
1 

幸せな子どもが育つ方法 
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はじめに・・・ 
 
人間は衣食住の確保だけでは幸せを感じられない 
 
私がこのEBookを書いた理由について、少しお話させてください。 
 
私は、7才で児童養護施設に入所し、16才まで施設で生活をしました。施設に入所するキッ
カケとなったのは、母親からの育児放棄などの虐待が原因です。 
 
その後、19才のときに母親と12年振りの再会をしますが、母親の言い放った言葉が今でも
忘れられません。 
 
読む側も心理的にダメージが大きいと思いますが、あえて記載します。 
 
「本当は産むはずじゃなかった。だけど気付いたらおろせなくなっていて、産んだ方がお金

ももらえるから産んだ。若いうちに子どもを産むことは、人生が台無しになるからやめてお

け」 
 
養護施設で暮らしていた私にとって、母親の愛情を求める期待値は大きくありました。 
12年離れていたこともあり、虐待されていた過去も忘れ、母親像を美化していた部分もあ
ると思います。 
 
そのため、母親からの存在を否定するこのセリフは、精神面に大きなダメージを与えまし

た。 
 
施設で暮らすことで、衣食住の安定は確保することができましたが、心が愛情で満たされる

ことはありません。 
 
生活に必要な物資がどれだけあっても、 
 

● 幸せを感じられる心は養われず 
● 心の愛情（承認）タンクは埋まらず 
● 生きている実感がわかない（存在意義を見失っている） 

 
不自由がなく生きることができても、愛を求めている心は、どんどん乾いていきました。 
 
人間に必要なのは、豊かな物資だけでなく「愛されている実感」も同時に必要です。 
 
愛されている実感を得られなかった子どもは、大人になって幸せを感じにくく、他者との人

間関係を築くことが苦手で、基本的に愛着が希薄になりがちです。 
 
それは、大人になって社会的活動をしていくほど、満たされない愛情不足の心は大きくなっ

ていくのです。愛情不足は人生にマイナスな影響を与えます。 
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私はその当事者として、そのような子どもを増やしたくありません。 
 
全ての子どもに愛情が注がれ、愛と希望に満ちた人生を送る幸せな人が増えて欲しい、と心

から願っています。 
 

子育てには正解はない：悩んで失敗してそれが親らしい 
 

子育てには正解がありません。 
「幸せな子どもを育てる方法」にはもっと正解がありません。 
 
しかし私はこう思います。 
 
子どもの幸せをただ願い、全身全霊で愛情をかけること・・・それこそが幸せな子どもが育

つ方法なのではないでしょうか。 
 
子どもが幸せな人生を送れるように、習い事をさせてあげたり、専門知識を学ばせたり、高

い教育を受けさせてあげることも大事かもしれません。 
 
それも愛情の1つです。 
 
親が子どもを幸せに育てようと悩み苦しみ、 善を尽くすその姿は、子どもに伝わります。 
 
特別な何かをしてあげることばかりではなく、あなたの大きな愛と思いやりで子どもは幸せ

に育つでしょう。 

「幸せ」の定義付けをしよう 
幸せな子どもが育つ方法の前に、幸せについて定義していきましょう。 
 
「幸せになりたい」これは誰しもが持っている人生のテーマでしょう。 
それもそのはず、私たちはみな「幸せになるために生まれてきた」のです。 
 
つまり、幸せを求めることは人間ならば当たり前の欲求です。 
 
では、そもそも幸せとはなんでしょうか。 
 
「幸せになりたい」とみな口を揃えていいますが、その定義を明確にしている人はいませ

ん。 
 
定義は人によって異なるので、どれが正しいかということはなく、どれも正解です。 
 
この前提を踏まえた上で、幸せを心理学上で定義すると 
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「幸せとは、主観的幸福。心のポジティブな感情」です。 
 
