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豊かな心の育て方
大切なのは家族の時間
オキシトシンの分泌が心
の成長のカギを握る！

家庭にある
“あれ“を使った
遊びアイテム
驚くほど簡単
３つの遊びアイテム

雨の日に
リビングでできる
３つの遊び方
体を使った遊びで
リフレッシュ

遊びと生活習慣の
関係徹底解明！

独占インタビューの裏側
今後のビジョンと新たな教育観を語る！！

遊びプロデューサー

遊びプロデューサー
秋元平良インタビュー

メラトニンを操る方法
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身に付けておきたい
３６の基本動作
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代社会では、あらゆ
る情報機器が流通
ており、スマホを開
ければ、必要な情報は

全て手に入る世の中です。しかし、
絶対にスマホからは得ることので
きないモノがあります。それが、愛
情です。
オックスフォード大学の研究では、
人工知能の研究が進めば、今後
約半分の職業はなくなると言われ
ています。でも、どうでしょう。「パ
パ」「ママ」って絶対的な存在だと
思いませんか。どんなに優秀な人
工知能を持ったロボットが出てき
たって、パパママがもっている母
性や愛情、安心感には、勝てませ
ん。子育てを仕事とは言いません

現

豊かな心の育て方とは
オキシトシンの分泌が心の成長のカギを握る！

が、世界で一番偉大な職業は、
「パパ」「ママ」だと確信していま
す。だからこそ、家庭の環境や
親の関わり方って大切なんです。

家庭の豊かさとは

を見て、子供と対話
していますか？スキン
シップの時間は十分に
取れていますか？今、

本書を前にして、ドキッとした人
もいるのではないでしょうか。我
が家は大丈夫！と自信をもった
人もいるかもしれません。
大切なのは「目を見る」「声を交
わす」「肌に触れる」という行為
なのです。この瞬間に、人間の

脳内には、オキシトシンという脳
内物質が分泌され、子供は無
意識のうちに幸せを感じます。
幸せを感じた子供は、もっと話
したい、もっと触れたいと愛情を
返してきてくれます。こうして、
相互に愛し合い相乗効果で家
庭内が幸せに満ち溢れていき
ます。
つまり、愛情に溢れた豊かな家
庭を築きたいと願っているなら
ば、大人が家庭の環境を変え
ていかなければならないので
す。
幸せな家庭で育った子供は、
幸せな子供に成長します。す
べては子供の未来のため
に・・・

発達の遅れ
とオキシトシン

本の公立小中学校
で発達に遅れがある
児童の数が９万人を超
えたとの報道も出てい

ます。ここ最近の推移を見てみ
ると、２０年間で７倍もの増加傾
向を見せています。
私の分析では、１９８０年代以降
の急速なテクノロジーの発達が
密接に関係していると考えてい
ます。１９８３年に任天堂から
「ファミコン」が発売され、社会現
象を巻き起こしました。その後も、
パソコンの普及、携帯電話の登

場など、目覚ましいほどの技術
革新が起こってきました。そんな
ゲームや携帯電話に依存する
大人たち・・・。
先日、娘と電車に乗っていると、
隣に座った親子が終点までの３０
分間、ほぼ会話をしないまま電
車を降りて行きました。子供は
ゲーム、母親はスマホです。

以前、特別支援研修会に参加し
た際に、「ネグレクトや身体的虐
待などを受けた子供は、発達障
害と同じような傾向がみられるよ
うになる。」ということを聞いたこ
とがありました。私は、上記で紹
介したような状況とネグレクト（育
児怠慢）が子供に与える影響が

同じだと感じました。そう考える
とどうでしょう。大人がスマホや
テレビに夢中になり、子供のオ
キシトシンの分泌が著しく低下
し、愛情を感じなくなった子供
たちは不満を感じます。その不
満の矛先は、学校、学童、塾に
向くでしょう。学習に集中できな
い子供たちは、当然学力も低
下していきます。
つまり、家庭の力、子供の心の
豊かさがすべての土台になっ
ているのです。ここで、豊かな
心を育てる家庭環境を見直し
てみませんか？
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遊び方①
動物じゃんけん

