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Ｑ：子どもの反抗期について教えてください　

Ａ：学童期には、成長の道しるべとしての反抗と病的な反抗
があります。成長の道しるべとしての反抗は小学２年生
の冬ごろから始まります。保護者の皆様も、大人のいる
ところといないところで行動をガラッと変えたり、みん
なでルールを破った経験があると思います。このような
反抗を、教育心理学ではギャングエイジ時代と呼びま
す。みんなと同じがよいというのは、日本特有の国民性
です。ギャングエイジ時代は、みんなの考えと自分の考
えとの間で、折り合いをつける練習の時期です。ギャン
グエイジ時代は４年生がピークですが、学校の状態が悪
いと小学校を卒業するまで続きます。

　　ギャングエイジ時代への対策は、反抗して行動すること

で失敗することを体験させることです。言って聞かせて
効果はありません。なぜなら、体験したことを元に推論
するのは低学年から可能ですが、言われたことを元に推
論する能力は中学校２年ごろから可能になるからです。
中学校では、生徒指導のときに先生方が理詰めで生徒に
話すので、小学校と全然違うなと感じたのを覚えてい
らっしゃる方も多いことでしょう。

　　病的な反抗とは、保護者、学校の先生を含め、誰に対し
ても反抗的な態度をとる場合です。寝不足やゲームやス
マホ・タブレットなどのメディア過剰使用などが原因に
なり得ます。学童期の標準的な睡眠時間は9～11時間で、
午後９時前の就寝がよいとされています。また、メディ
アの使用時間が１日２時間を超えると、行動異常が増加
することが知られています。学習用のタブレット教材
が、行動異常につながる場合もよくあります。コン
ピュータ学習時間が増えると読み書き能力が低下すると
いう大規模調査結果（OECDによる）もあります。福島
県内では、メディアの過剰使用によると思われる不登校
が激増しています。メディアの過剰使用による行動異常
は治療困難なので、予防の方が大切であることを知って
おきましょう。
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■ エコチル調査福島ユニットセンターへのお問い合わせ先　平日（土・日・祝日を除く）―  9：00～17：00  ―
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■ 調査の一般的な内容に関するお問い合わせ先
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　　　0120-327-735
　平日（土・日・祝日を除く）―  9：00～17：00  ―
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（オンライン開催）

「海洋ごみと海の生物について」
公益財団法人ふくしま海洋科学館
アクアマリンふくしま 岩田 雅光先生
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あんなこと、

第5回エコチル★ふくしま
環境セミナーを開催します！

親子で楽しめるYouTube 動画
12月23日（金）～期間限定公開☆

お気に入りフォトの募集は終了しました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
なお好評につき、第2弾が決定いたしました!!　詳しくは、次回春号にて
お知らせしますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

福島県立医科大学
ふくしま子ども・女性医療支援センター

教授　横山  浩之 先生

あいりさん
ワカサギ釣ったよ！

かほさん
芋がらを干して
リースを作りま
した！

まっくんさん
初めての
クッキー作り

ひーちゃんさん

私のペットのマーチ
です。可愛くて大好き
です。

のんにこさん

ほり～ぬ☆彡さん
お雛様と一緒に
おめかししたよ！

今年は沢山雪が積もったので
可愛いカマクラ、妹と作ったよ♪

申込方法や詳しい内容は同封
のチラシ、またはエコチル★
ふくしまホームページをご覧
ください。

身長・体重を書き込める「成長記録メモ」や、エコチル調査からの
お知らせ、エコチル★ふくしまnanacoカードのご利用方法など
を掲載しております！ぜひご活用ください！

福島中央テレビ「ゴジてれChu!」の大人気コーナー
「ブンケン歩いてゴミ拾いの旅」エコチル特別版ほ
か、プレゼント企画もあります。詳しくは同封のチラ
シをご覧ください。
予告動画を公開中です。右の二次元
コードからぜひご覧ください♪

