
後悔しない子育ては
タイプを知る
事から始まる

あなた
の子育

てが

悪いん
じゃな

い！
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まえがき
　
　本冊子は、タイプ別に分類されたいくつかの著書を参考に
し、又私自身の経験から、新たに 4種類に分類しなおしてい
ます。
　生まれ持った性質は、基本としてありますが、多くの経験
の中で学習し成長していきます、その成長過程で自由人タイ
プがリーダータイプの性質を身に着けたり、沢山の考えを
トータル的に考えられる様になったりします。

　今、我が子はどのタイプなのか
　自分はどのタイプなのか
　自分と子どもをある程度把握し、自分の成長と子どもへの
対応方法のヒントとして、本冊子が一助となる事を願ってい
ます。

お願い
　お渡しさせていただいたデータを他の方への転送、配布は禁止させていただ
いています。ご自身のみご活用いただけますようお願い致します。
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タイプ分類 思い当たる事にチェックを入れてください
チェックが一番多いタイプを基本性格とし、
他はそういう側面もあると理解しましょう

□　皆と遊ぶのが好き
□　戦いごっこが好き
□　勝ち負けにこだわる
□　声が大きい
□　おこりんぼう

□　色んな人と付き合える
□　約束を忘れてしまう
□　失敗を気にしない
□　挑戦するのが好き
□　判断が早い

A
上半分が主に小さい子どもに見られる傾向、下半分が小学生～大人に見られる傾向
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□　自分のことをよく話す
□　周囲に合わせて行動する
□　皆仲良く一緒に遊びたい
□　甘えんぼで甘え上手
□　大泣きで注意をひきたがる

□　友達が遊びにくるのは大歓迎
□　見た目を気にする
□　世話好き
□　自分の事をしゃべりがち
□　機嫌が悪い人がいると気になる

B
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□　一人でアリなどを観察する
□　興味ある部分だけ反応する
□　初めての場所は苦手
□　結構時間にルーズ
□　行動がゆっくりしている

□　簡単に約束はしない
□　原因が分かれば納得
□　心の中で独り言が多い
□　人目が気にならない
□　計画を立てるのが好き

C
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□　周囲からの評価を気にする
□　正義感が強い
□　自分の中に人としての理想がある
□　興味がある事はとことん、調べる
□　こだわりがある

□　一人で黙々と遊ぶ
□　好きな物がはっきりしている
□　頑固
□　人見知りをする
□　挑戦したがらない

D
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A

B

C

D

チェックはいくつ？

リーダー
タイプ

大 将 タイプ

自由人
タイプ

こだわり
タイプ
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リーダー
タイプ

自分大好き、勝負好き
●集中すると、周りの声が聞こえません

●散らかってますが、何がどこにあるのか　

　解ってます

●ランドセルなど、ビックリする物を忘れた

　り、簡単な問題を間違え、難しい問題を解

　いたりします

●負けるのが嫌いです

●達成欲求が強いタイプです

●二つの事を同時進行するのは苦手です

●自分の思う様に動かしたい欲求がある為、

　いじめっこになってる事もあります

●話す順序は、結→起→承→転
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命令は絶対NG
　自分が正しいと思っているので、頭ごなし
に叱られるのは納得できません。

　強く叱ると、自分を正当化して強気な態度

になり大喧嘩へと繋がります。

　怒っている時は、何も耳に入らないので、

時間をおいてから話しましょう。

☆そんな気持ちだったの、それは嫌だったね

　でもその行動は間違っていたと思うよ、次

　はこうしようね。

☆〇〇した方が良かったんじゃない？

叱り方

気持ちを汲んでから、アドバイス

（ 違う視点を教えてあげると、素直に取り入れます ）
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　抽象的な言葉は伝わりません、本人が分

