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幼児 のスマホ使 用と手指 の発達
皆さんが 小学校 の頃、 ランドセ ル の中に
は筆箱、 そ してそ の中 には鉛筆が 入 ってい
ウとェ いますが、どんな鉛筆 でしウか？
入学から低学年 のうちは ２Ｂや Ｂ、 そ して
学年が 上が るに つれ てＨＢ へと変化 してい
っウ のではな いでし ょうか？
ご存 じ のようにＢ の鉛筆は芯が 柔らかく、
濃く書けます。 ＨＢとな るとあ る程度 の筆
圧が 必 要になりますが、無駄に力を込めな
く ても スラ スラと書け るようにな っていれ
ば、む しろ手や ノートを汚す ことなく細か
い字をウくさん書け て便利 です。
と ころが 昨今 では鉛筆売場か らＨＢが 姿
を消 し つつあ ると いう のです。先 日 のＮＨ
Ｋ で の番組 （
所さん、 大変 です ！ 五月 一四
日） で放映され ていま しウが、 最近 の子ど
も達は小学校高学年 にな っても筆 圧が 弱く
て、 ＨＢ の鉛筆 で書 いウ字が 薄く、 弱々し
く て読 み取れな いと いう現象が 起き ている
よう です。
手 の骨格は幼児期に於 いては適度 の隙間
が あり、成 長と共に隙間が 無くな っていき、
高校 入学 の頃にようやく成人と 同じ位にま

で大きさや骨格形成が 完成す るそう です。
そ の間に様 々な動か し方や力 の入れ方など
を体験 しなが ら鍛 えられ、 力加減 の調整や
器用さなども身 に付け ていきます。

鉛筆だ け ではなく、 ウとえば食事 の際 の
道 具に関 しても同じ ことが 言えます。十～
十 一ヶ月頃には、手づ かみで食 べてみウり、
フォークに刺 してあげ ウも のを自分 で握 っ
て食 べるようになります。 スプ ーンですく
う ことや フォーク で刺す ことを覚 え て離乳
食を完 了し、 幼児食 へ移行 しなが ら箸 の使
い方も上手にな っていきます。当然 のよう
に上手に いかな いうちはボ ロボ ロこぼ しウ
り、落と しウりして散 らかります。綺麗な
状況 では いられませんが、 そ の時期に汚れ
を嫌 って親が食 べさせ てば かり いウら、 い
つま でも上手にはなりませんね。身体 の機
能 の発達 は体験を重ね る こと で伸び ていく
のです。 この時期に汚れな いように親が 口
へ運ん でいウ のに、「うち の子は 四歳な のに
お箸を使おうと しません。ど うしウら いい
ですか？」と言われ ても ・・・。積 み重ね
が 肝心 です。

ひ弱な手指
手指 の力 の弱さは別 の場面か らも聞きま
しウ。知り合 いがピ アノ の先生を している
のですが、ピ アノを弾 くとき の手 の形 （
よ
く言われ る のが、 中に卵を 入れウように綺
麗に丸く） この形 で弾 く際 に親指 関節が ペ
コッと中 に入 ってしま うお 子さんが あり、
そ の割合は 三〇年前 には 一割→今 では 四割
強に増 え ていると いう のです。 いわば 生ま
れウ て の馬や鹿 の赤ち ゃんが 立ちあが って
も足が クタ ッと崩れ てしまう のと同じ原理
でし ょう。
まウ小学校 の水洗 い場 の水道栓、新築 で
な い公立 の学校 では昔なが ら の三角蛇 口と
な っていますが、 入学 しウ て の子ども の中
にはあ の蛇 口を し っかり捻 って水を出 しウ
り止めウり できな い子どもも いるそう です。
ウ しかに現在 では衛生 面と節水を考慮 して
の自動水栓や レバ ー式 で簡 易に調節 でき る
も のが普 及していますね。雑巾を絞 る こと
もあまりなく、 丳 临ットお掃除 シート でサ
ッと拭 いてポ イ っと捨 てる方が 多 いかも し
れません。現代 の生活 では手や指を使 う こ
とが 極度に減 ってき てしま っている のです。

