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「はぴるぷ」は、“幸せが繋がって

いきますように”の想いを込めた

がもとになっています。発行日は

3・6・9・12月の19日（育児の日）♪

「Happy Loop」
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〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 7F
TEL.022-211-2528　FAX.022-211-2591
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編集・制作／株式会社 ユーメディア

「せんだいタウン情報machico」で
「はぴるぷみやぎ」のアンケートを行っています

地域の情報・お得情報盛りだくさんのコミュニ

ティサイト「せんだいタウン情報machico(マ

チコ)」で本誌のアンケートを行っています。会

員登録せずにお答えいただけますので、子育て

について知りたいことや、今号を読んだ感想な

ど、皆さまのお声をぜひお寄せください。

はぴるぷみやぎの
ページは
こちらから

仙台　マチコ 検 索

http://machico.mu/

「プラチナくるみんマーク」取得の子育て支
援企業ユーメディアが制作しています。

子どもが「かがやく」
コミュニケーション
８つのヒント　　　　　

子どもが「かがやく」
コミュニケーション
８つのヒント　　　　　

〈特集〉〈特集〉

ラプラスと一緒に、宮城を旅しよう！
宮城巡りスタンプラリー 開催中
2019年7月　ポケモン「ラプラス」が『みやぎ応援ポケモン』に任命されました。ラプラ

スに乗って多くの人に宮城県を旅してもらいたい、という思いを込めて、水上を進むのり

ものポケモンであるラプラスが選ばれました。

宮城の対象スポットを巡った数に応じて、抽選でステキなラプラスグッズや宮城の特産

品をプレゼント！

スタンプラリーリーフレットやスタンプ設置箇所はこちらからご確認ください。

https://laplace-miyagi.jp/　または

お問い合わせ

「ラプラス プラス 宮城巡りスタンプラリー」事務局

info@laplace-miyagi.jp

ラプラス　宮城 検索

宮城の子育て情報誌
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宮城県からのお知らせ

　　小さくなったクレヨンを再利用
１つでいろんな色が描ける魔法のアイテム

マーブル
クレヨン

作ってみよう

クレヨンをはさみで5㎜
角程度に刻みます

1のクレヨンを耐熱性の
カップに入れます。いろ
んな色を組み合わせて
カラフルに！

全体が溶けたら、ピック
で混ぜてマーブル模様を
つけます。

常温にしばらく置き、しっか
り固まったら型から外しま
す。きちんと固まってからで
ないと割れや変形につなが
るので注意しましょう。

用意するもの
小さくなったり折れ
てしまったクレヨン、シ
リコンやアルミなどの耐熱性の
カップ（クレヨンを溶かすのに使
うため、食品用には使えなくなり
ます）、はさみ、フライパン、ピック

お絵かきが楽しく
なる可愛いクレヨン

。

お友だちへのちょ
っとしたプレゼント

にもぴったり。お絵かきが楽しく
なる可愛いクレヨン

。

お友だちへのちょ
っとしたプレゼント

にもぴったり。

完成！

112

442
浅めのフライパンにお湯を沸か
し、２を湯煎にかけます。弱火で
5分くらい加熱すると、クレヨンが
溶けてきます。匂いがでる場合が
あるので、良く換気をしましょう。

332
552

222



頭文字を並べ替えると… ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

合言葉は
 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　　
子どもの「しつけ」に関しては時代の変化もあり、どう接するべきか悩む大人も多いのではないでしょうか。そこで今回
は、子どもと良い関係を保ちながら、望ましい行動を促すことができるコミュニケーションのヒントをお伝えします。

