね！

たんぱく質
野 菜

+

肉、魚、卵、
豆類、乳製品
など

+

香り
うま味

おいしい！

＝

どちらも同じ

Q トマトの色のうち、無いものは次のうちどれ？
1

「本物をよくみてみて。ひげ根ってこんなふうに
生えています。」
「すごい！」「初めてみた！」

３ 白色

正解は市ウェブサイトをみてね！
大根のびっくりレシピご紹介
<大根のフライドポテト風〉
①細く切った大根に塩コショウと小麦粉をまぶす。
②油であげる。 唐揚げ粉でも美味しいですよ！

『親子でつくる新しい我が家の味』作品例
・ほうれん草＋卵＋チーズ＋香りソルト
・きゅうり＋とうふ＋かつおぶし＋ツナ＋ごま油 など

「健康のために野菜を食べる」ことも大切
ですが、「おもしろいな」と思って食べて
欲しいです。楽しんで食べることで唾液の
量も増えて消化しやすくなりますよ。

「片づけの基礎となるのは、
“整理”です。種類に
わける練習をしてみましょう。」

片づけとは…毎日の生活の中で、
「使ったものをもとの場所に戻すこと」
片づけが上手くいくコツ
片づけ

……収納場所に戻す

収 納

……使いやすい状態をつくる

整 理

……必要か不必要かを判断し区別する

＊「片づけが苦手な人」に合わせる
＊動線は短く
＊出し入れしやすい「ゆとり」をもたせる
＊子どもの目線に合わせる（高さなど）
＊作業のワンステップを減らすこと（収納に扉をつけないなど）

片づけは子供にとってとてもめんどうなことです。片づけやすい収納にす
るために、 親子が意見を出し合い、 お互いあゆみよることが大切です。
そしてお子さんの「できた！」をみつけて言葉にして伝えることで、家族
のニコニコが増えると思います。」
新型コロナウイルス感染症対策として、受講者の皆様には、マスク着用、手指消毒、座席の間隔保持、通風確保などに
ご協力いただきました。ありがとうございました。

いずれも

参加無料

父親の子育てについて
語り合おう
～子育てのあり方を考える～

【場

所】 宮野地域交流センター（宮野下 3054 番地）

【対

象】 乳幼児から中学３年生までの保護者 ２０人程度

【講

師】 本原

浩一 氏（山口市立陶小学校校長）

【持参品】 筆記用具
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「父親の家庭での役割」について、参加者同士の交流を通して我が家の子育て

（土）

スタイルを考えます。

10 時～12 時

子どもとメディアの
関わり方
～子どもたちの健やかな成長を願って～

11/14

募集

令和２年

９月１４日（月）～１０月１４日（水）

抽選

令和２年１０月１５日（木）～１０月２３日（金）

【場

所】 湯田地域交流センター（湯田温泉 5 丁目 5-50）

【対

象】 小学４年生から中学３年生の保護者 ２０人程度

【講

師】 瀧口

智子 氏（子どもとメディア公認インストラクター）

【持参品】 筆記用具
電子メディアの長時間の使用が脳や身体に与える影響について学び、メディア

（土）

との関わり方について我が家のルールを考えてみませんか。

10 時～12 時

募集 令和２年

９月２８日（月）～１０月２８日（水）

抽選 令和２年１０月２９日（木）～１１月

知っておきたい！
わが家の金 銭 教
～子どもの金銭感覚の育て方講座～
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（水）
10 時～12 時

５日（木）

【場 所】 仁保地域交流センター（仁保中郷 1041）

育

【対 象】 乳幼児から中学３年生までの保護者 ２０人程度
【講 師】 中村

久枝 氏（山口県金融広報委員会）

【持参品】 筆記用具
みなさんのご家庭ではおこづかいの決まりはありますか？子どもの金銭感覚を
育てる方法やこれからの家庭での金銭金融教育の在り方について学びます。
募集

令和２年 10 月 16 日（金）～１1 月 16 日（月）

抽選

令和２年 11 月 17 日（木）～１１月２４日（木）

お申込み方法（①または②の方法で、お申し込みください）
①市 ウ ェ ブ サ イ ト の お 申 し 込 み 用 メ ー ル フ ォ ー ム
山口市 マナビィ
②電話（☎083-934-2866）
※お申込み多数の場合は抽選で受講者を決定します。

詳しくはこちら

抽選結果は当落どちらでもご連絡いたします。期間内に結果が届かなければ、お問合せください。

お問合せ先【山口市教育委員会 社会教育課（☎ 083-934-2866）
】