幸せとは、特別お金持ちになることではなく、高級なレストランで食事をすることでもな

く、飛び抜けた容姿を持つことでもなく、ブランド物をたくさん所有することでもありませ

ん。 
 
幸せとは、それらの体験を通して感じる 
 

● 「美味しい」 
● 「嬉しい」 
● 「優越感」 

 
などの感情なのです。 
 
幸せの定義を明確にすることは、地図を作るイメージです。何が幸せかをわかっていない状

態で、幸せを手にすることはできません。 
 
また、明確さは力になります。 
 
「あなたが手にしたいポジティブな感情は何か」を明確にしておきましょう。 
 
人間は、このポジティブ感情を手にするために、思考し行動を選択するからです。 

幸せは感情であり、失って気づくものである 
それでは、「幸せ＝感情」ということを証明していきますね。 
 
あなたの大好きな食べ物をイメージしてみてください。それを食べたときの感情はどうで

しょうか？ 
 
「幸せ」ですよね。 
 
では、朝から何も食べていない日の夕飯にあなたの大好物が出てきたらどうでしょうか？ 
 
「超幸せ！」ですよね。 
 
では、3日間飲まず食わずで死にかけているときに食べるご飯はどうでしょうか。 
大好物でなくても、何を食べても「超幸せ」ですよね。 
 
では、その反対に大好物とはいえ、毎日食べていたらさすがに飽きてきますよね。幸せを感

じるどころか、「またこれかよ・・・」といった気持ちになります。 
 
では、もう１つ・・・ 
 
あなたはトイレに行くのを我慢しています。今すぐにでも漏れそうなレベルですが、今は満

員電車です。やっと次の駅に停車し、電車の扉が開きます。 



5 

 
あなたはトイレに一目散に駆け込みます。そしてやっとトイレで用をたします。どのような

感情でしょうか。 
 
「幸せ」ですよね。 
 
夏の暑い日射しのなかで、草むしりを一日中がんばりました。その後に飲むビールはとても

美味しく感じます。 
 
そう、これも「幸せ」です。 
 
もうお分かりいただけたかと思いますが、「幸せ」は日常のなかにたくさん転がっていま

す。 
 
そして、幸せとは「失ってはじめて気づくもの」 
つまり、当たり前ではなくなった瞬間に気づくものなのです。 

「当たり前」と思ったときに不幸が始まる 
 
どんなに大好物でも毎日食べていたら、幸せを感じなくなってしまうのは「慣れてしまうか

ら」です。 
 
つまり「当然」になった瞬間です。 
 
例えば地震がきて被災し、避難所での生活を強いられた場合 
 

● 危険なくトイレにいける日常に 
● キレイで清潔な水が飲めることに 
● 当たり前に手を新い、お風呂に入れることに 
● 雨風をしのぎ、寒さや暑さから身を守ることができる家に 

 
これらがあることが、どれだけ幸せなことか気づくことができるのです。 
 
病気になれば、健康に毎日を過ごせることが幸せだったと気付けます。 
 
当たり前をなくしたら、全てに感謝ができると共に、全てに幸せ感じることができるので

す。 
 
幸せは、当たり前になった途端に感じなくなるものであり、不幸とは当然からくるもので

す。 
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幸せの３つの条件 
とある本の帯に、真理が書かれていました。 
 
人生の幸せは3つのことが実現できていれば良い。 
 

1. 美味しく食べることができる 
2. ぐっすり眠ることができる 
3. 誰かと気持ちが通じ合うことができる 

 
「消えたい」著者:高橋和巳 
 
これは、虐待をされていた人の言葉ですが、幸せの本質であると感じます。 
 
簡単なようで、実は難しいこの３つ。 
 
３つの幸せをさらに分解すると、こんな感じです。 
 

● 生まれてきたことを誇りに思える 
● 喜怒哀楽の感情を素直に感じ、表現することができる 
● 自分にも人にも優しくできる 
● 楽しいことを楽しいと言えて、美味しいものを美味しいと言える 
● 好きなモノを好きと言えて、嫌なことは嫌と言える 
● 好きな人に好きと言えて、大事なものを大事にできること 
● 当たり前のことに感謝できて、幸せと感じられることが幸せ 

 
「人が人らしく、生きること」そのためのアシストやサポートをすること。 
 
これが幸せな子どもを育てる方法であり、幸せに育つ子どもだと考えます。 
 
幸せの３つの条件が満たされるためには、以下をクリアすることが必要です。 
 
 

● 子どもに存在承認を与えているか（生まれてきて生きてくれてありがとう） 
● 安定した特定の養育者（親）が子どもの愛情のタンクを満たしているか（無償の愛

情を注ぐ） 
● 子どもが望む人生を歩むためにアシストをしているか（承認・応援） 
● 自分の人生の舵取りができるよう、自ら選択をするよう促しているか（自立） 

 
 

