災害ストレスへの
対応策

災害のストレスから
心を守るための

集

災害が引き起こす
ストレスを和らげる
すぐできる
﹁心のケア﹂
実践集

卜ラウマなどの災害ストレス

えましょう。1つ目は「ストレス
反応は誰にでも起こる当たり前の
反応」ということです。
「ドキド
キしたり、泣きそうになったりし
ても、何も心配いらないよ」と言
って安心させましょう。2つ目は、

るか知る」ことです。正しい備え
を知ることで災害が発生しても被
害を軽減させることができます。
3 つ目は、
「ハザードが起こった
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まう子がいます。反応を抑えるこ
とは、子どもたちが卜ラウマ体験
から回復する妨げになる可能性が
あります。反応が出ないようにす
るのではなく、安心して反応を出
せるような環境づくりが大事です。
「誰にでも起こりうる当たり前の
反応だよ」と伝え、リラクセーシ
ョン法（P34-39）などの対処法を
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節目の時期になると、それまで
収まっていた卜ラウマによるスト
レス反応が再び現れることがあり
ます。これを「アニバーサリー反
応」と呼びます。反応の大きさに
個人差はあるものの、誰にでも起
きる可能性のある自然な反応です。
子どもたちの中には、反応が出る
ことを異常なことだと感じたり、
心が弱いからだと思ったりしてし

0

平成

被災した季節が近づくと、
落ち着かない子どもが
増えるのはなぜでしょうか?

※複数回答

「阪神・淡路大震災の影響により心の健康について教育的配慮を必要とする
児童生徒の状況等に関する調査（兵庫県教育委員会）
」から

震災時の恐怖
地震への極度の緊張感、
地震の夢を見る、
夜中に泣き出すなど

住宅環境の変化
避難所での
困難な生活や
その後の
住居移転の影響など

家族・
友人関係の変化
家族や身近な人の死亡、
保護者の別居や離婚など

学校環境・
通学環境の変化
仮設校舎での生活や
転居に伴う転校、
通学方法の変化など

経済環境の変化
自宅再建、転居費用、
保護者の離婚や
失業などによる
家庭の経済的困窮

災害が起こった時︑

要因別に見た要配慮児童生徒数の推移

心身にはどんな反応が出るのかを

図説 -1

子どもたちに伝えるのも
﹁防災教育﹂
です︒

ストレスです。保護者の別居や離
行われた調査が参考になります。
婚、復興住宅などへの入居に伴う
発災直後は、
「震災の恐怖」によ
転校などの要因が考えられます。
るストレスが最も大きな割合を占
そして8年以上が経過してから
めます。被災時の記憶や「また地
多いのが「経済環境の変化」によ
震が起こるかも」という緊張感が、 るストレスです。転居や住宅の再
子どもたちに影響を及ぼします。
建ができた家庭とそうでない家庭
発災から数年にわたって多いの
で格差が生じたことで、再び住宅
は、
「住宅環境や通学環境の変化」
環境がストレス源となるのです。
によるストレスです。自宅の全半
生活再建や保護者の失職などによ
壊、避難所や仮設住宅での生活、
る家計への圧迫もストレスとなり
復興住宅への転居など。校区外か
ます。住宅環境や経済環境などの
らバスや電車を乗り継ぐなど、通
家族全体に関わる社会的な要因は、
学環境の変化が影響しました。
時間の経過に伴って軽減するとは
5年以上が経過して増えるのは、 限らず、ストレス要因として長期
「家族・友人関係の変化」による
に影響することがわかっています。

ここでは︑
災害後の子どもたちに起こりうる

時にどう対処するかを知る」こと
です。例えば、津波警報が出たら
「できるだけ早く、高く、遠くに避
難すれば命を守ることができる」
と知ることで、警報が恐怖心では
なく安心感をもたらすように意識
を変えることができます。
また、ストレス反応が起きた際、
心と身体を落ち着けるのに効果的
なリラクセーションなど「心のケ
ア」方法を教えるのも大切です。

阪神・淡路大震災後に継続的に

心身反応や対処法について︑

いよという防災の安心感」です。
過去の災害から学び、対策を立て
ることで、同じ被害を繰り返さず
にすむのだと伝えましょう。
この安心感のために、
「防災教

ザードを知る」ことです。災害の
種類やメカニズムを学び、
「正し
く怖がる」ことが重要です。
2つ目は、
「ハザードにどう備え

と
ケア
心の 育を
教
防災 で!
両輪

Q&A 方式で解説します︒

「決してひとりではない」という
ことです。
「もし何かが起こっても
周りには家族や先生、友人など必
ず誰かが側にいるよ」と伝えまし
ょう。3 つ目は、
「こう備えればい

