
 

 

おなかの赤ちゃん 

子育て応援  

みんなごとのまちづくり推進事業 

まちづくり・お宝バンク 取組 

日本胎教協会 山村高賀子 

幸せな家庭、平和な社会 

できること いっしょに動こう！ 

～ 5/7 お宝祭 開催にいたるまでの記録 

これから ～ 
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◆ お宝バンク登録のきっかけ ◆
母子手帳の裏表紙に「京都市は妊娠初期からの子育てを応援します」と記載があり、共感、共鳴しました。 

出生率のワースト 2位は京都府と知り、京都で子育てがしたいと思える活動をしようと思いました。 

日本の市区町村 1742か所（2016年） 

平成 14～19年：東山区ワースト 2位、上京区ワースト 14位、下京区ワースト 30位、 

平成 20～24年：京都市は 1675位と知り、責任を感じました。 

◆ 5/7お宝祭 開催に至るまで ◆

↑京都市お宝バンクに提案を登録 「おなかの赤ちゃん子育て応援」 

昨年、ウェブで見つけた京都市の「まちづくり・お宝バンク」提案募集で、 

京都市が市民から知恵を集め、市民と一体となってよい未来づくりに向けて動いていることを知り、 

「おなかの赤ちゃん子育て応援」の提案を申し出ました。 

はじめて京都市の森川様と打ち合わせをした時、知恵は集まっているけれど、 

何からはじめたらよいかわからない、手探り状態、ということを伺いました。 

私も同じ気持ちで知恵を提案したものの、何から手をつけようか、という状態でした。 

◎日本胎教協会の願い

（１）おなかの赤ちゃん時代からの家族へのサポートが大切と知る人たちの思いを、

確信に変え、自信をもってそれぞれの立場の専門家が発信できる場を共有し、

社会課題（孤立育児、虐待、いじめ、少子化）を

解決に向けた行動となるエネルギーにつなげます。

（１）お産に関わる方、保育、教育、子育て、京都市の子育て部門、支援関係を対象に、

すべての人がおなかの赤ちゃんからはじめる子育てに関心を持ち幸せになるように、

「おなかの赤ちゃん時代は大切！」と、行動する人の思いをつなげます。

（２）「京都市は妊娠初期からの子育てを支援しています。」 

と母子健康手帳の裏側に記載の通り、おなかの赤ちゃんの時から 

地域全体でサポート、見守り、共に成長し、 

京都市で子育てをしたい、京都市で子育てをしてよかったと思う人を増やします。 

～まち・ひと・しごと・こころ京都創生 ～サイト URL 

https://cocoronosousei.com/wp/otakara/ 

京都がもっとよくなる，もっと住みやすくなる，まちづくりの取組提案を，市民グループ・地域団体，

NPO，企業，大学等の皆様から大募集！  

この「まちづくり・お宝バンク」では，応募いただいた取組アイデアの「お宝」を，公開しています。 

さらに，「お宝」をご覧になられた皆様から「一緒にやろう」「手伝いたい」「こんなアイデアがあるよ」

などのお申し出やご意見を募集します。ぜひみんなで実現を！ 

日本胎教協会
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しかし、私だけでなくて、様々な課題に対して、 