かっている事を褒め過ぎると調子にのります

☆お手伝いしてくれて、ありがとう

☆荷物を持ってくれて、助かったよ

☆元気な挨拶が一番いいね！

☆歯磨き頑張ると、一番綺麗な歯になるね

☆こうすれば、一番になれるよ

☆あなたの頑張りなら、1番になれると思う

スゴイね！はNG褒め方

具体的に褒めて、感謝を伝える

一番！という言葉は大好き♡
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　プレッシャーに強く、落込んでも自力で復

活する強さを持っています。

あなたなら、大丈夫！出来る！とストレート

で前向きな言葉は伝わります。

　向上心があり、自分が大好き、自信は常に

ありますので、上から何かを教えるのでは無

く、共に考えて決定する姿勢で接しましょう

　色々口出しをすると、やる気を失うタイプ

なので、優しく見守りましょう。

一流や優秀に憧れていて、損をするのが嫌い

なタイプです。

☆本当に優秀な人はそんな事しないよ

☆そんな事すると、自分が損するだけだよ

ストレートでOK葉掛け言

こんな言葉かけが心に響く
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の課題親
　達成できる小さな目標を、一緒に設定し

成功体験を多く作りましょう。

　達成する途中で、面白くなくなったり、

興味が無くなったりした時は、『目標は何

だったっけ？』と言葉かけをしたりして、

達成まで行ける様に手助けしてください。

　小さい成功体験を重ねると、自ら挑戦し

て行くようになります。

尊敬できる人が必要です
　親がその役割を担うのが一番ですが、難

しい場合は、そういう人と出会わせてあげ

ればOK『あの人の様になりたい』と思う

人がいると伸びるタイプです

親が手助け
目標達成が大好き！
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基本、自分勝手
の課題親子

　絶対自分が正しいと思っていますので、

トラブルも多くなります。

　客観的に自分を見れるように、導いてあ

げる必要があります。

　問題だと思う言動をスマホで撮影して、

この言動はどう思う？など、親子で話あっ

たりしましょう。

短気なので、トラブルも多い
　カッとなるのは、その子の本来の性質で

すが、そのままだと、生きずらくなります。

　怒りをコントロールする方法を親子で話

し合いながら、自制心を育てましょう
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大 将
タイプ
おおざっぱで甘えん坊

●みんな仲良くするのが大好き

●すぐ飽きる

●好かれたい、褒められたい、頼られたい

●仲間はずれにならない様に行動する

●仲間の中心になりたがる

●集中できる時間が短い

●みんなが楽しめる様に、場を盛り上げる

ムードメーカー

●付き合い上手

●「ごめんなさい」はよく言うが、すぐ忘れる

●小さな忘れ物が多い

●話す順序は、起→承→転→結
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必ず 1対１で
　だって～…と言われても、教える事はしっ
かり教えて下さい。甘えんぼで甘え上手です

が、『甘やかさない』ように気をつけなくて

はいけないタイプです。

　人目を気にするので、叱る時は必ず 1対１

で！

　叱られると、すぐにつまらなくなります

☆そんな事すると、ママは悲しいなぁ～

☆ここは〇〇だから、大きな声で話したら、

みんなが困っちゃうよ。

叱り方

説明してアドバイス

嫌われたくない感情に訴える
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　すごーい！可愛いー！かっこいいー！

とにかく、大げさに喜びましょう！

　その喜びの理由もちゃんと伝えてください

褒められたい、好かれたい、嫌われたくない、

頼られたい、面倒をみたい気持ちが大きいの

で、大げさに伝えてあげると、喜びます

☆朝の準備が早いね～すごいわー♪

☆お手伝い、助かったぁ～ありがとうー♪

☆お友達喜んでるね、良かったね♪

☆静かに出来たね、ママは嬉しい♪

大げさに褒めよう褒め方

出来ている事を見つけて褒める

喜ばれると嬉しい♡
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　飽きやすく、おおざっぱな性質なので、習

