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公共のマナー、子どもにどう教える？：小学生のお子さんをお持ちの方にお聞きします。

電車、バスなどの乗り物や病院、図書館などの公共の場のマナーや言葉づかい、社会

のルールについてお子さんに、いつごろから、どのように指導していますか？ 親の見て

いないところでの様子は把握できていますか？ 大人として、子どものお手本となるよう

気をつけていることはありますか？ 

  居住県 回答内容 年齢 性別 

1 千葉県 

公共の場でのマナーは２歳前後から一緒に出かけ

た時に随時教えます。 

その場で教えないと理解出来ないと思う、何度も言

い聞かせれば覚えてくれました。 

親が見ていない所での行動は把握できていない事

の方が多いと思います。 

手本となる様な行動をするように心がけています。

42 女性 

2 神奈川県 

2 歳か 3歳の、歩けて話しがわかるようになった時

点から、その場その場でボチボチ教えています。 

小学校に入ってから、書店で、こどもにもわかる社

会のルールの本なども買って読ませています。 

把握は、子供がよく喋る子なので事後報告で大体

わかっています。 

親は常識の範囲で生活しています。 

39 女性 

3 茨城県 

片言の言葉が話せるようになってから教え始めま

した。家の中でも外でも教えています。実践の場

（電車の中など）や通信教育雑誌などのマナーを

教えるページを一緒に読みながら教えてたりしまし

た。親の見ていない所での様子は把握できていま

せん。お友達とふざけたりは多少あるかもしれませ

んが、基本的なマナーはできているはず、と考えて

います。 

41 女性 

4 大阪府 

自分で行動（歩ける）できるようになってから、その

場その場で教えています。小学生になり、一人で

行動するようになってからは、行動の全てを把握し

ているとは言えませんが、よそのお宅に伺った時

の挨拶、出かける場所によっては、静かにするな

どは身についていると思っています。いつも、良い

ことと悪いことの判断をしてから行動するように言

い聞かせています。 

34 女性 
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5 神奈川県 

小さな頃からその都度教えています。 

小学生（もう高学年）なので、その場にいなくても 

出かける前や機会があればいつでも人に迷惑をか

ける 

ようなことはしないと教えています。 

子どもはＴＰＯをわきまえるタイプなので信頼して 

います。 

親は常に子どもに見られていると思っているので 

非常識な迷惑な行動をしないよう気をつけていま

す。 

40 女性 

6 大阪府 

親の言っていることが理解できるぐらいの年齢から

意識して教えています。 

自分がやられて不快に思うことは人も嫌だからして

はいけないとか。 

34 女性 

7 北海道 

その場その場で話したりしてます。 

言葉遣いも行動も後になって話してもピンとこない

ので、その時点でどう話さなきゃならないのか、どう

行動しなければならないのか、注意と共に親として

も態度を示してます。 

見えない所での話はうわさ話としか分からなくと

も、子供にも悪さをしたらちゃんと自分に戻ってくる

のだと、回り回って伝わってくると教えてます。物心

付いた頃から、そうしてます。 

39 女性 

8 奈良県 

その場で教えます。 

があまり電車やバスに乗らないので身についてい

ないかも知れません。 

言葉遣いも子供が間違っているのを聞いてから注

意するので、わかっていないかもしれません。 

ちゃんと教育しないとダメだなとこれを書きながら

反省しています。 

42 女性 

9 長野県 

幼稚園の頃から言い聞かせるようにしています。 

公共の場では大きな声を出さない、迷惑をかけな

いなど 

言っていますが、親がみていないところだと心配で

す。 

友達といるとつい気が大きくなって騒いでいること

もあるので。 

常識のある行動を心がけているつもりです。 

38 女性 
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10 宮城県 

実際にマナーが悪い時は 1才の頃から叱っていま

した。幼児の頃は子供用ビデオでマナーやルール

を教えてくれる教材などを見せていたので、それが

良かったのか、そんな酷い事は今までした事はあ