学校から帰ってきたら宿題をすることになっているのに、
子どもが宿題をせずにゲームをしている。

どちらが子どもとの良い関係を保ちながら、望ましい行動を促すことができそう？

オレンジカードを使うと…ブルーカードを使うと…
１「できない」気持ちに理解を示しながら代わりに

する行動を示し、練習（反復・確認）することで、
子どもは「できる」ように成長します。

2 オレンジカードを切ることで、子どもの心に「こ
れでいいんだ」という自信・自己肯定感・効力感
が育ちます。

3 たくさんの成功体験をした子どもは、自分で自分
のことができる、考えられる人に成長します。

１「できない」理由や「できる」ための工夫を自分で
考えることは、子どもにとって難しく、だまり込ん
だりウソをついてしまう子も少なくありません。

2 そのときに親がブルーカード（どなる、罰を与え
る）を切っても、「こわい」「いやだ」という感情だ
けが残りがちです。

3 ネガティブな感情を心に抱えた子どもは、親や友
達との関係にも悪影響が出やすくなります。

できない、やらない1

できた2

オレンジカードを切ることで「できること」を確実に増やす3

ほめるほ

気持ちに
理解を示す

練習
（確認・反復）

代わりにする
行動を提示

約束き か れ や

“できない”気持ちに理解を示しながら
代わりにする行動を提示し練習（反復・確認）する

“できた”褒める…結果：褒められた行動は増えるできない、やらない1

関係悪化（だまる、ウソ）2

言うことを聞かない3

どなる、たたくど

問う、聞くと 疑問形ぎ

罰を与えるば

悪循環

例えばこんなとき、子どもにどのように接していますか？

頭文字を並べ替えると… ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

深呼吸して気持ちを切り替える  → 落ち着く（感情）

「ゲームをやめてもらえる」等子どもが話せる状態を待つ  → 待つ

穏やかに近づき（環境）  → 環境づくり（いちおし環境）

ゲームしたいよね～でも・・・  → 気持ちに理解を示す

まずは宿題をしてほしい  → 代わりにする行動を提示

わかった？　（子どもが）「わかった！」  → 約束

じゃあ、学校から帰ってきたら何する？  → 練習（確認・反復）

えらい!!　宿題が終わったらゲームしていいよ  → ほめる

こんな感じにできればいいですよね。　ほっこり温かい オレンジカード

何やってんの！？  → 疑問形

いつも言ってるでしょ！！  →どなる、たたく

ゲームするなって！！  → 否定形（禁止）

今日という今日は許さないからね！！  →おどす

ゲームしてたから一週間ゲーム禁止！！  → 罰を与える

これでいいと思ってんの？　何する時間？  → 問う、聞く、考えさせる

何回言っても分からないなんて、バカじゃないの？  →なじる

はぁ（ため息）…いつもこうだといいのにねぇ…  →いやみ

こんな一言、ありませんか？　ちょっと青ざめるブルーカード

いちおし

1 2

伝わりにくい暴力的コミュニケーション

ブルーカード

 否定的　  どなる、たたく　  いやみ　  おどす

 問う、聞く、考えさせる　  疑問形　  罰を与える　  なじる、人格否定

　伝わりやすい非暴力コミュニケーション

オレンジカード

 ほめる　  待つ　  練習　  代わりにする行動を提示

 約束　  気持ちに理解を示す　  落ち着く

オレンジカードは、本来誰でも持っているコミュニ
ケーションの方法です。でも、人には感情があるので
子どもにオレンジカードを切ることが難しいときもあ
ります。もし、ブルーカードを切ることが多いと感じたのであれば、オレンジカードを切れるようになるヒントとして、合言葉を活用
してみてください。

　つも  かづいて  だやかに  ずかな環境

※いちおし環境

子どもが「してほしいことをしない」「してほしくないことをした」とき、

あなたはどんな行動・言動の切り札をとりますか？

子どもが「かがやく」
コミュニケーション　　　　　

子どもが「かがやく」
コミュニケーション　　　　　８つのヒント８つのヒント

環境づくり
※（いちおし環境）



※全種類のカードを使わなくてもいいですが、「か：代わりの行動」「や：約束」「れ：練習」「ほ：ほめる」は使いましょう。
※１つの場面ではそれぞれのカードを使うのは1回だけにしましょう（「ほ：ほめる」だけは、何回使ってもいいです）。