育」により正しい知識を得ること
が必要です。具体的には、
「3つの
安全感」を学びます。1つ目は、
「ハ

集

を解消するためには、
「心のケア」
と「防災教育」をセットで実施す
ることが重要です。
まずは「心のケア」として、子
どもたちに、
「3つの安心感」を伝

災害のストレスから
心を守るための

震災後、
子どもたちが
抱えるストレスには
どんなものが考えられますか？

子どもたちの抱える
トラウマへの対処法を教えてください。

スクールカウンセラーと
うまく連携していくための
ポイントを教えてください。

災害を連想させる物や出来事が
原因でパニックになる子どもがいます。

多面的に子どもの心身を見守り、 す。個性や持ち味を理解している
と、子どもや保護者につなぐとき
にも役立ちます。カウンセリング
にも相性があります。子どもが反
発したり、嫌がったりするような
時には無理をさせないことです。
そんな時は、スクールカウンセラ
ーが直接カウンセリングをするの
ではなく、教職員や保護者に子ど
もとの接し方を助言するといった
心理コンサルテーションに切り替
えるなどの工夫が必要です。

災害を経験した人の中には、
「津

適切な対応をするためには、スク
ールカウンセラーと教職員が普段
から互いに声をかけ合うなど、コ
ミュニケーションをとっておくこ
とが肝心です。子どもたちの情報
を素早く、円滑に共有するため、
職員会議や学年会、各種委員会に
オブザーバーとして参加してもら
うなどもよいでしょう。
スクールカウンセラーの持ち味
を生かすコーディネー卜も大事で

波」という言葉を聞いたり、テレ
ビで災害時の映像を見たりするこ
とで、強い恐怖を感じる人がいま
す。これは卜ラウマ体験となった
災害と「それを表す情報」が結び
ついて、強く条件づけられている
からです。心の健康のためには、

写真や映像などに少しずつ、繰り
返し触れることで、トラウマ反応
を段階的に弱めていくことがで
きます。この時に重要なのは、必
ず「安全・安心な環境」が保障さ
れた状態で行うことです。例えば、
子どもの過剰な反応や表現を軽く
扱ったり、批判したりするような

避けていることにあえてチャレン
ジして、条件づけを弱めていくこ
とも重要です。
まずは、
「津波」や「地震」とい
う言葉や文字自体は、災害そのも
のとは全く別のものであり、人の
命を奪ったり、被害を及ぼしたり
するものではないことをきちんと
理解させます。その上で、災害の

環境がそこにあれば、再びショッ
クを受け、回復の遅れにつながり
ます。そうした観点から言うと、
子どもたちの普段の様子をよく知
り、すでに関係性が築かれている
担任を中心に生活指導担当や専門
家であるスクールカウンセラーと
連携して取り組むのが望ましいや
り方です。

被災体験を作文などで表現することの
意義を教えてください。

とが
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こん たよ !
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被災時の体験を作文などで表現
し、体験を分かち合うことは、気
持ちの整理だけでなく、自分たち
の未来を考えるなど子どもの成長
につながります。被災直後は避け
なければなりませんが、半年から
1 年ほどを経てから、その体験を
もとに表現活動することは、たい
へん意味のあることです。
例えば、阪神・淡路大震災当時、
兵庫県内には、普段から「終わり
の会」でとくにテーマを決めず、
子どもたちが自由に文を書く「3
分作文」を実施している小学校が
ありました。震災後もその活動を
続けたところ、直後は転校した友
だちの話など、震災と直接関係の
ない話題が多く、被災体験が書か
れるようになったのは、しばらく
経ってからだったといいます。

こうした活動の際にも、いく
つかの注意点があります。1つは、
想定される心の変化とその対処法
を教えておくことです。きちんと
防災をしていれば、むやみに怖が
る必要はないと伝えましょう。も
う1つは、子どもたちに表現活動
を無理強いしないことです。
「嫌だ
ったら書かなくてもいいよ」
「もし
も気分が悪くなったら、先生やカ
ウンセラーに相談してね」と、あ
らかじめ逃げ道をつくっておいて
あげましょう。
「震災のときに嬉
しかったこと」など書きやすい作
文のテーマを考えるなどの工夫が
必要です。
子どもたちの作品を文集などに
まとめれば、次世代の命を守るた
めの「語り継ぐ防災教育」として
の意義も加わります。

