
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 

  小学校や中学校の子どもたちが、急に感

情的になって怒り出し、暴力的になったり、

ちょっとした言葉使いや行動に人間関係

がとれずに孤立したりして仲間外れ的な

存在になっていくと同時に欠席しがちに

なりやがて不登校となるケースが増え学

級運営が難しいとよく報告されてから久

しい。 

  一般の大人の社会においても冷静に判

断すればなんでもないことに腹を立て感

情的になって暴力的な行動に出るつまり、

切れる大人たちがよく新聞やテレビで報

道されている。 

  その例が最近ではあおり運転であろう。

ちょっとした車線変更や追い越しに腹を

立て、クラクションを鳴らす、後を追いか

けるなどのあおり運転の被害者に恐怖を

与えるだけでなく、数件の死亡事故につな

がるなど大きな社会問題となった。そのた

めに防止のためや抑制のため自動車には

ドライブレコーダーが付けられるように

なり、現在の新規登録ではほぼすべての車

に装着されているといっても過言ではな

い。行政において改正道路交通法施行で他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の車両等の通行を妨害する目的で車間距

離を詰める等の一定の違反行為をして、他

の車両等に道路における交通の危険を生

じさせる恐れがある運転をした運転手に

は３年以下の懲役または５０万円以下の

罰金、違反点数２５点、運転免許取り消し

と厳罰化された。 

  そういう意味で子どもも大人も一部分

であるが心の抑制ができず、すぐに感情 

的になって暴挙に出る場合があることを

否めない。 

  次に人間関係であるが、子どもたちが、

友人関係にうまく対応できず、欠席しやが

て不登校になるように、一般社会において

も社会に出て働くことや社会参加ができ

ず、引きこもりになる人が多くなっている。 

  内閣府の統計（２０１９.３．２９）に

よると全国で推計６１万３千人いると調

査発表している。ひきこもり判断基準は、

自室や家からほとんど出ない状態に加え

趣味での用事や近くのコンビニ意外に外

出しない状態が６か月以上続く場合と定

義している。引きこもりの理由は、退職し

た、人間関係がうまくいかなかった、病気

よる、職場になじめなかった、就職活動が

幼児期の脳の成長とあそびの関わり 
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うまくいかなかったなどそれぞれに事情

が違うが困難に打ち勝つ忍耐と解決しよ

うとする向上心に欠けるだけでなく人と

の交際が苦手であるというのが根底にあ

るようだ。 

  以上のように感情的になって、自己制御

ができなくなり、ものごとを深刻に考えて

落ち込み自己と他者との人間関係がうま

く取れないという点は個人の問題として

処理するのではなく社会全体の課題とし

てとらえ解決していく必要があるのでは

ないか。これらの事象をコンピューターの

普及やネット社会の拡大による社会変革

も含め、その原因がどこにあるのか、脳の

基本的構造の形成期である幼児期と子ど

ものあそびにスポットをあてて推論を試

みる。 

 

