
 

恐怖は「しつけ」ではない！

深い記事が載っていました。学校でも先生方に

紹介し、是非心に留めてほしいとお願いをしま

した。少し長いですが、紹介します。時間があ

る時に目を通していただければうれしいです。

 

 

 

 

口」

げたことに、親は腹が立ったことでしょう。一

度、車から降ろしても男児に反省の様子が見ら

れなかったのでしょうか。怒りが一気に増幅し、

置き去りにしたとも想像できます。

をガイドすることです。最初はしつけと信じて

いても、自分の怒りの感情に圧倒され、理性的

に行動できなくなります。そんなときは「自分

は怒っている」と、正直に認めることが必要で

す。感情に支配され、行動してしまうことを避

けられます。

もをコントロールする方法」

体罰を使うと、子どもは怖い人の言うことは聞

くが、怖くない人の言うことを聞かなくなりま

す。やってはいけないことを陰でやり、嘘をつ

くようになります。

 

 

 

三つ目は「

しつけの方法がわからなくなる

です。親が絶対、体罰を使わないと心に決めると、

その他のしつけの

ます。 
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深い記事が載っていました。学校でも先生方に

紹介し、是非心に留めてほしいとお願いをしま

した。少し長いですが、紹介します。時間があ

る時に目を通していただければうれしいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一つ目の問題は

口」だということです。男児が人や車に石を投

げたことに、親は腹が立ったことでしょう。一

度、車から降ろしても男児に反省の様子が見ら

れなかったのでしょうか。怒りが一気に増幅し、

置き去りにしたとも想像できます。

しつけは、親が正しいと信じる方向へ子ども

をガイドすることです。最初はしつけと信じて

いても、自分の怒りの感情に圧倒され、理性的

に行動できなくなります。そんなときは「自分

は怒っている」と、正直に認めることが必要で

す。感情に支配され、行動してしまうことを避

けられます。

二つ目は「体罰は恐怖を与えることで子ど

もをコントロールする方法」

体罰を使うと、子どもは怖い人の言うことは聞

くが、怖くない人の言うことを聞かなくなりま

す。やってはいけないことを陰でやり、嘘をつ

くようになります。

平成２８年度

 

 

北海道七飯町の林道で７歳の男児が

「しつけ」として置き去りにされ、６日後に保

護された事件

恐怖を与えるのは『体罰』で「しつけ」とは違

うと、この問題に詳しい米カリフォルニア大の

元主任研究員の森田ゆりさんが指摘したもの

です。 

「「体罰は即効性があるので、他の

しつけの方法がわからなくなる

す。親が絶対、体罰を使わないと心に決めると、

他のしつけの方法を探してみるよう
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紹介し、是非心に留めてほしいとお願いをしま

した。少し長いですが、紹介します。時間があ

る時に目を通していただければうれしいです。

一つ目の問題は「体罰は大人の感情のはけ

だということです。男児が人や車に石を投

げたことに、親は腹が立ったことでしょう。一

度、車から降ろしても男児に反省の様子が見ら

れなかったのでしょうか。怒りが一気に増幅し、

置き去りにしたとも想像できます。

しつけは、親が正しいと信じる方向へ子ども

をガイドすることです。最初はしつけと信じて

いても、自分の怒りの感情に圧倒され、理性的

に行動できなくなります。そんなときは「自分

は怒っている」と、正直に認めることが必要で

す。感情に支配され、行動してしまうことを避

けられます。 

「体罰は恐怖を与えることで子ど

もをコントロールする方法」

体罰を使うと、子どもは怖い人の言うことは聞

くが、怖くない人の言うことを聞かなくなりま

す。やってはいけないことを陰でやり、嘘をつ

くようになります。 

平成２８年度 

        

北海道七飯町の林道で７歳の男児が

「しつけ」として置き去りにされ、６日後に保

護された事件を取り上げ、「置き去りのように

恐怖を与えるのは『体罰』で「しつけ」とは違

うと、この問題に詳しい米カリフォルニア大の

元主任研究員の森田ゆりさんが指摘したもの

 

八幡っ子

即効性があるので、他の

しつけの方法がわからなくなる」

す。親が絶対、体罰を使わないと心に決めると、

方法を探してみるよう
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深い記事が載っていました。学校でも先生方に

