
子どもの自己肯定感を高めるため
の大人の関わり方を考える事業

中間報告
NPO法人ほっとはあと



ほめる 認める 大切にする
〇分かっているけど、いつどうやってしたらいいのかわからない

〇認めるって 言うことを全部聞いてあげること？

〇ほめるって、何をほめたらいいの？

〇どこまでほめるの？どこまで受け入れたらいいの？加減が分からない

〇どうして見せているのにできないの？

〇どうして、すぐ割り込んでくるの？

〇泣き止まないのは、私が母親としてだめだから？私の事、ダメな母親って言いたいの？

子どもの行動に一喜一憂する母親たち



子どもの世界をのぞいてみよう

• 親も子どもも双方に自己肯定感が必要

• 社会的な肯定感 希薄な母親たち

• 女の子らしく 男の子らしく とわない 親との関わりが、子どもを育てる

• その子らしく （子育てモデルがない）

• 理想の子ども（言うことをよく聞く子ども）

• 思春期からは、自分で生きていってほしい（ギャップに気が付かない）



平成 30 年度 総社市市民提案型事業 
 

 

 

 

最近よく耳にする「自己肯定感」という言葉・・・ 

より高い方がいいというのはわかるけれど 

どのように我が子とかかわればよいのでしょうか？ 

子どもの自己肯定感を育むかかわりについて、一緒に考えてみませんか？ 

第１章 講演会・・・定員 30 名程度（託児なし）・・・受付 9 時 45 分～ 参加費無料 
日時・場所 題目 講師 対象 

10 月 5 日（金） 

10:00～11:45 
 

山手保健センター 

子どもの 

『自己肯定感』を育む 

大人のかかわり 

岡山県立大学 
保健福祉学部 保健福祉学科 

准教授 周防 美智子 先生 
 

☆子ども支援、子育て支援を 

中心に地域や園・学校で 

活動を行っている 

 

子育て中の保護者 
子育てに興味のある方 

※未就園のお子さんは 

一緒に参加できます 

 

第２章 ワーク・・・定員各１2 名（託児あり 10 名程度） ・・・    受付 9 時 45 分～ 

☆ワークショップ～自分の短所も長所も含めて「自分を好き」ですか？  ※ティータイムあり 

 日時 場所 ファシリテーター 

① 
10 月 17 日（水） 

10:00～12:00 
山手出張所 

託児（山手保健センター内） 
ほのぼの子育てほっとはあと   西  容子 

ほのぼの子育てほっとはあと  市村 みみこ 

② 
11 月 1 日（木） 

10:00～12:00 
きよね夢てらす 

託児（きよね夢てらす内） 

子育て応援こっこ    福光 節子   

子育て応援こっこ    田口 亜衣子 

③ 
11 月 19 日（月） 

10:00～12:00 
山手出張所 

託児（山手保健センター内） 

ＮＰＯ法人ほっとはあと 伊藤 家生   

親育ち応援学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 見持 由美江 

※上記日程の内容は同じです 

第３章 ワーク・・・定員各 12 名（託児あり 10 名程度） ・・・    受付 9 時 45 分～ 

☆ワークショップ～子どもの「自己肯定感」を育むヒント        ※ティータイムあり 

 日時 場所 ファシリテーター 

④ 
10 月 24 日（水） 

10:00～12:00 
山手出張所 

託児（山手保健センター内） 
ほのぼの子育てほっとはあと  西  容子  

ほのぼの子育てほっとはあと   市村 みみこ 

⑤ 
11 月 8 日（木） 

10:00～12:00 
きよね夢てらす 

託児（きよね夢てらす内） 

子育て応援こっこ    福光 節子   

子育て応援こっこ    田口 亜衣子 

⑥ 
11 月 26 日（月） 

10:00～12:00 
山手出張所 

託児（山手保健センター内） 
ＮＰＯ法人ほっとはあと 伊藤 家生   

親育ち応援学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 見持 由美江 

※上記日程の内容は同じです 

第４章 講演会・・・定員各 30 名程度（22 日のみ託児あり 15 名程度）・・・受付開始 15 分前～ 
日時 対象 場所 講師 

3 月 22 日（金） 

13:30～15:00  

子育て中の 

保護者への 

メッセージ 

山手ふれあいセンター 
託児（山手保健センター内） 

和歌山大学教育学部 心理学教室 

准教授 米澤 好史 先生 

題目 『愛着形成』について（仮題） 
 

 

☆臨床発達心理士スーパーバイザー 

学校心理士スーパーバイザー 

上級教育カウンセラー 

ガイダンスカウンセラー 

3 月 23 日（土） 

10:00～12:00 

子育て支援 

従事者研修 
山手公民館 

託児なし 

参加者募集中 

子どもの自己肯定感を育む大人のかかわり 

～たっぷり愛して、しっかり認めよう～ 

平成 30 年度総社市市民提案型事業 



講演会

子どもの自己肯定感を育む 大人のかかわり

講師 岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科

准教授 周防 美智子 先生

10月5日 参加希望者数 44名



ワークショップ

○自分の短所も、長所含めて「自分を好き」ですか？

10月17日 11月 1日 11月 19日 店員12名 現在 募集中

○子どもの自己肯定感を育むヒント

10月24日 11月 8日 11月26日 店員12名 現在 募集中

講師は、子育て応援こっこ （なかよし広場、こっこ ぴよこっこ チュッピーひろば）スタッフ

ちびっこひろばスタッフ

親支援応援学習プログラム ファシリテーター



ワークショップの内容

〇保護者の自己肯定感UPのための体験ワーク 子どもの社会性

〇子どもの自己肯定感UPのための体験ワーク

子どもの自己肯定感

愛着形成

親の自己
肯定感



講演会

3月22日（金） 和歌山大学教育学部 心理学教室

准教授 米澤 好史 先生

題名「愛着形成について」 定員 30名以上 現在募集中

3月23日（土）支援者向け講座



事業を通して

ママの自己肯定感を高め

子どもの自己肯定感を高める

子育てのヒント

子育てが楽しくなる

子育て王国そうじゃ



ご清聴ありがとうございました

NPO法人 ほっとはあと