してほしくないこと 順番 カードの種類 どんな言葉をかける？　どんな行動を取る？

例：スーパー入店と同時に一目
散にお菓子売り場に走って
行く

１ ：待つ （買い物に出かける直前のタイミングで）

２ ：環境づくり （穏やかに、静かに、子どもの近くで）　ちょっといい？

３ ：気持ちに理解 買い物に行くと、お菓子ほしくなって、走って行きたくなるよね。

代わりにしてほしい行動 ４ ：代わりの行動
でも、買い物に行ったら、側にいてほしいの。買い物の最後に、一
緒にお菓子を選ぶことにするよ。

例：買い物の間は親の側にいる

５ ：約束 わかった？　「わかった」

６ ：練習
じゃあ、買い物に行くときはどうする？「側にいる。お菓子は最後
に一緒に選ぶ。」

７ ：ほめる おりこうさんだね。買い物の最後に、一緒にお菓子選ぼうね。

2 次に同じような状況のとき、してほしいことができるようになるための練習（確認）

宮城県子育て社会推進室　☎022-211-2528

１ してほしいことをしないとき　

してほしくないこと 順番 カードの種類 どんな言葉をかける？　どんな行動を取る？

例：玄関に靴を脱ぎ散らかしたま
ま家に入ろうとしている

１ ：落ち着く （深呼吸する）

２ ：待つ （子どもが話せる状態を待つ）

３ ：環境づくり （穏やかに、静かに、子どもの近くに行く）ちょっといい？

４ ：気持ちに理解 帰ってきてすぐにテレビを視たい気持ちはわかるよ。

代わりにしてほしい行動 ５ ：代わりの行動 でも、靴を脱いだら、揃えてほしいの。

例：靴を脱いだら、揃えてから家
に入る

６ ：約束 わかった？　「うん、わかった」

７ ：練習 じゃあ、靴を脱いだらどうする？　「揃える！」

８ ：ほめる えらい！　揃えたら、家に入ってテレビ視ていいよ。

千葉県の児童相談所長である渡邉 直さんが考案した非暴力コミュニケーションの方法
です。誰もが覚えやすい頭文字つづりを活用し、日常のコミュニケーションを伝わりやすい・
あたたかい・効果的なものに切り替えていく「気づきスイッチ」として、子どもに関わる多くの
人に広く知ってもらいたいという渡邉さんのご協力により、宮城県でも紹介しています。

今回の特集は、この「機中八策Ⓡ」を元に作成しています。

どならないディスらない非暴力コミュニケーションの具体策

児童相談所長が考案した非暴力コミュニケーションパッケージ

 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2つの場面で練習してみよう
子どもの姿と自分の接し方を想像して、実際に言ってみましょう

3 4

みやぎ子育て
支援パスポート

使ってみよう！

サービス内容や利用条件はお店が任意で設定できます。できることから宮

城の子育て家庭を応援してみませんか。詳細はWEBサイトをご覧ください。「みやぎっこ応援の店」募集中！

みやぎ子育て支援パスポート 検索

利用登録や使い方は
Webサイトをチェック

https://miya-pass.jp/

「みやぎ子育て支援パスポート」は子育てファミリーの強い味方！協賛店である
「みやぎっこ応援の店」が、授乳室やおむつ替えスペースの設置、割引やおま
けなど、さまざまなサービスで宮城の子育てをサポートしています。県内で18
歳以下のお子さんがいる方なら、WEBサイトで簡単な項目を入力するだけで
すぐに利用できます。お得に使って、宮城の子育てをもっと楽しみましょう。

のぼりと

ステッカーが

目印！！

ステッカー のぼり

サービスの内容及びサービス範囲は協賛店（みやぎっこ応援の店）が任意で設定しています。
年齢の確認方法もお店によって異なるためホームページ等で事前の確認をお願いします。サービスを利用する時の注意点

ご飲食の方にあら汁をサービス
※ 店内で飲食される方に限定

ハッピーセットの「チーズバーガーセット（チーズバーガー、
ポテトS、ドリンクS、おもちゃ）を特別価格で提供。
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキンマックナゲットセットを特

別価格でご提供

エリア／宮城県内各店
http://www.mcdonalds.co.jp/

県内の海産物やお土産品が購入できる

ほか、人気のまぐろ丼をはじめとする海

鮮丼などが揃う広々とした食堂、松島の

冬の味覚・牡蠣をお腹いっぱい味わえる

牡蠣小屋も併設。松島の魅力を存分に楽

しめる施設です。

“あなたの街とともにあるマクドナルド”

として、県内全42店舗で子育てを応援。

キッズ用の椅子を備えるほか、お仕事体験

「マックアドベンチャー」やプレイランド

を備える店舗もあるのでHPをチェックし

よう。

マクドナルド松島さかな市場

たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！

特典内容 特典内容

住 松島町松島普賢堂4-10 
電 022-353-2318
営 8:00～17:00（食堂の受付は1F 8:00～15:00、2F 10:00～15:00）
休 無休　 P 60台
URL：http://www.sakana-ichiba.co.jp/
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やくらいスノーファンタジー
  1/25〈土〉

