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AI に負けない子育て
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講義の流れ

Ⅰ 想像力の発達
①遊び⇔五官を使った体験
②子どもの個人差・性差の秘密

Ⅱ 早期教育もやりかたしだい
①学力格差は幼児期から始まるか？
②楽しい会話で母語の土台をしっかり築く

①子どもの遊びの意味と意義
②どの子も伸びる共有型しつけのススメ～

Ⅲ AI に負けない力を育む

想像力 生きる力想像力 生きる力

極限状況下で 内面化の傾向が著しく
なる 想像力が発揮できたかどうか
が生き延びる鍵となった。

“人はパンのみにて生きるのではない。
想像力によって生きる力が与えられる”

極限状況下で 内面化の傾向が著しく
なる 想像力が発揮できたかどうか
が生き延びる鍵となった。

“人はパンのみにて生きるのではない。
想像力によって生きる力が与えられる”

ヴィクトール・E・フランクル（1946）

『夜と霧 —ドイツ強制収容所の体験記録—』

霜山徳爾訳（1965）みすず書房

ヴィクトール・E・フランクル（1946）

『夜と霧 —ドイツ強制収容所の体験記録—』

霜山徳爾訳（1965）みすず書房
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第一次認知革命（生後１０ヶ月）第一次認知革命（生後１０ヶ月）

Ⅰ．頭の中に起こる変化

１．イメージの誕生
⇒見立て遊び，延滞模倣

Ⅰ．頭の中に起こる変化

１．イメージの誕生
⇒見立て遊び，延滞模倣

２．記憶し, 思い出せるようになる
← 大脳辺縁系の海馬のネットワーク化

２．記憶し, 思い出せるようになる
← 大脳辺縁系の海馬のネットワーク化

海馬
Hippocampus

扁桃体
Amygdala

生後10か月ごろ
イメージの誕生と個性；「図鑑型」・「物語型」

「第一次認知革命」の神経学的基盤

情報を記憶貯蔵庫に転送する

快・不快感情が喚起される

海馬
Hippocampus

扁桃体
Amygdala

ブローカ野（ワーキングメモリー

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｍｅｍｏｒｙ）

第２次認知革命 【５歳後半頃～】

プラン・メタ認知・可逆的操作
情報処理過程の精度高まる

第１次認知革命 【10ヶ月頃～】

イメージ（精神世界・三項関係）
個性；「図鑑型」・「物語型」

第３次認知革命 【9,10歳～30歳頃】

意志力・判断力・モラル・情緒
自我同一性・人間としての豊かさ

前頭連合野（前野）
第二の誕生期

乳幼児～児童期の認知発達の劇的な変化
⇒子どもは世界へのかかわり方を根こそぎ変えてしまう

「３つの認知革命」の神経学的基盤

乳幼児～児童期の認知発達の劇的な変化
⇒子どもは世界へのかかわり方を根こそぎ変えてしまう

「３つの認知革命」の神経学的基盤

海馬の歯状回
90歳ごろまで
ｳｪﾌﾟスラ大学
（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)

Nature,2015

前頭連合野
65歳ごろまで
コロンビア大学

Cell,2017
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第一次認知革命（生後１０ヶ月）第一次認知革命（生後１０ヶ月）

