琉球大学学術リポジトリ
乳幼児の健康と安全
メタデータ

－乳幼児の事故－

言語:
出版者: 琉球大学農家政学部
公開日: 2011-07-22
キーワード (Ja):
キーワード (En):
作成者: 宜保, 美恵子
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/21267

i繍繍iiiiiiii繍薑Ｉｌｌｌ鱗｛鱗蝋篝ii11

鵬_。

L幼児の學奴

､Ki響ソ

と，幼児のひとり歩き，車道とび出し，車の直前

子供は将来の社会の担い手であり希望と期待に
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ふくらむ蕾である。私達は子供が健康に成長して

直後の横断が挙げられている。事故の中で最も不

立派な花を開くように，その保育にあたらねばな

慮のものと考えられている交通事故の場合でも，

りません。乳幼児は心身の発達のうえでもいろい

実は子供自身とまわりの大人の配慮で防ぐことの

ろな変化の承られる時期であり,種々の病気に対

できるものなのです。

する抵抗力もよわく，健康についての関心もまだ

アメリカの心理学者アーノルド・ゲゼルは次の

漠然としているので，乳幼児期における健康管理

ようにいっている。「身体的な事故もやはり心理

はきわめて重要である。

学的な立場から考えなければならない。道路でけ

戦後の目ざましい医学の進歩,公衆衛生の普及

がしたり，家の中で事故をおこしたり－火傷と

は国民の健康状態の向上に役立って，乳幼児の死

か，落ちたとか，窒息したとか，遊んでいてけが

亡率の改善，伝染病の制圧，平均寿命の延長とな

をしたというように~することが，この年令（乳

ってあらわれている。しかし，安全の点になると

幼児）ては，めだって多いのである。こんな事故

忘れるまもなくやってくる事故は毎年おびただし

はその原因をしらべてふると，両親なり子供なり

い犠牲者を出している状態である｡乳幼児の死因

が，もう少し気をつげていれば避けられるのに，

も消化器疾患，感染症などは医学の進歩，育児知
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識の向上によってその死亡率も低下してきたが，
不慮の事故は年々増加の一途をたどっている。事
故が起るたびに再びこのようなことはくりかえさ

ないようにしようとの反省の声をきくが，つぎつ
ぎと起る大小さまざまの不慮の事故は新聞紙上に
絶えたことがありません。大きな事故が起こらな
い限り安全教育の必要性を認めないほどに，私達
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は事故に対して不感症になっているのではないで

しょうか。子供の事故の中でも溺死及び自動車事
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故が大半を占めています。この交通事故の原因別
統計によると，子供自身，あるいは子供につきそ
っている者の方に原因のあるのが83％も占めてい

私の平衡感覚はスゴイでしよ？保健所で無邪気に
遊ぶ子供達

るといわれている。すなわち，その原因を承る
７
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註１．本土の資料は「国民衛生の動向」昭和42年版による。
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２．沖縄の資料は琉球政府厚生局の「衛生統計年報1965年」
３．０才のみは出生10万対

という心理的要因による場合が多い。子供が未成この両者の事故の内容を承ると，動作の早い者の
事故は，ひっぱられる。物がたおれる，物が落ち

熟であるという条件からこのような事故がおこつ

ていることが多いのである｡」(乳幼児の心理学にJ-JP鱗霧'１蝋
山下訳Ｐ21）ゲゼルはこうのべているが，事故
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には不慮性といった要因よりも，未成熟，不注意
といった心理的要因が大きくはたらいている。こ
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こに安全教育の必要性と，その重要性が大きく浮
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かび上ってくるのである。次に子供の安全につい
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てのべてふたいと思います。

１．子供の事故と行動特徴
1）落ちつきのある子供とない子供

３才～６才までの子供では，落ちつきのない子
供の方が事故を起す回数が多い。特に衝動的な子

供の場合，自分自身が危険に直面することが多い

アシあぶない.'でもボク泣かないよ

だけでなく､人を危険な状態においやることも多

る，人によってしめられた戸に手をはさむ等の受

い。これらのことから考えて，落ちつきのある，

動的ともいえる事故が多いのに反し，動作の遅い

ないは事故を起こすこととかなり関係の深い行動

者のぱあいは，熱い物をひっくりかえす，ころ

特徴といえる。

ぶ，階段から落ちる等の事故が多い。このこと

2）動作の遅い子供，早い子供

は，幼児期において動作の敏速さを，事故からの

危険な状態に会ったとぎ，たとえば，走ってく

がれうる能力として考えることの不適当さを示し

る自動車にぶつかりそうになったとき動作の早い

ている。この時代では事故から身を守るための能

者が身を守るために，適切な行動がとれることか

力を過信し，その訓練を行うよりも，事故をおこ

ら動作の早い子どもは事故をおこすことが少ない

さないように注意することの方が大切である。

のではないかと考えるが実際には早い者も遅い者
もいづれも事故をおこしている。早い者は早い者

3）生活習慣の自立

で，落ちつきのなさと同様事故をおこす機会が多

おくれ，すべてに依存的な子供は，経験の乏しさ

いことが考えられ，遅い者は身のこなしの不器用

から事故をおこす者が多い。日頃危険防止には神

さから事故をおこしている者が多いようである。

経質なくらい気をつかい，危いからと手をさしの

家庭生活における過保護から生活習'慣の自立が
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には，子供の心身の発達状態を十分に考慮し，そ
の発達に応じた方法を講じなければならない。
〔第一段階一出生時から１才まで〕