これらの条件が整うことで、安心して当たり前の幸せが感じられるようになります。 
 
詳しくは、愛着形成の章で詳しく解説しています。 
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子育てハウツーよりも大事なことは親が幸せかどうかである 
子育てスキルやハウツーよりも大事なことは、母親自身が幸福に満ち溢れていることです。 
幸せとは、心の状態が決めることです。 
 
「幸せとは感情」の章でも述べましたが、あなたの置かれている状況や、環境によって幸せ

を感じるレベルが変化することが分かりました。 
 
ここで勘違いしがちなのは、幸せを感じられない原因は、環境や出来事のせい・・・・ 
ではないということです。 
 
嫌な出来事や、辛い体験というのは確かに存在します。しかし、その出来事があなたを不幸

にするわけではありません。 
 
出来事にはプラスもマイナスもなく、「あなたが、どの感情を選択したのか？」これが体験

をプラスまたは、マイナスかに振り分けているカラクリなのです。 
 
つまり、どんな出来事もプラスの感情を選択することにより、プラスの体験に変わるという

ことです。 
 
子は親の鏡です。子どもは親を見て育ちます。 
 
あなたの使う言葉や、態度は全て子どもにコピーされます。子どもは親のモノマネのプロで

す。 
 
つまり、幸せな子どもを育てるためには、あなたが幸せな人生を送っている背中を見せれば

いいのです。 
 
どんな子育てハウツーよりも大事なことは、親自身が「どんなときでも幸せを感じられる心

の状態を手に入れること」です。 
 
ここから先は、幸せな子どもが育つコツを５つにまとめて解説していきますね。 

①辛い体験を乗り越える方法を教える 
 
以下のマインドセットをインストールしましょう。 
 

1. 全てはよくなっているという前提を忘れない 
2. ピンチはチャンスであること 
3. 乗り越えられない試練はないこと 

 
大人になると、辛く苦い過去を振り返ってこのように言います。 
 
「あの体験があったからこそ、今がある」「あの苦い体験をきっかけに努力した」 
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辛いと感じている出来事の渦中にいるときは、その出来事が未来にどう繋がっているかなん

て分かりません。そのため、しんどさも増しているように感じます。 
 
しかし振り返ってみると、辛い体験こそが人生をプラスに変えていくきっかけになっていま

す。 
 
人間は痛みを伴う時こそ、成長があるもの。 
 
「ナンジャこれ！」と叫びたくなるほどの出来事がおきたとき、合言葉は「全てはよくなる

ために起きている」です。 
 
「苦しい」と感じるときこそ楽しみましょう。 
 
例えば、こんな感じです。 
 
「くっそ〜めちゃくちゃしんどい試練がきたぞ！こを乗り越えたらまた成長しちゃうな〜。

全てはよくなるために起きているからね！よし！いくぞー！」 
 
「うっ」と感じる出来事が起きたときこそ、「幸せを感じられる心」を手に入れるチャンス

です。 
 
困難に立ち向かい、試練を乗り越えた分だけ、幸せ力がつくのです。 

②肯定的な言葉をかける（承認欲求のタンクを満たす） 
私のかつてのメンターの話をします。 
 
メンターの母親は借金の保証人になったために毎日働き詰めて、返済に追われる生活でし

た。やっと返済が終わり、これからは自分の人生を歩めると思った矢先に、ガンが発覚し、

亡くなりました。 
 
メンターは母親のこの１件で家族を恨みました。 
 
学校ではいじめられていて、自殺をしようとしたことも。借金で苦しい生活をしているとき

に、母親に「一緒に死のう」と水に顔をつけられた経験もあるそうです。 
 
そんなメンターですが、壮絶な体験がありながらも、母親への感謝と信頼が絶大にありま

す。 
 
そして、メンター自身ビジネスで大成功をおさめています。 
 
そのメンターがいつも言うのは、「ここまでやってこれたのは、母親からの期待と信頼、愛

されてるという実感があったから」だそうです。 
 
母親には、「あんたはできるよ、特別なんだから」と声をかけられて育ったそうです。 
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どんなに大変な状況を経験しても、親の愛を受け取っている人は 強です。 
 