本編動画の配信は
2022年12月23日～です。

2023年エコチル
カレンダーが完成
しました！ 2023
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申込数が限定数を超えた場合は、抽選となります。抽選結果及び「まが玉セット」は12月下旬に発送予定です。なお、「まが玉プレゼ
ント」にはずれた場合でも、動画視聴ができます。使用する材料や作成手順について、動画配信と同時にホームページでお知らせしま
すので、ご確認ください。動画の視聴はデータ通信料がかかりますので、Wi-Fi環境での利用がおすすめです。

動画を見ながら
「まが玉つくり」に挑戦！

「まが玉つくりセット」
をプレゼント!

子どもアンケートに答えてくれたエコチル
キッズの皆さんには、ふくしまユニットセン
ターよりお礼のハガキをお送りします。

無理のない範囲で、
ご協力をお願い
いたします。

こたえは、HPの
 「まが玉つくりの動画」でカクニン!

【しつもん】　まが玉の形は、なにの形？
くもの形❶ どうぶつのきば❷ おばけ❸

今回の親子ふれあい会は、福島県文化財センター白河館（まほろん）
の学芸員さんに動画でご指導をいただき、「まが玉つくり」に挑戦
します！！
また、「まが玉が使われた時代のようす」についてのお話もうかが
います。さあ、いっしょに「歴史のふしぎ」をたんけんしよう！！

10歳質問票より、お子さまご本人に回答してもらう「子どもアンケート」
が始まっています。お子さまの普段の生活で感じていることを教えてい
ただく調査です。10歳以降、質問票がお手元に届きましたら、お子さま
と一緒に内容をご確認ください。

…ふしぎなかたち、
「まが玉」ってなんだろう…？？

2022年12月26日より エコチル★ふくしまHPで配信開始

※  「子どもアンケート」ご返送の際は、
　必ず保護者質問票と同封の上ご返送ください！

☆エコチルキッズのみなさんへ☆☆エコチルキッズのみなさんへ☆
子どもアンケートに答えたくない質問があったときは？

「答えたくない…」、「意味が分からない…」など
の質問があったときは、質問番号に「×」をつ
けてね。答えられる質問に回答してくれるだけ
で大丈夫だよ。　　例：質問1

エコチル★ふくしま
親子ふれあい会のお知らせ

◆パソコンからは…
「エコチル★ふくしま」でホームページ検索。
「イベント情報」➡「まが玉をつくってみよ
う！」をクリック。

◆スマートフォンからは…
HPイベント二次元コード
からアクセス。　

申込方法

11月30日～12月14日2022年プレゼント申込受付

　「保護者の意思により協力しません」または
　「子どもの意思により協力しません」のいずれかに
　☑チェックをしてください。

　記入日をご記入ください。
　ご記入後は、未解答のまま「子どもアンケート回収封筒」に
入れ保護者の方の記入済み質問票と共にご返送ください。

子どもアンケートの
以下2項目をご記入ください

協力が難しい
場合は？

1.

2.

遊んで！学んで！エコチル★キッズ！ VOL.5

続くよ !エコチル調査 !  ～13才より先の調査～

お話しを聞いた方

橋本浩一 先生 エコさん
エコチル調査に参加して
いるエコチル★キッズ
（小学5年生）

エコチル調査
福島ユニットセンター長

11月の誕生日で
11才になりました。

たんじょうび

エコさん、11才のお誕生日おめでとう！そして、いつも調査に
協力してくれてありがとう！
実はね。エコチル調査に参加してくれているみんなに大切なお
知らせがあるんだ。

あのね、エコチル調査が始まった時は、キミたちがお母さんのおな
かにいる時から1３才になるまでの調査ということで進められてき
たんだけど、国がいろいろな人たちと一緒に考えて、13才より先の
調査を続けることが決まったんだ！