Ⅰ．頭の中に起こる変化

１．イメージの誕生
⇒見立て遊び，延滞模倣

Ⅰ．頭の中に起こる変化

１．イメージの誕生
⇒見立て遊び，延滞模倣

２．記憶し, 思い出せるようになる
← 大脳辺縁系の海馬のネットワーク化

２．記憶し, 思い出せるようになる
← 大脳辺縁系の海馬のネットワーク化

Ⅱ．外からわかる変化

⇔「社会的参照」；他者に問い合わせる

Ⅱ．外からわかる変化

⇔「社会的参照」；他者に問い合わせる

３．物理認識「モノの同一性認識」が始まる
⇔ 「モノは見えなくなっても存在する」という認識

３．物理認識「モノの同一性認識」が始まる
⇔ 「モノは見えなくなっても存在する」という認識

社会的参照をする子，しない子社会的参照をする子，しない子

社会的参照社会的参照

（1）生後10ヶ月の赤ちゃんとお母さん100組（1）生後10ヶ月の赤ちゃんとお母さん100組

Social  ReferencingSocial  Referencing

（向井,  2003）（向井,  2003）

プレイルームで遊んでもらうプレイルームで遊んでもらう

犬型ロボットを提示 → 赤ちゃんびっくり犬型ロボットを提示 → 赤ちゃんびっくり

お母さんの顔を見上げる子

見上げない子

お母さんの顔を見上げる子

見上げない子

62名

38名

62名

38名

（2）1歳半で同じ実験を繰り返した（2）1歳半で同じ実験を繰り返した

62名はお母さんのところに駆け寄る

38名はお母さんに近づくが

目は犬型ロボットに釘付け

62名はお母さんのところに駆け寄る

38名はお母さんに近づくが

目は犬型ロボットに釘付け
（それぞれ同じ子ども）

「物語型」 vs. 「図鑑型」「物語型」 vs. 「図鑑型」

９５％が名詞

５％が動詞

９５％が名詞

５％が動詞

38名38名

６０％が挨拶、感情表現語

４０％は名詞

６０％が挨拶、感情表現語

４０％は名詞

62名62名

「気質」（対人対物システム）・・・・・個性「気質」（対人対物システム）・・・・・個性

（内田・向井, 2008）

人間関係に敏感

「図鑑型」

「物語型」「物語型」

モノの動きや因果的

成り立ちに敏感
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「物語型」 vs. 「図鑑型」「物語型」 vs. 「図鑑型」

９５％が名詞

５％が動詞

９５％が名詞

５％が動詞

38名38名

６０％が挨拶、感情表現語

４０％は名詞

６０％が挨拶、感情表現語

４０％は名詞

62名62名

「気質」（対人対物システム）・・・・・個性「気質」（対人対物システム）・・・・・個性

（内田・向井, 2008）

⇒女児８０％

⇒男児８０％

疑問；性差の秘密は？

人間関係に敏感

「図鑑型」

「物語型」「物語型」

モノの動きや因果的

成り立ちに敏感

女性の得意な問題解決 男性の得意な問題解決

（別冊日経サイエンス『脳と心』，1993）

カ
カキ,カラス,カガミ
カバン,カゾク,カミ
カンゴフサン・・・

サイモン・バロン＝コーエン(著)・三宅真砂子(翻訳)

『共感する女脳、システム化する男脳 』
NHK出版、2005年。

脳機能は加齢に伴い局在化する
⇒場所によって役割が違う

左脳⇒理性
言語

（言語発達・発音明瞭）

計算
概念
がまんする

右脳⇒感性
地図の読み取り
平面から立体へ
音楽を聞く
感情や気持ちを
感受する

脳梁＝左脳と右脳の連絡と制御

認知 非認知
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誕生時の大脳成熟の性差

神経活動が始まると
⇒神経細胞に樹状突起
軸索が伸び（ｼﾅｯﾌﾟｽ）
ミエリン鞘（髄鞘）
で覆われる＝ﾐｴﾘﾝ化

女子 男子
左脳＞右脳≒左脳≒右脳

Geschwind,N. & Galavurda,A.M.(1984)

【発達の見方】 ⇔ 「見える力」ばかりに頼らない！
⇔発達が停滞しているとき、あるいは、後戻りしているように見える
ときに、こころ・からだ・頭の中で見えない力が成熟している