紹介し、是非心に留めてほしいとお願いをしま

した。少し長いですが、紹介します。時間があ

る時に目を通していただければうれしいです。

「体罰は大人の感情のはけ

だということです。男児が人や車に石を投

げたことに、親は腹が立ったことでしょう。一

度、車から降ろしても男児に反省の様子が見ら

れなかったのでしょうか。怒りが一気に増幅し、

置き去りにしたとも想像できます。

しつけは、親が正しいと信じる方向へ子ども

をガイドすることです。最初はしつけと信じて

いても、自分の怒りの感情に圧倒され、理性的

に行動できなくなります。そんなときは「自分

は怒っている」と、正直に認めることが必要で

す。感情に支配され、行動してしまうことを避

「体罰は恐怖を与えることで子ど

もをコントロールする方法」ということです。

体罰を使うと、子どもは怖い人の言うことは聞

くが、怖くない人の言うことを聞かなくなりま

す。やってはいけないことを陰でやり、嘘をつ
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を取り上げ、「置き去りのように

恐怖を与えるのは『体罰』で「しつけ」とは違

うと、この問題に詳しい米カリフォルニア大の

元主任研究員の森田ゆりさんが指摘したもの
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即効性があるので、他の
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す。親が絶対、体罰を使わないと心に決めると、

方法を探してみるようになり
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深い記事が載っていました。学校でも先生方に

紹介し、是非心に留めてほしいとお願いをしま

した。少し長いですが、紹介します。時間があ

る時に目を通していただければうれしいです。

「体罰は大人の感情のはけ

だということです。男児が人や車に石を投

げたことに、親は腹が立ったことでしょう。一

度、車から降ろしても男児に反省の様子が見ら

れなかったのでしょうか。怒りが一気に増幅し、

置き去りにしたとも想像できます。 

しつけは、親が正しいと信じる方向へ子ども

をガイドすることです。最初はしつけと信じて

いても、自分の怒りの感情に圧倒され、理性的

に行動できなくなります。そんなときは「自分

は怒っている」と、正直に認めることが必要で

す。感情に支配され、行動してしまうことを避

「体罰は恐怖を与えることで子ど

ということです。

体罰を使うと、子どもは怖い人の言うことは聞

くが、怖くない人の言うことを聞かなくなりま

す。やってはいけないことを陰でやり、嘘をつ

学校だより 

  

北海道七飯町の林道で７歳の男児が両親から

「しつけ」として置き去りにされ、６日後に保

を取り上げ、「置き去りのように

恐怖を与えるのは『体罰』で「しつけ」とは違

うと、この問題に詳しい米カリフォルニア大の

元主任研究員の森田ゆりさんが指摘したもの
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即効性があるので、他の 

いうこと 

す。親が絶対、体罰を使わないと心に決めると、

になり 

 

 

 

 

 

体罰以外の方法は、時間がかかることが多いの

ですが、“いのち”を育てることは「待つ」

でもあります。

ある親が、

怖がらないので、ベルトで打ち、ついに包丁を

持ちだしたケースもあります。体罰は次第に激

しさを増し、大人が自分の感情の増幅を抑えら

れなくなるから危険なのです。

も深い心理的ダメージを与えるもの」

男児が行方不明の間、兄弟はどうしていたでし

ょう。親はきょうだいにも謝り、揺らいだ親子

の絆を回復してほしいと思います。

を引き起こすもの」

悪の結果ではなく、取り返せる

た。親から受けた体罰は、他の大人より遙かに

深いダメージを与えます。家族関係を回復させ

るには、家族一人ひとりが安心できる場で、気

持ちを表現し合うこと。家族が一層の信頼で結

ばれることを願います。

したいとき、親はどのように接すればいいでし

ょうか。森田ゆりさんが開く、子どもを虐待し

てしまう親のための研修会では、

た」から「私」にかえて子どもたちに話しかけ

る

宅した場合、「あなたはなぜこんなに遅く帰って

きたの。」

なたの帰りが遅くて心配だったのよ。」と自分の

気持ちを伝える。思いを素直に伝えると、子ど

もは親の話を受け入れ、驚くほど協力的になる

ことが多いと言います。「体罰だけではなく『本

気で心配して怒っている』ことを、言葉で伝え

る方法を身につけることは、子育てが楽になる

秘訣」と、森田さんは助言しています。
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紹介し、是非心に留めてほしいとお願いをしま 

した。少し長いですが、紹介します。時間があ 

る時に目を通していただければうれしいです。 

「体罰は大人の感情のはけ 

だということです。男児が人や車に石を投 

げたことに、親は腹が立ったことでしょう。一 

度、車から降ろしても男児に反省の様子が見ら 

れなかったのでしょうか。怒りが一気に増幅し、 

しつけは、親が正しいと信じる方向へ子ども 

をガイドすることです。最初はしつけと信じて 

いても、自分の怒りの感情に圧倒され、理性的 

に行動できなくなります。そんなときは「自分 

は怒っている」と、正直に認めることが必要で 

す。感情に支配され、行動してしまうことを避 

「体罰は恐怖を与えることで子ど 

ということです。 

体罰を使うと、子どもは怖い人の言うことは聞 

くが、怖くない人の言うことを聞かなくなりま 

す。やってはいけないことを陰でやり、嘘をつ 
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を取り上げ、「置き去りのように