まずは13才から18才までの調査を計画しているよ。
小学6年生になったら、キミやおうちの方には13才より先の調
査の内容を説明して、あらためて同意をいただいてから調査を
行うよ。

同意っていうのは、調査に協力するかどうか考えて、「協力する」と決めることだ
よ。最初は、キミのおうちの方から同意をいただくことになっているんだ。キミか
らは、中学校を卒業した頃に同意をお願いするよ。その時は、協力してくれると
うれしいな。

エコチル調査は、将来の子どもたちや社会全体にとても役に立
つことで、キミたち一人ひとりの協力が一番大事なんだ。キミや
みんなの期待にこたえられるように先生たちもがんばるよ。こ
れからもよろしくね。

キミやエコチル調査に参加してくれたみんなのおかげで、エコ
チル調査からいろいろなことがわかってきたんだ！
そして、13才より先の調査を続けることで、中学生や高校生の時
期の健康とか、将来エコさんが親になったときのお子さんのこ
ととか、もっと多くのことがわかってくると期待されているん
だよ。

保護者のみなさまへ
詳細は\こちら/いつも、エコチル調査にご協力いただきありがとうございます。昨年度よりエコチル調査を13歳以降にも継続することに

ついて、環境省が有識者等と検討した結果、継続することとなりました。詳細は、国立環境研究所エコチル調査コアセンター
のホームページをご参照ください。
調査継続に関する同意手続きは、お子さまが小学6年生になってから資料をお送りします（令和5年度は7月以降の予定です）。
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ついて、環境省が有識者等と検討した結果、継続することとなりました。詳細は、国立環境研究所エコチル調査コアセンター
のホームページをご参照ください。
調査継続に関する同意手続きは、お子さまが小学6年生になってから資料をお送りします（令和5年度は7月以降の予定です）。

橋本先生
エコさん
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画像処理をして掲載しております

Ｑ：子どもの反抗期について教えてください　

Ａ：学童期には、成長の道しるべとしての反抗と病的な反抗
があります。成長の道しるべとしての反抗は小学２年生
の冬ごろから始まります。保護者の皆様も、大人のいる
ところといないところで行動をガラッと変えたり、みん
なでルールを破った経験があると思います。このような
反抗を、教育心理学ではギャングエイジ時代と呼びま
す。みんなと同じがよいというのは、日本特有の国民性
です。ギャングエイジ時代は、みんなの考えと自分の考
えとの間で、折り合いをつける練習の時期です。ギャン
グエイジ時代は４年生がピークですが、学校の状態が悪
いと小学校を卒業するまで続きます。

　　ギャングエイジ時代への対策は、反抗して行動すること

で失敗することを体験させることです。言って聞かせて
効果はありません。なぜなら、体験したことを元に推論
するのは低学年から可能ですが、言われたことを元に推
論する能力は中学校２年ごろから可能になるからです。
中学校では、生徒指導のときに先生方が理詰めで生徒に
話すので、小学校と全然違うなと感じたのを覚えてい
らっしゃる方も多いことでしょう。

　　病的な反抗とは、保護者、学校の先生を含め、誰に対し
ても反抗的な態度をとる場合です。寝不足やゲームやス
マホ・タブレットなどのメディア過剰使用などが原因に
なり得ます。学童期の標準的な睡眠時間は9～11時間で、
午後９時前の就寝がよいとされています。また、メディ
アの使用時間が１日２時間を超えると、行動異常が増加
することが知られています。学習用のタブレット教材
が、行動異常につながる場合もよくあります。コン
ピュータ学習時間が増えると読み書き能力が低下すると
いう大規模調査結果（OECDによる）もあります。福島
県内では、メディアの過剰使用によると思われる不登校
が激増しています。メディアの過剰使用による行動異常
は治療困難なので、予防の方が大切であることを知って
おきましょう。
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発行／エコチル調査福島ユニットセンター

