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2022.1.15 第 20 回こまくさ教室公開講座 

（一般社団法人 人間力認定協会 井上智之） 

 

この度は第 20 回こまくさ教室公開講座にお招きいただきまして、誠にありがとうございま

す。このように保護者、職員の方が当事者も含め、共に学び、考える活動をされていること

に大変敬服いたしております。また、このように経験豊かな方が多い中で、私のような者が

講演をさせていただくことに大変恐縮いたしております。 

 

また、お声をかけてくださいました信濃学園様、主催のキッセイホール様、そしてお忙しい

中、本日ご参加くださいました皆様には、心よりお礼申し上げます。 

 

皆様のお仕事や生活にお役に立つお話ができるかどうかはわかりませんが、一つでも参考

にできるものがあれば幸いです。 

 

それでは早速本日のテーマに入らせていただきます。 

 

お金がたくさんあったらな、、、 

身長が高かったら、、、 

もっと足が速かったら、、、 

もっと健康な身体だったら、、、 

この障がいがなかったなら、、、 

あの時あれをしたなら、、、 

あれをしなかったなら、、、 

 

人生の悩み、あるあるですね。 

 

「もし〇〇だったら 〇〇なのに」 

「もし〇〇していたら 〇〇なのに」 

 

しかし、本当にそうでしょうか？本当に現実が今と違っていたら幸せなのでしょうか？今

と違う選択をしていたらと考える時、なぜ、人は良い方向に流れることばかり考え、より悪

くなるということを考えないのでしょうか？ 

 

そして、どんなに考えても結論は一つ「仮に、人生において別の選択肢を選べたいとしても、

どうなるかはわからないのだし、実際問題として人生に仮には存在しないということです」 
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もっと言うと、タイムマシンで過去に戻って、やり直せたとしたら、結果はより悪くなると

私は考えています。なぜなら、皆さんはその時、その時で、必ず「最善」を選んできたと信

じるからです。皆さんの最善の選択の結果が今を作りあげているのです。 

 

そう信じるしかありません。 

そう信じれば、「今というこの瞬間に、心から感謝することが出来る」のです。 

 

そして、この感謝こそが幸福なる人生の第一歩だと私は考えています。 
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第一部 

～非認知能力を知る～ 

 

半年前、信濃学園の職員様から、1 通のメールを頂きました。此度の講演依頼ですが、内容

はこのようなものでした。 

 

「障がいのあるお子さんにとっては、その障がいゆえに認知能力（IQ や記憶力等）にはハ

ンディがあります。現代社会では学校教育においても、認知能力に評価が置かれています。

そして、将来、良い学校へ行って、良い会社へ就職して幸せになるという目的が一般的にな

っています。 

 

では、認知能力にハンディのあり、一般的な基準のルートを歩むことができない障がいのあ

るお子さんは、幸せにはなれないのでしょうか。そんなことはないはずです。では、どうす

ればよいのか。そんなときに、「非認知能力」が、障がいのあるお子さんにとって重要であ

り、より良い人生を送るための心の土台となることを知りました。 

 

そこで、「非認知能力」は、一般的にあまり知られていない内容であることから、ぜひ、こ

の機会に「非認知能力」について、その内容と重要性また育み方を地域の保護者の皆様や支

援に携わる関係機関の皆様にお届けし知っていただき、支援のきっかけにしていただけた

らと考えています。」 

 

さて、そうして決まったのが本日のテーマ、「非認知能力で人は誰しも幸せになれる」であ

ります。 

 

では初めに「認知能力と非認知能力」についてお話しします。私が非認知能力のことを知っ

たのは今から 10 年以上前のことです。子供が持つ能力を引き出すための教室をやってきた

中で、これまでにない新たなアプローチが必要だと感じていました。 

 

新しいプログラム、現在のコミュニケーショントレーニング法マナカルメソッドにつなが

る理論体系化の最中、出席した京都賞の授賞式後のレセプションで、偶然にもシカゴ大学準

教授で脳科学者の岩崎先生と名刺交換をしたことが始まりでした。 

 

その後、横浜で再会を果たし、新しいプログラムの必要性についてお話をさせていただきま

した。 
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「人間の評価されるべき能力、伸ばすべき能力は学習能力と運動能力だけなのでしょう