○条件反射的に安全への習慣を形成させる。
この時期のこどもは，心身の発達がきわめて未
分化な状態にあるため，自分で危険を予測したり

することはできない。しかし自分で危険に対して
防衛行動がとれなくても，他からとらせるように
する。それは動物の訓練などにみられる条件反応
に基く指導法である。例えば子供が扇風機などの
危険物に手でふれようとした場合には，すぐその
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手をたたく，すると子供は，痛いめに会って手､を
ひっこめるが，好奇心からしばらくすると，また

危険物の方へ手を出そうとする。そこでまたその

オッコチルかな？やっぱりよそうよ安全,危険性の判断

手をたたく，こういうことを何回かくりかえして

べ，保護するような危険回避の生活態度は，目の

いると，ついに子供は扇風機などの危険物をふた

前の危険から子供を守ることにはなるが，決して

だけで恐れるようになり，無条件に危険をさける

将来に役立つことはない。

ようになる。

このように安全教育の最初の段階では，子供が

Ｉ子供の安全指導

理解しなくても，強制と反復とによって危険に対

1）安全教育のねらい

する心がまえをつくらせる方法が中心となる。

子供を事故から守るしつげや教育は，各種の傷

〔第二段階－２才から４才まで〕

害や災害を未然に防止し，災害の発生した時に対

○模倣によって安全への態度を習得させる。

処する態度を日頃から養成するための知識，技
術，態度などを身につけさせることが目的であ

この年令の子供は，何かにつけて周囲の人の行

動をまねる傾向のつよい「模倣の時代」である。

る。これについては，幼稚園教育の内容の－領域

親が道路の左側通行を励行しておれば，その子供

である「健康」においても幼児に「安全生活に必
w趨騨f〆

も，それをまねて，左側通行の習慣が自然に身に

要な習慣や態度を身につげさせる」ことが明記さ
れている。しかし，安全教育はただ子供が身の安
全を災害から守るという消極的な意味にとどまら

ついていくし，親が交通規則を無視した態度をと
ると，子供もそのくせがつくようになる。

この時期は好ましい晋`慣を子供につけさせるう

ないのである。即ち，子供をただ単に危険から遠

えでいい機会である。子供は大人の行動様式を模

ざけるという「安全保護」に終ってしまうような

倣することによって，いろいろな生活態度を学び

教育ではなく，小さな危険ならば，むしろ経験さ

とり，身につげていくものである。

せて，自分で自分の安全をはからせる積極的な教
育やしつけでなければならない。

〔第三段階－３才半から５才まで〕
○言語的理解と体験によって安全への適応を発達

このようにして，子供の事故を大人の注意と子

させる。

供自身の注意によって防止できれば，安全教育の
中心課題は，子供の内にもっている「安全能力」
の芽をのばし，子供自身の力で生活に適応できる

この時代は幼稚園時代ともいえる時期で，話し
ことばが一応完成するので言葉の発達に伴ない，

大人の行動様式を言葉で理解できるようになる。

ようにしてやることであるといえる。

また，知的発達も著しく理解力も目だって発達し

2）安全教育の方法

てくるので，この時期には危険から身を守る方法

安全教育のねらいを具体的に展開していくため

を具体的に教えてやれば，子供は十分に理解する
９

ことができる｡ しか し,こうした安全教育が実際
の場面で生か され るよ うになるためには ,日常生
活のいろいろな経験が必要であ
り,その体験に よ
●
る行動が習慣化 されなければ な らない｡
〔
第四段階‑6才以後〕

○安全に関す る正 しい知識技能に よ り,責任ある
積極的な態度を養 う｡
前の第三段階が幼稚園時代な ら,6才以後は学
校時代 とい うことができる｡
これ までの幼児期は ,自分の周囲の大人の行動
様式の模倣によって生活態度を学び ,言語的理解
によって大人の行動様式 を身につけることに中心
がおおかれ ,どち らか といえば ,家庭 の しつけに
依存す る面が多か っれ｡ こ うした基本的な しつけ
によって安全に対す る態度を身につけて就学す る
ようになると安全に関す る知識や技能の修得がい
ちだん と高め られ ,個人的な安全だけでな く,集
団的な安全に対 しても積極的な行動が とれるよ う
になる｡そのためには ,教育の‑環境 として学校
における安全教育が十分に行われなければな らな
い｡

(
宜保美恵子)

‑ 1
0‑

