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子どもたちは大丈夫か？

• 蔓延するアトピー
• 外遊びがなく、テレビ漬けの子
• 遅寝で元気のない子
• 昼食を菓子パンで済ます子、朝マックの子
• 無表情で笑わない子
• 疲れてボンヤリした様子の子
• イライラしてすぐキレる子



月刊『世界』２０００年５月号



ライフハザード

・生活破壊のこと

・経済用語「モラルハザード」をもじった造語

１）生活の崩れ

夜更かし、朝食抜き、遊びの消失、メディア漬け

２）育ちそびれ

人間関係の重層構造の崩壊

⇒人との関わりを学習する機会の激減

⇒人と関わる力（人間力）の減退



『世界』２００３年１月号～１１月号



子どもたちの異変子どもたちの異変

１）体力の低下
・親世代に完敗 ・背景に外遊びの減少
２）自律神経系の異常
・５歳児の３割が体温異常（低体温と高体温）
・小学生の９割が血圧不良

→自律神経系の発達不全？
３）免疫系の異常
・３歳児の５割がアレルギー
・医大生の９割がアトピー素因（アレルギー体質）
４）内臓・血管系の異常
・５歳児の３割が生活習慣病のハイリスク児





早稲田大学・前橋明教授の調査

・1998年12月

・岡山県内の５歳児 １８１人

・低体温傾向の子 １４．４％

（午前９時の体温が３６度未満）

・高体温傾向の子 １５．５％

（午前９時の体温が３７度以上）











生活の崩れ生活の崩れ

１）夜更かしの激増 ・３歳児の半数が午後１０時以降

背景＝家族ぐるみの夜更かし

２）食の乱れ ・５人に１人が朝食の欠食

・４人に１人が孤食

背景＝食文化の崩壊

３）遊びの消失 ・伝承の断絶 ・三間の半減

背景＝大人による三間の奪取 （時間・空間・仲間）

４）メディア漬け ・年２２００時間の異常

背景＝８割の家庭がルール無し



夜１０時以降も起きている３歳児の割合



夜ふかしの理由

日本学校保健会「児童生徒の健康状態サーベイランス」１９９８年度版調査

%
小学生
１．テレビ（56.4％）
２．読書（30.8％）
３．何となく（30.2％）

中学生
１．テレビ（42.3％）
２．何となく（28.6％）
３．読書（20.7％）

東京民研学校保健部会
２００４．３



女子栄養大学・足立己幸名誉教授の女子栄養大学・足立己幸名誉教授の
食卓調査食卓調査

• １９９９年
• 小学校５．６年生を対象
• 食卓の絵を描かせた
⇒孤食の実態が浮き彫りに

• 孤食（ひとり食べ） ２６．４％＝４人に１人
• 朝食の欠食 ２２．４％＝５人に１人



足立名誉教授の調査（1999年）

・欠食の理由
１）時間がない ４８．５％
２）おなかがすいてない ３５．４％
３）気分がすぐれない ３０．７％
４）朝食が準備されてない １４．７％
・誰と食べるのが楽しいか（朝食）
１）家族全員 ５７．４％
２）兄弟と ２２．６％
３）ひとりで １５．５％
４）お母さんと １５．４％
５）お父さんと ８．１％



ニワトリ症候群ニワトリ症候群

• ある小児科医の命名
• ニワトリはコケッココと鳴く
コ・・・孤食（ひとり食べ）
ケッ・・欠食（朝ごはんを食べない）
コ・・・個食（家族みな違った物を食べる）
コ・・・固食（いつも決まった好きな物しか食べない）

• ５コ 服部栄養専門学校・服部幸應校長
孤食・個食・固食 ＋粉食・小食

⇒食は家庭で伝承されてきた文化だったが、
今や食文化は風前の灯となっている。







三間消失の背景三間消失の背景

• 時間・仲間 少子化、地域の崩壊
メディア漬け、塾、習い事

• 空間 開発、都市化、モータリゼーション
• 中村の結論

「遊びを奪ったのは大人である」
• 外遊び（群れ遊び）の意義

体力向上、自然体験、友人関係、意欲創出などさまざまな指摘
１）よく眠り、よく食べるために必要
２）人との関わりを学ぶために必要・・・前頭葉の発達
３）よく学ぶために必要

「よく学び、よく遊べ」の4段階
よく遊べ→よく遊び、よく学べ→よく学び、よく遊べ→よく学べ
（乳幼児） （小学校前期） （小学校後期～中学生） （大学生）



メディア漬けという虐待メディア漬けという虐待

• 川崎医科大学・片岡直樹元教授の問題提起
コミュニケーション不全の乳幼児の事例

• ベネッセ教育研究所の調査（２０００年）
乳幼児のテレビ・ビデオ一日平均視聴時間４時間

• ＮＰＯ法人「子どもとメディア」の問題提起
テレビ・ビデオ・テレビゲーム・携帯・パソコン・コミック
一日６時間＝年２２００時間メディア漬けの異常
清川輝基理事「これでは人体実験だ」

→ ノーテレビ運動の全国展開
• 日本小児科医会の提言 ２００４年２月
• 岡田尊司『脳内汚染』の衝撃



メディア漬けの理由

・日本ＰＴＡ全国協議会の調査（２００８年）
テレビを視聴する際、ルールがない家庭の比率
視聴時間 ８４．３％
視聴時間帯 ６２．９％
見る番組 ７７．４％
視聴のマナー ６３．９％
⇒ルール無し＝家庭はメディアの無法地帯