避難訓練を行う際のポイントを
教えてください。
被災経験のある子どものいる学
校で避難訓練を実施する際は、子
どもたちにス卜レスを感じさせな
いよう、教職員とスクールカウン
セラーが協力して避難訓練に取り
組むことが重要です。子どもたち
には事前に、避難訓練の必要性と
警報の意味を十分に説明します。
予想されるストレス反応と、その
緩和に役立つリラクセーションの
方法も教えた上で避難訓練に臨み
ます。訓練に参加することをため
らう子どもには無理強いせず、感
じているストレスを取り除いてあ
げることが重要です。

具体的な避難行動について学習
する場合、予測される危険箇所を
全て覚えることは難しいです。例
えば、地震対策の場合では「落ち
てきて危ない」
「倒れて危ない」
「割
れて危ない」という3 つのポイン
卜を重点的に伝えると、子どもた
ちは「蛍光灯が落ちてくるかも」
「ロッカーが倒れるかも」
「窓ガラ
スが割れるかも」と予測を立て、
自主的に避難行動を取ることがで
きます。学校の見取り図を渡し、
校内を回って危険な場所を見つけ
て防災マップを作ったり、発表し
たりする授業も効果的です。

教職員間で防災教育への意識に
温度差があり、
ストレスを感じてしまいます。

被災体験をしていない子どもたちに
防災教育する際のポイントは？

被災経験のない教職員は、災

被災経験のない子どもたちに、

われてしまうのかもしれませんが、
基本的に人はそれぞれ立場が違い
ます。この前提のもとに、物事を
なるべくポジティブに捉えるよう
にしてください。
「被災したあの
先生と私は同じになれない。でも、
それは当たり前。必要以上に自分
を責める必要はない。私ができる
は亡くしていないのだから」
「B先
ことをやろう」
、そんなふうに考
生は自分がほとんど被害に遭って
えてみてはどうでしょうか。
いないから、危機感が薄いのだ」
。
こうした考え方こそが自責感を
自責、怒り、憎しみ、ねたみ。置
軽減し、自分をいたわるセルフケ
かれた立場の違いによってさまざ
アなのです。それでも、自責の念
まな感情が渦巻きます。
にとらわれたり、怒りが沸き起こ
しかし、そうした感情はごく自
ったりしたときは、
「心のケア実
然なことであり、そう思ったから
践編」(P34〜41)で紹介するリラ
といって自分を責める必要はあり
クセーション法を試してみてくだ
ません。被災地の現状に圧倒され、 さい。心が落ち着き、気持ちを切
自分が無力であるとの思いにとら
り替えることができます。

害を経験している教職員と比べ、
「知識も経験もない自分が防災教
育などできない」と思ってしまう
ケースがあるようです。また、被
災経験のある教職員同士でも思
いは複雑です。
「自分も被害に遭
ったが、A先生のように家族まで

被災後、
数年経ってから
PTSDの症状が出ることもあるそうですが、
なぜですか?
被災後、時間が経過してから症
状が現れることは十分に考えられ
ます。阪神・淡路大震災では、被
災後10年が経過し、大人になって

バックに苦しんでいたり、よく眠
れないほどの悩みを抱えたりして
いることも少なくありません。症
状が出ていないのではなく、つら
から症状が出た例もあります。
い状態を口に出せず、一人で抱え
大きな災害が起こった場合、何
込んでいるのです。そうした子ど
らかの心身反応が現れるのは自然
もにはいつか限界が訪れます。深
なことです。しかし、子どもたち
刻な場合、PTSDやうつ病の発症
は保護者や教師に心配をかけない
へとつながってしまいます。こう
よう、自分の感情を抑え、頑張っ
した傾向は特に中高生に多く見ら
て元気に振る舞うことがあります。 れます。変化に気づいたら、医師
表面的には落ち着いているよう
やカウンセラーなどの専門家に相
に見える子どもでも、フラッシュ
談してみてください。

災害は他人ごとではないと危機感
を持たせるのは必要なことです。
ただし、被害を知らない、見てい
ないから防災意識や危機感が薄い
と考え、災害の恐ろしさを伝える
ことに重きが置かれるのは防災教
育ではありません。災害をイメー
ジさせることは必要ですが、大事
なのはどんな大きな災害にあって
も生き延びる知恵を与えることで
あり、それが防災教育の役割です。
そういう意味で、防災教育を行
うには「入口」が肝心です。津波
の映像を見せるなど、初めから脅
しをかけるのでは、子どもたちは
その先の話を聞きたいと思いませ
ん。反対に、興味を引く話題から
入れば熱心に耳を傾けてくれます。
例えば、子どもたちの将来の夢