か？勉強ができるという以外にもリーダーシップがある、思いやりがある、信頼できる、親

切、話が面白い、独特の感性を持っている、誠意がある、気が利く、社交性がある、仕事が

できる、空気を明るくする、このような人はたくさんいます。 

 

逆に思いやりがない、信頼できない、不親切、つまらない、気が利かない、仕事ができない、

いやな人、こういうひともまた、たくさんいます。 

 

どんどん成長する幼少期に、勉強と体力づくりだけに時間を費やすのは無駄ではないか。も

っと、一人一人の個性や特性に合った、これらの能力の伸ばし方があるはずだ。 

 

子どもたちの個性や特性を無視した、画一的なルールや教育こそが、いじめや差別、偏見の

原因ではないか。それらが不登校や自殺を引き起こしているのではないか。 

 

もっともっと一人一人、すべての子供たちが胸を張って生きていける社会を実現したい。 

そのために、これらの能力を見つけ、伸ばすプログラムを私は作りたいのです」 

 

このようにこれまでの思いをぶつけました。 

 

岩崎先生は大変感心して下さり、井上さんが言っているのは「非認知能力」ですね。日本人

には「人間力」と言った方がわかりやすいかもしれません。認知能力に関してはアメリカで

は 40 年以上にわたる研究がされており、自分の師匠に当たる、シカゴ大学のヘックマン教

授が 2000 年にそれらの研究をまとめた論文を発表しているとのことで、その場でパソコン

から引っ張り出して見せてくれました。ちなみにこのヘックマン教授はノーベル賞を受賞

されている方です。 

 

しかし、残念なことに認知能力についての研究はすすんでいるものの、非認知能力の研究は

ほとんど進んでいないらしく、逆にマナカルの教室を見せてくださいということになり、静

岡の教室に何度か足を運んで下さいました。それがご縁で「脳科学の活用」についてもアド

バイスいただきました。 

 

私共、一般社団法人 人間力認定協会のホームページの冒頭には、 

「よりよい人生を送るためには、高い自己肯定感（セルフエスティーム）が必要です。自己

肯定感は人の成長の礎であり、一人一人の能力を高め、その人の人生を幸福なものとします」 

 

と書かれてあります。ここに出てくる「自己肯定感」これもまた、非認知能力のひとつです。 
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非認知能力（人間力）とは何かと申しますと、社交性、協調性、やり抜く力、自制心、思い

やり、信頼、自己肯定感、勤勉性などを指します。 

 

これまで学校教育では、認知能力が評価の基準とされたのに対し、非認知能力は評価されて

きませんでした。しかし、ヘックマン博士らの研究により、「人の役に立つ、社会的に成功

した人になるには、認知能力よりも非認知能力が大きな影響を与える」ということが明らか

にされました。さらに「対人関係から培われる非認知能力を鍛えることで認知能力が次第に

高まる」ことも実証されました。 

 

 

 

簡単にいうと、認知能力が高いからと言っても幸せになれないけど、非認知能力が高い人は

幸せになったよと言うことです。この研究結果はアメリカの教育に大きな衝撃をもたらす

ことになりました。 

 

「自尊心」「自己肯定感」とは？ 

 

人間が生きていく上で、最も大切な非認知能力といえば、それは「自己肯定感」です。「自

尊心」と言ってもいいでしょう。 

 

自己肯定感とは自分には価値があると思える感情です。似たような言葉に自尊心がありま

す。国語辞典によれば「自尊心とは、自分の人格を大切にする気持ち、また、自分の思想や

言動などに自信を持ち、他からの干渉を排除する態度。プライド」とあります。これに自分

のできないところも含めて自らを肯定するのが自己肯定感です。 
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自己肯定感と言う大きな枠の中心に自尊心の領域があると考えてもいいでしょう。 

 

自尊心、プライドというと自分の地位や財力、何らかの能力があることを自慢する人が多い

のですが、それは大きな勘違いです。そんなものは自尊心ではありません。それは不遜な態

度、思い上がりと言っていいでしょう。 

 

