
「やればできる」は確約できないけど、 

プロセスを楽しめて、プロセス⾃体が成⻑で、 

それをやること⾃体に意味がある 

と感じて動き出せるとき、 

⼈は⾃分の⼒を最⼤限に成⻑させ、 

多くの⼈たちの役に⽴つことができるように 

なるのではないでしょうか。 

（本⽂p. 28より） 
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第3章

⼦どもはみな「⾃⼰効⼒感」を持って⽣

まれてくる 

「⾃⼰効⼒感」を育てる声かけ  

⾃⼰効⼒感を育てる声かけ①「うまくい

ったとき」  

⾃⼰効⼒感を育てる声かけ②「失敗した

とき」  

⾃⼰効⼒感を育てる声かけ③「問題⾏動

があるとき」  

⾃⼰効⼒感を育てる声かけ④「やる気や

⾃信がないとき」  

親から⼦どもに伝えたい4つのこと〜幸

せな⼦が育む⼟台をつくる〜
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「やればできる」では「私ならできる！」

と思う⼦にはなりません 

＊

「あなたならできる」「やればできる⼦」

……は逆効果？！  

本書は、⼦どもがいきいきと⾃分らしく⽣

きていくために、親や周りの⼈はどん

な”声かけ”をすればいいのか？ 30のよく

あるシチュエーションを例に紹介した「私

ならできる！」「俺ならできる！」⼈間を

育てる実践指南書です。 

 

「普段から褒めているのに、どうしてうち

の⼦は無気⼒なのか？」「褒めて伸ばす、

は嘘？」と思ったこと、ありませんか？

「賢いね」「やれば何でもできる」のよう

な⾔葉をよかれと思ってかけ続けている

と、⼦どもは失敗を恐れ挑戦できなくなる

ことがよくあります。  

 