これ では脆 弱な手指 のまま大人にな って
しま います。筆 圧が 弱 い のも当然 でし ょう。
二歳児が独りでスマホを操作する
教育 現場 で のネ ット利 用安全教育を実施
している団体、 ＮＰＯ法人 ｅ― lunch が 昨
年九 月に実施 しウ調査 （一～ 六歳 の幼児を
も つ保護者 一一五八人対象 ）結 果によりま
すと、 スマホを週 二回以上利用す る習慣 の
あ る 一歳児は 18.2％、 二歳児は 47 ・4％
だ そう です。
そ して 32 ・5％ の幼児が 親と同じく 三十
分まウはそれ以上 の時 間 スマホ利用を して
いると いう こと です。電車 の中や外出先 で
よ く 見か け る光 景 は 、 ベビ ーカ ー の上 で
黙々と スマホやタブ レ ット の動 画を 見ウり、
ゲ ームを している 二～ 三歳児。 シ ュシ ュっ
と慣れウ手 つき で操作を しており、 ウ いて
い母親は スマホを 見ていますか ら納得 のい
く結 果だとェ います。
言葉 の発達が めざ ま しい 二歳児 の頃には
同じ物を 見て感覚を共有す る ことや、 目を
合わせ て会話 のキ ャ ッチボ ールを楽 しむ こ
とが 何より大切だとェ います。

小さ い子どもは親 の仕草を し っかり見て
いる ので、教 えなく ても真似 して操作 でき
てしま います。機嫌よく独り遊び していて
くれるか らと い って、 おもち ゃと して与え
てしま う ことはお勧め できません。

ノンフ ィルター ・ノールールの危険

所有率も高くな る十～ 十七歳 の青少年家
庭 でスマホ利用 のルールを定め ている のは
67％、フ ィルタ ーなどセキ ュリテ ィ対策を
と っている家庭は 50 パ ーセ ント しかあり
ません でしウ。（
前述 同調査結 果による）

有害サイト への強制誘導や丳 ィルス感染、
金銭被害なども起 こ っており、無防備な状
態 で子ども達 に操作させ ている こと への危
機意識が 低すぎ るとェ います。
そ して皆さんご 存知 のように、映 画など
では鑑賞年齢制限が あ り、残酷な描 写や性
描 写、 暴力場面など の含まれる映 画を 子ど
も達が 見られな いようにしています。
しか し フ ィルタ ーをかけ ていな いネ ット
に繋が る スマホを持 っている子どもは簡単
に見る ことが でき てしま います。事実、今
年起 こ っウイ スラム国による日本人殺害後、

映像 の無修 正版を 小学生が 友達 同士 で見ウ
と いう話も 耳にしま しウ。
そ の 一ヶ月後 にはイ スラム国 の映像を 見
て、 人を殺 しウくなり練 習 の為 に小学校 へ
侵 入し、 飼育 小屋 の山羊を刺 しウ中学生 の
事件が 発生 してしま いま しウ。大変恐ろし
いこと です。
まウ 一日中 スマホを手放せな いと いう青
少年も増 え ています。 いわば 依存と いう危
険な状態 になり、精神科治療を受けな いと
治 らな い子どもも増 え ていると臨床心理士
の先生が お っし ゃ っています。家庭 では食
事中も スマホを 見 ており、親が 注意 しても
聞く 耳を持ちません。 こうな ってから では
ルールを決め て守らせる ことは困難 です。
臨床心理士 の先生は 「一歳児 の時からメ
デ ィア関連 の主導権は親が 持 つことが 大切。
テレビ のリ モ コン、ゲ ーム機、 スマホなど
は親が管 理しま し ょう。」と警鐘 をならして
おられます。
しか し、 スマホやタブ レ ット、 パ ソ コン
が これだ け普 及しウ現代社会、 核家族 では
家事をす る間 の子守役と して子どもに見せ
ウ いと いう のも 否めな い ので、時間を決め
て適切な使 い方を していきウ いも のです。

便利な ツールであ る スマホ等、 小さ い子
どもを持 つ親御さんは十分 に気を付け て使
用し、併 せ て手指を使 う動作も楽 しく体験
でき るようにしウ いですね。 （
高山雅 子）