ふれあい会からのお知らせ
★歴史たんけん 「まが玉」をつくってみよう！
おしえて先生！あんなこと、こんなこと
★学童期の反抗を考える

お気に入り
フォトコーナー

おしえて先生！ こんなこと

学童期の反抗を考える

遊んで！学んで！エコチル★キッズ！
★エコチル調査について聞いてみました！
子どもアンケートについて
★子どもアンケートが始まっています

■ エコチル調査福島ユニットセンターへのお問い合わせ先　平日（土・日・祝日を除く）―  9：00～17：00  ―
・福島本部事務所（県北・相双地域）
　TEL. 024-547-1449
　〒960-1295 福島市光が丘1番地（福島県立医科大学内）

■ 調査の一般的な内容に関するお問い合わせ先
▶エコチル調査福島専用コールセンター
　　　0120-327-735
　平日（土・日・祝日を除く）―  9：00～17：00  ―

https://www.ecochil-fukushima.jp/

・郡山事務所（県中・県南・会津・いわき地域）
　TEL. 024-983-4780
　〒963-8025 郡山市桑野1丁目21番17号 桑野共栄ビル2階

エコチル　ふくしま
オフィシャル
WEBサイト

国立研究開発法人

日 時：

テーマ：
講 師：

2023年2月5日（日） 14：00～15：00
（オンライン開催）

「海洋ごみと海の生物について」
公益財団法人ふくしま海洋科学館
アクアマリンふくしま 岩田 雅光先生

No.35

あんなこと、

第5回エコチル★ふくしま
環境セミナーを開催します！

親子で楽しめるYouTube 動画
12月23日（金）～期間限定公開☆

お気に入りフォトの募集は終了しました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。
なお好評につき、第2弾が決定いたしました!!　詳しくは、次回春号にて
お知らせしますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

福島県立医科大学
ふくしま子ども・女性医療支援センター

教授　横山  浩之 先生

あいりさん
ワカサギ釣ったよ！

かほさん
芋がらを干して
リースを作りま
した！

まっくんさん
初めての
クッキー作り

ひーちゃんさん
私のペットのマーチ
です。可愛くて大好き
です。

のんにこさん

ほり～ぬ☆彡さん
お雛様と一緒に
おめかししたよ！

今年は沢山雪が積もったので
可愛いカマクラ、妹と作ったよ♪

申込方法や詳しい内容は同封
のチラシ、またはエコチル★
ふくしまホームページをご覧
ください。

身長・体重を書き込める「成長記録メモ」や、エコチル調査からの
お知らせ、エコチル★ふくしまnanacoカードのご利用方法など
を掲載しております！ぜひご活用ください！

福島中央テレビ「ゴジてれChu!」の大人気コーナー
「ブンケン歩いてゴミ拾いの旅」エコチル特別版ほ
か、プレゼント企画もあります。詳しくは同封のチラ
シをご覧ください。
予告動画を公開中です。右の二次元
コードからぜひご覧ください♪

本編動画の配信は
2022年12月23日～です。

2023年エコチル
カレンダーが完成
しました！ 2023

CALENDAR
Eco&Child
Fukushima

福島ユニットセンター
へのお問い合わせ先

●福島本部事務所（県北
・相双地域） 　TEL. 024-547-
1449 　〒960-1295 福島市光が丘1
番地（福島県立医科

大学内）
ホームページアドレス

https://www.ecoc
hil-fukushima.jp

メールでのお問い合わ
せhttps://www.ecoc

hil-fukushima.jp/c
ontact/

調査の一般的な内容に
関するお問い合わせ先

エコチル調査福島専
用コールセンター 

0120-327-735

国立研究開発法人

平日（土・日・祝日を除く） 
9：00～17：00

●郡山事務所（県中・県
南・会津・いわき地

域） 　TEL. 024-983-
4780 　〒963-8025 郡山市桑野1丁
目21－17 桑野共栄

ビル2階