震災後、
被災地から転校してきた子どもが、
からかわれたり、
いじめられたりしています。
どう対応すればよいでしょうか?
いじめに関しては、大人同士の
対立やいさかいなどを、子どもた
ちが目にして影響を受けることが
少なくありません。
まずは大人が科学的に正しい知
識を得て、子どもたちに伝えまし
ょう。
「親に心配をかけたくない」
「先生に相談したことがばれたら
余計に悪化する」などの思いから、
いじめられていることを誰にも打
ち明けられない子どもも多いです。
小さなサインも見逃さないように、

常にアンテナを張っておきましょ
う。
いじめに気づいたら、いじめら
れる側だけでなく、いじめる側に
話を聞くことも重要です。本人は
いじめているつもりがなくても、
結果的に相手を傷つけてしまって
いる場合もあります。相手の立場
も尊重しつつ、率直に自分の意見
や気持ちを適切な方法で表現する
「アサーティブ」な言い方などを
紹介してみてください。

が災害とどう関係するのかを考え
させるのもよい方法です。
「あな
たの将来の夢は災害の時にどう役
立ちますか」と問いかけることで、
子どもは興味をもって考え始めま
す。
「パティシエになって、被災地
でケーキを配りたい」
「ネイリスト
になって、避難所で爪のケアをし
ながら被災者の話し相手になりた
い」など、それぞれ真剣にアイデ
アを出してくれるはずです。防災
を自分とは無関係のものとしてで
はなく、将来の夢と密接に関係す
る身近なものであると気づかせる
ことができます。
「必要だから」と押し付ける防
災教育ではなく、興味や関心を引
き出す工夫をすることで、子ども
たちは前向きに学び、自ら防災の
大切さに気付くことができます。

双方
の話
を
聞い
てね

災害が引き起こす
ストレスを和らげる
すぐできる
﹁心のケア﹂
実践集
災害時︑
子どもたちの心と体には︑
大人が想像する以上に負担がかかっています︒
そうした負担に対応するための方法を学ぶことも防災教育の一環です︒

イライラする
集中できない
お腹が固まっていない
か、お腹に手を当てて
確認する。

眠れない
両肩を元の位置に。余
分な力が抜けていく感
じを味わう。
腕を体の横にもってき
て、両肩を上げる。

鼻から息を吸って
口から吐く
背筋を伸ばす

両肩を
ストンと落とす

人間関係

学業・進学
住環境の変化、友達との別
れ、保護者との離別など

友達とのケンカ、いじめ、
先生とのすれ違いなど

成績不振、授業が分からな
い、進学への不安など

ひとりで問題を解決できないときは、信
頼できる人に相談してみましょう。アド
バイスが得られたり、前向きな考えに切
りかえることができます。
深呼吸や体をほぐす運動などは、イライ
ラや不安を解消する助けになります。自
分に合ったリラックス法を知っておくと、
ストレスそのものに強くなっていきます。
共同で何かをする経験によって、人との
つながりを感じ、心が安定します。よい
人間関係を気づくことにつながり、困難
な状況に対処する力を高めてくれます。

相談する
気持ちをほぐす
人とのつながりを感じる

引っ越し

落ち着くためのリラックス

対応できなくなると…

ストレス反応の例

このコーナーでは︑
普段から学校で実践できるストレスマネジメントの方法を紹介します︒

落ち着くためのリラックス

ストレッサーの例
ストレスへの対処のポイント

ストレスって何?
ストレッサーとストレス反応
過度のストレスは心身に悪い影響を及ぼします。
もっとも有効な方法は不安の原因になっている
ストレッサーに立ち向かうことです。
ここでは落ち着きを取り戻し、リラックスするための方法を紹介します。