もう一度言いますね。「自尊心とは、自分の人格を大切にする気持ち、また、自分の思想や

言動などに自信を持ち、他からの干渉を排除する態度」です。そう考えれば、この非認知能

力が、発達障がい者、身体障がい者と定型発達児、健常者、すべての人が持つことが出来る

ということがお分かりいただけると思います。 

 

それでは人の成長において、なぜ、この自己肯定感が大切なのか？についてお話しします。

それはこの自己肯定感が私たちの見るもの、経験するものすべてに意味を与えるからです。 

 

自己肯定感が人生の意味を決定するのです。 

 

え、どういう意味？と感じるのではないでしょうか。 

 

ケンブリッジ大学のバーバラ・サハキアン教授の研究によると、私たちは 1日に最大で 3万

5000回の決断を下しているそうです。 

 

先生や親に叱られた時、自己肯定感の高い子はそれを「自分への関心」であるとか「愛され

ている実感」と捉えるのに対し、自己肯定感の低い子は自分だけに向けられた「暴力」であ

り「差別」だと捉えるでしょう。この場合、親や教師の思いは関係ありません。重要なのは

本人がどう捉えるかであり、それを決定づけるのが自己肯定感なのです。それを 1 日に最

大 35000 回行っているという事実を聞けば、人生の結果にどれだけ多くの影響を及ぼして

いるかは明白でしょう。 

 

皆さん自尊心はおありですか？子どもたちはどうですか？ 

 

ここに一つの統計データがあります。先進 20 か国の 15 歳の子供たちに行ったアンケート

です。 

 

「あなたは自分自身のことを価値がある人間だと思いますか？」 

 

という問いに対し、「自分に価値がある」と答えた日本人はわずか 7.5％。ちなみに先進 20
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か国の平均は 80％程度です。 

 

世界では 80％の子供たちが「自分自身に価値がある」と答えているのに対し、日本の子供

たちの実に 92.5％が「自分には価値がない」と考えているわけです。 

 

日本の学校でいじめがなくならない理由がここにあります。自尊心を持てない子供は暴力

によって他人の自尊心を奪おうとします。その連鎖こそがいじめや差別の根源です。そして、

今の、ひきこもり、自殺大国ニッポンを作り上げているのです。 

 

15歳から 39歳までの死因トップは「自殺」であり、これは世界最高水準なのです。 

 

どうして日本人の自尊心はここまで下がってしまったのでしょうか。この話をするとここ

だけでも 1 時間は必要ですから、本日はこの原因のお話は省いて、どのようにしたら自尊

心、自己肯定感を高めることが出来るかについてお話ししたいと思います。 

 

「自尊心」「自己肯定感」の育て方 

 

これはあくまでも私の個人的な見解ですが、自己肯定感の中心にある自尊心を高める方法

は今から紹介する２つが最重要だと考えます。 

 

ひとつは「興味に刺激された活動時間の蓄積」と、もうひとつは「信念（正義）の継続」で

す。繰り返します。自尊心を育てるには「興味に刺激された活動時間の蓄積」と「信念（正

義）の継続」これが大切です。 

 

一つ目の「興味に刺激された活動時間の蓄積」についてご説明します。 

 

興味を刺激されることを見つけ、そこに集中する時間を継続的に持つことで自尊心が育つ

のです。簡単に言うと「自分が大好きなことに集中する時間が自己肯定感を育てる」のです。

その時間の蓄積が多ければ多いほど「自尊心」「自己肯定感」は育ちます。 

 

しかし、今の日本の子どもたちの置かれている状況はどうでしょう？学校に部活、塾にと大

忙しです。 

 

先ほどのアンケート結果を思い出してみてください。子どもたちの 92.5％が自分に価値が

ないと考えているのですよ。 
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勘違いしないでくださいね。自尊心というのは「自分に何かができる」とか「人に勝る何か

を持っている」から育つのではありません。自分が大好きなことに没頭する時間を多く持て

た子供が自尊心を育てることが出来るのです。 

 

この話をしているとお母さん方は私にこういってきます。「それを子供たちに言ったら一日

中ゲームばかりをやるようになります」 

 

その通りかもしれません(笑)。 

 

しかし、「本当にゲームに興味を刺激されているかどうか」が問題です。 

 

