


はじめに 

面会交流は、離れて暮らす子どもに親の愛を届ける大切な機

会です。 
 
親と子どもでは「離婚」の意味が違います。 
親は、いろいろな段階を行きつ戻りつしながらも離婚という

ものを受容していきます。 
一方、子どもにとって親の離婚は受け入れざるを得ない現実、

あるいはもう選択の余地がないものとして体験されます。 
多くの場合は、残念ながら片方の親との離別を意味すること

になります。 
 
子どもたちの本音は「お父さんもお母さんも両方好き」とい

うことです。両親は、子どもの心の健全な成長と幸せのため

に、子どもの心に寄り添い、離れて暮らす親に安心して会え

るよう、協力する必要があります。 
 
本冊子は、子どもの幸せを願う両親のために作りました。 
お子さんの発達段階、成長の過程に焦点を当て、乗り越える

べき発達課題を考えてみましょう。面会交流をより良いもの

にするために、何度も読み返して見てください。 
本冊子が子どもをより深く理解する一助となれば幸いです。 
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子どもにとって両親はかけがえのない存在です。幼い子ども

であれば、全存在を父・母に委ねています。それ故、子ども

にとって、親の離婚は一大事件と言えます。親は、自分自身

の離婚のことで手いっぱいかもしれませんが、子どもの幸せ

を願う父・母として、子どものことを第一に考え、離婚後の

子どもの養育についてお互いによく話し合って決めなければ

なりません。  

 

決める基準は、親の都合や希望ではなく、子どもの幸せと利

益でなければなりません。親の離婚を経験した子どもの多く

は、その過程で深く傷つき、大きな不安を抱きます。そうし

たことは、時に問題行動として表れ、また、大人になってか

らは、子ども自身の恋愛や結婚に影響することもあります。 

 

親がしなければならないことは、夫婦間の争いを脇において、

子どもの父・母としてお互いを尊重しながら、子どもの気持

ちに寄り添うことです。父・母の両方から愛されていると実

感することによって自信や自尊感情が育まれます。 

 

 

これから夫婦でなくなったとしても 

「養育パートナー」という役割は続きます 
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■ 親権者および養育者 

親権者を決めるとき、親の気持ちや都合ではなく、子どもの

幸せと安定的な生活を優先しましょう。どちらがより適して

いるかなどを、よく話し合って、よく考えて決めてください。 

 

■ 養 育 費 

養育費は親のためではなく、子どものためのものです。 

養育費は、子どもの生活を支え、心を育てます。養育費を受

け取る親に、支払う親の優しさが伝わります。毎月きちんと

約束した養育費を払いましょう。 

 

■ 面会交流 

子どもには父・母のどちらも必要です。 

父・母の両方から大事に思われていると感じながら育つこと

が、子どもの心身の発達と成長に大きな意味を持っています。

面会交流は、別れて暮らす親を子どもが知り、親子が愛情を

伝えあう機会です。子どもにとって、どのような面会交流が

望ましいかという視点から、具体的な条件を取り決めておき

ましょう。 
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乳 児 期 

乳幼児期の両親の離婚に対する行動特徴 

● 激しい恐怖と不安 ● 発達の遅れ ● 退行退行 
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まだ赤ちゃんだから何もわからない？ 

うちの子は大人しいから大丈夫？ それは違います。 

子どもが幼ければ幼いほど、むしろ周りの緊張と葛藤に敏感

です。父・母がひどく争う、または突然どちらかがいなくな

ってしまったら、子どもは激しい恐怖と不安感に覆われます。 

 

親が離婚のストレスで怒りや憂鬱に満ちていると子どもの

心が不安定になります。年齢相応の心の発達が遅れることや、

退行することもあります。親は自分の精神の安定を保つよう

に努めることが大切です。 

子どもの健全な成長のためにスキンシップや会話を通じて、

子どもが十分な愛情を感じるようにしてください。 

 