自分事として受け止めて、何とかしよう！と行動する人たちがたくさんいることがわかり、安心しました。 

はじめての打ち合わせは、5 月 7 日（日）に京都市お宝バンクに関するイベント開催だけが決まりました。 

■ ～ トークライブについて ～

ひとりひとりの持っている「思い（お宝）」が集まったら、

大きなことができる。

ひとりひとりのできることを持ち寄ったら、

みんなが思い描いている社会がつくれるかもしれない。

そのような期待が「お宝祭」にはあります。 

トークライブでは、「幸せな社会づくりについて」、

理想論でもなく、イメージでもなく、科学で迫ります。

お話をするのは、京都大学 大学院の教授ですが、 

科学とは関係のない「イクメン書道家」が、 

参加者の立場にたってナビゲートするので、 

安心して！？ご参加ください。 

■ 対象：たとえば、以下のような立場でいらっしゃり、明るい未来への思い、志を持つ方

・こども事業に関して決定権がある方

・赤ちゃん時代が大切！と考える方

・子育てを楽しい方向へとお考えの人

・妊婦、妊夫、おなかの赤ちゃん、赤ちゃんと関わる可能性がある団体に属している人

・児童福祉・教育・保健関係、産婦人科医院、子育て支援団体に属されている人

・妊婦さん、赤ちゃんと関わる可能性がある職種の方

・助産師、保健師、保育士、教諭、

・産婦人科医、医師、マタニティ関連の業種の人

・妊婦関係、子育て支援に関する決定権がある方

・保育課、保健課、児童福祉課、教育課、生涯学習課、

・妊婦課（東京都足立区に新設、それに代わる課）など…

・地域の明るい未来を考える方

・人や地域、社会に役立つことを考える方

・青少年教育に関わる方

・小中学校の教諭

・発信される立場の方

・地域のさらなる活性化をすすめたい方

・こどもは宝だ！と共感できる人…

・伸び盛りのこども！ など、挙げればキリがありません。

～伝わる広報のご協力～ 京都市市民総合活動センター 土坂のり子様 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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■ 明和政子先生（京大 大学院 教育研究科 教授、東大客員教授、科学者）へ登壇依頼までの経緯

・赤ちゃん研究員でお世話になっており、ご縁を感じました。

・胎教アドバイザーの必読書『胎児は見ている（訳東京大学名誉教授）』、推薦本の中に

『胎教百科（京都大学名誉教授）』があり、胎教に関心が高い、

赤ちゃん時代が大切と思われている京都大学の先生でご登壇してくださる方を探しておりました。

・ＮＨＫ「ママたちが非常事態！？ 最新科学で迫るニッポンの子育て」で、

「これは人類の危機です」と明和政子先生（京大 大学院 教育学研究科 教授）のお言葉に共感いたしました。

同じ思いを持ち、行動する人たちと一緒に、思いをエネルギーに変えます。

http://www.nhk.or.jp/special/mama/archive1.html
↑東京の胎教アドバイザー、友人が、このテレビ番組の視聴をすすめてくれました。