宿題から逃れるため、口うるさい親から逃れるため、何かと面倒な現実から逃避する為にゲ

ームをやっているのであれば、それは興味に刺激された行動とは言えません。 

 

しかし、実際は私の経験上、子供たちと外でキャンプしたり、川遊びしたり、様々な刺激的

な体験をしているときまで、ゲームを手にする子はほとんどいません。つまりほとんどの場

合、ゲームは子供たちの退屈な時間つぶし、現実逃避のレベルであって、興味を刺激される

ものではないということです。 

 

親や教師の最大の務めとは、「その子の興味を刺激するものを、一生をかけて探し続ける」

ことなのかもしれませんね。 

 

アメリカの、ある小学校の教師が、「私たちの一番重要な仕事は、子どもたち、一人一人に

あった推薦図書を提案する事なんです」と言ったのを思い出します。日本でも推薦図書はあ

りますが、学年ごと全員共通ですよね。それを生徒一人一人に担任が示すとは、どれほど大

変なことなのか想像できます。 

 

その子の興味があることを探しているんですね。 

 

 

次に、自尊心、自己肯定感を育てるもう一つの方法、「信念（正義）の継続」について説明

いたします。 

 

簡単に言うと「自分が正しいと信じることを日々できているかどうか」です。私の言葉で言

うと日々、「正義の継続がされているかどうか」ということになります。 
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極端な例かもしれませんが、ここで私が小学校の PTA 会長をやっていた時のエピソードを

紹介いたします。 

 

PTA の常任委員会の席上、一人のお母さまから校長先生に対して相談をされました。「子ど

もから聞かれて、お母さまはどうすべきか答えられなかったというのです。内容は次のよう

なものです。 

 

「下校時、学校から離れた通学路で友達が上級生から集団でいじめにあっていた。この場合

どうすればいいの？」というものでした。 

 

校長先生のお答えは「まずは近くにいる先生を呼びに行く。先生がいなければ大人の人に助

けを求める」と言うようなものでした。 

 

しかしながら、いじめというものは大体、先生や大人の目が届かないところで行われるもの

です。そのお母様も「誰もいないとき、どうすればいいのですか」と校長先生に詰め寄りま

した。結局その話は、大人を呼びに行くということで半ば強引に落ち着きました。今の教育

現場の難しさだと思います。 

 

子どもたちの頭の中のヒーローならきっと、迷わず「友達を助ける」ことが出来るでしょう。 

しかし、現実はそうはいきません。返り討ちに遭って巻き添えをくう可能性があります。 

 

しかし、逃げるようにその場を立ち去ってしまうと、その子の「信念の継続、正義の実行」

がされず、心の奥に「卑怯者」「臆病者」というレッテルを自ら貼ってしまいます。これが

厄介なのです。そのレッテルが、その子の人間力、パワーを奪ってしまうのです。 

 

私が子どもたちにいつも言ってきたことを参考のためにお話ししておきます。 

 

「何か決断に迫られた時、どうすることが人として正しいか、自分の胸に手を当てて考えて

ごらん。そして自分が正しいと思うことをやればいい。どうするかって？それはその場にい

なきゃわからない。だからその瞬間、瞬間、自分で考えるしかないね。ただ、心が正しくあ

れば、必ず最善の方法は見つかるよ」こんな感じです。 

 

ただし、これはなにも「これが正解」と言うものでなく、それぞれが親子で話し合うべきこ

となのです。「人の道」と言いますか、「嘘はつかない」とか「人に親切にする」とか「困っ

た人を助ける」とか、人として優先すべきことはしっかりと普段から話し合うべきです。も

っというなら「教育」と言う言葉の本来の意味は、「人の道」を説くことであり、勉強とは
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関係がありません。 

 

話を戻しますが、いじめを目撃した話で言うと、子どもたちにどうすべきかの方法論をどれ

だけ教えてもあまり意味がありません。状況は常に複雑ですから。そうではなく、「心の道

しるべ」となる考え方をしっかり叩き込むようにした方がいいでしょう。 

 

さらに、方法論を教えすぎるという行為は、子どもの尊厳を無視した行為で、自尊心の成長

を妨げるということを肝に銘じておいた方がいいでしょう。 

 