子どもが幼ければ幼いほど親との愛情豊かな交流が必要で

す。「子どもが大きくなってから会うこと」にしてはなりま

せん。別居親は子どもの平穏かつ安定した生活リズムを壊さ

ないように心がけ、規則的に、たとえ短い時間でも、面会交

流を行い継続することが大切です。  

「ことばでは言えないけど、心がとても痛いよ～」 
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幼 児 期

幼児期の両親の離婚に対する行動特徴 

● 罪悪感 ● 不安 ● 親に対する怒りの表出   

● わがままを言う ● 睡眠・食事障害 ● 退行 
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幼児は親の離婚に対して、自分のせいで、お父さんとお母さ

んが離婚するんだと考えて、罪悪感を抱くことがあります。

また、子どもは「お父さんがいなくなったのだからお母さん

も突然いなくなるかもしれない」など、見捨てられるのでは

ないかという想像が膨らみ、不安が増大することもあります。 

離婚を決めた時には、子どもの目線に合わせて説明してくだ

さい。たとえば、 

「お父さんとお母さんは一緒に暮らせないけれど、あなたの

せいではないのよ。」 

「お父さんもお母さんも、いつでもあなたのそばにいるよ。

あなたのことが大好きだし、大切だよ」 

子どもがよく理解するまでくり返しきちんと説明してくだ

さい。また、子どもが感じている怒りや不安など、子どもの

感情・気持ちを聞いてあげましょう。 

子どもが幼ければ幼いほど別居親と規則的に会えるように、

子どもの幸せと利益を最優先にして面会交流に関する話し

合いをしてください。 

同居親は、子どもが気楽に別居親と会ってくることができる

ように配慮しなければ、子どもが顔色をうかがったり、嘘を

ついたりするようになることもあります。別居親は、大きな

プレゼントをあげるよりは、子どもとしっかり遊び、子ども

の成長を見守り続けることが大切です。 

「ボクのせい？…ボクはこれからどうなるの？」 
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児 童 期 
 

児童期の両親の離婚に対する行動特徴 

● 両親の復縁に対する期待 ● 学校生活の難しさ  

● 不安、盗み癖、嘘、家出、親に対する怒りの表出 
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子どもは、親の離婚のことは理解しているものの、もう一度

仲直りして一緒に暮らせるかも･･･、という強い期待と幻想

をもつことがあります。親の復縁への幻想に対しては、現実

的に可能性がないことを穏やかに、しかし、きっぱりと告げ

てください。 

子どもの前で同居親が別居親を非難したり、否定的な話をし

たり、内緒の話をしたりすると、子どもは混乱し、自分の気

持ちを封じ込めて、何も言わなくなることもあります。ホン

ネを言うと親の愛情を失うかもしれないと怖れるからです。

学校生活や友だちとの間でも自分の気持ちが言えなくなる

こともあります。 

 

子どもは同居親との一体感が強く、同居親の怒り、恐怖、い

ら立ち等の感情や意向を、自分のものと思い込んだりするこ

ともあります。一方の親と仲良くすることは他方の親への裏

切りと感じて、子どもは心を痛めます。 

その痛みゆえに、子どもは事実を歪めたり、告げ口をしたり、

嘘をついたりすることもあります。 

反対に、過熟（おませ）な子どもは、同居親のグチを聞いて

なぐさめたり、守ろうとするなど、親と子の役割が逆転し、

まるで保護者のようにふるまうこともあります。

「お父さんもお母さんも好きだよ。お母さん・

 お父さんはまた戻ってくるはず・・・」 
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結果としては、親の期待には応えられず、子どもは深く傷つ