シナプス

経験は想像の豊かさを左右する経験は想像の豊かさを左右する

１．見えない未来を思い描く素材となるものは

＝「経験」（五官を使った体験と疑似体験）

１．見えない未来を思い描く素材となるものは

＝「経験」（五官を使った体験と疑似体験）

思いだされる経験は断片的なので，目の前の

出来事から連想される断片的な経験を複合し

たり，脈絡をつけるなどの加工作用が起こる

⇒新しいものが付け加わる

鳥⇒飛ぶもの⇒飛行機

思いだされる経験は断片的なので，目の前の

出来事から連想される断片的な経験を複合し

たり，脈絡をつけるなどの加工作用が起こる

⇒新しいものが付け加わる

鳥⇒飛ぶもの⇒飛行機

創造の可能性創造の可能性

２．経験が豊かであるほど想像世界は豊か

３．想像≠経験

想像は創造の泉！

２歳５ヶ月２歳５ヶ月 ３歳８ヶ月３歳８ヶ月

うさタン、
ピョンピョン

うさタン、
ピョンピョン

イテェー、
ころんだよ、
石（絵の石をさす）
ころんだ

イテェー、
ころんだよ、
石（絵の石をさす）
ころんだ

エーン、エーン、
うさタン、えーん
（顔に手をあて

泣き真似をする）

エーン、エーン、
うさタン、えーん
（顔に手をあて

泣き真似をする）

うさこちゃんが、
お月さんを見ながら、
楽しくダンス
していました

うさこちゃんが、
お月さんを見ながら、
楽しくダンス
していました

上ばかり見て
おどっていたので、
石ころにつまづいて、
水たまりにしりもちをつい
てしまいました

上ばかり見て
おどっていたので、
石ころにつまづいて、
水たまりにしりもちをつい
てしまいました

頭から、水ぬれに
なった。
うさこちゃんは
泣いてしまいました

頭から、水ぬれに
なった。
うさこちゃんは
泣いてしまいました
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語る力の発達⇒談話文法と語彙の増加語る力の発達⇒談話文法と語彙の増加

「談話文法」（物語スキーマ）
談話・文章の時間的展開を構成する

「談話文法」（物語スキーマ）
談話・文章の時間的展開を構成する

RQ；語り方の特質は幼児期に変化するか？
第一段階；3歳頃 母語の文法が獲得される。

第二段階；５歳後半ごろ談話文法が獲得される。

RQ；語り方の特質は幼児期に変化するか？
第一段階；3歳頃 母語の文法が獲得される。

第二段階；５歳後半ごろ談話文法が獲得される。

◆長い語り；事件･出来事を語る

①起承（転）結構造

②常套句･常套の演出技法

◆長い語り；事件･出来事を語る

①起承（転）結構造

②常套句･常套の演出技法

(内田, 1990)

「星を空へ返す方法」 ［M.T.5歳10カ月］

７月１５日はうさぎさんの誕生日です．今日は７月１５日，うさぎさんの誕生日だか
ら森の動物たちが集まってきました．そして，みんなで食事をしているときにケーキの陰
から星が出てきました．星はみんなに言いました．「ぼくね，空からおっこっちゃったの．
だからね，ぼくをね，空に返して．」と言ったら，みんなはびっくりしました． 「空に返
すって？」「そうさ，ぼくは空の星さ．」「星？」と，みんなはびっくりしました．

そこで，象は言いました．「おれにまかせてよ．」と，象はその星を自分の鼻に入れる
と，勢いよく飛ばしました．それでも星は，おっこってしまいました．そしたら，こんどは
みんなで相談をして，うさぎが言いました．「そうだよ，ながーい笹を持ってこようよ．そ
れに星をのせてあげてさ，そしてさ，また，その笹をさ，伸ばしてさ，空までさ，送ってあ
げるのさ．」とうさぎが言うと，みんなは「そうしよう．」と言って笹をとってきました．

そのなかでも一番笹が長いのをとってきたのはネズミでした．ネズミは，手がゆらゆら
になって，すごく 長い笹を持ってきました．みんなでそのさきに星をのせると，土の中
に埋めて一日待ちました．そうすると，その笹は，１日だというのに，ぐんぐん伸びて空
に届きました．そして，星は空に帰ることができました．

そして，その誕生日がおわったあと，みんなが，家で空を見ると，キラキラ光ってる，
とてもきれいな星がありました．みんなはその光ってる星を，きっと落ちてきた星だと
思ったのです． おしまい．

「星を空へ返す方法」エピソード分析「星を空へ返す方法」エピソード分析

Ⅰ.うさぎさんの誕生会〈登場人物の集合〉

Ⅱ.食事場面〈ケーキから星〉＝ 事件

①解決の試み 1〈象〉

②失敗→解決の試み 2〈相談〉

③解決の試み 3〈うさぎの提案〉

→最長の笹の運搬〈ネズミ〉

→成功！《みそっかすが解決の鍵を握る》

Ⅱ.事件の解決〈星が天に帰れた〉

Ⅰ.誕生会の終了〈一同がほっとする〉

Ⅰ.うさぎさんの誕生会〈登場人物の集合〉

Ⅱ.食事場面〈ケーキから星〉＝ 事件

①解決の試み 1〈象〉

②失敗→解決の試み 2〈相談〉

③解決の試み 3〈うさぎの提案〉

→最長の笹の運搬〈ネズミ〉

→成功！《みそっかすが解決の鍵を握る》

Ⅱ.事件の解決〈星が天に帰れた〉

Ⅰ.誕生会の終了〈一同がほっとする〉

ⅠⅠⅡⅡ
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RQ; 母語の談話構造は第二言語としての

英語の習得にどのように影響するか？

材 料；字のない絵本（２４ページ）

Mayer , M. 1969 “Frog , where are 

you?” Dial Press.