自分を信じる力、愛されている実感のタンクが満タンであることは、積極的にチャレンジす

ることができるし、挫折から立ち直ることも難しいことではありません。 
 
幸せな子どもを育てるコツは、子どもの1番の応援者であり味方でいることです。 
 
20年先の未来を見据えて「あなたはできるよ、大丈夫。信じているよ」と声をかけ続けま
しょう。 
 
人は、「期待されている」「信じてもらえている」というだけで、無限の力を発揮できるの

です。 

親の何気ない言葉は子供の一生に影響する（言葉は呪縛） 
先ほどの章で、ポジティブな言葉が子どもの存在承認のタンクを満たすことを解説しまし

た。 
 
少しネガティブな話になりますが、マイナスな言葉が人生に及ぼす影響について解説しま

す。デメリットを知っておくと、リスクヘッジになります。 

実例：私がかけられた母親からの言葉 
 
親が何気なく放った言葉が、子どもに大きな影響を与えることがあります。 
 
私は、親に言われた言葉で印象が強いのは、「あんたがいるから困る、大変。何もできな

い。私（母親）は不幸だ」という言葉です。 
 
この言葉は母親にとって何気ない言葉だったのでしょうが、私にとっては人生をマイナスに

する呪縛となりました。 
 
極め付けは冒頭でも書いた、私が19歳のときに母親に直接言われた「生むはずじゃなかっ
たけど仕方なかった」という言葉です。 
 
「私はやっぱり存在してはいけなかったんだ」と、確信に変わった瞬間でした。 
 
私は物心ついたときから、常に否定的な言葉を浴びせられて育ちました。 
 
しかし、たった1度だけのネガティブな言葉が、子どもの一生に影響することもあります。 
 
プラスより、マイナスの方が強く作用するのが原則。できるだけ、プラスの言葉をかける努

力をしましょう。 
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③無償の愛情を注ぎ続ける 
「そんなの親として当たり前」そんな風に思うかもしれません。しかしこれが意外とできな

いものです。 
 
無償の愛情とは、「見返りを求めず、どんなことがあっても子どものチャレンジを応援し、

信じて成長を待つこと」です。 
 
今から述べる言葉を、子どもに一生言わないことを誓ってください。 
 

● 「育てやった」 
● 「働いて返せ」 
● 「親に恩返しして当たり前」 
● 「親のいう通りにするのが子どもの役割」 

 
無償の愛とは、もし世界中の誰からも嫌われても、親だけが信じて応援すること、相手の成

長にフォーカスして、求めているものを与えることなのです。 

実例:弟 
無償の愛情を受けていないだけで、子どもは後天的に知恵遅れになったりします。 
 
わたしの弟は、完全に育児放棄をされていため、生まれたときから母親の愛情を感じたこと

がありません。　 
 
言葉もかけられない、おしめも替えてもらえないなど、完全な放置です。 
 
弟はその影響で脳の発達がおくれてしまい、学習障害といった後天的な障害を持っていま

す。身体的な成長も、同じ歳の子よりも遅く幼さがあるのも特徴です。 
 
児童養護施設に入所してくる子どもは、こうした後天的な障害を抱えた子が多く暮らしてい

ます。 
 
そして、その原因は身体的な虐待や育児放棄（無視）であることがほとんどです。 
 
私の弟の例を見てわかるように、親からの愛情を受けていないと脳や体にマイナスな影響を

及ぼしてしまいます。 
 
「母親に無条件にお世話をしてもらう（無償の愛情）」というプロセスは、欠かしてはいけ

ないものです。 
 
「赤ちゃんは、ミルクを与えてるだけでは死んでしまう」といった実際の研究の結果もあり

ますが、無償の愛情を注ぐことは幸せな子どもを育てる上で、 重要事項なのです。 
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④子供への最大の愛は自立をさせることである 
セーラームーンでこんな場面がありました。ちびうさが転んでなくシーンです。 
 
