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いつもと違う日常が続く中で・・・ 

   

 

 

 

１．子どもの様子を見てみましょう   

２．子どもの気持ちに気づいててみましょう 

３．お母さん、お父さんの気持ちはどうでしょう 
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こんなことはありませんか？ 

いつもと違う状況下で見られる 
 これらの反応・行動は一般的なことです 

※不安の感じやすさや反応には個人差があります 

1. 子どもの様子を見てみましょう 
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乳幼児期（誕生～6歳くらい）は・・・ 

親との相互の関わりの中で、 

 信頼感や安心感を得る時期です 

  

子どもは、大人の不安を感じ取ります 
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全然外に出られない。 
1日中、誰とも話す  
ことができない・・・ 

もし、私が感染したら
この子はどう   
なっちゃうの・・・ 

※子どもの反応や行動は年齢によって違います 

こんな時は親も不安定になりがち・・・  

 

    どうしたらいいの・・・ 

 

  できることから、やってみましょう 
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 乳児期（誕生～1歳半くらい） 
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   お腹の中から出てきて、 

    まだ外の世界に慣れていません  

• 首がすわってきます 

• 手に触れたものを掴んだり振ったりします 

• あやすと笑うようになります 

生後3・4ヶ月頃～ 

• お座りや寝返りをするようになります 

• 欲しいものに手を伸ばすようになります 

• 声を出して、大人に合図を出すようになります 

生後6・7ヶ月頃～ 

おっぱい／ミルクの甘いにおいがする 

お母さん、お父さんの声が聞こえる 

人の顔や視線、表情、ぬくもりに反応します 

安心 
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生後9・10ヶ月頃～ 

自分の周りにあるものに興味津々 

何でも見て、聞いて、触って確かめます 

お母さん、お父さんと 

一緒に遊ぶのが大好き 

• ハイハイやつかまり立ちをするようになります 

• 小さなものをつまむようになります 

• 人見知りがでてきます 

生後12ヶ月頃～ 

• 独りで立ったり、歩き始めるようになります 

• 大人のまねをして遊びます 

• ボールのやりとりや、指さしが出てきます 

• 言葉らしきものが出てきます 
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こんなことを 心がけましょう 

お母さん・お父さんの表情をよく見ています   

スマホを見ながらの授乳は控えましょう 

家の中では、咳が出る時などを除いては、      

マスクをせずに表情がよく見える工夫をしましょう 

忙しくても1日20分位は赤ちゃんだけにかかわる時間を

作りましょう 

 

 

何でも口に入れて確かめます 

赤ちゃんが触れるものは清潔にしましょう 
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子どもはお母さん・お父さんとの 

かかわりの中で育ちます 

悲しいこと、怖いことを 

受け止めてもらうことで、       

不安な気持ちが和らぎます 

お母さんも、お父さんが 
見ていてくれると  
安心するよね 

大人が忙しい時は、   
一緒に遊べなくても  

見てもらっているだけで 
子どもは安心するよ 
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・ 歩いたり、走ったり、行動範囲が広がります 

・ 言葉が出てきて少しずつお話ができるようになります 

・ 「自分でやりたい！」気持ちが強くなります 

幼児期前半（1歳半～３歳くらい） 

・ 「イヤイヤ！」ばっかり・・・ 

・ 伝えたいことはありそうだけど、泣いたり怒ったり・・・ 

    よくわからない。。。。 

・ ご飯を食べずに、甘いものやおっぱいを欲しがる 

・ くっつき虫になった 

こんなことありませんか？ 
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こんなことを 心がけましょう 

安心できる感覚や雰囲気づくりを 

抱っこしたり、軽く触れて声をかけましょう 

おうちにあるもので、お母さんやお父さんの     

お仕事のまねっこを一緒にしてみましょう 

 

 

 

 

 

おしゃべりがまだ上手じゃなくても、言われて
いることは理解しています   

どんなことを思っているのか、子どもの気持ちを    

言葉にしてみましょう 

わかりやすい言葉で伝えみましょう 
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• 我慢することや待つことができるようになります 

• お話が上手になって、過去や未来についても理解できる

ようになります 

• 人の気持ちがわかるようになります 

• お友達と遊ぶことが楽しくなって、世界が広がります 

 

幼児期後半（3歳～6歳くらい） 

・ おねしょをするようになった 

・ 夜、怖い夢を見ているのか、夜泣きをするようになった 

・ 兄弟げんかばっかり・・・怒りっぽくなってる 

・ あまりおしゃべりしなくなった 

こんなことありませんか？ 
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こんなふうに 話してみましょう 

いつまで続くの？ 

僕たち、私たちに     
できることってあるかな？ 

コロナにかかったら 
どうなるの？ 

咳が出たり、熱が出たりする
みたいだから、とっても心配
だよね。 
かからないよう、手を洗ったり
汚い手で口や目を触らない
ように気をつけようね。 
しっかり食べて、早寝早起きも
大事だよ。 

いつまで続くかは、誰もわからな
いんだ。 
友達と遊べないのはつまらない
よね。でも、友達と会える日が 
また必ず来るから、今は家族で
楽しめることを考えてみよう。 

役に立ちたい気持ちがあるんだね。       
お父さんやお母さんも、あなたたちに助けてもらい
たいこともあるのよ。家でどんなことができるか 
一緒に考えてみよう。 
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子どもに話をするときは 

２． 子どもの気持ちに気づいてみましょう 

13 



と言う、その前に！ 

なんか泣いてる・・・ 

大事なこと、調べてるのに、 

うるさいな～ 

静かにしててよ！ 
ちょっと待っててよ！ 

もしかして私がスマホばっかり見てて、
一緒に遊ばないから？ 
自分の事も見ててほしいのかな？ 

お母さんが、かまってくれないから  
怒ってるのかな。それに自分よりスマホの
方が大事なの!?って、寂しくなったのかも
しれないね。 
一緒に遊ぼうね。何しようか？ 

こんなときは？ 

なんで泣いてるの？ 
どうして怒ってるの？ 
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それから・・・ 

子どもにも考える力、選ぶ力があります 
 
• この状況の中でも、うまくつきあっていく   

力を持っています 
 

• 自分のペースや好みに合わせて自由に選べる 
遊びや活動は、自分自身の力を発揮して    
いくことに役立ちます 

 
子どもの力を信じましょう 
 
• 頑張ったこと、できたことは、小さいことでも 

褒めてあげましょう 
 

• お母さん・お父さんに余裕がない時は、 
ちょっと笑顔を向けるだけでも、子どもは  
パワーが出ます 
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子どもとかかわる その前に・・・ 

３． お母さん・お父さんの 

      気持ちはどうでしょう 
 

育児期は心身の変化が起きやすい時期です 

• 育児や家事を分担しましょう 

• 休める時に睡眠をとりましょう 

• 気もちが沈むとき、心配や不安は 

   言葉にして伝えましょう 

• 必要な時は専門家に相談しましょう 
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気分を変えるアイデア 
 
 ・ 息を吸ってお腹を膨らませて・・吐いて・・深呼吸！ 
 ・ 「しまった！」と思ったら、鼻歌を歌ってみる♪  
 ・ イライラしたときは、ストレッチ☆ 
 ・ 好きな音楽を聴きながらゆっくりお茶を 
 

子どもの言動に 
過敏に反応し、
イライラする 

子どもがずっと家に
いるから落ち着ける
時間がない 

仕事のストレスで、家で   
子どもにあたってしまう。       
そんな自分が嫌になる・・・ 

このごろ・・・ 

そんな時は・・・ 

17 



自分の気持ちも大切に 
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