りません。学校、幼稚園の先生からは普段の様子

を会った時に聞いたりしていましたが、しっかり出

来ているようです。 

38 女性 

11 愛知県 

小さい頃から その場、 図書館であり病院であり 

電車の中でもいけないことは言い聞かせてきまし

た。その状況の方が、子供にもわかりやすいと思

います。親がいない時は、他の方から聞くしかあり

ませんが、今の所ちゃんとしているようです。 

順番を守る、横入りをしない、守れない人がいっぱ

いいるなかで、ちゃんと守っています。 

42 女性 

12 大阪府 

言う事が理解できる幼稚園に入る前から、その場

その場でしてはいけないことを繰り返し教えていま

したし、人のしていることでよい悪い行動も教えて

たり、善悪の判断を聞いて、なぜそう思うのかも答

えさせるようにしていました。 親の見ていないとこ

ろでの様子は、本人に聞いたり、その場にいた大

人に聞いたりして把握しているつもりです。気をつ

けていることは、決めたルールや教えたことは私も

必ず守ることです。 

35 女性 

13 東京都 

2 歳頃からでしょうか？自分で何でもやりたがる頃

から「～してはいけない」と教える必要のある現場

で教えてきました。親の見てないところでの様子は

夕飯時にたくさん会話を持つ事で全部ではないが

把握するよう努めています。 

38 女性 

14 兵庫県 

言葉が理解できない間から言い聞かせていまし

た。電車に乗っても大声で話をしたりしません。学

校から電車に乗って言ったときもうちの子供がまわ

りの子供を注意していたと先生から聞きました。 

42 女性 

15 東京都 

何時からということは無く、悪いことをしてると思っ

たときはしっかりしかるようにしていました。なるべ

くその場で、人目は気になりますがきつめに。 

今、高学年ですが、学校やよその家での振る舞い

などは私の前でより礼儀正しいようです。基本は、

自分がしてもらいたい、されたら嬉しいような事を

勧め、反対に嫌なことはしないという事です。 

37 女性 

16 兵庫県 

親が言うことをある程度理解できるようになってい

れば、その都度その場で教えるようにしている。そ

の場面に出くわさなくても他の人の話が出たりテレ

ビなど見ているときにでも話すようにしている。 

38 女性 
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17 北海道 

話して理解できるようになった頃から教えていま

す。公の場に連れて行った時に、もし悪いことをし

た時は理由を説明してダメなことを伝えて、周りで

悪いことをしている人を見かけたら、それについて

も話し合ったりして、マナーを覚えさせてきました。

親の目の届かないところでも、特別悪いことはして

ないと思います。 

38 女性 

18 大阪府 

一人歩きをしだした頃からです 

その場、その場でしてはいけないことを 

こういうことは、だめだよ～と話しかけるように 

してきました 

できるだけ常識のある行動を心がけているつもり

です 

38 女性 

19 千葉県 

言葉がわかるようになってから言い聞かせていま

す。 

子供はとくに、後になっていうよりもその場で教え

るほうが理解しやすいので、そのつど教えていま

す。 

34 女性 

20 滋賀県 

動けるようになった時（親の言うことがある程度理

解できている頃）から、簡単には教えてきたつもり

です。事が起きてから（失敗してから）その時に教

える、という人もいますが、私は前もって「ここはう

るさくしてはいけないよ」「くつは脱いで」などおしえ

てきました。子供は親の鏡だと思うので、親がきち

んとルールを守っているのを見せないといけないと

思っています。 

41 女性 

21 神奈川県 

赤ちゃんの時からです。 

１歳まえから、電車などに乗るときは、「静かにしよ

うね」と話しかけたりしていました。 

幼稚園ごろからは、きちんと理由付けをしながら、

マナーを教えるようにしました。 

出掛けるたびに、言い聞かせていたので、小学校

に入る前から、出先ではマナーを守れています。 

そのせいか、お友達のマナーの悪さが気になるよ

うで、親の目がなくても、きちんとしています。 

42 女性 

22 兵庫県 

まだ言ってもわからないくらい小さいときから一応、

言ってきています。何度も言っているうちにわかる

ようになってきてるかなー。言葉使いに関してはマ

ネをするので、なるべくキレイな言葉を使うように心