ウサギとタキシード仮面様は、ちびうさを抱いて起き上がらせるのではなく、「自分の力で

おきなさい」と、冷たく言います。 
 
いつもは泣けば助けてくれたうさぎとタキシード仮面 
 
しかし、あるとき２人はちびうさを１人で立つように促すのです。つまり、自分で立ち上が

る大切さを教えているのです。 
 
転んだら誰かが起き上がらせてくれる。それは自立でもなければ、愛でもありません。 
 
真の愛とは、自立を促すこと。（自分で立つ力を育てること） 
 
親としてはなんでもやってあげたい。苦しんでいる姿は見たくないでしょう。 
しかし、ここは心を鬼にして、転んだら自分の力で起き上がることを伝えましょう。 
 
チャレンジした分だけ、うまくいかないことも起きます。しかし、トライアンドエラーの連

続のなかで成長していくものです。 
 
親が先回りしてなんでもやってあげてしまう過保護は、親の自己満です。 
 
子どもが自立できない＝親がいないと死を意味するため、過保護は愛ではありません。 
 
過保護は、親がなんでもやってしまうことで、自身の自尊心を埋めているだけです。 
 
「チャレンジして挫折をする子どもを見たくない」これは、親の都合です。 
 
「過保護=親のレールで生きる」これも子どもにとって呪縛です。 
 
親の「こうであって欲しい」に答えるために、子どもは自分の意思を表示することがなくな

ります。 
 
また、親の前では「親の望むいい子」を演じますが、親の目がないところではその反動の行

動をとることもあり、これが危険です。 
 
反社会的な繋がりをもったり、あえて悪い人と付き合ったりする可能性が高くなるからで

す。 
 
親の意思を押し付けることは、子どもの意思を無視していること同じ。 
これも意思の無視（ネグレクト）なので、虐待と変わりません。 
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幸せな子どもを育てる方法は 
 

● 自分で見つけて、自分から始める 
● 自分で考えて、自分で選択する 
● 転んだら自分で起き上がる 

 
この習慣を教えることです。 

⑤子どもをコントロールするのではなく、エンパワーメントし

よう 
幸せな子どもを育てる上で、親が認識を間違ってはいけないことは「子どもは親の所有物で

はない」ということです。 
 
子どもは、１人の独立した人間であり、親の所有物ではありません。 
 
子どもと自分（親）は血は繋がった家族であるが、自由意志をもった他人であることを理解

しましょう。 
 
「子ども＝所有物」といった歪んだ認識を持つと、「子どもをコントロールする」に繋がり

ます。 
 
幸せな子どもを育てるためには、コントロールをすることではなく、エンパワーメントをし

ましょう。 

コントロールとエンパワーメントの違い 
 
２つの違いを簡単にいうと・・・ 
 

● コントロール・・・相手を支配し、操り人形のように扱う（外的な支配により、相

手を思い通りにする方法） 
 

● エンパワーメント・・・相手が持っている願望や答えを引き出し、 大限可能性を

引き出すこと（内的動機付けによる行動を促す方法） 
 
コントロールは相手の可能性を狭めます。対してエンパワーメントは、潜在的な能力を開花

させます。 
 
幸せな子どもを育てるためには、エンパワーメントを実行しましょう。 
 
ちなみに、アドバイスや説得することはコントロールです。 
 
エンパワーメントは、あくまでもアシストです。本人が納得する答えを自分で見つけるお手

伝いをし、応援することです。 
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子どもをコントロールする親の特徴 
毒親とかモンスターペアレントと言われる親ですね。 
 

● 親のやらせたいことしかやらせない 
● 子どもの意見は認められない（子どもだからという理由） 
● 子どもの心理に干渉する（助言を越えた口出し、プライバシーの侵害など） 
● 子どもを家政婦、奴隷扱い 
● 子どもの感情を受け入れることができない 

 
子どもは自分のやりたいことはもちろん、人間性すら大事にしてもらえません。 
まるで、子どもは親の操り人形のようです。 
 
「誰があなたを育ててあげてると思ってるの？」「そんなことを言う子どもに育てた覚えは

ない」といった言葉を子どもにかけるのも特徴的です。 
 
こういった言葉を言われると子どもは、「悪いことを親に言ってしまった」と反省し、 
親のやりたいことだけをする操り人形になってしまうのです。 
 
では、次にコントロールされた子どもに起きる人生の影響について解説していきます。 

コントロールされた子どもに起きる影響 
コントロール下で育った子どもは、意思決定能力や、自己判断力が著しく欠如しています。 
 
親の顔色を伺って、怒られないよう、親の機嫌を損ねないように「正解探し」をする習慣が

ついているためです。 
 
自分で決めて行ったことでも、「本当にこれでいいのかな」「間違っていたらどうしよう」

「怒られたくない」「誰になんと言われるかわからない」といった、不安をいつも抱えてい

ます。 
 
友人や異性とどのように接したらいいかわからず、漠然と相手の要求に全て答えてしまった

り、１度感情移入すると異常な依存に陥ったりします。 
 
その他、コントロールされた子どもに起きる悪影響について、箇条書きで書いていきます。 
 

● 自分の感情や欲求を押し殺すクセがつく 
● 自己肯定感が低く、自分で意思決定することができない 
● 常に怒られないか、否定されないかという不安と恐怖心を強く持っている 
● 安心感を得られる場所がどこにもない 
● 嫌われたくない気持ちが強く、八方美人になる 
● 自己犠牲が強く、どんな要求でも相手に合わせて答えてしまう 
● 自分で決めることができない 
● 人を信じることができない 
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● 恋愛になると相手に依存する 
 