サン・ファン・イルミネーション 2019  
〜 1/5〈日〉

加美町石巻市

純白世界の夜のスキー場で
親子で雪遊びを満喫しよう

約四百年前、支倉常長ら慶長遣欧使節を乗
せて太平洋を渡った「サン・ファン・バウティス
タ号」。その復元船船体が、約１万球の電飾と
ライトアップで彩られる。今年は隣接の「サン・
ファンパーク」のイルミネーションもお目見え。
会 宮城県慶長使節船ミュージアム「サン・ファン館」

（石巻市渡波字大森 30-2） 
時 日没後の16:30 頃～20:30 頃まで点灯 
※点灯時間中、サン・ファン館への入館は不可。
問 宮城県慶長使節船ミュージアム「サン・ファン館」　
TEL:0225-24-2210　https://www.santjuan.or.jp 
※12/21（土）16:30～19:30（最終入館 19:00）は「夜間特別開館～ファンタジーフェスタ2019
～」を開催 （入館料 一般350円、高校生以下無料 ）

太平洋に浮かぶ黄金色の船体
ロマンあふれる冬の風物詩

夜の「やくらいファミリースキー場」で、そり、
スノーストライダー、スキー、スノーボード、
バナナボード、ゲームコーナー、飲食ブース
などを満喫。会場へと続く道には雪灯り、冬
の夜空に花火と、幻想的な光景に出会える。
会 やくらいファミリースキー場内特設会場

（加美町味ケ袋薬来原1-9）
時 18:00～20:00　 ※荒天時は吹雪ツアーに変更
料 参加料500円（ワンドリンク付）、未就学児無料
※リフト運行、スキー・スノーボード・そりのレンタルはお休み
問 やくらい夢農場 Snow Fantasy 実行委員会
松倉090-6454-8871、早坂090-2369-7008

第24回 青根温泉雪あかり
2/9〈日〉

天文台まつり2020
2/1〈土〉 ・ 2〈日〉

川崎町

地域の人々が大切に育んできた冬の静寂の
中に灯るろうそくのお祭り。約二千個の雪の
ほこらの一つ一つにともし火が揺れ、銀世界
の中で情緒たっぷりの一夜を楽しめる。先着
600名に温かい豚汁などのふるまいも予定。
会 青根児童公園周辺特設会場（川崎町青根温泉9-1）
時 15:00～20:30頃ろうそくが消え次第終了
※16:30～点灯式、荒天時は中止あり
料 入場無料　
問 一般社団法人 青根温泉区民の会（じゃっぽの湯）
TEL:0224-87-2188

無数の雪灯篭の灯りが
雪原にゆらめく絶景は圧巻

天文台の開台日を記念する
年に一度の一大イベント

仙台市

写真提供：かわさきあそび

展示室が無料で見学できるほか、プラネタリ
ウム特別番組の投映、普段は入れない「観察
室」の望遠鏡での天体観察など宇宙に親しむ
2日間。ものづくりワークショップ、ステージイベ
ント、出展ブース等のお楽しみもいっぱい！
会 仙台市天文台（仙台市青葉区錦ケ丘9-29-32）
時２/１（土）９:00～21:30、2/２（日）9:00～17:00
料 入場無料
問 仙台市天文台　TEL:022-391-1300
http://www.sendai-astro.jp/

ラムサール条約湿地　伊豆沼・内沼栗原市

渡り鳥の飛来日本一の伊豆沼・内沼に、今
年もハクチョウやマガンが飛来。大迫力の
飛び立ちは、日の出の30分前頃が目安。数
万羽が一斉に飛び立つ様はドラマティック
で、その羽音と鳴き声は環境省の残したい
“日本の音風景100選”に選ばれている。

【宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター】
住 栗原市若柳字上畑岡敷味17-2
時 9:00～16:30　 料 入館無料
休月曜及び祝日の翌日（月曜が祝日の場合は翌日休）、
12/29～12/31
https://www.kurihara-kb.net/　http://izunuma.org/
問 一般社団法人栗原市観光物産協会　TEL:0228-25-4166
　宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター　TEL:0228-33-2216

湖面で愛らしくくつろぐ
世界有数の渡り鳥に会いに行こう

アイスリンク仙台仙台市

国際規格のリンクを有する県内随一の屋内
スケート施設。貸靴のサイズは15㎝から取り
揃え、ヘルメットの無料貸し出しもあるので、
キッズでも安心。大人の心配をよそに、初め
てでもすいすいと滑る子どももが多く、運動
不足になりがちな冬も元気に遊べる。
住 仙台市泉区高玉町9-2
　 SPORTS LINK CITY FUN-TE!内
時 平日11:00～18:00、土日祝10:00～18:00（イベン