がけています。 

31 女性 
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23 三重県 

親が言ってる事が分かるようになった小さい頃か

ら、その都度教えてきました。親が見てないところ

の行動については把握できませんが、親が見てな

くても周りに迷惑を掛けない行動をするようにしつ

けてきたし、親としても社会のルーうを守って行動

してます。 

30 女性 

24 群馬県 

特に何歳から、という事は考えなく、機会がある毎

に教えているつもりです。 

見ていないところでの把握は、出来ているつもりで

も出来かねますよね・・。担任の先生とは良く話す

様にはしていますが・・。 

お手本になれる様には具体的には気をつけている

ことはありませんが、日常生活でモラルに反する事

は当たり前にしません。 

38 女性 

25 東京都 

幼稚園に入ってからは一緒に行く機会がある時に

は教えるようにしています。 病院では静かにする

こと・エレベーターや電車に乗るときはおりる人が

先。など教えると子供はは何故静かにしないとい

けないか？何故降りる人が先なのか？など疑問を

ぶつけてきますがひとつずつ丁寧に答えるようにし

ています。 

もちろん私も子供と一緒でなく一人のときも恥ずか

しくない行動をとるよう心がけています 

39 女性 

26 岡山県 

小さいころから、公共の場に行くたびに、言い聞か

せ続けています。 

男の子なので、羽目をはずしがちだとは思います

が、お互いに周囲の人に気づかいながら、迷惑に

なっていないか考えながら過ごすようにいっていま

す。 

親の見ていないところでの様子は把握できかねま

すが、見ているときにはきちんとできているので、

大丈夫じゃないかなと思います。 

大人も、子どもの前では、特にきちんとするように

心がけています。 

44 女性 

27 群馬県 

物心つかない頃から教えています。 

何度言っても上手くいきませんでしたが 

年齢とともに分かってきている様子です。 

親の見てないところでの様子はあまり把握できて

ませんね。 

悪影響与えるテレビ番組など極力見せないよう気

をつけてます。 

37 女性 
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28 神奈川県 

物心のつく頃から、教えているつもりです。偉そう

な言い方で恐縮ですが、私自身がよい見本になる

ように心がけていました。（います） 大切なことは、

その場しのぎの言葉でなく、親自身が態度で示す

ことかなぁと思っています。 

41 女性 

29 愛知県 

物心つく頃から公共の場では機会がある毎に教え

ています。 

よそのお宅に子供だけお邪魔する時は前もって、

靴を揃えるとか挨拶や帰る時の片付け言葉遣いな

ど言い聞かせますが、親同士が顔見知りのお宅は

気付いたら我が子のように注意お願い！と頼んで

おきます。 

逆に我が家によその子が来たときも、気になる時

は一通り教えるように心がけています。 

その場で教えてあげなければ身につかない事って

多いと思います。 

37 女性 

30 北海道 

1 才くらいから、親の方が態度をきちんとすることで

教えているつもりです。 

挨拶、礼儀など、親が見本を示すのが一番の教育

だと思います。 

言葉が分かるようになったら、場面場面で言い聞

かせるようにしています。 

私がいない場面では、友人宅などでの過ごし方を

ほめてもらえることがあるので、それを聞いて参考

にしています。 

33 女性 

31 茨城県 

いつごろからかはよく覚えていないです。大体常識

や目に見えないルールはそのときそのとき教えて

います。特に悪いこと危険なことははしていないの

で多少目を離しても見えないところでも大丈夫だろ

う位の意識です。ただ何か起こしたり大騒ぎする場

合はきちんと父親に話して対処してもらいます。私

自身はなるべく外では丁寧な言葉使いを心がけて

います。 

40 女性 

32 愛知県 

２歳くらいから教えてます。 

毎回くどくど言います。じゃないと連れていかないと

言います。 

ついつい車が少ないと、赤信号でわたるとか、そう

いうことをしないように私も気をつけてます。 

35 女性 
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33 大阪府 

1歳位から電車やバスに乗る時、図書館・病院など