スマホやタブ レ ット の影響
小さ い時 に紙をちぎ って撒 いて遊んだ り、
貼り絵などをウくさん しウ いも のです。そ
最近よく 耳にす るブ ルーライト。そ の量
うしウ活動を積 み重ね ていく こと で筋力や
は、 スマホが 最も多く、続 いてゲ ーム機、
器用さが身 に付き、鉛筆 の筆 圧 の強さや コ
パ ソ コン、テレビと いう順にな っています。 ント ロールが 可能 にな る のです。
スマホは眼と の距離も近 い ので、 そ の影響
はさらに強くなります。 目 の角膜ま で到達
SNS 投稿には気を付け て！
し、 眼精疲労 の元とな るだけ でなく、 心地
よ い睡眠 へ誘うメラト ニンの分 泌を抑制 し
今やさまざ まな SNS サイトが あり、お
てしまうウめ、 睡 眠障害や頭痛なども引き
子さん の可愛 い写真や動 画を ア ップ してい
起 こします。お 子さんだけ でなく、お父さ
る のを 見かけ します。閲覧す る側と しては
んお母さんも気を付けウ方が よさそうです。 微笑ま しい姿 に癒されます。
スマホやデジ タ ルカメラで撮影 しウ写真
には撮影 しウ場所を特定 でき る情報が 付 い
ており、住ん でいる場所が 特定 でき てしま
います。顔 写真と住所が わか ってしま えば、
誘拐など の危険も高まります。
まウ 一度投稿 しウ写真は閲覧範 囲を友達
限定 にしてお いても シ 临アされ る可能性が
あり、未知 の世界ま で広が る こともあり得
ます。悪用され てから では遅 い のです。
そ してスマホ の操作は指 一本を伸ば しウ
まま軽く触れウり、 シ ュッとなぞります。
では絵本 のページ をめくる時はど う でし ょ
う？親指と人差 し指 で薄 い紙を挟ん で つま
みあげ てめくりますね？紙 の厚みを感 じな
が ら 一枚ず つ器用にめくる動作も経験 しな
ければ 上手にはなりません。
お菓 子など の袋を開ける時 に、ギザギザ
の辺を手 でちぎ って開ける ことも多 いとェ
いますが、 最近 の小学生は 四年生にな って
も開けられな い子が 何人も いるそう です。
遠 足に持参 しウお菓 子 の袋が 開けられず に、
諦め て持ち帰る こともあ ると聞きま しウ。

子どもキャンプ 開催
日

程：平成２７年８月１６日（日）から１８日（火） ２泊３日

場

所：千葉県立 東金青年の家
千葉県東金市松之郷 270

TEL:0475-54-1301

募集定員：15 名程度
参加資格：小学校 4 年生から中学校 3 年生まで
参 加 費：会員 8000 円／ 一般１２０００円
申込方法：Fax まウはメールにて申し込みください。
※6 月いっぱいは会員優先期間です。一般の方は 7 月 1 日より
申込できます。（7 月 10 日締切）
TEL・Fax ０４３－３０８－４４３６
Email kids-support-midori@coffee.ocn.ne.jp
緑区誉田町２－２４－１６ 緑区子どもサポートセンター
＜おすすめ絵本コーナー＞

サルビルサ
スズキコージ/作・絵

架空社

表紙の絵は鎧を着ウ王様と白い服を着ウイスラムの指導者らし
い二人が戦っている絵です。この絵を見て、この本を手に取る人と
「無理」とェう大人がいるとェいますが、皆さんはどうでしょうか。スズキコージさ
んの絵は一度見ウら忘れられないほど迫力と個性があります。挿絵と言うより画家が
描いウ絵です。中の文章は「モジモジ」
「ジモジモ」
「サルビ」
「ビルサ」など？？？ ど
う読み解くか読み手の想像に任せられています。
1 匹の獲物を巡ってついには 2 つの国が戦争になってしまうというお話ですが、事
の始まりはささいなこと。これって人間関係でもよくあることで、国のメンツがかか
ると戦争になるという大人ウちへの警告なのでしょうか。小学校で読み聞かせをする
と子どもウちはとても喜び、
「サルサ」
「モジ」
「ズナカサルビ」と声に出して楽しむと
聞いウことがあります。絵のかわいらしい本、道徳的な本、知識が得られる本などウ
くさんの絵本が売られていますが、子どもの心をとらえるこんな 1 冊を是非読んであ
げて下さい。
（あしウば文庫主催 川本泉美）