声かけが原因なら、声かけを変えていけば

よい。結果を恐れずに挑戦する⼒を「⾃⼰

効⼒感」といいます。「⾃⼰効⼒感」を育

んでいくための声掛けを教えてくれるのが

本書です。例えば、「頭がいい」「賢い

ね」などは⼀⾒ほめているように聞こえま

すが、⼦どもの能⼒や才能をほめる⾔葉で

あるため、⾔われ続けた⼦どもは「常に賢

くないといけない」と思い込んでしまい未

知の世界へ挑戦できなくなることがありま

す。  

能⼒、つまり「できる・できない」ではな

く、努⼒の過程や性格、つまり「挑戦して

いること・やっていること」に注⽬する、

に変えましょう。「できても、できなくて

もいい。まずはやってみよう」という声か

けをしていくことで、⼦どもは結果を恐れ

ず様々なことに挑戦していけるようになり

ます。そうすることで⼦どもがありのまま

の⾃分を受け⼊れ、幸せに⽣きていけるの

です。  

この本では、⼦どもが「うまくいったと

き」「失敗したとき」「問題⾏動があると

き」「やる気や⾃信がないとき」の計30

のよくある場⾯を例に、⾃⼰効⼒感を「育

む⾔葉」「育まない⾔葉」が紹介されてい

ます。

本書のテーマ

結果を恐れずに挑戦する⼒「⾃⼰効⼒感」

は、誰しもが持って⽣まれてくる。⼦ども

の⾃⼰効⼒感を育てるためには、⼤⼈から

の声かけが重要である。⾃⼰効⼒感を育て

ることで、⾃分をありのままに受け⼊れら

れる「⾃⼰肯定感」も育っていく。 

声掛けの基本は能⼒ではなく過程に注⽬す

ること。「うまくいったとき」の声かけ

は、結果よりも過程を重視することが⼤

切。「頭がいい」などの能⼒ではなく、努

⼒を褒める声かけが重要である。また他⼈

と⽐べて褒めるのではなく、⼦ども⾃⾝の

⾏動に関⼼を向けた声かけの意識が必要。 

「失敗したとき」の声かけも、うまくいっ

たときと同じくらいに⼤切なことは変わら

ない。結果ではなく本⼈の気持ち、⾏動や

過程に注⽬した声かけを創造しましょう。

ヒントは過去ではなく理想の未来を想像す

ること。 

「問題⾏動があるとき」も、⽋点ばかりに

注⽬すると⼦どもは⾃信が持てないため

1％の強みを⾒つけて伝える声かけが重要

である。また、抽象的な声かけでなく、あ

なたがしてほしいことを具体的な⾔葉にし

て伝えることも⼤切だ。  

「やる気や⾃信がないとき」は、まずその

気持ちを受け⽌め、寄り添うことが⼤前提

である。「頑張れ」ではなく「頑張ってる

ね」と認め、もっと具体的なアドバイスを

したり、未来への過程を少しでも楽しめる

⼯夫が重要だ。 

⼦どもの⾃⼰効⼒感を育てるには、「⽋点

があるからこそ⼦どもなのだ」、という

「愛」で⼦どもの安全基地を確保し、選択

肢を提⽰して⼦ども⾃⾝で決めさせること

が重要だ。また、「みんな違ってみんない

い」「失敗するのもいいことだ」と伝え、

親が⾃分の⽣き⽅を⾒せることも⼤切であ

る。 

本書の流れ

↓

↓

↓

↓

↓

キーワード

「⾃⼰効⼒感」と「⾃⼰肯定感」

「⾃⼰効⼒感」は、結果を恐れずに挑戦す

る⼒のこと。「やればできるかは分からな

いけれど、とりあえずやってみますか」と

感じられる気持ちを指します。本⼈が「や

ってみよう」と挑戦することが、夢の実現

や本⼈にとっての成功につながっていきま

す。 

「⾃⼰肯定感」は、どんなにダメダメな⾃

分も好きだ、愛している、と今現在の⾃分

をありのままに受け⼊れ、⾃分にOKを出

せてしまう⼒のことです。⾃⼰肯定感は、

幸せを感じることで⾼まると⾔われていま

す。⾃⼰効⼒感が⾼いと、「できるかわか

らないこと」にも挑戦していき、結果より

も過程を重視するため、成功しても失敗し

ても幸せにつながります。そのため、⾃⼰

効⼒感が⾼いと⾃⼰肯定感も⾼まる循環が

あります。 

そもそも⾃⼰効⼒感とは？⼦どもの⾃⼰効

⼒感を育むには 

→ 要約 1 へ 

「頭が良い」とほめるのはどうしてよくな

いことなのか  

→ 要約 3 へ 

⼦どものよくないところばかり⽬につくと

きはどうすればよいのか 

→ 要約 5 へ 

⾃⼰効⼒感を育むと、⾃⼰肯定感が⾼まる

理由 

→ 要約 2 へ

声掛けを変える第⼀歩「がんばれ」ではな

く「がんばってるね」 

→ 要約 6 へ 

多様性を受け⼊れる⼒も⾃⼰効⼒感で育め

る  

→ 要約 9 へ 

要約ガイド

本 
⽂ 
要 
約

1.  

「⾃⼰効⼒感」＝結果を恐れずに挑戦する⼒

2.  

「⾃⼰効⼒感」を育てると、「⾃⼰肯定感」も⾼ま

る。  

3.  

能⼒ではなく、努⼒を褒める。 

4.  

まずは、本⼈の気持ちに共感する。 

5.  

⼦どもの⽋点ばかり⽬につくときは、１％のいいと

ころを⾒つけよう。

6.  

「がんばれ」よりも「がんばってるね」 

7.  

親は⼦どもの「安全基地」でいよう。  

8.  

コントロールを⼿放して、「⾃分で決める」を⼤切

にしよう。 

9.  

わたしとあなたは「違う」。ただそれだけ。 

10.  

親も、⾃分の「やってみよう」を育てよう。

 「やればできる」は確約できないけど、プ

ロセスを楽しめて、プロセス⾃体が成⻑で、

それをやること⾃体に意味があると感じて動

き出せるとき、⼈は⾃分の⼒を最⼤限に成⻑

させ、多くの⼈たちの役に⽴つことができる

ようになるのではないでしょうか。この本で

いう「⾃⼰効⼒感を育む」は、そんな「まず

はやってみよう」という気持ちです。 

 幸せを感じるとき、⾃⼰肯定感が⾼まりま

す。ですから、⾃⼰効⼒感が⾼い⼈は、ただ

それだけで、⾃⼰肯定感を⾼めることができ

るのです。 

 もともと能⼒があるかどうかは関係ない、

努⼒することが素晴らしいのだというメッセ

ージを受け取った⼦は、「次もまたがんばろ

う」と、挑戦する気持ちがみなぎります。

「次もきっとがんばることができる」と⾃信

を持つこともできます。 

 