さきほど校長先生が困ったように、どうするかなど、実は正解がないのです。 

 

今のお話と関連のあるお話をもうひとつさせて頂きます。 

 

「なんくるないさー」という沖縄の方言です。皆さまも聞いたことがあると思います。 

これは、「なんてことないさ」「大したことじゃないよ」と言うように理解されていますが、

実は違います。沖縄の若い人もほとんどこのように理解していますが違います。 

 

この言葉は儒教にでてくる定型句で、完全にいうと「まこと そーけー なんくるないさー」

といいます。「まこと そーけー なんくるないさー」 

 

沖縄の方言が混じっているのですが、意訳すると 

 

「あなたがどんなに困難にあっても、人として正しい道を選択したら、必ずあなたのいるべ

き道に戻ってこられますよ」と言う意味になります。 

 

私自身、何度もこの言葉に救われました。まさしく信念・正義の継続ですね。 

 

ここでおさらいをします。自尊心（自己肯定感）を高める方法をふたつ紹介しました。 

 

①興味に刺激された行動時間の蓄積 

②信念・正義の継続 

 

認知能力（学力・IQ・記憶力）は主に学校教育によってもたらされます。 

 

これに比べ、非認知能力は主に家庭などの環境によってもたらされるので、その実なかなか

大変です。 
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非認知能力に関して、その中心ともいえる自尊心、自己肯定感についてお話しさせていただ

きました。それ以外の非認知能力の育て方については第二部でお話いたします。 

 

第一部の最後に幸福について簡単にお話ししたいと思います。 

 

幸せ（幸福）の定義とは？ 

 

本日のテーマが「非認知能力で誰でも幸せになれる」ですから幸せ、幸福についても触れて

おく必要があります。 

 

子どもたちに「幸せって何？」と聞かれたら何と答えますか？ 

もしくは、「お母さんは幸せ？」とか「僕は幸せになれるかな？」と聞かれたらどう答えま

すか？考えてみてください。 

 

定義しましょう。資料にも書いてありますが、 

幸福とは「今あるものに感謝している心の状態」であり、 

不幸とは「今ないものに執着している心の状態」です。 

これだけです。 

 

私には子供がいる。小さいけど住む家がある。少ないけど安定した収入がある。3 食食べる

食料がある。トイレがある。トイレに歩いていける足がある。いつも心配してくれる母がい

る。清潔な水の水道がある。車がある。ある ある ある。  

 

この、あるものを言葉に出し続けると、ある種の感情が沸き起こってきます。これが「幸福

である心の状態」です。あとでやってみてくださいね。しばらく数えていると涙がこぼれて

きます。そして「ありがとう」って感謝します。 

 

一方、不幸とは「今ないものに執着する心の状態」と言うことが出来ます。お金がない。健

康な体がない。両親がいない。友達がいない。心配してくれる人がいない。自信がない。誇

りもない。ない ない ないと言い続けているときの心の状態、これを不幸と呼ぶんですね。 

 

「幸せになるのは難しい。ただ、幸せであることは簡単だ」 
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なぜ幸せになる
．．

のは難しいか？ 

 

幸せになりたい
．．．．

、と言った瞬間に、あなたの思考は、「幸せではない今の自分を必要とし、

それを探し続けます。お金がない。自由な時間がない」などの不幸を数えだすからです。 

「障がいをなくす」「お金持ちになる」「一日好きなことを過ごす」などなど、、、、、、、、 

「今ないもの、今できないものに執着する心の状態」を作り出してしまいます。 

 

それに比べ、何故、「幸せである
．．

」ことはなぜ簡単なのか 

 

「今、幸せである
．．

」と言えば、あなたの思考は、幸せな理由を探し続けます。「勉強はしな

いが愛を与えられる子供がいる」「小さいながら家がある」「給与は多くはないけど安定した

職がある」「運動会では勝てないけどトイレに駆け込める足がある」「朝から顔を洗うための

きれいな水がでる水道がある」、、、、、、、ある、ある、ある、たくさんのあるが「ある」 

 

これらのあるを数えているときの心の状態、それを幸福と呼ぶといいました。 

繰り返します。 

幸福とは「今あるものに感謝している心の状態」 

 