1 幼児期の脳の形成 

  人間はさまざまのことを考えたり、運動

をしたり、食事をしたりする。そのような

知性や感情、意志行動のすべては脳がつか

さどっている。 

この重要な役割を担っている脳の大き

さは人種や個人、男女で違うが、概ね成人

男子で１３５０～１５００ｇ成人女子で

１２００～１２５０ｇ、新生児で約４００

ｇ、２歳児で約７００ｇ、５歳児で１３０

０ｇ、１０歳くらいで大人の脳重量に近づ

く。 

容積は体重の約２～２．５％を占めてい

る。さらに、外側から見た時、脳は、大き

くは、大脳、小脳、脳幹に分かれる。 

ことに大脳は人間の脳でもっとも発達

した部分で、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後

頭葉に分かれている。今回のテーマで取り

上げる思考、判断、語彙、感情、感覚、創

造、記憶などの指令をつかさどっている大

切な部位である。 

  次に、小脳は、大脳の後ろ下にぶら下が

るようについている部分で、割と小さく重

さは、１３０ｇぐらいである。この部位は、

主に、平衡感覚と筋肉運動をつかさどり力

や距離などの誤りを修正して、スムーズな

運動を行えるように働いている。 

  脳幹は、さまざまなホルモンを分泌した

り、自律神経の抑制を行ったり、人間の本

能的行動をコントロールする役割を担っ

ている。大脳小脳の情報を伝達し、呼吸、

心拍数、唾液の分泌など生命維持の中枢を

担っている。これらの脳は、誕生した 0歳

から３歳まで神経細胞が増え続け、３歳か

ら４歳頃にピークを迎え、その後７歳頃ま

での間は少し減るという不可解な現象が

ある。 

  せっかく脳細胞が、増えたのに減少する

ということは、３～７歳の間に脳情報伝達

回路がつくられたが、回路網の形成にふさ

わしくない細胞を消去するためといわれ

ている。この一時的に減少することを間引

き現象と言いこれが終了すると脳神経細

胞の増減は落ちつき、安定した発達過程に

入り大人の脳になっていく。 

  このような脳の発達過程から推測でき

るのは、３歳から１０歳ごろまでに脳神経

回路の大まかなシステムが構成されるの

で、この時期の過ごし方が重要で、のち成

人になってからの人生を姿勢や取り組み

さらに人格や才能があるといわれる能力

にも影響すると考えられる。 

 

Ⅱあそびとセロトニン 

  幼児期から学童期にかけての成長期に

学力の向上を目指すあまり過度な学習を



強制するのは禁物で、その歳にふさわしい

学習が必要である。この頃に脳に刻まれた

生活習慣は、後々まで影響しその人格形成

に大きな影響を与える。その中で最初に述

べた情緒の安定と脳内の神経伝達物質で

あるセロトニンについて考察を進める。 

  脳には、多くの神経伝達物質があるが、

セロトニンは喜びや快楽を与えるドーパ

ミンや恐怖、驚きなどを伝えるノルアドレ

ナリンの情報を安定させる働きがあると

言われている。この物質が低下すると情報

をコントロールすることができず不安定

になりバランスを崩すことによって攻撃

性が高まり、逆に不安やうつ、さらにパニ

ック障害などの精神症状を引き起こすと

言われている。この神経を安定させ、精神

を平常心に戻す役割を持つセロトニンが

現代人に不足した状態にあるのではない

だろうか。まさにかっとなって逆上し、日

ごろに考えられないあおり運転を起こし

たり、物事をすべて悪い方へと解釈したり

して落ち込んでいく負のスパイラルにな

って、やがてうつ、ひきこもりになってい

るのではないかと思える。 

 

（１）セロトニンの充実について 

 

①有田秀穂のセロトニンの増減 

㋐日光を浴びることと適度な運動をす

ることで活性化される。現代人は、室

内で過ごすことが多く、身体を動かす

のを避けようとする傾向がある。 

夜にはほとんど作られないので、朝

の時間の使い方が大切である。夏休み

の早朝ラジオ体操は何でもないよう

だが、規則正しい生活の始まりでセロ

トニン摂取に申し分ない。 

㋑セロトニンの分泌は日没とともに

減少し、夜は睡眠ホルモンメラトニ

ンに置き換わる。子どもがお日様の

下でたっぷり外あそびすると夜ぐ

っすり眠れるのは健康的で理にか

なっている。 

そして、朝にはほぼなくなり、睡

眠から目覚めて太陽の光を浴びる

ことで再びセロトニンが作られ始

める。 

 

②セロトニンを活発化させる食事 

セロトニンには必須アミノ酸のトリ

プトファンから合成されるので豊富に

含む豆腐・納豆・みそ・しょうゆなど大

豆製品などの食物性たんぱく質、チー

ズ・ヨーグルトなど乳、乳製品やビタミ

ンＢ6を豊富に含む鮭・さば・ささみ・

ごまなどに多く含まれ食物から摂取し

なければならないので、朝食のメニュー

を工夫してしっかり食べることが大切

である。 

さらに食事はよく噛んで食べること

によって活性化され、セロトニンの分泌

を増やすことができる。特に朝ごはんは、

時間をかけてしっかり食べることであ

る。 

教育学者の蔭山英男の「早寝早起き朝ごは

ん」は、子どもたちの規則正しい生活によっ

て成績が向上するだけでなく心も身体も健

康になるという簡単明瞭でわかりやすい表

現である。 

 

(２)あそびとセロトニン 

次に幼児期から学童期のあそびである

が、この定義は、一般のあそびの解釈が広

範囲になる為これであるとする説明は難



しい。 

一般に人々の日常が生産的で目的を持ち

拘束的なものに対し、あそびの概念は命令

的なものでなく自由な余暇の時間を過ごす

ことにある。 

 