私（山村）がテレビを見ないことを知る、福岡の胎教アドバイザーが DVDに録画して私に届けてくれました。

これを機にテレビ付 DVDプレイヤーを購入しました！明和政子先生がＮＨＫテレビ番組内でお話された「共同養育」は、

人類の非常事態を救う鍵となるのではないか、と思いました。

■ 京都市お宝バンクに「おなかの赤ちゃんサポート（日本胎教協会）」事業の提案、登録

「京都市では妊娠期初期からの子育てを支援しています」と母子健康手帳の裏に記載があり、意気を感じ、私も

できることをしたいと思いましたので、胎教（おなかの赤ちゃんによい環境づくり）をとおして、

幸せな家庭、明るい社会づくりを本格的に進めていくことに決定しました。

京都市の子育て支援の鍵を握る児童福祉（助産施設、保育所関係など）に関わる市の職員の方をはじめ、

みんなで「おなかの赤ちゃんからの支援、共同養育が大切」ということを共有することで、おなかの赤ちゃんの

子育て支援の充実が加速します。昨年の NHK 同番組で京都大学 霊長類研究所教授の松沢哲郎先生は「（現代の

母親は）誰も助けてくれるわけではなくこどもを育てる、そんなこと 人間はできないんですよ。できるように

は作られていない」。お母さん一人で子育てができるように脳はつくられていないということが、科学でも研究

が進んでいるようです。

明和政子先生（京大 大学院 教育研究科 教授）のご登壇は、私たちの心も大きく動かし、大きな革命となりま

す。

明和先生は、共同養育の大切さについて学者の立場より科学的にお話してくださることを依頼いたしました。

■2015年秋、有志の胎教アドバイザー（日本胎教協会認定）の数名より、集まり行動したいというご要望があり

ましたので、5月 7日（日）イベントでは 30名に協力していただき、それぞれの地域や職業、立場の中で、おな

かの赤ちゃんの子育て充実に向けて活力へとつなげます。

■山村尊子（日本胎教協会）が強調して発信していることは、

子育ては、おなかの赤ちゃんからはじまっていて、

赤ちゃんとの関わりを通して、母性、父性、兄姉性が醸成されるので、

おなかの中にいる赤ちゃんとのきずなづくりが大切ということです。

「育児をしている日本のママの７割が育児で孤立を感じている（パパも同じ気持ち）」 

「子育て家庭の離婚件数が多いのは、子どもが 0～2歳の時」というデータ結果は残念ですが、 

妊娠前、妊娠期間中によい胎教を通して、夫婦のきずな、母性、父性を醸成し、 

ふんばりどころをお互い慈しみあい乗り越えられれば、赤ちゃんが産まれてからも、 

試練を乗り越えられる傾向があるようです。 

子育てはたくさんの支援が必要なので、  

おなかの赤ちゃんに一番近い妊婦さんは、パートナーをはじめ、上のお子さま、 

おじいちゃん、おばあちゃん、助産師、保育士、ママ友、職場の人、 

赤ちゃんが生まれてから関わる方々とよいきずなづくりを心がけ、 

幸せな家庭、平和な社会につながると嬉しいです。 

産まれる前から、みんなでおなかの赤ちゃんに関心を持ち、直接、間接に関わり、 

母性の醸成、父性の醸成、兄弟、祖父母、お世話になる人も一緒に成長し、 

共同で子育てしていくことが、幸せな家庭、楽しい子育てにつながるので、 

産まれてからの赤ちゃんが多方面からサポートを得ている環境以上に、 

おなかの赤ちゃんのサポート充実が必要だと感じます。 

当日は、胎教のことをご存じない方もいらっしゃるので、 

はじめに場の調整、復習をかねて、ヒヤリングを簡単に実施いたします。 

日本胎教協会
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◆ お宝祭 開催までの動き ◆
◎明和政子先生（京大 大学院 教育学研究科 教授、東大客員教授、科学者）