手続き；

①材料の絵本を理解させる

②お話づくり 〈母語で〉

渡米半年後；〈英語で〉“This is a story. Please make

a story and tell me it. “   (内田,1999)

母語談話構造は英語の習得に影響する
～日本語談話はカットバック表現が苦手～
母語談話構造は英語の習得に影響する

～日本語談話はカットバック表現が苦手～

日本語母語話者 vs 英語母語話者
ウラル･アルタイ語系

日本語（韓国語）母語話者の語り
男の子と犬がベッドで眠っていた。
そしてカエルがこっそり逃げ出した

インド･ヨーロッパ語系
英語（独・仏）母語話者の語り
カエルがこっそり逃げ出した。

どうしてかというと、男の子と犬が
眠りこけていて、音に気付かなかっ

たから
《時系列因果》
そして、それから
○○なった 《結論先行の因果律》

○○だった。
なぜなら、

どうしてかというと、
○○だったから。

２頁；発端
カエルが逃げ出す

半年後も幼児は
英語で話さない
c.f.,児童は英語補習ｸﾗｽ
で文法と読み書きを学ぶ

すぐに 母語単語
混じりの英語で話す

◆日本人幼児・児童は、出来事の説明において

時系列因果律 （forward reasoning ; And-then 
reasoning）によるものが殆ど．

※会話のスタイル⇔「相手の発話を待つ」

◆英語母語話者は、幼児も児童も、

結論先行の因果律 （backward reasoning ; 

Why-so because reasoning）を用いて論拠を説明．

※会話のスタイル⇔「自己主張する」

⇒ 大学院生を被検者にした会話実験へ
（内田,1999）

幼児・児童の談話スタイルの違い幼児・児童の談話スタイルの違い
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◆日本人 ⇔「相手配慮関係調整型」
相手と調和・協調するための会話 ⇒ 「対話」(dialogue）

対話(Dialogue)の後、意見が変わるのがよい。

◆米人 ⇔ 「自己主張完結型」

相手と戦う会話 ⇒ 「討論」（debate）

討論(Debate)の後、意見が変わったら負けとなる。

（内田,1999）

大人の会話スタイル；対話 vs. 討論大人の会話スタイル；対話 vs. 討論

日本語や日本文化・日本式の思考スタイルに接することで
人は「平和主義」になる。⇒日本語は人を柔らかくする力を
もっているのではないか。 e.g., ジョン・レノン“Imagine”

イマジン「想像してごらん」 ジョン・レノン

想像してごらん.

人々を分かつ国境は無いんだと.

だれもが想像することはできるはず．

殺す理由も 死ぬ理由も無い．

宗教さえも無いんだと.

そんなことできるかって？

他人は 私を “夢想家” だって言うかもしれないね.

だけど、平和を願うのは 私ひとりじゃないはずだよ.

いつか あなたも 仲間になって、

世界は きっと ひとつになれるはず♪♪♪

〔内田，2020；歌詞の1部を翻訳〕

会話や読み聞かせを通して育てたい力
⇔相手の話を聴く力

対話(dialogue)は 相手とリズム（間合い）
を共有することによって成立する

相手のことばを聞く(hear)→聴く（listen)
×I hear it.  ⇒ I listen to a voice of heart.

→心の声を受け止め・共感する
相手との関係に配慮・相手への思いやり

相手のことばを聞く(hear)→聴く（listen)
×I hear it.  ⇒ I listen to a voice of heart.

→心の声を受け止め・共感する
相手との関係に配慮・相手への思いやり
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５歳すぎから、子どもはＷＨＹ質問（どうして？
なぜ？）をするようになる。親や保育者は子ど
もに回答や解説を与えず、「どうしてなんだろう
ね」「なぜかしらね」と返す
⇒子どもが対案を出してくる
⇒大人は「そうなんだろうね」「よく考えたね」

と共感的に受け止める
⇒論拠や根拠をあげて説明する力が育つ！

子どもの質問には答えない

⇒子どもといっしょに考える

Ⅱ 早期教育もやりかたしだい
①学力格差は幼児期から始まるか？
②楽しい会話で

母語の土台をしっかり築く

日本の学力低下問題

1．国際学力比較調査（PISA；15歳・TIMMS；中2・小５）
PISA（理科・数学・読解力）論理力・記述力欠如・数学が苦手
TIMMS調査（理数系）学力は問題ない・学習意欲が欠如