平安時代末期に編まれた歌謡 

「集梁塵秘抄」７） 

 

遊びをせんとや生れけむ  

戯れせんとや生れけん 

遊ぶ子どもの声きけば 

わが身さえこそ揺るがるれ 

 

注:遊びをしようとしてこの世に生まれた

それとも戯れをしようと生まれてきた

のであろうか、無心に遊んでいる子ども

たちの声を聞いていると、自分の体まで

自然と動き出すように思われる。 

 

とあるように人間はあそぶことを本来生

まれ持っている性格のようである。 

 

オランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガは

その著書「ホモ・ルーデンス」の中で、人間

はすべての活動が遊びであり、それが源とな

って文化を発展させたとして文化の根源に

あそびがあることを論じている。 

 その論は広義のあそびの解釈であるが、現

実に人間の文化、行為の中にあそびがあると

言ってもそれを職業にしている人は少数で

あろう。余暇の時間に遊びが優先して社会や

文化を作っているというのは拡大解釈かも

しれない。 

ここで取り上げる子どもたちのあそびは、

屋外であり、室内であり、自分ひとりであり、

友だちでありその内容も身体を使って競争

するものゲーム性のあるものなど様々であ

る。これらのあそびの中で子どもたちには、

人との付き合い方、仲間作りや道徳やマナー

など社会生活に必要なことを自然に学んで

いき、将来の人間的基礎を培っていくのであ

る。 

幼児期から児童期は脳の容量が最も増加

する時で、その発達期に組み込まれた脳細胞

の回路は後の人生に大きな影響を与えるも

のと思われる。 

例えば家族が音楽家で幼少から音楽に親

しんでいるとその子どももその道に進む、な

どよく聞く話で〝三つ子の魂百まで″とは

的を得た言葉である。 

ここで注視するのはＩＱや学力を伸ばす

ということによりのちの人格や性格の根幹

となる意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計

画性、創造力を伸ばすことである。 

この頃に母親や家族の愛情はもちろん不

可欠であるが発育に応じたあそびもその一

助になっている。  

子どもがゆとり時間を通じて自らの中に

育んでゆく「想像力」は、人間が苦しい現実

に直面した時、それを超えて行く原動力にな

るものである 

 

次に姫路日ノ本短期大学の学生が幼少の

頃からいかにして遊んだのかのアンケート

である。それぞれのあそびが、本人の意思や

家庭の取り組みだけでなく、社会や時代を映

し出す鏡となっている。 

 

  

 

 

 

 



 

あそびについてアンケート          本校学生(1 年)2021 年度  

 

 

 

 

 

 

幼

児

期 

 

 

大好きだったあそび 

あそびの内容 

（多い順） 

あそび場所・

人数 

誰 と 遊 ん

だ 

おけいこ・ 

習い事・ 

スポーツクラブ（％） 

 

 

・ぶらんこ 

・ごっこ・ままごとあそび 

・砂遊び 

・おにごっこ 

・竹馬 

・かくれんぼ 

・どろんこあそび 

・だんご作り 

・なわとび 

・レゴ・ブロック 

・虫取り 

・サッカー 

・運動場 

・屋内（家） 

・砂場 

・運動場 

 

一人、兄弟

姉妹、親、 

近 所 の 友

達 

 

・スイミング（40） 

・ピアノ（23） 

・英会話 

・塾 

・習字 

・そろばん（6） 

・体操(3) 

 

2つ以上(１6） 

なし （33）  

小 

学 

生 

おにごっこ 

ドッチボール 

なわとび 

どろけいあそび 

一輪車 

ゲーム 

・運動場 

・体育館 

・運動場 

 

 

・室内 

近 く の 友

達、学校の

友達、学年 

 

 

一人、家族 

・ピアノ(37) 

・スイミング(40) 

・塾・英語（56） 

・そろばん(20） 

・習字（20） 

・サッカー・バレーボ

ール・バトミントン・

和太鼓・ダンス 等

スポーツ（56） 

3つ以上(53) 

なし(0) 

中 

学 

生 

おにごっこ 

ドッチボール 

バトミントン 

サッカー 

ソフトボール 

ゲーム・クイズ 

・体育館 

 

 

・運動場 

 