打ち合わせ済 青山様 2017/2/20（月）、2017/4/14(金)、 5/7（日）会場で軽く打ち合わせ＆昼食タイム

◎森川宏剛様（所属：京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当

市民協働推進コーディネーター、みんなごとのまちづくり推進事業担当）

打ち合わせ：ひとまち交流館 3階

2回目：2017/2/28,4回目：2017/2/13(月) 、5回目：3月 27（月）

6回目：2017/4/14（金）生涯学習センター（京都アスニー）にて（明和政子先生、丸橋泰子様も）

京都市総合企画局の河北直知様、課長の寺澤昌司様付き添いで、 4/12(水)エフエム京都収録

放送 4/16（日）★市民参加に関する情報をお届けする「Let's KYO Together!」α-STATION(89.4MHz)で放

送！！

◎Web、案内関係の知恵をお寄せくださった方（行政書士 2名）、森川様、京都新聞社会福祉事業団の寺井様

お宝バンク提案者サポート、みんなごとまちづくり推進事業サポータ派遣を利用

◎協力その他

・会場設営、誘導、受付、司会など：当日は、全国の胎教アドバイザー30名ほど来場、協力

・日野昭文先生

保育連盟 副理事/松尾幼稚園（副園長）、本願寺中央幼稚園（園長）/幼児教育に敏感で熱い思いを持つ。

幼稚園保護者へ広報チラシ配架 200部、西本願寺聞法会館の会場、駐車場使用、その他ご協力

・丸橋泰子氏 http://www.office-powerup.com/modules/aboutus/index.php?content_id=76

京都市の子育て情報発信元といえば…この方！子育て支援おふぃすパワーアップ代表。

産まない、産めない少子社  会の到来は、京都の危機、日本の危機を感じ、

子育てが楽しくなる町へと活動。広報チラシ配架 500部、当日もご協力

・山口保育室（山村の娘、息子がお世話になっているベテラン保育士が揃う穴場保育所）

・小倉誠一氏（京都「おやじの会」連絡会会長/事務局:京都市教育委員会生涯学習部 家庭地域教育支援担当/

OK（Ｏ=おや じのＫ=子育て参加に理解がある）企業募集、「わが子の父親」から「地域のおやじ」を広げている。

OK企業認定に関して一番最初に胎教協会（山村）を取材してくださり、お宝祭の配布物として、

OK企業通信 200枚をご提供くださいました。

日本胎教協会
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◆ お宝祭 当日の報告 ◆

ご協力、ご理解ありがとうございました！  

≪  5/7（日） お宝祭 ≫ 

メディア

みやざき中央新聞 

FM「Let's KYO Together!」 α-STATION  （写真右：京都市総合企画局 総合政策室） 

KBSテレビ （古塚幸一郎様）    祇園祭 を中継されているそうです！） 

FM ラジオ（4/16) 「Let's KYO Together!」 α-STATION 

京都新聞(4/11)  後援 

京都新聞（4/17) 後援：社会福祉事業団 

企画、設営、進行、司会、など…力を合わせました！ 

写真提供：京都市総合企画局総合政策室 

（森川宏剛様） 

お宝祭の開催まで、準備 10か月！ 

後援、広報ご協力など、 

伴走ありがとうございました。 

これからですね。 

≪配布物≫ 

・京都イクメン図鑑 vol.6 （NPO法人 おふぃすパワーアップ）

・ＯＫ企業通信第 5号 （京都「おやじの会」連絡会・京都市教育委員会

・協賛団体チラシ（Sofil～ソフィール～）

日本胎教協会

http://taikyo-jp.net/otakara.html
https://www.youtube.com/watch?v=j4D-GYZgDqM
http://taikyo-jp.net/


6 

お宝☆トークライブ 

受付 

真剣 

胎教アドバイザー®（東京、兵庫、三重） 

日本胎教協会の代表理事あいさつ 

真剣  熱く語る様子が、夕方のニュースでも放映されたようです。 

「日本胎教協会では、 

よい胎教（定義：おなかの赤ちゃんによい環境づくり」で、 

幸せな家庭、平和な社会づくりに貢献しております！ 

京都市は、日本で最初の"小学校"発祥の地、 

"幼児教育"発祥の地なので、 よい胎教も京都市から発信！ 

(すでに、京都市はたとえば平安時代、貴族の中で 

たいへん"みやび"な胎教をされていたようです。）」 

日本胎教協会
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京都市長（門川大作様）ごあいさつ 

水防訓練の後、かけつけてくださいました！ 

「（よい）胎教は大切」 

市長 facebook より  

「京都市は妊娠初期からの子育てを応援しています」と。 

 （京都市の母子健康手帳の裏表紙にも書いてあります

ね、 

すてきです！） 

≪京都市長（門川大作様）facebookページより引用≫ 

【胎教の大切さを実感！日本胎教協会の素晴らしい取組に感謝！ 

発端は＂みんなごと＂のまちづくり推進事業「まちづくり・お宝バンク」での 

日本胎教協会からの取組提案です。“お宝祭”＠西本願寺に伺いました。】 

地方創生・京都創生実現のため、行政主導ではなく、市民、地域、ＮＰＯ、企業等が人口減少社会や地域の

課題に危機感と同時に、使命感や夢・目標を共有し“じぶんごと”“みんなごと”として考え、主体的に行

動する。京都ならではの「地域力」「人間力」「文化力」と行政が、お互いを磨き合い、課題を解決する取り

組み。提案を募集し、それらを「まちづくり・お宝バンク」に登録。これまでに 230件を超える取組提案を

頂き、パートナーが表れ、市も応援し、着実に具体化！ 

本日は、胎教（おなかの赤ちゃんに良い環境づくり）の大切さを研究、啓発、実践されている、 

日本胎教協会 山村尊子代表らがシンポジウムを開催。全国からご参加。 

明和政子 京大大学院教授、書家の山村龍和さんらのトークはなかなか聞き応えがありました。 

幸せな家庭、平和な社会の実現に向けお取組みの皆さんに敬意と感謝。 

妊娠初期からの子育てを応援している本市、また、明日から各区･支所に｢子どもはぐくみ室｣を創設し、市

民ぐるみではぐくみ文化を育てる京都市としても、心強い限りです。 

一層連携を深め｢響働｣の取組を推進したいです。ご尽力の関係者に敬意と感謝。（H29.5.7) 