きます。 

子どもが安心して「こども」でいられるように、父・母は子

どもに関心を注ぎ、親の役割を果たしてください。 

子どもの思いや感情を言葉にすることができるように、また、

子どもが怒りや不安などをきちんと処理できるようにサポ

ートしてあげましょう。 

離婚後も、父・母のどちらもが子どもが大好きで、大切に思

っていることをくり返し伝えください。  

再婚をするときは、子どもの気持ちを考えて、慎重に告げな

ければなりません。 

大人は再婚によって失うものがないにもかかわらず、子ども

だけが、実親との関係を断ち切るというリスクを負わなけれ

ば再婚家庭の仲間入りができないのです。 

再婚家庭の平和維持のために、子どもは努力しています。 

面会交流のスケジュールは、子どもの学校生活や子どもの時

間などを配慮して、別居親とも十分な時間を持てるように話

し合ってください。 

開始した面会交流は、親の都合でやめないようにしましょう。

子どもにとっては二度目の見捨てられ体験となります。 

子どもの教育のために次第に養育費が増加するので、必ず養

育費を払い、状況に応じて追加支援も行ってください。 
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「忠誠心葛藤」とは 

子どもが両親のどちらも好きであることから

ばさみの心理状態をいいます。 

両親が不仲で、互いに相手が悪いと言って責め

ると、子どもにとっては、どちらの親も自分の

ら当然傷つきます。 

また一方の親に忠誠を尽くして認められたり

りすることは、他方の親からは嫌われるのではないかと

不安になります。 

これを忠誠心葛藤といいますが、この不安を持

は、別居親との面会交流が楽しかったことを同居親

えず、会うことが負担になります。 

親同士の不信感が子どもの楽しみを奪ってしまいます

親から言ってほしいのは「大丈夫！」の一言です

親は、面会交流の実施条件を争うのではなく、

安心して面会交流を楽しい時間にできるよう

トナーとして協力の方法を考えましょう。 

きであることから起きる板

め合ってい

の親ですか

められたり好かれた

われるのではないかと

持つ子ども

同居親に言

ってしまいます。

です。 

、子どもが

にできるよう養育パー

子どもは両親の板ばさみ！？  
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青 年 期 

青年期の両親の離婚に対する行動特徴 

● 反抗 ● 成績下落 ● 登校拒否 ● 憂鬱   

● 家出 ● 自殺未遂 
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思春期には、激しい情緒変化が起こり、不安定になることが

多くみられます。父・母の離婚に対して、反抗したり、憂う

つになったり、孤独を感じたり、時には学校生活に問題を起

こしたり、成績が下がったり、不登校や家出、非行、さらに

は自殺未遂を起こしたりすることもあります。 

反対に、子どもによっては、別居親の役割の代わりをしたり、

模範的な優等生になったり、家事をすべて行うなど、「背伸

び」をすることもあります。 

別居親を否定することは自分の半身を否定することであり、

自己評価が下がり、自信を無くしたり、自己肯定感が持てな

くなることもあります。 

親として、いろいろな子どもの変化をしっかりと受け止めま

しょう。 

親子間の愛情と信頼関係が維持されるように努めなければ

なりません。 

子どもが離婚を非難したり、親を攻撃することがあっても、

すぐに反論するのではなく、まず、子どもの話をきちんと聞

いてください。 

子どもには子どもなりの言い分や考えがあります。 

事情に応じて、子どもに謝ることも必要かもしれません。 

離婚のための家族会議に子どもも参加して一緒に考えるな

ど、子どもが自分を「離婚の被害者」であると感じてしまわ

「自分も自分の思い通りにするんだ！」 
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ないような配慮が必要です。 

しかし、子どもとの関係を持続していれば、将来

居親と連絡をとったり、進路や異性問題を相談しに

ょう。 

 

 成長する子どもたち 

夫婦は離婚しても親子は一生。 

 

ひとつ屋根の下に暮らすことだけで親子というわけでは

ありません。 

 

面会交流を継続して、信頼できる大人や仲間から

れ、支えられて、心の絆が結ばれてさえいれば

は離婚の痛手を乗り越えて、親子の新しい関係

すことができるのです。 

将来、自から別

しに来るでし

というわけでは

から見守ら

ばれてさえいれば、子ども

関係を作り直

この時期の子どもは、親が希望する面会交流に積極的に応じ

ることはなく、義理で別居親に会いますが「今更会って話す

こともないし」と渋ったり、拒否することもあります。
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柔軟性と適応力を身につけることができます。 

 