臨床心理士

兵庫県立大学大学院減
災復興政策研究科教授。
阪神・淡路大震災、四
川大地震、東日本大震
災等を経て、心のサポ
ートと防災を一体的に
進める必要を痛感。

対応する力もつきます︒

く︑日常生活上のストレスに

康を保つ助けになるだけでな

とで︑いざという時に心の健

普段から取り組んでおくこ

ち着いた気持ちになれます︒

ラが身体の外にでていき︑落

吐く息とともに不安やイライ

口からゆっくり息を吐きます︒

を当てて︑大きく息を吸って︑

いきます︒そして︑お腹に手

﹁ガチガチ﹂の身体が弛んで

て︑ストンと肩の力を抜けば

背筋を伸ばし︑両肩をあげ

きません︒

固まっていると上手に息がで

ってしまいます︒特にお腹が

り︑呼吸がうまくできなくな

トレスで緊張すると体が固ま

ックスするのに有効です︒ス

レスをコントロールし︑リラ

呼吸を整えることも︑スト

と楽になります︒

で気持ちがほぐれ︑ずいぶん

誰かに相談しましょう︒それ

切です︒ひとりで抱え込まず︑

する方法を見つけることが大

のです︒うまくコントロール

ストレスは誰もが感じるも

ガチガチになった
心と体をほぐす

が重要です︒

それにどう対処していくのか

ことは現実的に難しいので︑

トレッサーをすべて取り除く

ことが多いのが特徴です︒ス

レッサーが複雑にからみ合う

こと︑災害時には様々なスト

普段の生活ではもちろんの

いいます︒

の変化を﹁ストレス反応﹂と

よって引き起こされる心と体

を﹁ス ト レッサー﹂
︑そ れ に

のことです︒ストレスの原因

心と体に負担がかかった状態

知りましょう︒ストレスとは︑

まずは︑ストレスについて

ストレッサーと
ストレス反応

冨永良喜 さん

教室ですぐできる遊びで活力UP

遊びが持つ力は子どもたちから不安や緊張を遠ざけます。
友だちと一緒に行うことで効果倍増。
顔じゃんけんと全身じゃんけんで筋肉をほぐしましょう。
大人もぜひ一緒に!

呼吸を整える
リラクセーション10秒 呼吸法

椅子の背にもたれ、
ゆったり座る。
足の裏は地面に着ける。

顔じゃんけん

グー

顔の中心に目や口を
ギューッと寄せる。

チョキ

呼吸法を取り入れた軽い運動は
ストレス反応の軽減に即効性があります。
特別な場所や道具も必要ない「10秒呼吸法」は
心と身体をほぐしてくれます。

パー

舌を頬に向けて出し、
目線を上に向ける。

両手を重ねて
お腹に当て、
1･2･3で鼻から
息を吸い込む。

目を大きく見開き、
口も大きく開く。

軽く目を閉じて、
手順2〜3の呼吸を
繰り返す。
息を吸う時は
お腹をふくらませ、
吐くときはへこませる。

4で息を止め、
5･6･7･8で
ゆっくり口から
息を吐き出す。

全身じゃんけん

チョキ

パー

グー
椅子の背もたれから
身体を起こし
伸びをして
脱力し、目を開ける。

しゃがんでひざを抱え、
身体を丸める。

手と足をしっかり
クロスさせる。

自分のリズムで
ゆったり腹式呼吸

ストレスを感じると︑心だ

けでなく︑身体も緊張して硬

くなります︒身体をほぐし︑

心を落ち着かせるためには呼
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吸を整えることが有効です︒

もなり︑ストレス反応が軽減

﹁ 秒呼吸法﹂は軽い運動に

されます︒リラックスするこ

とで︑身体の緊張がほぐれ︑

気分がスッキリすることを実

感してください︒その体験が

習慣になっていけば︑日常生

活の中でストレスを感じた時

にもうまくコントロールする

ことができるようになります︒

特別な場所も道具も必要あ

りません︒試験や試合の直前︑

授業が始まる前のちょっとし

た時間などに実施してみてく

ださい︒

じゃんけんをアレンジして
身体をほぐしてみましょう

顔の筋肉を動かしたり︑全

身を使ったりしてじゃんけん

することで︑体の筋肉がほぐ

れ︑血流が良くなります︒全

身じゃんけんは身体のポーズ

だけでなく︑顔の表情と組み

合わせるなど︑自分たちでア

レンジしても楽しいものです︒

休み時間に友達とやってみる

授業では、グループ発
表の順番を決めるとき
などに行えば、緊張が
解け、場が和みます。
体育授業の前に先生と
行うことで、指示への
集中が高まるなどの効
果も期待できます。

手を握って
こぶしを作り、
腕の曲げ伸ばしを行う。

手を伸ばして全身を
大きく広げる。

なども良いでしょう︒

みんなでやってみよう

次第に自然な呼吸に
戻していく。
手を開いたり、
閉じたりする。

ストレスを感じているのは
子どもたちだけではありません。
日常ですぐできるリラクセーション法と
ストレス解消に不可欠な
質の良い睡眠をとるための方法を紹介します。