２．全国学力・学習状況調査（小６・中３生）

○〔A問題〕⇔基礎的・基本的な学習内容はおおむね理解

△課題は・・・〔B問題〕⇔活用力の欠如；知識・技能を活用して，思
考し，表現する力に課題がある！

日本の学力低下⇔考える力の欠如
＜論理力・記述力＞と＜学習意欲＞が低い

2010年7月28日 文科省幼稚園課
学力テストの成績；幼稚園卒＞保育所卒
「幼児教育の大切さを検証した初めての調査」

⇒これって本当か？
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学力格差は幼児期から始まるか？

◆「学力格差は経済格差を反映している。保育所
に通う家庭の所得が低いためではないか」

（教育社会学者やマスコミ）

RQ:経済格差と連動していて,学力低下をもたらす

“媒介要因”があるのではないか？

⇒日韓中越蒙比較追跡研究

「幼児のリテラシー習得に及ぼす

文化・社会・経済的要因の影響についての検討」

（各国3,4,5歳児3,000名を個人面接で）
内田伸子・浜野隆（2012)『世界の子育て格差

—貧困は超えられるか？』金子書房．

? ? ?

リテラシーの習得に経済格差は影響するか？

①読みと書き＝模写能力においては5歳になると

家庭の収入による差はなくなる。

②語彙能力に収入による差が顕在化する（高＞低）。

****

3000名調査（子育て世帯の平均 691万）

模写⇒手指の
運動調整能力

691

万
691

万
691

万

所得と関連なし

所得と関連なし

所得と関連あり

語彙得点；習い事なし＜習い事あり
芸術・運動系(ピアノ・スィミング）≒学習系（受験塾・英語塾）！

習い事の種類と読み・書き・語彙との関連

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

読み 書き 語彙

習い事なし

芸術・運動系

学習系

****



11

運動能力の発達
（杉原隆東京学芸大学教授，2012年）

３，４，５歳児全国9,000名調査

体操・バレエ・ダンス教室に通っている子や体操の時間を設けている

幼稚園や保育園に通園している子どもの運動能力が有意に低く、

運動嫌いも多い。

⇒なぜか？
①特定の部位を動かす同じ運動をくりかえさせている。つまらない！

②説明を聞（×聴く）いている時間も多く動き回る時間がすくない。

③5歳前半までは競争心をもつ段階ではない。5歳後半すぎから

自分ができないと嫌になってしまう⇒運動嫌いになる。

⇒子ども中心の保育がよい！自発的な自由遊び

⇒運動遊びの楽しさを体験できる環境と保育者の働きかけ！

語彙力；保育形態（自由保育＞一斉保育）の差

園種（幼稚園か保育園か）の差はない！

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

3歳児 4歳児 5歳児

読
み
得
点

自由保育
一斉保育

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

3歳児 4歳児 5歳児

書
き
得
点

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

3歳児 4歳児 5歳児

語
彙
得
点

*** **** ****

●語彙力：自由保育＞一斉保育

子ども中心の保育、自由遊びの時間が長い

幼稚園や保育所の子どもの語彙得点が高い

**** **** ****

１０年間の追跡結果（お茶大附属中,2008）

１．テスト構成：２割が聴解問題で８割が読解問題

２．１年生の１学期末試験から

３．既習者と未習者（13~20％）で成績の差はない！

４．既習・未習にかかわらず、家庭での学習習慣がな
い生徒は成績が低下する．

英会話塾に通塾した効果は英語学力に関係ない
～小学校での英語既習者と未習者で差がない～
英会話塾に通塾した効果は英語学力に関係ない
～小学校での英語既習者と未習者で差がない～

∴ 英会話塾は効果がない！

RQ:海外留学や海外で暮らしたらどうなるか？
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(Cummins,1984)
第二言語学習の二つの力

(Cummins,1984)