離婚後も、両親の持続的で安定した愛情を受けて

もは、他者の痛みを理解する優しさと心の広さを

出来るようになります。 

人との関係を結ぶ能力や社会性が発達し、与えられた

より上手く適応し、困難に立ち向かい乗り越えていくことが

できるようになります。 

そして社会性と共に望ましい柔軟性と適応力を

ことができます。 

     

 

 

 

 

 

 

けて育った子ど

持つことが

えられた現実に、

えていくことが

を身につける

もっとたくさん会話をして 

心の絆を結び 

愛情を注いであげてください！

「養育パートナーという共通認識に立った

子どもに与える力」 

！ 

離婚が 
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１ 

子どもの前ではけんかをしないでください。

の問題で、子どもにとっては、どちらも他には

ない存在です。 

離婚のプロセスにおける父・母の不安、怒り

子どもに悪い影響を与えます。 

「協力的な」離婚をしてください。父・母は

切な子どものための養育パートナーです。 

 

２ 

両親の離婚が子どもにとって突然の出来事にならないよ

うに、子どもの目線できちんと説明してください

「決して、あなたのせいではない。」と伝え、

持ちを聞き、子どもが自分の気持ちを表現出来

ってください。離婚後の生活の変化や計画はもちろん

どもからの質問があれば正面から受け止めて、

心できるよう、話してください。 

自分たちの子どものためにこれだけは必ず！

。それは夫婦

には替えられ

り、挫折は、

は離婚後も大

 

にならないよ

してください。 

、子どもの気

表現出来る場面を作

はもちろん、子

、子どもが安

夫婦の問題と子どもの養育の問題を、分けて考えてみませんか。

離 婚 と 子 ど も

両親から話しをしてあげてください。そして子どもの気持ちを

よく聞いてあげてください。
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３ 子どもへの愛情を、言葉やスキンシップで示してください。

「離婚をしても、お母さんとお父さんは、あなたが

するときは、いつでもあなたのそばにいる。」

「これからもあなたを大切に思い、見守っている

その都度、繰り返し言ってあげてください。 

子どもと離れて暮らしているお母さん、お父さんへ

４ 子どもの健やかな成長は、父・母共通の願いです。そのため養

育費を定期的に支払ってください。

一緒に住めなくても、子どもと会って、たくさん話を聞いてあ

げて、そしてたくさん話をしてください。

生活費の不足から、子どもが十分な食事をとれなかったり

一緒に暮らす親が生活費を稼ぐために、仕事のかけもちや

無理な残業をしたりしていることもあります。

て、子どもが家でさびしい思いをしたり、経済的

仲間の輪に入りにくかったり、進学をあきらめたり

いうことがないように配慮をしてください。 

 

５ 

子どもには、父・母両方とも必要です。 

一緒に暮らしていなくても、養育費をきちんと

れて、定期的に会ってたくさん話を聞いて、話

ると、子どもは自分が愛されていることを実感

あなたが必要を

。」 

っている。」と、

 

をとれなかったり、

のかけもちや

。それによっ

経済的な理由で

をあきらめたり、そう

 

をきちんと支払ってく

話をしてくれ

実感できます。 
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子どもと一緒に暮らしているお母さん、お父さんへ

６ 子どもが一緒に暮らしていない親と気楽に会えるようにサポー

トしてください。

「自分の子どもは大丈夫」という考え方を変えましょう。

両親がお互いに協力的であると、子どもは安心

行き来することができます。子どもが親の顔色

たり、嘘をついたりしなくてすむように、そして

しくふるまうことができるように、配慮してください

 

７ 

子どもがおとなしく模範的な生活を送っているように

えても表面に出さないだけで、離婚は子どもにとってもつ

らいことです。 

子どもの感情と行動をきちんと見てあげてください

もとたくさん話をし、愛情を注いであげてください

安心して自由に

顔色をうかがっ

そして子どもら

してください。 

っているように見

どもにとってもつ

てあげてください。子ど

いであげてください。 

挿絵　蔵野美佐子
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