恐怖を与えるのは『体罰』で「しつけ」とは違

うと、この問題に詳しい米カリフォルニア大の

元主任研究員の森田ゆりさんが指摘したもの

八幡っ子 
ＮＯ．

2016

 

Tel 

 

 

 

 

体罰以外の方法は、時間がかかることが多いの

ですが、“いのち”を育てることは「待つ」

でもあります。

四つ目は、

ある親が、4

怖がらないので、ベルトで打ち、ついに包丁を

持ちだしたケースもあります。体罰は次第に激

しさを増し、大人が自分の感情の増幅を抑えら

れなくなるから危険なのです。

五つ目は、「体罰は見ている周囲の子どもに

も深い心理的ダメージを与えるもの」

男児が行方不明の間、兄弟はどうしていたでし

ょう。親はきょうだいにも謝り、揺らいだ親子

の絆を回復してほしいと思います。

六つ目は「体罰は取り返しのつかない事故

を引き起こすもの」

悪の結果ではなく、取り返せる

た。親から受けた体罰は、他の大人より遙かに

深いダメージを与えます。家族関係を回復させ

るには、家族一人ひとりが安心できる場で、気

持ちを表現し合うこと。家族が一層の信頼で結

ばれることを願います。

子どもをよりよい方向に導こうと、しつけを

したいとき、親はどのように接すればいいでし

ょうか。森田ゆりさんが開く、子どもを虐待し

てしまう親のための研修会では、

た」から「私」にかえて子どもたちに話しかけ

る練習をしています。

宅した場合、「あなたはなぜこんなに遅く帰って

きたの。」と問い詰めるのではなく、「私は、あ

なたの帰りが遅くて心配だったのよ。」と自分の

気持ちを伝える。思いを素直に伝えると、子ど

もは親の話を受け入れ、驚くほど協力的になる

ことが多いと言います。「体罰だけではなく『本

気で心配して怒っている』ことを、言葉で伝え

る方法を身につけることは、子育てが楽になる

秘訣」と、森田さんは助言しています。

 

 

週末は大雨が予想されていま

す。ご家庭で安全に過ごされ

るようお願いいたします。
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 文責 御手洗

Tel  72-0414

体罰以外の方法は、時間がかかることが多いの

ですが、“いのち”を育てることは「待つ」

でもあります。 

四つ目は、「体罰はエスカレート」

4 歳児のお尻を手でたたいたけれど

怖がらないので、ベルトで打ち、ついに包丁を

持ちだしたケースもあります。体罰は次第に激

しさを増し、大人が自分の感情の増幅を抑えら

れなくなるから危険なのです。

五つ目は、「体罰は見ている周囲の子どもに

も深い心理的ダメージを与えるもの」

男児が行方不明の間、兄弟はどうしていたでし

ょう。親はきょうだいにも謝り、揺らいだ親子

の絆を回復してほしいと思います。

「体罰は取り返しのつかない事故

を引き起こすもの」です。北海道のケースは最

悪の結果ではなく、取り返せる

た。親から受けた体罰は、他の大人より遙かに

深いダメージを与えます。家族関係を回復させ

るには、家族一人ひとりが安心できる場で、気

持ちを表現し合うこと。家族が一層の信頼で結

ばれることを願います。

子どもをよりよい方向に導こうと、しつけを

したいとき、親はどのように接すればいいでし

ょうか。森田ゆりさんが開く、子どもを虐待し

てしまう親のための研修会では、

た」から「私」にかえて子どもたちに話しかけ

練習をしています。例えば、子どもが遅く帰

宅した場合、「あなたはなぜこんなに遅く帰って

と問い詰めるのではなく、「私は、あ

なたの帰りが遅くて心配だったのよ。」と自分の

気持ちを伝える。思いを素直に伝えると、子ど

もは親の話を受け入れ、驚くほど協力的になる

ことが多いと言います。「体罰だけではなく『本

気で心配して怒っている』ことを、言葉で伝え

る方法を身につけることは、子育てが楽になる

秘訣」と、森田さんは助言しています。

は大雨が予想されていま

す。ご家庭で安全に過ごされ

るようお願いいたします。
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学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！

 