静かにしなくてはいけない事をその都度教えてきま

した。 

心がけている事はまず自分がお手本になる事、普

段の生活で困っている人がいたら声をかけたり、

信号や交通ルールは守ったり、小さいことから気を

つけてます。 

親のいてない所は 100％は理解できていないかも

しれないですが、聞ける時はどんな様子だったか

聞くように心がけています。 

30 女性 

34 山口県 

幼稚園に入る前から基本的なことは教えてます。 

小学校に入ってからは実際に乗ったり行ったりす

る機会があったので、その場で静かに迷惑をかけ

ないように。と注意しました。 

小さいから許されることではないので、話してわか

るようになった時点でお話をするようにしました。 

いないところでの状況は把握できませんが、一応

話をしてみて「静かにしている」という言葉を信じて

ます。 

36 女性 

35 兵庫県 

いくつからとかは覚えていませんが、電車では椅

子の上で立ったりしないとか、その都度教えてきま

した。親のいない所では把握は出来ていないと思

いますが、他の人がうちの子を見かけたときの様

子とか聞いたりくらいしか出来ませんが他の人の

迷惑にならないように心がけています。 

42 女性 

36 大阪府 

話している事が理解できるようになったぐらいの頃

からです。 

公園で遊べば公園で、図書館に行けば図書館で、

その都度その場所で教えていました。 

小さい頃から身につけていれば、親がいなくてもあ

る程度は守れていると思います。 

親としては絶対にルールを守る事と、例外を作らな

い事に気をつけていました。 

42 女性 

37 高知県 

いつ頃という事はなくて、言葉が分かるようになっ

てきた頃から、外出した時などは、他の人の迷惑

なる様なことをしてはダメと、その都度、教えてきた

つもりです。自分自身で気をつけていることは、些

細なことですが、外出した時は必ずゴミはもって帰

るようにしています。 

50 女性 
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38 大阪府 

１歳頃から公共の場に連れ出した時は家でのよう

にあやしたりせず、家と外は違うという雰囲気の違

いを教え、２歳頃から言葉できっちり教えるように

なりました。図書館や習い事などで場の雰囲気を

察知する、ルールやマナーを教える等していきまし

た。自分もそれのお手本になるようにしています。

（信号無視をしない、レストランや電車で静かにす

るなど）自分の見ていない場では周囲の目（先生

や近所の人）に聞きます。 

38 女性 

39 東京都 

２歳代から、言葉が分かるようになってきてから

は、その場に応じてマナーやルールは言い聞かせ

ていました。なので、マナーを守らなくても平然とし

ている親子を見るとイライラしていました。親の見

ていないところでの様子は、ある程度は把握してい

るつもりです。 

大人として、マナーを守る、挨拶はすすんでする、

思いやりのある行動をするという事はこころがけて

います。 

35 女性 

40 栃木県 

はっきり覚えていませんが、公共機関を使うように

なったと同時に教え始めました。例えば、電車や病

院を利用した際に他の方の迷惑にならないように

走り回ったり、無駄に動き回らない、大声でしゃべ

らない、不快な言動を言わないなど、その場で教え

ます。１歳くらいからでも言い続ければ、わかってく

れると信じて。親の見てないところでの行動は把握

できません。だから、目は離しません。自分がお手

本になる行動を心掛けてます 

41 女性 

41 神奈川県 

小さいときからその都度教えていました。 

見ていないところでも教えたことは 

きちんと守ってくれていると思いますが 

すべて把握できてはいません。 

子供と一緒に行動するときはお手本となるような 

言動、行動には十分注意しています。 

30 女性 

42 宮城県 

２歳ごろからその都度教えていました。 

親の見ていない所…公共機関ではいつも一緒で

すのでまだ経験がないですが、学校やお友達の家

での様子は、子供の友達から話を聞いたり、子供

にきちんとできたか聞いたりして、大よそのことは

把握できていると思います。 

35 女性 
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43 埼玉県 

それこそ１才くらいから言い聞かせてます。子供が

理解できなくてもです。 

幼稚園の頃はなるべく公共交通機関を使うように