 失敗したときは、⼀番落ち込んでいるのは

本⼈です、なのでまずは、その⾟い気持ちを

そのまま認めてあげましょう。 

 ⼦どもの⾃⼰効⼒感を育み、⾃信を持って

⽣きられるようにするには、ママが⼦どもの

「強みスイッチ」をオンにしてあげることが

⼤切です。 

 

 ⼦どもたちは、もう⼗分がんばっているん

です。だから、伝えてほしいのは「がんばっ

て」ではなく「がんばってるね」ですね。 

 

 未知の領域に挑む⼒、つまり「やってみよ

う」と⾃⼰効⼒感を持てるようになるには、

ママが安全基地になってあげることが必要不

可⽋なのです。 

 

 やろうという気持ち（モチベーション）

は、⾃分で決めたことなのかどうかで⼤きく

左右されます。 

 

 多様性を受け⼊れる感受性を育てる上で役

⽴つのは、「違い」を⾯⽩がること！ 

 

 親があきらめずにものごとに取り組んだ

り、新しいことに挑戦したり、いきいきと⽣

きていると、そんな親の背中を⾒た⼦どもた

ちは、将来に希望を持ち、⾃分も「やってみ

よう」と思うでしょう。 

 

 「⾃⼰効⼒感」とは、結果を恐れずに挑戦する⼒

のことであり、誰しも⽣まれ持っていると⾔われて

います。また、「⾃⼰効⼒感が⾼い」とは、⾃分の

⾏動は意味があるという「信念」・⾃分なら⽬標を

達成できるという「⾃信」・今は難しくても努⼒す

ればできるようになるかもしれないという「希望」

を持っている状態のことを指します。「やればでき

る」ではなく、「やればできるかは分からないけれ

ど、とにかくやってみよう」と思える気持ちが⾃⼰

効⼒感です。「やってみよう」という気持ちは、プ

ロセス⾃体に興味が湧くときやそのこと⾃体に意味

があると感じている時に⽣まれます。そんな⼦ども

の⾃⼰効⼒感は、⼤⼈からの“声かけ”で⾼められま

す。 

 ⾃⼰肯定感とは、⾃分をありのままに受け⼊れ、

どんな⾃分も好きだと思えることです。⾃⼰肯定感

は、達成の喜びや幸せを感じることで⾼まるといわ

れています。達成の経験を得るには、挑戦すること

が必要です。その挑戦する⼒が⾃⼰効⼒感です。⾃

⼰効⼒感のある⼈は結果を重視していないため、で

きるかできないかではなく、「とにかくやってみよ

う」と挑戦していきます。そして、そこに向かうプ

ロセスを重視しているため、成功しても失敗しても

そのプロセス⾃体が糧となり幸せを感じられるので

す。そのため、⾃⼰効⼒感が⾼い⼈は、それだけで

⾃⼰肯定感を⾼められるのです。何よりも挑戦する

ことに意味があるというメッセージを伝えることが

⼤切です。 

 「うまくいったとき」の声かけは、能⼒よりも努

⼒を重視することが⼤切です。「頭がいい」や「賢

い」などは能⼒を褒める⾔葉であるため、⾔われ続

けた⼦どもは「いつも賢くなければいけない」「賢

くない⾃分には価値がない」と思ってしまうことが

あります。そのため、「あきらめずに最後までやっ

たもんね」などの努⼒を褒める声かけが⼤切なので

す。また、「誰かと⽐較して褒めない」という点も

重要です。誰かに⽐べて⾃分の能⼒が優れている、

という理由で得られる⾃⼰肯定感は⾮常にもろいた

め、⼦ども⾃⾝の⾏動に⽬を向けそのプロセスを褒

めることで、「どんな⾃分でもいいんだ」という⾃

⼰肯定感を育むことにもつながります。 

 失敗した時は、本⼈が⼀番落ち込んでいます。ま

ずは、その悲しい気持ちをそのまま認めて共感する

ことが⼤切です。ネガティブな気持ちは否定される

と⼤きくなり、認められると⼩さくなります。本⼈

の気持ちを尊重することで、⾃然と⾃分で切り替え

て前を向けることも多くあります。また、うまくい

ったときと同じように、能⼒ではなくそのプロセス

に⽬を向けた声かけを意識しましょう。そして、問

題の原因の話ではなく、理想の未来に⽬を向けて、