Ⅰ. BICS
Basic Interpersonal Communicative Skills

基本的対人コミュニケーション能力

⇒日常会話

Ⅱ．CALP
Cognitive Academic Language Profiency

認知的学習言語能力
⇒学習言語能力

１年 ２ ４３ ６５ ８７ ９

滞在年数

語
学
力

Ａ Ｂ

日本語力

学年相応の読解力

（Ｃｕｍｍｉｎｓ，１９８４；中島，１９９８）

日本からカナダに移住した子ども〔80名10年間追跡〕

「滞在年数」と「２言語の力（BICS＆CALP）」の推移
★「英語読解力」を見落としていた！

日本からカナダに移住した子ども〔80名10年間追跡〕

「滞在年数」と「２言語の力（BICS＆CALP）」の推移
★「英語読解力」を見落としていた！

（滞在年数）

英
語
読
解
力
偏
差
値C

A
L
P

〔認
知
的
学
習
言
語
能
力
〕

５５

５０

４５

４０

３５

３０

２５

２０
１ ２ ４ ６３ ５ ９７ １０８ １１年

３－６歳

７－９歳

３歳以前

補習校生平均

１０－１２歳

学年平均に近づく度合(Cummins & Nakajima,1989)

学校文化の影響 【考える力の育ち】
入国年齢と英語読解力偏差値（と学業成績）

学業成績優秀 !
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２言語バランス説 ２言語共有説
Cummins, 1984より作成

「２言語バランス説」⇒「２言語共有説」へ
印欧語同士 〔L1〕日本語⇒L2〕英語

スイッチの切り替え＝文法

Ｌ２（英語）
表層面*

Ｌ１（日本語）
表層面*

共有面(symbolic function)

中央基底言語能力・CALP*

＊論理的に分析し,類推・比較し,まとめるといった抽象的思考力．
＋文章構造や文章の流れをつかむメタ言語能力は深層で共通

（Cummins,1984：p.143に基づき作成）

＊ L1とL2；発音,文法・語順，
読み書き（文字）は異なる．

カミンズの「２言語共有説」(「氷山説」)カミンズの「２言語共有説」(「氷山説」)

CALP

１

長期的視点に立つことばのカリキュラム

胎児期・乳幼児期～児童期までは母語の土台をしっかり築く

１

長期的視点に立つことばのカリキュラム

胎児期・乳幼児期～児童期までは母語の土台をしっかり築く

（1）小学校では
①国語、算数、科学教育、食育に力を注ぐべき

母語の土台をしっかり耕す！
②英語活動と英語学習⇔国際理解教育；

グローバル意識（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾋﾟﾃﾝｽ）の涵養
⇒「地球市民意識（肌の色・言語に優劣なし）」を育てる

（２）中・高の英語教育の課題
実用英語重視⇒英会話中心

50人一クラスでは構文暗記で試験に臨む。

✖「英会話ごっこ」は意味がない！
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ことばは楽しい会話を通して習得する
生後6カ月～10カ月間DVDを視聴させると.....脳委縮！

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1年後 2年後 3年後 4年後

言
語
発
達
の
程
度

10分以内

30分以内

1時間以上

暦年齢並みのSS値

教え込みやドリル学習は百害あって一利なし！
言語理解を司る言語野（ウェルニッケ野）の萎縮

⇒ スマフォに子守をさせないで！

(Zimmerman,Christakis & Meltzoff,2007)

AI に負けない力を育む
①子どもの遊びの意味と意義
②どの子も伸びる共有型しつけのススメ

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3歳児 4歳児 5歳児

しつけスタイルと語彙能力

語彙得点が高い子どもは、共有型しつけを受けており、

語彙得点が低い子どもは、強制的しつけを受けている。

1.0
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1.4

1.6
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2.2

3歳児 4歳児 5歳児

語彙

能力

低

語彙

能力

中

語彙

能力

高

共有型しつけ vs. 強制型しつけ

共有型しつけ得点 強制型しつけ得点
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高所得層では蔵書数が多く、共有型しつけが多い．
低所得層でも蔵書数が多いと子どものリテラシー得点は高い．

→共有型しつけスタイルをとる親のもとで、子どもの
リテラシー得点・語彙得点ともに高くなる．

家庭経済状況 「共有型」

蔵書数 子どもの得点

＋

＋

親子のふれあいを
大切に、子どもと
楽しい経験を共有

したい！

家庭経済状況 「強制型」

「強制型」 蔵書数

低所得層では強制型しつけをとる親が多く、蔵書数も少ない．

→強制型しつけのもとでは、高所得層でも、
リテラシー得点・語彙得点ともに低くなる．

－

－

子どもをしつけるの
は親の役目。悪いこ
とをしたら罰を与え
るのは当然。力のし
つけも多用する！

小学校の学力への影響因小学校の学力への影響因

１．①幼児期の絵本体験が豊かで語彙が豊富な
子ども，②造形遊び・ブロック遊びが多く
指先が器用な子どものPISA型学力が高い。

★しつけスタイルや保育形態は

親がコントロールできる！

２．①幼児期に共有型しつけを受けた子ども，
②遊びを大事にする子ども中心の保育の
幼稚園や保育所で育った子どものPISA型
学力が高い。
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文科省；幼稚園＞保育所