して中では静かにすることなどを教えました。出来

ないときもありましたけど、小学生のいまではこち

らが注意すれば何とか我慢できるようになりまし

た。 

ただ親のいないところでの行動ははっきり言って分

かりません。でもご近所などと連絡を取り何か見た

ときは連絡をもらうようにしています。 

39 女性 

44 福岡県 

いつごろからかははっきりと覚えていませんが、確

か公園デビューしたときから、こまめにその場で教

えていました。まだ、小さかったので、私の言って

いることが理解できたかは定かではありませんでし

たが、人を思いやる気持ちとかも含めて教えたつも

りです。 

自分も子どものお手本になるように行動し、そのつ

ど注意することは結構、根気が要りましたが、おか

げさまで、ちゃんとした常識人に育ちました。 

51 女性 

45 大阪府 

電車、バスなどに乗った時など公共の場でその都

度子供に教えています。やはりその時に教えた方

が子供にも分かり安いですし。しかし最近の親御さ

んは自分の子供に対して無責任な人が多いので

そんな親の前では自分の子供へ指導しにくくなる

ので困ったものです。 

43 女性 

46 神奈川県 

いつから、というのは子どもにとっては難しいと思う

ので、小さい頃から出かけるたびに教えています。

「まだわからないだろう」ではなくて外へ出る機会＝

しつけの機会と思いますし、自分が間違ったことを

しないようにも気をつけてます。長男は中学になっ

て電車通学するようになりましたが、学校での指導

もあり、席を譲るなどはしているようです。 

40 女性 

47 神奈川県 

いつ頃かといわれると難しいですが、赤ちゃんの頃

から外出する機会があった時には教えてきていま

す。一度ＯＫとなってしまった行動を後から直すの

は大変ですから、最初からどんなに歳が小さくて

も、やっていい事と悪い事はその場で教えるように

しています。そのかいあってか、外では聞き分けの

良いしっかりしたいい子で通っています。 

41 女性 
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48 沖縄県 

物心つく前から その場その場で 教えたりしてい

ます 

電車などは降りる人が先に降りたら乗っていいよと

か…でも 自分でもわかっていても教えてなかった

ことを 学校で習ってきて改めて 私もやらないとっ

て事もあります できる限り その場で 見るが一

番だと思って 教えているつもりです 

39 女性 

49 鳥取県 

親の言っている言葉が理解できるようになってか

ら、教えています。そのつど、図書館は静かに本を

読むところ、バスに乗ったときには食べ物は食べて

はいけない･騒いではいけないなど、親のいないと

ころでも実践していると、保育士さんから聞いてい

るので、安心しています。また、携帯などのマナー

を守るように私自身自覚しています。 

35 女性 

50 大阪府 

小さい時から、その場面場面で、その都度、言い

聞かせてきました。 

電車に乗り座ったら、足をバタバタしないよう、窓か

ら外を見るなら 

靴を脱ぐように、触れていけないものに触れてたし

なめる、静かにしなければいけない場所には入る

前から静かにするよう言い聞かせてというように。 

49 女性 

51 兵庫県 

幼児のときから一緒に出かけるたびに教えてきま

したし、今でもそうしています。 

マナーやルール違反の人を見かけたらあれは迷

惑だからいけないことだと教えています。 

見ていないところではできていないこともまだある

でしょうが、基本的な常識は頭にあると思っていま

す。 

44 女性 

52 神奈川県 

小学生になったから急にというわけではなく、小さ

い時からその都度教えてきています。 

親がいないところでも、必ず人の目はあるので情

報は入ってきます。今のところ大丈夫なようです

が、普段から常識とそうでないこと、またその矛盾

なども教えています。 

40 男性 

53 神奈川県 

いつ頃かといわれると難しいですが、幼児期から

子供と一緒に公共の場へ行った時にそのつど教え

ているつもりです。 

親の見ていないところでの様子は、人から聞いた

話では「かなりしっかりしていますね」といわれた事

があるのでそれ程心配していません。 

自分の行動がそのまま子供の手本になると思って

気をつけています。 

38 女性 
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54 兵庫県 