これは私が実際に親にコントロールされていたの経験もあるので、身をもって体感していま

すが、正直、人生がめちゃくちゃしんどくなります。 
 
親と子どもは、たとえ家族であっても独立した個人です。1人の人間として個性を認めま
しょう。 
 
ここから先は、少し専門的な内容になります。 
 
幸せな子どもを育てる上で欠かせない、愛着と人生の関係性です。 
かなり重要なことですので、何度も読んで理解を深めてください。 
 
EBookの 後には、オススメの参考書籍も紹介しています。書籍と合わせて読むとさらに理

解が深まります。 

生まれて３年で人生のシナリオが決まる 
※この先からは「母という病」「回避性愛着形成」を引用しつつ、解説していきます。 
 
人生は生まれて3年の間にシナリオが決まったも同然です。 
 
その人生のシナリオを決めるのは、「愛着」です。 
 
愛着は3才までに形成され、愛着形成に歪みが生じた場合は、幸せな人生を子どもから遠ざ
けます。 

愛着とは何か 
愛着とは、例えていうなら「心の実家」でしょうか。心理用語だと「安全基地」と呼ばれま

す。精神的な後ろ盾みたいなものです。 
 
いつでも戻れる場所であり、いつでも受け入れてくれるという、「無条件に頼れる場所があ

る」という安心感です。 
 
安全基地があることで、子どもの心に信頼感を生みます。 
 
精神的な後ろ盾があることで、子どもは活発に冒険し、チャレンジします。積極的に社会と

の繋がりをもち、他者と交わろうとします。 
 
安全基地は、積極的に活動する上での後ろ盾となり、社会性や活動性が高いだけでなく知能

が高く、子どもの学習や吸収の機会をバックアップします。 
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愛着形成がされるとき 
我が身のことを後回しにしてでも子どもに常に関心を払い、世話を焼いて初めて、子どもの

母親に対する愛着が育まれます。 
 
求めたときに変わらずに答えてくれる存在の人に愛着を示します。 
単に産みの母親であっても、絶えず子どものそばにいて育てなければ愛着は成立しません。 
 
愛着形成に歪みが生じた場合は、人生や人格に重大な欠落を抱えます。 

愛着形成がされていない子どもの人生 
社会活動や生活に悪影響を及ぼします。 
 
安定した愛着スタイルを持っていない子どもは、大人になってからしわ寄せがやってきて、

苦悩の連続人生になります。 
 
安定した愛着スタイルを持っていないことで及ぼす人生への影響を、下記にまとめました。 

 
● 恋愛や結婚生活に支障がある、うまくいきづらい 
● 人間関係の構築が苦手で、基本的に人を信頼しない 
● 常に孤独感、不安感を持っている 
● 人との情緒的な関わりを避ける 
● 過度な見捨てられ不安や、拒絶の恐怖を持っている 

 
たった３歳までの間に、親の無償の愛情をうけ、安定した愛着を持っているかそうでないか

で、上記のような支障をきたすのです。 
 
壊れた愛着を回復させるには一生かかるといってもいいでしょう。 
 
例えば私は、30歳で愛着の歪みを知り心のケアを始めました。一長一短で回復できる問題
ではなく、30年かけて作り上げてきたものは、矯正には同じ年数がかかるのです。 

愛着が成立するタイムリミット：1歳半位〜2歳まで 
愛着形成は３歳までに形成されると言いましたが、研究の結果では１歳半〜２歳で形成され

ると言われています。 
 
生後2歳の時点で定着した愛着スタイルは、成人した時点でも変わらず認めるとされていま
す。 
 
0歳の時の親の関わり方のちょっとした違いが、その人の行動パターンや対人関係のあり方
に生涯続くような影響を及ぼすことがわかっています。 
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この時期に愛着が形成されなかった場合、子どもは養育者との間に安定した愛着を持つこと