慣にしていく必要があります。

　自己主張が強いので、自分の事をよくしゃ

べります。

　『人の話は黙って聞くようにしよう、その

後で自分の話はしようね』と常に声かけして

習慣にしてしまう事を意識しましょう。

　自分で考えて決めるのは苦手ですが、押し

付けられると反発します、一緒に考えて誘導

する必要があります。

☆〇〇すると、ママが喜ぶね

☆〇〇が出来るようになると、カッコいいね

習慣化が必要葉掛け

何の為に？理由が必ず必要です

言
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の課題親
　気持ちの切り替えが早いので、何度も同

じ事を繰り返す傾向にあります。

論理的な思考も持っていますので、

　『なぜ、それがいけないのか』『なぜ、そ

うしなければいけないのか』が、分からな

いと心に言葉が止まりません。

　明るい未来を想像させるような、前向き

な言葉を意識して言葉かけする必要があり

ます。

3日坊主はこの子の特性です
　実はそれで、本人も落込んだりします。
続けていけるように『ママにもそれ、教えて』
など、今やっている事をアウトプットさせ
ましょう

親の手が最も必要
とにかく前向きな明るい言葉を
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仲間外れは嫌
の課題親子

　仲間外れが嫌で、お友達の判断に従って

しまうので、自分ではダメだと思う事もし

てしまう事があります。

　このタイプは、常に 1対１で向き合い、

話合いが必要です。

　『1対 1の家族会議』をしてください

親子で成長する
　欠点が目立つタイプなので、叱られる事

も多いのですが、実はこのタイプは褒めら

れて伸びるタイプです。

　親も子も常に自分と向き合い、話し合う

事で成長していけるでしょう。



19

自由人
タイプ

60％の力で生きていく
●行動はゆっくり

●結果が出なくても、あまり気にしない

●物の名前を覚えるのが早い

●他人は他人、私は私

●ハングリー精神は０

●興味があるものだけに反応します

●長い話は苦手

●結構時間にルーズ

●一人時間が好き

●我が道をゆく

●初めての場所は苦手

●話す順序は、転→結→転→結
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早く早くは禁句
　考えさせる事を意識して、叱りましょう。
話し方がゆっくりだったりするので、辛抱強

く聞いた後、それでどうなったの？と誘導し

て話を聞きましょう。

　理論的に物事を考えますので、一方的な叱

り方は伝わりません。

傷つきやすい一面ももってますので、強く叱

ると、頑なになります。

☆そう思ったんだね、でも大きな声で話した

ら、みんなが困るんだよ、だからやめようね。

叱り方

共感してアドバイス

強く叱るのはNG
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　楽しかったんだね～とやってた行動を共感

してから、上手に出来たね～と褒めてくださ

い。自分で考えて行動出来るタイプなので、

　笑顔で見守り、きちんとあなたの事をみて

ますよ、と伝わる様にします。

　

☆絶好調だね～

☆頑張ってるね！

☆それは面白いね　☆いい意見だね

まずは共感褒め方

客観的に見た事を褒める

自分でアイディアを持ってます



22

　ちゃんと見てるよ、と伝える事が重要なの

で、言葉掛けは少な目で、笑顔で見守ってく

ださい。

　自己コントロールは出来るタイプなので、

具体的なアドバイスより、『いつも通り』『普

段通り』にやろう！など、シンプルな言葉掛

けが効果的です。

　興味の無い事はやろうとしないので、興味

の無い事に背中を押す言葉を掛けても通じま

せん。

　逆にふてくされてしまう場合もあります。

☆あなたはあなたの考えがあるのね

☆皆とは違う意見でも良いんだよ

言葉は少なめで葉掛け

しっかり自分で考えてます

言
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の課題親
　『自分がやりたいからやってるだけ』な

ので、期待されても困ります。

　マイペースなので、急かされると面倒く

さくなって、やる気が無くなり、行動が遅

くなります。

　やる気が見えなくて、おっとりしている

子にイライラする事もあるでしょう。

　基本的にはそっとしておいて欲しいタイ

プですが、そのままだとやりたい事が見つ

けられないままになります。

やりたい事を見つけてあげよう
　色んな子と遊ぶ機会を作るなど、親が介
入した方が伸びるタイプです。

期待しない
期待されていると感じると重い
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やりたい事を一緒に見つけよう
の課題親子