さぁ、人類が幸せな方向へと進むための、緊急会議！

「幸せな社会づくり」について、

理想論でもなく、イメージでもなく、科学で納得、 

人類の危機を脱出するヒントを得ました！ 

日本胎教協会
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明和政子先生 

（京都大学 大学院 教育学研究科 教授, 東京大学 客員教授、科学者） 

 「生物学的にみても、人類の危機です！」（ 人類は共同養育で発展してきたようです ）  

 【 トークライブの内容 一部 】 

公開は大学側に許可が必要なため、参加者の記録より一部抜粋。言い回しなど正確をつとめておりますが、
山村も運営側にまわっていたため、聞き逃した点や、違う部分があるかもしれないことご了承いただけると
幸いです。 
 

◆育児をしている日本のママの７割が育児で孤立を感じているのはなぜか？の質問を受けて 

 

・共同養育の形態（お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟、姉妹など…） 

 絶対に今、それが必要な時代を人類が迎えている、環境を昔に戻すことはできないため、 

 人工的にいかにシステムを作り上げるかが大切。 

 

・昨年、高い視聴率と社会的に話題になった、ＮＨＫ「ママたちが非常事態！？  

最新科学で迫るニッポンの子育て」を 1年かけて共同で制作に携わった際の思い。 

※関連記事：配布物「イクメン図鑑 24～25ページ」 

 

通勤途中…お母さんが小さいこどもを抱っこして、 

お兄ちゃんの手をひいて、ベビーカーをおしている…姿を見ると、涙が出そうになるんですね。 

こんなに体に無理が…、お母さん一人で担っている、 

 人間は一人でこどもを育てる体に進化していない、そんな風に体はつくられていない。 

  

まずその生物としての限界、ヒトとしての限界、 

そして、なぜお母さんが苦しいと思うのか、そこには当たり前の理由があった。 

社会にも知っていただきたい。これが私の現代の思い。 

 

・妊娠中のお母さん、お父さんが、よい胎教をしていくこと、 

出産前からオキシトシン濃度を高めていくことは大切。 

 

・物理的に体が離れると心が離れる。 親子でも近所の子どもでも、恋人でも、ギュッと抱きしめる 

 ↑ 

 それは自分の幸せを感じることにつながる 

 

・2年前の最新の研究 

お母さんのオキシトシン濃度が高い（低い）と、お父さんのオキシトシン濃度も高い（低い）、 

お父さんのオキシトシン濃度が高い（低い）と、お母さんのオキシトシン濃度も高い（低い） 

愛情を与える心を育むために、オキシトシンの分泌が大切 

オキシトシンは、攻撃性もあり、例えば、お父さんが役に立たないと判断すると… 

 

・活字では伝わらない、体験、経験を通して、情動的共感が生ずる。 

例：中学、高校という場面、早期に赤ちゃんと関わる体験、経験 

 ↑ 

自分たちが子育てする時に大切、日本にも、とても大切！ 

 

◆人の心はいつ芽生えるか？の質問を受けて 

難しいですねぇ。（研究から）胎児に心の原型はあると思う。 

少なくとも、胎児は、お母さんの声と他の声を区別する。 

胎児の心拍…お母さんの声をきくと、胎児は心拍が高まる。これはお母さんの声に注意をたかめている、 

お母さんの声をきくことを学んでいる。 

おじいちゃんやおばあちゃん、お父さん、兄弟の声はおなかの中で聞こえている。 

日常の声で胎児は学習しているから、十分学習した声の中で、どこに集中していけばいいのかを学習でき

る。早期教育、必要ない。ベビーマッサージ、必要ない（4/14京都市アスニーセミナー）。 

お母さんが抱っこ（気軽に代わってくれる人も必要と）しない限り、人類は生存していかない。 

脳を使って、おなかの中で準備している、胎児は、（心）脳が情報処理できる力を持っている。 

日本胎教協会
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・妊娠中のお母さん、お父さんがよい胎教をしていくこと、