自己肯定感を高め、自分は価値ある人間だと信じることが出来、今あるものに感謝をすれば、

人は誰でも いつからでも幸せになれるのです。 

 

仏教においても、お釈迦様は「物事に執着すればこの世は一切行苦」と説かれています。富

や名声、健康、愛、執着すればこの世は地獄と言っているのです。なぜかというと、これら

は、手放す時が、必ず来るからです 
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第二部 

～非認知能力を育てる方法～ 

 

第二部では、社交性、協調性、コミュニケーション力、社会情緒能力を育てるための訓練で

あるマナカルメソッドを一部ご紹介します。 

 

これは、発達に凸凹や個体差のある子供たちが、二次障害としてのコミュニケーション障害

を克服し、良好な学校生活や人間関係を送ることを目的として開発いたしました。家庭や職

場で応用できるものを中心にお話ししたいと思います。 

 

私どもが実践している指導 12 原則 

 

①挨拶・礼儀を徹底します 

挨拶はコミュニケーションの始まりであり、礼儀作法の入り口でもあります。挨拶ができる

ようになったら、次は、挨拶にプラスαの言葉を添えます。こういった日常の挨拶からコミ

ュニケーション力と礼儀作法を身に付けさせます。 

 

②「やる気」を引き出します 

楽しんで取り組めること、発見する喜びがあること、集中して考え続けられること。この 3

点を満たす学習法を提供します。そして何より自ら参加する事、発言する事、そしてそれが

承認されることの繰り返しにより、子どもたちの「やる気」を引き出します。 

 

「やる気を引き出す」のであって「やる気を押し付けてはいませんか」 

「やる気を引き出す」のは簡単です。教えるのではなく、子供に教えさせるのです。 

 

教える側は楽しいけど、教わる側はつまらない。学ぶ喜びと言うのは「気づき」と「発見」

なんです。これを子どもたちに与えられるかどうかです。 

 

親や教師が教える喜びを奪って、教わる退屈を子どもに強要してはいませんか？ 

教師や親が教えるのが当たり前？本当にそうですか？ 

 

③自由な発想を大事にし、想像力を鍛えます 

教えすぎは子どもの想像力の芽を摘み取ってしまいます。絵を描くときにリンゴは何色で

すか？ シマウマの色は？ 空の色は？ 絵を描く場合、それが何色でもいいのです。そん

なことで子どもたちの想像力の芽を摘み取ってはいけません。 
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子どもが理解不能な言動をしたときには、興味のある顔をして、どうしてその色を選んだの

か？どうしてそういう言葉になったの？と言う風に子どもたちの世界に耳を傾けてみまし

ょう。子供は先生としての役割をしっかり果たしてくれますよ。ここで、間違い訂正は必要

ありません。答え合わせなど必要もありません。 

 

④学ぶ重要性を理解させます 

自分の将来がイメージでき、それが世の中の役に立つことがわかれば子どもたちは自ら学

び始めます。大切なのは子どもたちに学ぶことの楽しさと重要性を自覚させ、そのことが将

来的に人の役に立つのだということを理解させることです。 

 

学ぶ目的は何ですか？子どもたちの今の学びは「誰かの役に立てるためです」そのことを子

どもたちに話して聞かせましょう。この世に存在するすべての仕事は誰かの役に立つこと、

働くとは、傍（はた）が楽（らく）になることだということを理解させましょう。 

 

⑤「あきらめない心」を育てます 

うまくいかない体験こそが重要です。大事なのはそこで何を学ぶかです。失敗から多くを学

びとれるということが成長力や人間力につながります。ですからマナカルでは、できたから

ではなく、あきらめないで取り組む姿勢を評価します。すべての経験にはあらゆる「学び」

があることを教えてあげてください。 

 

諦めない心を育てるには「この世で体験するすべてのことに大切な学びがあることに気付

かせてあげればいいのです。 

 

⑥自主性を育てます 

やるべきことを自ら進んでやる事が重要です。教えすぎなければ子どもの可能性は無限大

です。お手本は場合によってはその子に制限を与え、可能性を縮めてしまうことになります。

お膳立てをすればするほど子どもの自主性は奪われてしまいます。 

 