⇒「幼児教育の大切さの検証した」

★これは「戦略的発言」だった！
⇒幼稚園・保育園の保育の質の違いが小6、
中３まで続くとは考えづらい.世帯の所得格
差・しつけスタイル（家庭の親子の関わり
方）の違いが学力格差につながっているので
はないか。

幼児期に保育者も親も子どもの主体性を大
事にした関わり方をしているかが肝心！

小中での学力の幼稚園卒＞保育所卒の理由小中での学力の幼稚園卒＞保育所卒の理由

共有型 vs. 強制型
RQ:母親の働きかけ方の違いの何が
子どもの語彙力に影響するのか？

（高所得層、高学歴、専業主婦）

①ブロックパズルの解決場面での母子のやりとりを観察．

②絵本の読み聞かせ場面での
母子のやりとりを観察録画.
『きつねのおきゃくさま』
母子になじみのない絵本

① ②

共有型で、なぜ語彙力が向上するのか？
ー絵本共有場面と問題解決場面ー

共有型 「洗練コード」

 考える余地を与える(援助的)
サポート

 子どもに敏感で子どもにあわ
せて柔軟に調整する

 ３つのH（ほめる・はげます・ひ
ろげる）の言葉かけが多い

主体的に探索し、自律的
に考えて行動する（遊びに
熱中して・楽しそう！）

強制型 「制限コード」

 考える余地を与えない

指示的・ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ介入

 過度な介入，情緒的サポート
の低さ

 ３つのHのことばかけ無し

主体的に探索せず，他

律的行動（親の指示を
待ち・顔色を見ながら・
緊張しながら！)
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難関校突破組は子ども時代によく遊んだ
〔絵本の読み聞かせ習慣も⇒読書好き〕

（％）

思
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っ
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り
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難
関
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破
経
験
者

未
経
験
者

小学校就学前にとても意識的に取り組んでいたこと

難関校突破組は共有型しつけを受けていた

子育てスタイルの傾向（共有型／強制型）

難関突破
経験者

（N=316）

難関突破
未経験者

（N=724）

難関突破
経験者は

共有型が多い

難関突破
未経験者は

強制型が多い

共有型

共有型

強制型

強制型

「遊び」を通して子どもは
「アクティブ・ラーニング（脳働楽習）」する

「遊び」とは、仕事に対立する概念ではない。
また、「怠けること」を意味するものでもない。

幼児にとっての「遊び」とは「自発的な活動」
であり、頭（ブローカ野・海馬と扁桃体）が活き活き
と働いている状態を指している。

「遊」の語源；
「遊ぶとは絶対の自由と創造の世界のこと」

（漢字学の大家 白川静）
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「脳働楽習」を通して非認知スキルが育つ