環境を整えて
先生にも心のケアを

運動で日常ストレス解消
縄 跳びいろいろ
毎日同じ時刻に起きる

縄跳びは、それほど広くない場所でも取り組むことができ、
特別な道具がいらない遊びです。
毎日の日課にすることで、運動不足の解消にも役立ちます。
ここでは、子どもたちが飽きずに続けられるように、
ユニークな縄跳びを紹介します。

睡眠衛生法
ぐっすり眠るための10の工夫

すぐにできる
リラクセーション方法

生活リズムを整えましょう。
以前の
就寝時刻に戻す

精神活性物質の
摂取をやめる

昼間に居眠りしない

長なわS字跳び
回し手が、半回転ずつタイイングをずらしてロ
ープを回します。跳ぶ人から見て、ロープはS
字を描くように動きます。ロープが上になった
ときに順々に入り、ジャンプして跳び続けます。

上回し下回し跳び
就寝時刻が
変わっていませんか？

グーパー運動
息を吸いながらいっぱいに掌を広げる→②
2、3秒、息を止める→③ゆっくりと息を吐
きながら力を抜いて手を握る→④4、5回
繰り返す。

カフェイン、アルコールなどの
摂取は眠りを妨げます。

長時間の居眠りは
身体のリズムを崩します。

午前中に運動する

夕方以降、
光刺激を避ける

体温を上昇させる

身体を
目覚めさせましょう。

テレビやスマホではなく、
ラジオや読書を。

就寝間際に熱めの
お湯に浸かりましょう。

毎日決まった時間に
食事をとる

夕方に
リラクセーションを行う

快眠できる
環境を整える

ロープを2つ折りにして片手でグリ
ップを持ち、1 回跳び上がっている
間に、頭上でロープを 1 回まわし、
さらに、両足の下で 1 回水平に回し
ます。三重跳びをとぶくらいジャン
プして、ひざを十分に曲げます。

三人1本三角並び跳び
三人が、三角形になるように並び、
後ろの二人が1本のロープを回して
三人で跳びます。前の人はロープの
動きが見えないので、みんなでかけ
声をかけて跳びます。

サークル前後連鎖跳び
隣の人とグリップ交換して跳びます。
円の中を向く人は前を跳び、円の外
を向く人は後ろ跳びになり、一人お
きに跳び方が違うので、全員でリズ
ムを合わせることが必要です。

眼球運動
目を左右に数十回動かしてパッと止める。
目の周りの筋肉を緩める。

就寝間際の食事は
眠りを妨げます。

瞑想やヨガなどでスムーズな
入眠を心がけましょう。

子どもたちの運動不足︑
肥満傾向に対処する

震災後は学校の運動場や公

園が仮設住宅に使われるなど

し︑屋内で過ごす時間が長く

なるものです︒そのため︑子

どもたちは全般的に運動不足

になりがちです︒体力の低下

だけでなく肥満傾向にある子

どもも少なくありません︒

仮設住宅での生活など環境

の変化によって︑日常のスト

レスも感じています︒阪神・

淡路大震災の時︑ストレスと

運動不足対策として教員が活

用したのが縄跳びでした︒

縄跳びは狭い空間でもでき

る有酸素運動として︑運動不

足と日常のストレスの解消に

有効です︒飽きずに続けられ

るように︑縄跳びのバリエー

ションを用意するとよいでし

ょう︒

ストレス対策を
大人も忘れずに

先生がストレスを感じてい

ると︑子どもたちに影響しま

す︒大人にも﹁心のケア﹂が

必要です︒

まずは︑先生が︑肩を上下

させるリラックス方法や 秒

呼吸法など実践し︑その効果

を実感してみてください︒こ

れらのリラクセーション方法

を子どもたちに自信をもって

伝えることができるようにな

ると同時に︑先生の﹁心のケ

災害による非日常やトラウ

ア﹂にもなります︒

マは︑子どもだけでなく︑大

人の眠りも阻害します︒スト

レスを心身に溜め込まないよ

うに︑質のよい睡眠をとるこ

とが大切です︒心と身体をほ

ぐし︑規則正しい睡眠を心が

けるようにしましょう︒

ヒーリング音楽を聴く︑好

きな香りを嗅ぐアロマテラピ

ーなどもストレス軽減に効果

があります︒子どもたちに︑

様々な方法を試しながら︑自

分に合ったリラクセーション

を見つけ︑日頃から実践する

よう促してみてください︒
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自分にあった寝具や
照明などを見つけましょう。