・家・室内 

ク ラ ス の

友達、学年 

 

 

 

一人、家族  

・塾（43） 

・習字(10)  

・ピアノ（6） 

・スポーツ・部活（66） 

なし（20) 

 



アンケートから 

 幼児期 

・あそびの材料となるものを自分で集め

ていた。 

・一日中遊んでいて毎日が楽しかった。 

・鬼ごっこなどけんかをすることもあっ

たが、力いっぱいあそんだ。 

・ごっこあそびで役の取り合いが頻繫に

起こっていた。 

・役になりきって楽しんでいた。 

・泥だんご…ピカピカにするのを競争し

た。 

・ぶらんこ…とられるのが嫌で、ずっと泣

いていた。 

・近所のお姉ちゃんにあそんでもらって

いた。優しくしてもらった。 

・外であそぶのが大好きで走り回ってい

た。 

小学生 

・年齢、性別関係なくあそんだ。 

・身体を使うことが増えた。 

・みんなであそぶ意識があった。 

・クラス、学年合同のあそびの機会があっ

た。 

 中学生 

 ・同性同志あそぶようになった。 

 ・部活が大変だったが、３年間頑張った。 

 ・ゲーム…楽しかった。いっぱい笑った。 

・スポーツ…運動苦手だったけれど民な

ど楽しんで頑張った。みんな本気だった。 

・あまり外であそぶことが少なくなった。 

など 

幼児期の虫あそびでは、生命の大切さを

学び、草花あそびでは自然と関わり合う。

集団遊びのおもしろさの代表格である「お

にごっこ」捕まえたり、逃げたり、助けた

りするのがおもしろい。好きな時に好きな

友達とでき、わずかな時間でも少人数でも

男子でも女子でも変化に富んで、運動量も

多く満足感を味わえる。どの年代でも大好

なあそびである。 

けんかの思い出は、忘れられなく精神的な

高まりと心理的なパニック状態が強く印象

に残る。けんかが良いわけでないが、小さい

時にけんかをすることによって自分自身を

見つめ人を傷つける意味や和解の仕方など

を学ぶことができる。このようなことがない

と中高生になって致命的な事故を起こす。け

んかもあそびの中で相手のことや自分のこ

とを考える機会を与えて成長の糧となるこ

とになる。 

スポーツクラブやおけいこ事については、

幼児期では、６割以上、学童期になるとほぼ

全員が何らかの形で習い事をしており、多い

児童では７つの習い事で結構時間に追われ

ている。 

中学生になると地域や近隣の子どもたち

とあそぶことは少なくなり、学校の部活動や

地域のスポーツクラブ等で行われているサ

ッカー、バレーボール等に参加している。こ

れらは、運動で身体を動かし、それぞれの体

育技術を習得するだけでなく礼儀、道徳、マ

ナー等を自然に学んでいるのではないか。そ

の学びどころは競技内容や指導者の個性に

よるところが大きいがとにかく前向きに参

加している。 

このようなことは昭和の中頃までは、家庭

のしつけや農作業の手伝いなどで親の後ろ

姿を見て自然に身につけたと思われるが、現

在では社会の労働事情の変化、社会状況から

スポーツや習い事から学んでいるのではな

いか。 

当校の学生は、幼児期にふさわしいあそび

をしており余暇を上手に使って小学校高学



年から中学生には、スポーツ文化に親しんで

いる。概して良好で、今後本校の教育をよく

学び大いに成長し、社会で活躍することが期

待できる。 

 

Ⅲこども庁について 

 これまでに行政は、子どもの手当てや出

産補助等の補助金、高校の授業料無償化、

医療費の免除等様々な政策を打ち出した

が、一向に少子化に歯止めがかからない。

縦割り行政のお金だけでは、解決できない

のではないかと気が付いたようである。そ

こで行政の縦割りの視点から子どもに関

する政策や予算を一元的に把握し、子どもの

視点に立った政策を総合的に推進する必要

があるとして強力な機能を持つ行政組織「こ

ども庁」を創設すると準備を進めている。 

今後の日本の将来に向かって人口増を目

指すが少子高齢化は、進む一方で学校現場で

も児童虐待や重大ないじめなど深刻な問題

が後を絶たず大きな社会問題になっている。

子どもを産み育てやすい環境の整備を強化

し人口増であり健全な社会の発展となるこ

とを期待している。 
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