◆「頭の良さ」⇔IQ ・・・将来の学歴や年収を予測するか？

No！

◆しかし、IQだけでは不十分⇒「非認知スキル」

（自分や他人とうまく付き合う能力）

「非認知スキル」

他者とつきあう力
（社会性・社交性）

感情を管理す
る能力

目標を達成する
能力

（実行機能）

（森口佑介,2019を参考に改変）

１．子どもに寄り添う⇔安全基地＜信頼関係＞

２．その子自身の進歩を認め誉める⇔他児と比べ
ない． ３H：ほめる・はげます・（視野を）ひろげる

３．「生き字引」のように余すところなく定義や解説、
回答を与えない。

４．「裁判官」のように「判決」をくださない

⇒禁止や命令ではなく「提案」を！

５．子ども自身が考え、判断する余地を残すこと．

⇒自律的思考力 そして 創造的想像力！

子どもの創造的想像力を育む共有型しつけ
～頭はいつも先回り・援助は後からついていけ～

ヒトは長い進化の末に遺伝子の
呪縛から脱することに成功した生物

◆遺伝子の呪縛とは「争え、奪え、縄張りを作れ、そして自分だけが増え
よ」という利己的な命令 〔生命学者の福岡伸一，2016.6.30.〕

しかしながら, われわれ人間は、

•争うのではなく、協力し

•奪うのではなく、分け与え

•縄張りをなくして、交流し

•自分だけの利益を超えて、対話し絆をつくる。

⇒人間は遺伝子の呪縛から脱して自由意志で新しい価値を
生み出すことができる唯一の種。

「種に“自動的に”奉仕するよりも,個と個を“主体的に”尊重す

る生命観」 ⇔自然知能（ナチュラル・インテリジェンス）



19

AI に負けない子育て

★受験偏差値・・・暗記能力（知識蓄積）

これで対応できる仕事はAIにとって変わられ
る（c.f.,20年後；現在ある仕事の４７％！）

★AIに負けない力； 教育 ＆ 子育て
「子ども中心の教育」 と 「共有型しつけ」で育まれる

(1)クリエイティビティ⇔新たな価値の創造

(2)ホスピタリティ⇔他者への共感と配慮

(3)マネージメント⇔状況対応の自己調整

「これにもお豆がなるの？」

渡辺万次郎さんとお孫さん（５歳，４歳）

私はかつて幼稚園の二児を近郊に伴った．彼らは「みやこぐさ」の花に注意を引か
れたが、その名を問うほかに能がなかった。当時、私どもの菜園には、同じ豆科の
「えんどう」の花が咲いていたので、私は名を教えるかわりに、その花をもって帰り、
おうちでそれによく似た花を見出すようにと指導した。
彼らが帰宅後、両者の類似を見出した時には、小さいながらも自力に基づく新発

見の喜びに燃えた。やがて一人は「みやこぐさ」について、「これにもお豆がなるの？」
と尋ねた。それは誰にも教えられない，独創的な質問であった。
私はそれにも答えず，次の日曜に彼らに現場で確かめることを提案した。
次の日曜に彼らがそこに小さな「お豆」を見出したとき，そこには自分の推理の

当たった喜びがあった。
秋がきた。庭には萩の花が咲いた。彼らは萩にも豆のなることを予測した。彼らは

過去の経験から，いかなる花に豆がなるかを自主的に知り、その推論を独創的に
まだ見ぬ世界に及ぼしたのである。

（高橋金三郎『授業と科学』麦書房、pp.149-150.
渡辺万次郎『理科の教育』8, p.11,1960より）

内田伸子のプロフィール

【現職】 IPU・環太平洋大学教授，福岡女学院大学大学院客員教授．

お茶の水女子大学名誉教授,十文字学園女子大学名誉教授.

【専門分野】発達心理学，言語心理学，認知科学，保育学.

【履歴】お茶の水女子大学文教育学部卒業,同大学院修了,学術博士.
お茶の水女子大学文教育学部専任講師,助教授(1980),教授(1990), 2004年～文教育学部長,2005年～お茶の水女子
大学理事・副学長,2012年～筑波大学常勤監事, 2014年～十文字学園女子大学理事・特任教授, 2019年～現職．

【主要著書】『子どもの文章－書くこと・考えること』(東京大学出版会,1990),『まごころの保

育—堀合文子のことばと実践に学ぶ—』(小学館,1998),『発達心理学—ことばの獲得と教育』

(岩波書店,1999),『異文化に暮らす子どもたち』(金子書房,2004),『よくわかる乳幼児心理学』

(ミネルヴァ書房,2008年),『世界の子育て—貧困は超えられるか』(金子書房,2012),『子育てに

「もう遅い」はありません』(冨山房インターナショナル,2014),『０歳からのエデュケア』(冨山房
インターナショナル,2015),『発達の心理—ことばの獲得と学び』(サイエンス社,2017)『子どもの
見ている世界—誕生から6歳までの「子育て・親育ち」』(春秋社,2017),『AIに負けない子育て～こ
とばは子どもの未来を拓く～』(ジアース教育新社,2020),『想像力～人間力の源をさぐる』(春秋社,
印刷中)ほか多数．

【受賞歴】城戸奨励賞（日本教育心理学会,1978）,読書科学研究奨励賞（日本読書学会,1980）

読書科学賞（日本読書学会,2000）, 磁気共鳴医学会優秀論文賞（日本磁気共鳴医学

会,2006） 国際賞功労賞（日本心理学会,2016年）, 文化庁長官表彰受賞（文化庁,2019）.

心理学名誉会員（日本心理学会,2019）

【社会活動】NHK「おかあさんといっしょ」の番組開発・コメンテーター,ベネッセの子どもチャ
レンジの監修，しまじろうパペットの開発,創造性開発の知育玩具「エポンテ」シャチハタとの共
同開発（「日本おもちゃ協会」知育玩具部門優秀賞,2015年）.