・メディア漬けの弊害
１）夜更かしと朝食の欠食 ２）外遊び時間の減少
３）勉強時間の減少 ４）家族団欒の減少



生活の崩れ生活の崩れ

１）夜更かしの激増 ・３歳児の半数が午後１０時以降

背景＝家族ぐるみの夜更かし

２）食の乱れ ・５人に１人が朝食の欠食

・４人に１人が孤食

背景＝食文化の崩壊

３）遊びの消失 ・伝承の断絶 ・三間の半減

背景＝大人による三間の奪取 （時間・空間・仲間）

４）メディア漬け ・年２２００時間の異常

背景＝８割の家庭がルール無し



育ちそびれ育ちそびれ

・ライフハザードのふたつの要素のひとつ
←小１プロブレムから明らかに

◇小１プロブレム
＝授業中でも立ち歩いたり教室を出て行ったりして
授業が成り立たなくなる小学校１年生の学級崩壊のこと
・１９９７年ころから表面化
・早熟化に伴う高学年の学級崩壊とは異質
幼児期を十分に生ききれてこなかった子が
引き起こす育ちそびれ
学級崩壊というより、学級の未形成



・小１プロブレムの背景

１）幼稚園・保育園と小学校との段差

２）家庭環境の変化＝母子カプセル化

３）社会環境の変化

少子化、核家族化、地域社会の崩壊

（地縁と血縁の崩壊）

人間関係の重層構造の崩壊⇒子どもたちの学
習機会の激減⇒育ちそびれ

「ひとりの子どもが育つには村中の人間が必要だ」



生活改善の取り組み生活改善の取り組み

◇睡眠

子どもの早起きをすすめる会 ２００１年～

早寝早起き朝ごはん国民運動 ２００６年～

◇食

足立己幸「子どもたちの食生態調査」１９９９年

食生態学実践フォーラム ２００３年～

食育基本法施行 ２００５年７月

日本食育学会設立 ２００６年１２月

早寝早起き朝ごはん国民運動 ２００６年～



◇遊び
第１回冒険遊び場全国研究集会 １９９８年～
中村和彦「子どもの遊びに関する調査」 １９９９年
完全学校週５日制スタート ２００２年記号
冒険遊び場づくり協会 ２００３年～
文部科学省・地域子ども教室推進事業 ２００４年～
◇体力
文部科学省・子どもの体力向上実践事業 ２００４年～
スポーツ振興基本計画改定 ２００６年９月
（子どもの体力向上が政策目標トップに）

元気アップ親子セミナー ２００６年～
◇メディア
子どもとメディア設立＆ノーテレビ運動 １９９９年～
日本小児科医会提言 ２００４年２月











生活の崩れに歯止めがかかったか？生活の崩れに歯止めがかかったか？

• 夜１０時以降に寝る３歳児の比率

５２％（２０００年 日本小児保健協会）

３９％（２０００年 ベネッセ）→２８．５％

（２００５年 ベネッセ）

• 朝食を欠食する日がある小学校高学年の比率

２２．４％（１９９９年 足立）→１４．３％（２００５年 文科）

• 朝食をひとりで食べる（孤食）小学校高学年の比率

２６．４％（１９９９年 足立）→２０．１％（２００５年 文科）

• メディアを視聴する乳幼児の１日平均視聴時間

４時間（２０００年 ベネッセ）→３時間４９分

（２００５年 ベネッセ）



・一番肝心な睡眠、食事の崩れとメディア漬け
に歯止めがかかったことは一安心

・しかし、事態が好転している訳ではない

・１９９０年代半ばからの市場原理主義（新自由
主義）による構造改革が格差拡大と「貧困層」
の増大をもたらしたうえに、１００年に１度の
大不況の来襲で、再び子どもたちの生活の
崩れが悪化する怖れがある

・引き続き、警戒し、取り組みを続ける必要あり



独断と偏見による

未来への処方箋未来への処方箋

１）生活改善キャンペーンを続ける

・おやこ元気アップ事業のコンセプト（理念）とスト
ラテジー（戦略）に学ぶ

・ターゲットは保護者

・保護者啓発の「三種の神器」

①情報提供、②体験、③交流＋④参加

◇しかし、保護者のなかには厳しい層（ひとり親、
ＤＶ、心身の病、老親の介護等）や未曾有の不
況による経済的窮乏層も含まれる



厳しい層にどう働きかけるか？厳しい層にどう働きかけるか？

•キャンペーン
一般層

•公共政策
• マクロの働きかけ

経済的

窮乏層

•公共政策 マクロの働きかけ

• ミクロの働きかけ
最も厳しい層



２）子縁の創出①～マクロのつながりの創出

★学校園所の連携から協働へ（小学校・中学校・幼稚園・
保育園＋高校・大学）
★学校園所と子ども関連団体の連携から協働へ

・学校関連団体 ＰＴＡ、おやじの会、こども会、放課後児童
クラブ、放課後子ども教室

・子ども関連団体 児童館、公民館、青少年育成協議会、
子育て支援センター、子育て支援ＮＰＯ、レクリエーション
協会、スポーツ少年団、各種クラブ、ボーイスカウト、プ
レーパーク
・学校関連新組織 学校支援地域本部、地域教育協議会、
・既存の自治組織 町会、自治会、消防団、防犯協会



３）子縁の創出②～ミクロのつながりの回復

・子どもの縁で大人がつながる

・「地域の子どもは地域で育てる」

・家を開く

ｅｘ．持ち回りの誕生会、遊び出撃の拠点、

一緒に食事、一緒に風呂、お泊り体験

⇒子縁を広げ、深めることは、地域を再生し、こ
の国を救うことにもなるのではないか



結語

わたしたち大人の知恵と力とを結集して、子
どもたちの健やかな育ちを支えてやりたいと
切望しています。

つたない話でしたが、ご静聴ありがとうござ
いました。