そこに向かうにはどうしていけばいいのかを考えら

れるように⼯夫していくことが⼤切です。また、失

敗した⼦どもを批判するのではなく、「こうしてく

れたらうれしい」というような声かけも意識してい

きましょう。 

 ⽋点ばかり⽬につくことは、⼼理学で「ネガティ

ビティバイアス」と呼ばれ当然のことだと⾔われて

います。特に親は、わが⼦への愛情から⼦どもの⽋

点ばかり⽬につくのは当然のことです。ですが、⽋

点ばかりに注⽬すると⼦どもは⾃信が持てず「⾃分

は何をやってもダメなんだ」と考えるようになって

いきます。「この⼦にも何か強みがあるはず」と思

って⼦どもを⾒ていくと、いいところが⾒えてくる

のです。それを⾒つけて「あなたにはこんないいと

ころがある」と伝えていくことが⼤切です。また、

抽象的な⾔葉が理解できるようになるのは12歳ご

ろと⾔われているため、「ちゃんとしなさい」など

ではなく「ご飯を⾷べて」などの具体的な声かけを

意識しましょう。 

 ⼦どもの「やる気や⾃信がないとき」はまずその

気持ちを受け⽌め、寄り添いましょう。「どんな気

持ちでもいい」と認めることが⼤切です。⼦どもは

がんばらなければいけないと思っており、そして⼗

分にがんばっています。その時に「がんばれ」では

なく「がんばってるね」と認めることが重要なので

す。またその上で未来に意識を向けて、そこに向か

う過程を楽しめるように、抽象的ではなく具体的な

アドバイスや⼯夫をすることが⼤切です。我慢しな

がらやっている⼈は、楽しみながらやっている⼈に

かないません。ただがんばることをがんばらせるの

ではなく、⼦ども⾃⾝が楽しく取り組んでいくため

に出来ることを考えていきましょう。 

 ⼦どもは成⻑するにつれて、活動範囲が広がって

いきます。その過程は楽しいことばかりではなく、

うまくいかずに不安になることもあるでしょう。そ

うなった時に、いつでも帰れる安全基地が必要なの

です。安全基地とは、がんばらなくてもいい場所・

どんな⾃分でも無条件に愛されていると感じられる

場所です。そういう場所があると、⼦どもは安⼼し

て休むことができ、未知の世界に対して「やってみ

よう」と挑戦していけます。⼦どもは、このように

外の世界と安全基地を⾏き来することで成⻑してい

きます。どんな⾃分でも無条件に愛されていると感

じられる、いつでも帰れる安全基地。親は、⼦ども

にとってそういう存在であることが⼤切です。 

 ⼈には、「⾃分で決めたい」という欲望があるた

め、コントロールされているように感じるととても

抑圧されていると感じます。そのため、「⾃分のこ

とは⾃分で決めていい」と伝えて、コントロールを

⼿放すことも効⼒感を育てる上で重要です。コント

ロールを⼿放すことは、⼦どもに対して何も制限せ

ずに好き勝⼿させることではありません。ここから

はしてはいけないという制限を設けることや、選択

肢を提⽰して⼦どもが⾃分で選ぶことも⼤切です。

⼦どもは⾃分で選んだことなので、最後まで責任を

もってやり遂げようと思えます。⾃分から「やって

みよう」と思えることは、⾃⼰効⼒感が⾼いという

ことです。 

 多様性について、わたしとあなたは「違う」け

ど、ただそれだけのことでどちらが偉い・偉くない

などの話ではない、と捉えられることは重要です。

周りの⼈の⽬を気にせず、失敗を恐れずに⾃分らし

い⽣き⽅を選んで挑戦できるのが多様性が尊重され

た社会だということができます。また、⼦どもに多

様性を伝えるためには、「共感」が重要です。⼦ど

もが感じた気持ちを受け⽌めて認めることで、⼦ど

もは多様性を認められたと感じることができ、他の

⼈の気持ちも認められるようになります。また、多

様性を受け⼊れる感受性を育てていくには、「違い