【はう、くぐる】
誰もが知っているじゃんけんに、小さじ
一杯の工夫を入れてあげるだけで、
素敵な遊びに大変身します。まずは、
真似っこする動物を決めます。できれ
ば、四足歩行の動物や前足だけで歩
く動物が効果的です。じゃんけんをし
て負けた人は、勝った人の周りを動物
の真似をして回ります。ワニさんの場
合は、腹の下をくぐって回るとさらに楽
しく体を動かすことができます。
このはう、くぐる動きは、マットや跳び
箱などの腕支持が必要な運動に繋が
ります。最近の子供たちは、腕の筋力
が弱い傾向にあり、跳び箱で腕を骨
折してしまうケースもあります。幼児期
から力を付けることが大切です。

１

雨の日にリビングでできる
体を使った３つの遊び方

２

３

遊び方②
クライミング

【のぼる、くむ、のる】
「登る、しがみつく」という動作は、日
常生活の中では中々ありません。そこ
で、雨の日だからこそできる、道具な
し！親子のスキンシップあり！の簡単
な遊びをご紹介。まず、大人は、足を
大きく開いて膝を軽く曲げます。そし
て、子供はパパママの背中にのぼり、

体の周りを一周します。しっかりと
しがみついて、移動しやすい場所
や感覚を感じながら何度もチャレ
ンジしてみるといいでしょう。この
遊びには、肩からつま先までの全
身を使う運動が含まれています。
いろいろな部位を同時に使うこと
で、体をスムーズに動かす力も身
に付いてきます。日常にない動き
なので、子供の筋力、感覚がアッ
プします。

遊び方③
ちびレスリング

【押す、引く、つかむ】
リオデジャネイロオリンピック・パラ
リンピックが終わり、いよいよ東京
へと舞台が移ってきます。そんな
中、注目を集めているのが「レスリ
ング」です。実は、このスポーツに
は、人間が生きていくうえで最も
大切な要素が多く含まれていま
す。その１つが、フィットネス業界
で話題の「体幹」です。この力を
遊びで鍛えてみましょう。

雨が降ると外で遊ばせてあげられず、健康や体のことが気になりま
せんか。そんな不安を感じているパパママに提案です。幼児期に身に
付けなければならない動きは３６もあると言われています。雨の日にリ
ビングでできる体を使った遊びをその中から３つ紹介します。

②

③



遊びアイテム①
キラキラボール

使う道具は、新聞紙とアルミホイルの
みです。まず、新聞紙をクシャクシャ
に丸めます。次に、アルミホイルを巻
き付け、ギュッギュッとお団子を作るよ
うに両手で力強く固めます。これで完
成です。ボールが当たっても痛くない
ため、苦手な子供でも安心して、投げ
たり、キャッチしたりすることができま
す。遠くへ投げても、強く投げても安
全です。遠くへ力強く投げる力を身に
付けさせることができます。
また、ソフトボール投げの平均が低い
原因の一つに、投げる瞬間に肘が肩
よりも下がってしまうことが挙げられま
す。そこで、キラキラビームというアイ
テムを活用すると肘が高く上がった綺
麗なフォームを身に付けることができ
ます。

１

「投げる力」を高める
家庭にある“あれ”を使ったアイテム

２

３

遊びアイテム②
キラキラビーム

作り方は、とてもシンプルです。新聞
紙の長辺を軸にクルクル巻いて、一
本の筒を作ります。その先に、アルミ
ホイルを軽く巻いて、先端だけを
ギュッギュッと握って固めてあげるだ
けです。このキラキラビーム、肘を高く
上げてやり投げのように投げてあげな
いと飛ばない仕組みになっています。