ト等の貸切により変更となる場合あり。詳しくは
問合せを）　 休 無休

料 1日券　大人1,200円、中・高校生700円、小学生以下600円、貸靴500円　※長そで、長ズボ
ン、手袋（5本指で指の先まで隠れているもの）、帽子を持参（ヘルメットは無料貸出あり）

問 アイスリンク仙台　TEL:022-371-0601　https://icerink-sendai.net

羽生結弦選手や荒川静香さん
ゆかりのリンクで遊ぼう！

おでかけしよう！旬の注目スポット

この冬、宮城で開かれるおすすめイベントをピックアップ！

FAMILY EVENT

一人ひとり違って、みんな愛
いと

おしい子どもたち。その元

気と笑顔は、家族の宝物ですよね！一方で、子育てには

日々、悩みや迷いがつきもの。ここでは、乳児や小児の

ココロやカラダに関する疑問を、専門家に解説していた

だきます。型にはまる必要は全くないけれど、パパやマ

マのちょっとしたヒント帖になれば幸いです。

親の心がまえ今回のテーマ 　

子育て・個育てヒント帖

　子育てに悩まない親はいません。親になった途端、
「思い通りにならない」「自分一人ではどうにもできな
い」事態にさらされてばかり。それと向き合うために親
になったという覚悟を決めましょう。たくさん失敗して
いいし、完璧じゃなくていいんです。我が子が新しい自
分を引き出してくれる、成長させてくれる。その過程を
親子で楽しんでいきましょう。子育ては親育て。親が進
歩すれば子どもが一番に認めてくれますよ。

自分自身を成長させ子どもと喜び合おう

失敗しながら親になろう

　親は無意識に子どもをコントロールする習慣が身に
ついてしまうもの。そして、子どもは大人が思う以上に
親の期待に応えるために頑張っているんです。だけど
自分の意志で責任を持って行動できる人に育てるに
は子どもの心を尊重して、勇気づけることが必要。良
いことも悪いことも子どもの言動には理由があります。
じっくりと思いを聞いて、寄り添ってあげましょう。大人
に認められ、自分は大切な存在だと知った子どもは、自
己肯定感で満たされていきます。

大切な存在だと心の底から伝えて

自己肯定感を育てよう

　八つ当たり、暴力、乱暴な言葉、しょんぼり、無口は、
嫌なこと・怖いことをされたサインかもしれません。聴く
ことは誰にでもできる心の手当て。相談されたら、「話し
てくれてありがとう」「信じるよ」「あなたが悪いんじゃな
いよ」と伝えましょう。見て見ぬふりや沈黙といった精
神的暴力は子どもを傷つけます。また日頃から親子で、
嫌なこと・怖いことをされた時はどうするかを話し合う
ことは、子どもの危険回避・暴力防止に有効な方法で
すよ。

子どもは否定的な感情を表現するのが苦手

気持ちとサインを理解しよう

　子どもの〝生きる力″を引き出すには、大人の肯定的
な言葉と態度が支えになります。しかし、「子どものため
に」と、つい厳しく叱ってしまったり、一方的に命令してし
まったり、価値観を押し付けたり。自己嫌悪に陥ることも
多いですよね。子育て中の親はみんな不安で、心の揺ら
ぎを我が子に発散してしまう時もあります。しかし、その
負の感情は親のふところにぐっと留めて、子どもに触れさ
せない毅然とした対応も必要ではないでしょうか。

親と子は別人格で対等な人間同士

子どもに不安をぶつけない

CAP歩歩代表　CAPスペシャリスト

大久 栄さん

一般社団法人ふれあいファミリーパートナー
ふれあい保育園園長　CAPスペシャリスト
STEPリーダー

志村 由美さん
http://fureai-fp.com/

今回の先生！

CAP（Child assault prevention）
「安心・自信・自由」の権利の下、子どもがさまざまな暴力から
自分自身を守るための人権教育プログラム。
問 090-2953-0967（大久） 

STEP勇気づけセミナー
子どもを深く理解し、やる気と責任感を上手に育む親のためのトレーニング。
問 090-1490-7760（志村）
http://www.step-yuukiduke.com/