出産前から、オキシトシン濃度を高めていくことは大事、

産まれてすぐの赤ちゃんにもオキシトシン濃度が高まっていることがわかっている。

・妊娠期間中にお母さんが強いストレスを受けることで、

コルチゾールが過剰に高くなり、へその緒を通して、赤ちゃんにとどく、

低体重出生、学習障害の子どもがでてくることはわかっている。

・お母さんの過度の苦しみは、お子さんの脳の構造に影響する

・他人に期待しないというのが当たり前になっていませんか？ これは間違い！

山村龍和 

（書道家、日本胎教協会発起人） 

「江戸時代、イクメンはごく普通にみられる光景」 

・イクメンは新しくない。男は仕事、女は家事、育児は、さかのぼると大正時代あたり、

サラリーマン、富国強兵ぐらいから、男性が、女性が家庭を支えるということが固定化

たとえば、江戸時代、育児をする父親の姿は日常光景だった。

・三つ指ついて「おかえりなさい」が理想の家庭像だったが、2人目の育児を経験して、

できないのは当然だとはじめてわかった。経験をしないと大変さはわからない。

・日本胎教協会では、胎教は（広い意味では）「おなかの赤ちゃんによい環境づくり」と定義していて、

（狭義的には）例えば一つとして、お母さんが心穏やかにリラックスして過ごす事がよい胎教と伝えています。 

・平安時代の京都の胎教、自分の娘を天皇の妃にしようということからはじまり、藤原道長が中宮、自分の娘に

胎教の

テキストを渡した。 美しい短歌と美しい筆文字で書かれたものを見せ、

おなかの赤ちゃんに将来の天皇にふさわしい人格、心を育てていこう…

龍和：本日の言葉（写真：即興の書「響動
きょうどう

」） 

日本胎教協会
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お宝 ☆ 交流会 

 写真：跡田たま江先生のお話 

（群馬県代表 胎教アドバイザー®、大胡第三保育園 園長） 

「連携のコツ」をお話いただきました。 

こどもの輝かしい未来を常にお考えです。 

連携は大切。お話の中に、ヒントがありました。 

30年後の未来に向けて、なすべきことをグループごとに発表 

写真・発表中の松野光宏様 

（京都市総合企画局総合政策室） 

こちらの明和先生が入ってくださったグ

ループは、2016年よみうり子育応援団大賞

を受賞された丸橋様をはじめ、日本のお産、

子育支援の実力者をはじめ、市民活動のス

ペシャリスト、実践者が揃いました。明和

先生は、・共同養育課の提案をはじめ、企業、

行政、私たち一人ひとりがなすべきことの

ヒント、30年後を見据えて…若者に働きか

けていくことの大切さなどをお話されま

した。

発表：下川りん様 

（胎教アドバイザー愛知、助産師） 

学び熱心で探究心が旺盛なグループ 

明和先生教え子さんのご家族も 

参加されていました。お寺を解放して、 

子育て支援に関わっているそうです。 

発表：杉原美代子様 

（胎教アドバイザー 広島代表、看護師） 

産婦人科でお仕事の方や、専門家グループでした。 

【 総評 】明和政子先生より 

・（生物学的にみても）人類は危機。 

・自分の体で経験して、こどものにおいをかぐ→情動ができ

る 

・行政との対話、つながり

・乳幼児健診時…こどものヘルスチェックと一緒に

親のヘルスチェックを行うことが大事。

お母さんは、だいじょうぶと言う、

現代のテクノロジーをつかえば、ストレス状況がわかる。 

・企業とのつながり

商品、この物を使ったら何が起こるか、ハード、

ソフトを使ってサポートする。

・活字では伝わらない。face to faceが大切！

日本胎教協会
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オリジナル図書カード、協賛品などの抽選会

司会２ 

山本展子様（胎教アドバイザー®大阪） 

メイン司会：奥村晴美様

（胎教アドバイザー®福岡代表、 

保育士、食育劇団の団長） 