ができません。 
 
それだけでなく、誰との間にも安定した愛着を育むことが困難となります。 
 
下記は、愛着の及ぼす影響です。 
 

● 対人関係の構築スキルに影響 
● ストレス耐性に影響 
● 不安の感じ方や、処理能力に影響 
● パートナーとの関係の作り方や、子育てに影響 
● 健康、寿命に至るまでの生存そのものに関わることに影響 

 
上記のことを見てわかるように、愛着形成にもっとも影響する母親は、やはり特別な存在だ

ということがわかります。 
 
生まれつきの性格とされているものも、実は養育者（親）の関わり方によって、かなり左右

されています。 
 
逆を言うと、注意を払って関わることにより、子どもに適応能力の高い安定した性格を捧げ

ることも可能だということです。 
 
幼い頃であれば、親が関わり方を変えることによって、比較的短期間に愛着スタイルを安定

したものに変えることも可能です。 
 
できれば子どもは、せめて２歳までは付きっきりで養育することが望ましいでしょう。 

幸せな子どもを育てる方法は、愛情をかけること 
 
幸せな子どもを育てる方法は「愛情をかけること」とう、とてもシンプルなことだとお分か

り頂けたかと思います。 
 
どんな子育てハウツーよりも、あなたの「愛している」行動の積み重ねが子どもを幸せにし

ます。 
 
子育てに悩んでいたら、まずお子さんを抱きしめて「愛している、生まれてきてくれてあり

がとう」と伝えてください。 

終わりに・・・ 
長文を読んでくださり感謝いたします。 
 
私は幸せになることを求めて、たくさんの勉強をしてきました。さまざまな自己啓発の本を

読み、セミナーに参加してきました。 
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32年という歳月と経験、数百万円のお金を投じてきて辿り着いた答えは、愛が全てという
ことです。 
 
日本人には今、愛が必要です。 
 
親殺し、子殺しなど傷ましい数々の事件の諸悪の根元は、愛情不足が原因です。 
 
便利になり、生活が豊かになり、女性が子育てや家庭に入る役割だけでなく、社会に出ると

いう選択肢が増え日本。 
 
しかしその背景では、核家族化や貧困といった、精神や経済の面での問題も目立つようにな

りました。 
 

● 経済的な理由で、子どもに愛情を注ぐ時間がない 
（生活のために働かなければいけないため） 
 

● 地域との関わりがなくなり社会全体での子育てではなく、孤立した子育て環境 
 

● 女性の社会進出で、子育て以外の人生を楽しみたい母親が増えた 
 
このようなことで、子どもに愛情をかける時間・機会が減少しています。 
 
その結果、子どもの愛着形成に問題が生じ、悲しい事件が起きたり、不幸な人生を送る人間

を作っているのです。 
 
幸せな子どもを育てる方法は、「愛を伝え、愛を教えること」これに限ると 
私は今、そう確信に落ちています。 
 
幸せに育つ子どもが増えることを願っています。 
 
 
参考書籍 
 
回避性愛着障害 絆が稀薄な人たち (光文社新書) 
 
母という病 (ポプラ新書) 
 
小児期トラウマがもたらす病 ACEの実態と対策 (フェニックスシリーズ) 
 
小児期トラウマと闘うツール――進化・浸透するACE対策 (フェニックスシリーズ) 
 
自分に気づく心理学（愛蔵版） 
 
身体はトラウマを記録する――脳・心・体のつながりと回復のための手法 
 
 

https://amzn.to/366d11P
https://amzn.to/2ZwcSCl
https://amzn.to/2FcmCZn
https://amzn.to/34ZHv4p
https://amzn.to/2tZ9qoe
https://amzn.to/2t8OZVx
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執筆者：幸せ研究所代表　小野澤　美菜子 
 
 
幸せ研究所公式ページ 
https://starting-over.info/ 
 
無料メルマガ：児童養護施設で暮らす子どもへの関わり方のコツ 
 
https://starting-over.info/post_lp/melumaga-kodomo-lp/ 
 
一生の宿題ワークショップ 
https://starting-over.info/post_lp/issyou-homework/ 
 
講演依頼 
https://starting-over.info/kouen-seminar/ 
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https://starting-over.info/post_lp/issyou-homework/
https://starting-over.info/kouen-seminar/