また、力任せに無理やり投げても
飛びません。肩の力が抜け、肘の
上がった綺麗なフォームが身に付
きます。

遊びアイテム③
キラキラダーツ

荷造り紐って、家の中に眠ってい
ませんか。次は、そんな荷造り紐
と新聞紙、アルミホイルを使った
キラキラダーツを紹介します。ま
ず初めに、荷造り紐を真ん中で
結び、両端からタコの足のように
割いていきます。次に、結び目を
支点に半分に折り、先端に小さく
切った新聞紙をクシャクシャと取り
付けます。これだけでは、新聞紙
が取れてしまうので、そこにアルミ
ホイルをギュッギュッと付けて、形
を調えたら出来上がりです。キラ
キラボールやキラキラビームとは
違い、手先の細やかな調整と腕
のスムーズな動作が必要となりま
す。狙って投げる力を付けたい時
に、とても効果的です。
どのアイテムも、作業はたったの３
つです。いつもの遊びに飽きてし
まっているパパママは、是非チャ
レンジしてみてください。

毎年、小学校で実施しているスポーツテストの中でも、平均が著しく
低い種目が「握力」と「ソフトボール投げ」です。その中でも、３６の動き
の中にもある「投げる力」にスポットを当てて、ご家庭にある“あるモノ”
で作れる遊びアイテムをご紹介！！





独占インタビュー

７年間の想い

小学校での７年間で、人間とし
て、父親として、教育者として、
様々なことを学びました。行き
着いた答えは、すべての土台は
「心」であり、心は「家庭」で育つ
ということです。
当然、学校教育でも、道徳とい
う授業があります。その中では、
集団での生き方、考え方や自
分の心と向き合い、自分自身に
ついて考えます。しかし、豊か
な心を育てるためには、その土
台となる家庭での育て方が大き
く関わってきます。そんな家庭
の力が大きく崩れ、家庭のあり
方が変わってきています。
この現状を変えなければ、子供
たちは豊かな人生を送れな
い！と強く感じ、JAPAN 
POWER UP PROJECTを立ち
上げました。J-PUP立ち上げに
際して、協力してくださった皆様
に感謝の気持ちを込めて、お礼
申し上げます。

子育てと
家庭育て

私も、２歳と０歳の子供がいる、
普通の父親です。正直、子育て
は大変です。綺麗ごとなんて、
言えないときもあります。しかし、
子供を育てた人にしか分からな
い喜びや愛おしさがあります。
そのために、自分を犠牲にして
子育てに全力を注いでいる毎
日です。そんな、私の子育て論
を日本全国に広め、家庭環境
を改善していく事が私のミッショ
ンであると考えています。

子供の心に寄り
添う

どんな子育て論か？単純です。
私は、子供を褒めます。どんな
時でも、褒めます。子供は、この
魔法のシャワーを浴びるだけで

JAPAN POWER UP PROJECT
「家族の大切な時間をクリエイト」「遊びで
心豊かな子供を育てる」をコンセプトに活
動しているプロジェクトチーム
【主な活動】
遊（あそ）フェス
Magic shower
セミナー、講演
運動遊び教室
ＨＰ
http://japanpowerupprojec.wixsite/j-pup

心の土台がどんどん広がっ
ていきます。柔らかく、栄養
豊富な心は、たくさんの芽を
出し、様々なことを吸収して
いきます。
心が豊かであれば、勉強、
運動、生活すべてに意欲的
です。心が育っていれば、
いじめだってしません。
子供の欲求を満たし、子供
の心に寄り添う教育が大切
です。環境を作る私たち大
人の考え方を変えていきま
しょう。

今後のビジョンと新たな教育観を語る！！

【プロフィール】
秋元平良（あきもとたいら）

東京都の小学校教諭として７年間勤務。在
職中、日本発育発達学会認定「幼少年体
育指導士」を取得。遊びプロデューサー兼
プレイリーダーとして、各地のイベントを回り、
運動遊び教室を開催。イベントプロデュース
も行う。