音響、スライド、照明（上田様） 

ひとりひとりの持っている「思い（お宝）」が集まったら、 

大きなことができる。

ひとりひとりのできることを持ち寄り、 

みんなが思い描いている 30年後をつくりました。 

【 山村尊子（日本胎教協会 代表理事） 総評 】 

子、宝なり。 人類、地域、国の発展、存続のためにも、安心して、産み育てられる

家庭、地域、社会づくり（共同養育）は、即急な課題で、 

 昔の環境には戻せないので、「共同養育」システムを人工的にいかに作り上げることができるかは、 

人類の危機を乗り越える鍵だとわかりました。 

日本胎教協会
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◆ 明和先生のお話から考えた、社会問題の解決につながる、個人、家庭、地域がなすべき課題

・早期（中高など）からの赤ちゃんとの関わりは、少子傾向がある現代では、授業などに導入が必要 

↑（トラブルがないように、体制や、関わる側の学校名や氏名、あいさつの徹底指導なども必要）

・人工的な共同養育システムの充実（明和先生：京都市に、初の共同養育課があればいいですね、と。）

・乳幼児の健診時に親も一緒に科学的（検査の名前は忘れました）に健診する

・活字では伝わらない、情動的共感（経験、ふれあいなど、妊婦体験、子育て体験）、face to faceが必

要。 

・妊娠期の強いストレスは、低体重児、学習障害の発生と関係していることがわかっているので、

妊婦体験を高校生で授業に取り入れ、明和先生がお話する情動的共感の心を育むことで、

妊婦さん（おなかの赤ちゃん）へのやさしさ、協力の徹底ができる。

（今回登壇の山村龍和は、高校生の時に授業で妊婦体験があり、妊婦さんへの気づかい、よい胎教に

自然とつながったとお話している）

◆ 山村の思い

「おなかの赤ちゃんにやさしい環境づくり」は、社会問題（孤立育児、虐待、育児ノイローゼ、いじめ、 

自殺、少子、孤独死など）の解決につながり、人類、地域、国の発展につながります。 

■ 日本胎教協会のこれから

・山村龍和（書道家、日本胎教協会の発起人）：

文化人として、胎教（おなかの赤ちゃんによい環境づくり）の普及活動につとめます。

・山村尊子（代表理事）

おなかの赤ちゃんを取りまく環境は、赤ちゃんが生まれてからも続きます。

妊娠、出産は、人生の縮図。

そのため、パートナー、育児の協力者、理解者と連携して、

幸せな気持ちで妊娠を迎え、幸せな気持ちで妊娠期を過ごす事は、

幸せな出産を迎えること、幸せな子育て、家庭につながります。

現代の日本においては、妊婦さん（おなかの赤ちゃん）にストレスが多い環境なので、私ができることから、 

よい胎教（おなかの赤ちゃんによい環境づくり）の普及活動を通して、幸せな家庭、平和な社会に貢献します。

明和先生「早期からの赤ちゃんとの関わりの経験が必要」を受けて、私ができることを考えました。

まずは、小さな一歩ですが、今、京都市の児童館で行われている「赤ちゃんとの交流」事業の協力として、

採用されるかはわかりませんが、「京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会の『市民公募委員の募

集』に 

応募いたしました。 

・京都市は 日本最初の小学校と幼児教育の発祥の地なので、

「よい胎教（定義：おなかの赤ちゃんからの子育て）」の充実も日本最初、

きょうとおもしろ情報 http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000013266.htmlの

10番目（日本初の胎教研究チーム結成、（よい）胎教を公的に発信した最初の地）を目指します。

「（よい）胎教を公教育に」を目標に、「おなかの赤ちゃんによい環境づくり」を

全国に先駆けて実践、発信し、子育てが快適なまちづくりに貢献します。

日本胎教協会
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