体罰以外の方法は、時間がかかることが多いの

ですが、“いのち”を育てることは「待つ」

「体罰はエスカレート」

歳児のお尻を手でたたいたけれど

怖がらないので、ベルトで打ち、ついに包丁を

持ちだしたケースもあります。体罰は次第に激

しさを増し、大人が自分の感情の増幅を抑えら

れなくなるから危険なのです。 

「体罰は見ている周囲の子どもに

も深い心理的ダメージを与えるもの」

男児が行方不明の間、兄弟はどうしていたでし

ょう。親はきょうだいにも謝り、揺らいだ親子

の絆を回復してほしいと思います。

「体罰は取り返しのつかない事故

です。北海道のケースは最

悪の結果ではなく、取り返せることが幸いでし

た。親から受けた体罰は、他の大人より遙かに

深いダメージを与えます。家族関係を回復させ

るには、家族一人ひとりが安心できる場で、気

持ちを表現し合うこと。家族が一層の信頼で結

ばれることを願います。 

子どもをよりよい方向に導こうと、しつけを

したいとき、親はどのように接すればいいでし

ょうか。森田ゆりさんが開く、子どもを虐待し

てしまう親のための研修会では、主語を「あな

た」から「私」にかえて子どもたちに話しかけ

例えば、子どもが遅く帰

宅した場合、「あなたはなぜこんなに遅く帰って

と問い詰めるのではなく、「私は、あ

なたの帰りが遅くて心配だったのよ。」と自分の

気持ちを伝える。思いを素直に伝えると、子ど

もは親の話を受け入れ、驚くほど協力的になる

ことが多いと言います。「体罰だけではなく『本

気で心配して怒っている』ことを、言葉で伝え

る方法を身につけることは、子育てが楽になる

秘訣」と、森田さんは助言しています。

は大雨が予想されていま

す。ご家庭で安全に過ごされ

るようお願いいたします。 
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動する八幡っ子！

体罰以外の方法は、時間がかかることが多いの

ですが、“いのち”を育てることは「待つ」こと

「体罰はエスカレート」します。

歳児のお尻を手でたたいたけれど

怖がらないので、ベルトで打ち、ついに包丁を

持ちだしたケースもあります。体罰は次第に激

しさを増し、大人が自分の感情の増幅を抑えら

「体罰は見ている周囲の子どもに

も深い心理的ダメージを与えるもの」です。

男児が行方不明の間、兄弟はどうしていたでし

ょう。親はきょうだいにも謝り、揺らいだ親子

の絆を回復してほしいと思います。 

「体罰は取り返しのつかない事故

です。北海道のケースは最

ことが幸いでし

た。親から受けた体罰は、他の大人より遙かに

深いダメージを与えます。家族関係を回復させ

るには、家族一人ひとりが安心できる場で、気

持ちを表現し合うこと。家族が一層の信頼で結

子どもをよりよい方向に導こうと、しつけを

したいとき、親はどのように接すればいいでし

ょうか。森田ゆりさんが開く、子どもを虐待し

主語を「あな

た」から「私」にかえて子どもたちに話しかけ

例えば、子どもが遅く帰

宅した場合、「あなたはなぜこんなに遅く帰って

と問い詰めるのではなく、「私は、あ

なたの帰りが遅くて心配だったのよ。」と自分の

気持ちを伝える。思いを素直に伝えると、子ど

もは親の話を受け入れ、驚くほど協力的になる

ことが多いと言います。「体罰だけではなく『本

気で心配して怒っている』ことを、言葉で伝え

る方法を身につけることは、子育てが楽になる

秘訣」と、森田さんは助言しています。 

学校教育目標 

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！ 

体罰以外の方法は、時間がかかることが多いの

こと

します。

歳児のお尻を手でたたいたけれど

怖がらないので、ベルトで打ち、ついに包丁を

持ちだしたケースもあります。体罰は次第に激

しさを増し、大人が自分の感情の増幅を抑えら

「体罰は見ている周囲の子どもに

です。

男児が行方不明の間、兄弟はどうしていたでし

ょう。親はきょうだいにも謝り、揺らいだ親子

「体罰は取り返しのつかない事故

です。北海道のケースは最

ことが幸いでし

た。親から受けた体罰は、他の大人より遙かに

深いダメージを与えます。家族関係を回復させ

るには、家族一人ひとりが安心できる場で、気

持ちを表現し合うこと。家族が一層の信頼で結

子どもをよりよい方向に導こうと、しつけを

したいとき、親はどのように接すればいいでし

ょうか。森田ゆりさんが開く、子どもを虐待し

主語を「あな

た」から「私」にかえて子どもたちに話しかけ

例えば、子どもが遅く帰

宅した場合、「あなたはなぜこんなに遅く帰って

と問い詰めるのではなく、「私は、あ

なたの帰りが遅くて心配だったのよ。」と自分の

気持ちを伝える。思いを素直に伝えると、子ど

もは親の話を受け入れ、驚くほど協力的になる

ことが多いと言います。「体罰だけではなく『本

気で心配して怒っている』ことを、言葉で伝え

る方法を身につけることは、子育てが楽になる