　原因を知るのが好きなので、興味がある

事に出会うと、長続きします。

　自分から新しい場へ積極的に行く方では

ないので、一緒に色んな場へ行き、沢山の

人や物に出会わせてあげる事で、やりたい

事を一緒に見つけましょう

お友達は多くはありません
　一人でやりたい事がある時は、遊びに誘

われても行きません。それがお友達にわが

ままと映る事もあり、皆と同じように仲良

くとはいきません。

　本人はそれで良いので、心配はいりませ

ん、しっかり者のこのタイプは信頼して見

守りましょう
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こだわり
タイプ

出来る様になるのが大好き
●人見知りをする

●気に入った物を手放さない

●好きな物がはっきりしている

●失敗をするのが怖い

●周囲の評価を気にする

●考えを批判されるのを嫌う

●忘れ物が少ない

●言われた事をキチッとこなす

●真面目で優等生タイプ

●全体の事を考える事が出来る

●トップになりたがらない

●話す順序は、起→承→転→結
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ポジティブ禁止
　注意されたり、叱られると傷つきやすいの
で、このタイプは叱る時に最も注意が必要で

す。

　キツイ口調で言われたり、ポジティブを押

し付けられると、全否定されたと感じて、立

ち直るのにかなりの時間が必要になります。

このタイプの行動には、理由があります。

なので、必ず理由を聞きましょう。

☆いつも頑張ってるね、こうしたらもっと良

くなるよ。

叱り方

褒めてからアドバイス

その行動には理由があります
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　常に考えて頑張っているタイプです。

考えすぎて、行動に移せない事もあるので、

『行動を褒める』心がけをしましょう。

　積極的に色々するタイプではないので、自

分から行動した時は、必ず具体的に褒める様

にしてください。

いいね！スゴイね！の言葉だけだと、何がス

ゴイんだろう、何が良いんだろう…と考えこ

んでしまいます。

　上手くいかない事もあるよ、その事も頭に

いれとかないとね。と現実を伝えましょう、

『いい気になるな！』など叱る様な言葉はNG

です。

具体的に褒めよう褒め方

褒めすぎると、己惚れる事も
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　内にこもる事があるこのタイプ、無理矢理

明るくしようとすると、逆にプレッシャーを

感じてしまいますので、『そういう事もある

よ、でも誰よりも頑張っている事を知ってる

よ』と常に寄り添う言葉を意識してください。

☆すごく辛かったね～～～

　こういうやり方も　あったね～

寄り添う言葉を葉掛け

大げさに共感する事が大事

　お金・物に執着があるので、ご褒美がある

と頑張れます

ご褒美でやる気が出る

言
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の課題親
　自分のこだわりを持っています。

それを見つけて、見守り、こだわった事を

具体的に聞くと『認められた』と感じて喜

びます。

　感情をあまり表に出さないので、分かり
にくいので、よく観察する必要があります。

嘘やごまかしには敏感
　嘘をつかれたりすると、すぐに見破る敏
感さを持っていて、忘れません。
　そういう人の言う事には耳を貸そうとし
なくなります。

観察しよう
こだわりを認めてあげよう



30

頑固で自分の価値観を持ってます
の課題親子

　こだわりが強く、絶対このやり方が正し

い、こうあるべきと強く思っています。

　その価値観を人に知らせたい欲求がある

のでそれが『押しつけ』になる事もありま

す、『自分と違う考え方もある』事を受け

入れられる様に導きましょう

納得するまで話そう
　理由が分からない事は、簡単な事でも出

来ませんし、しません。

　『なぜこれをしなくてはいけないのか』

『なぜこの方法が良いのか』をよく話し、

納得する事が出来れば、高い集中力で取り

組む事が出来ます。
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