自主性の育て方は、 

一、明確なルールを、親子の話し合いで決めること。 

一、従わない場合は一緒にルールの改正をすること 

一、ルールに従うように指導すること 

 

これができるようになれば「自主性が付いた」と言うことになります 
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⑦考える習慣を身に付けさせます 

普段からニュースや新聞などの話題を一緒に考える習慣をつけます。理解するプロセス、考

えるプロセスが頭を鍛えます。交通事故の話題なら「どうやったら事故が減るのかな？」「自

分たちでできる交通安全は何だろう？」など答えは一つではありません。 

 

親も先生も答えがない問題について話し合う習慣こそが、子どもたちの思考力を高めるの

です。 

 

⑧主体性を育てます 

自らテーマを求めていくという姿勢が重要です。言われたことをただやるのではなく、自分

の頭で考える力が求められています。先生は手取り足取り教えることはしません。しっかり

頭を使って考え、取り組ませることが私たちの仕事です。 

 

⑨努力と根性と忍耐 

「楽しい」だけではいけません。誰にも負けない努力をすること、歯を食いしばってでもや

るという根性、つらい時にはぐっとこらえることができる忍耐力も必要です。その強さこそ

が子どもたちに自信と勇気と自立心をもたらすのです。 

 

忍耐は仏教では忍辱と呼び、人生における 6 つの修行六波羅蜜のひとつです。我慢させる

こと、歯を食いしばる経験をさせ、そのことが人間形成にとって大切なことであることを教

えます。 

 

⑩自己表現力とコミュニケーション力を鍛えます 

「話す力」と「聞く力」を育てます。伝えたいことを伝える力は訓練によって身に付きます。

また、考え方が違うことは問題ではなく、まずは他者を承認することが必要で、コミュニケ

ーションとはその上に成り立つということを理解させ、訓練します。 

 

まず大切なのは「聞く力」を育てる事。そのための前提として「他人」を尊敬することを教

える必要があります。尊敬とは「しっかりとあなたを見る」と言うことなんです。 

 

⑪しっかり叱り、具体的にほめます 

子どもに子どもだましは通用しません。「友達の消しゴムを拾ってあげて、とってもやさし

いね」「挨拶が大きな声でできたね」「お友達の話がしっかり聞けているね」など具体的な行

動をほめて、認めてあげることで向上心を養います。ほめるというより「ありがとう」と感

謝することが大切です。 
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⑫劣等感を抱かせない 

幼少期に不用意に優劣をつけ、子どもたちにセルフイメージを与えることはいいことでは

ありません。良い方ならまだしも、自分は頭が悪いというような劣等感を抱かせてしまって

は、その後の成長に大きく影を落とすことになってしまいますので注意が必要です。 

 

私たちが行うべきは教育ではなく、発育支援であり、発達支援なのです。そしてこれこそが

真の教育、エデュケーションであると考えています。 
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第三部 

～質疑応答（事前に頂いた質問内容）～ 

 

質問： 

入所施設職員です。支援する側の非認知能力を高めることの大切さを感じています。 

支援側の非認知能力向上について、何かアドバイスがあればお願いいたします。 

 

解答： 

まずは年間を通して、職員の皆様が「興味を刺激される行動の計画を立て、その時間を大切

にすることです。 

 

社内・会社内においてはアメリカの大学で開発された「グッドアンドニュー」の実践をお勧

めします。このトレーニングをすることで、日常生活の中から「良いこと」や「ある」を見

つける習慣が身に付きます。さらに社内コミュニケーションもスムーズになるため、非認知

能力向上に大きく寄与するでしょう。 

 

 

質問： 

社会の中で生きにくさや、対人面でも様々な難しさを抱えている子供達が増えていると感

じています。特に就学後の義務教育の中で苦しさを感じている子ども達に大人から伝えて

いきたい事(言葉)を講師の先生からお聞きしたいと思います。自分の事を好きになって生

きていける子供たちが増えて欲しいと願っています。 

 

解答： 

本日のお話のすべてがこの答えになると信じています。言葉一つで人を変えることはでき

ません。でも今からでも「ある」を見つけて、幸せを感じることはできるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 人間力認定協会 
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