を⾯⽩がる」という考え⽅が役に⽴ちます。お互い

を尊重し、認めあえる会話を普段から取り⼊れてい

きましょう。

 ⼦どもの⾃⼰効⼒感を育むには、親も⾃分の弱み

を⾒せることが⼤切です。⼈間の脳には⾒たものを

吸収して真似しようとする性質があります。そのた

め、親が「⾃分も苦⼿なことはあるし、失敗もする

けどできるようになろうとしている」と伝え、「練

習すればいつかできるようになる」と前向きな姿勢

を⾒せることから、⼦どもは多くのことを学びま

す。また、親が間違った時は謝ることも必要です。

そうすることで、「間違うこともある、間違っても

いい」ということを⽰せます。そして、親⾃⾝が⾃

分の「やってみよう」を育てることも⼤切です。親

が⾃分のやってみたいことに対して挑戦する姿を⾒

て、⼦どもも「やってみよう」と思えます。

ま 
と 
め

1. 覚えておきたいこと 

 

 ⼦どもにとって、⼤⼈からの“声かけ”はとても重

要な役割を持っています。「ただ褒めればいい」で

はなく、また、⼦どもの能⼒でもなく、⾏動や努⼒

に焦点を当てた声かけができているかどうかが⼤切

です。⼦どもが感じている素直な感情を受け⽌め、

未来に意識を向けた⼯夫や具体的なアドバイスなど

の声かけをしていくことで、⼦どもの⾃⼰効⼒感が

⾼まり、結果を恐れずに「やってみよう」と様々な

ことに前向きに挑戦していけるのです。  

 

2. ⼦どもたちへ  

 

 「これは⾃分にはできなさそうだから挑戦しな

い…」「どうせ⾃分は何をやってもできない…」と

思ってしまうこと、ありませんか？そう思ってしま

うのは、もしかしたら今まで⼤⼈に⾔われてきたこ

とが原因かもしれません。確かにやってみて失敗す

るかもしれませんが、それでも⾃分がやってみたい

と思えて、そのこと⾃体に意味があると思えるので

あれば、きっと得るものがあるはずです。できても

できなくても⼤丈夫。あなたに価値があるという事

実は変わらない！私がそう声をかけてあげます！ダ

メでしょうか？  

じゃあ、もし、君の友達が「どうせ⾃分は何をやっ

てもできない…」と⾔っていたら、どう声をかけま

すか？その⾔葉を⾃分にもかけてあげよう。⼈間は

なぜか⾃分には厳しくなりがち。友達に⾔うよう

に、⾃分にも声をかけてあげよう。 

 

3. 家族で話そう  

 

 まずは⼦どもの素直な気持ちを受け⽌めましょ

う。そこに寄り添うことから、⼦どもの⾃⼰肯定感

を育む空気が⽣まれます。そして、⼦どもの能⼒で

はなく努⼒に注⽬した声かけを意識することで、⼦

どもは「次もがんばろう」と思えるようになりま

す。まずは家族で「できた・できない」を「やっ

た・やってみた」に変えてみよう。また、声をかけ

るだけではなく、何よりも⼤⼈たちが⾃分の「やっ

てみよう」に前向きに挑戦していくことが、⼦ども

たちの「やってみよう」にもつながっていくので

す。

他の読みどころ

⼦どもは右脳が発達している。そして右

脳は否定形が理解できない。 

（p. 114‒116）  

 

⼀次障がいと⼆次障がいとは？ 

（p. 159‒161）   

 

「平等」を⼿放すと、楽になる理由。

（p. 199‒200）  

 

「共感」しても「同感」しない。「共

感」と「同感」の違い。（p. 82‒83） 

 

コントロールにならない「制限」のやり

⽅。（p. 186‒187）

本書では分からないこと

「⼦どもの⾃⼰効⼒感を育む」うえで、

「親からの声かけ」に焦点を当て書かれて

いるが、親⾃⾝も⾃⼰効⼒感や⾃⼰肯定

感、⼼の余裕がないと難しい声かけもあ

る。この本だけでは、親⾃⾝の⼼を育む⽅

法については記載されていない。
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