その場その場で教えています。 

いつからという区切りはなく、利用する機会がある

たびです。 

小学生になって単独行動をするようになってから

は、どのような場所でも、とにかく人に迷惑になっ

ていないか考えながら行動するように教えていま

す。 

34 女性 

55 大阪府 

下の子が２歳なので徐々に教えています。 

人に迷惑をかけないように、当たり前にことだと思

えるように教えているつもりです。 

今のところ、ずっと一緒にいるので自分の知らない

ところでの行動はありません。 

上の子、（小学生）は学校での言動は分かりませ

んが 

自分と夫でお手本を示してきたつもりなのでマナー

違反はしていないと信じています。 

これからもお手本を示したいと思います。 

31 女性 

56 埼玉県 

1 歳半くらいから、教えていました。 

静かにしないといけない場所は、シ～しないとね。

とか 

本当に簡単にでしたが。 

今は多少大きくなってきたけど、小さい頃から教え

ていたからか 

電車の中では小声で喋りますし、大人しくしていま

す。 

少しずつ、その場で教えた方が、良いと思っていま

す。 

32 女性 

57 愛知県 

園に上がる前頃から、徐々に教えてきました。 

通信教材の中にあるイケナイ事の見本を見て、ダ

メな理由を一緒に考えて教え込んできました。 

たまに周囲の子供に流されてしまうことがあります

が、やってはいけない事は統一して、ダメなことは

ダメで教えてます。親の見ていないところの方がき

ちんとやれいているみたいで安心しています。 

28 女性 

58 静岡県 

子供が言葉の意味を理解しだした頃から教えてき

ました。 

ただ、だめと言うだけでなくどうしてだめなのかをき

ちんと教えれば理解してくれます。また、同じ状況

下に置かれたとき自分がどう思うかを考えさせたり

しています。 

37 女性 

59 大阪府 

幼稚園の頃から、公共の場所で他人に迷惑かける

ようなことしてはいけないということを教えていま

す。騒がないということを一番言ってます。親として

も模範になるように、マナー違反なことをしないよう

にしています。 

40 女性 
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60 兵庫県 

マナーは幼児から教えていますが、理由等は小学

校へ行ってから１対１で説明しはじめました。人と

の関わりや何をする所、場所が把握できれば納得

も早いです。交通ルールは園でも厳しくして頂いた

ので危険性を早くに注意する事が出来ています。 

35 女性 

61 山形県 

親の言うことがわかるようになってきて（３歳位）か

ら教えています。他の子が騒いでいたら「あんな風

にすると皆どう思う？」とか言葉遣いが悪かったら

私もマネして言ってみて「言われたらイヤでしょ？」

とか、本人に体験させてみて指導してます。見てな

いときは他のお母さんや先生にうちの子はどうだっ

たか聞いたりします。普段から親として言葉づかい

やマナーをなるべく気をつけてて、親の背を見せる

ようにしています。 

39 女性 

62 北海道 

その場その場で物心ついたころには言っていまし

た。なので親の目のあるところでは絶対大声を出し

たり走り回ったりはしません。普段の生活の中でも

言葉づかいと挨拶などは厳しく言っています。なの

にMSの人に挨拶しても無視をする大人がいるの

で困ります。親の目の届かない所は確かにわかり

ませんが、ある程度信じるしかありません。 

38 女性 

63 京都府 

こちらの言っていることが理解できるようになった 1

歳ぐらいから教えています。もちろんその年齢では

「静かにしようね」程度の内容からですが・・・・ 

親も手本となるようにきちんとしているつもりです。

小学校1年生になったばかりで、一人で行動するこ

とはないので、今の時点では行動はほぼ把握でき

ているつもりですが、自分でも状況に合わせた行

動を取れるよう、いろんな判断ができるようなって

欲しいです。 

38 女性 

64 兵庫県 

小さいころからその都度言ってきかせていました。

小学生になったら親の目が届かなくなるのでそれ

までに出来るだけ…とおもってました。 

親の目がないところも、お友達のママなどにどんな

様子だった？とお互い聞いたりして、許す部分とし

っかりあとから注意する部分を判断していますが、

それ以上の事はわかりません。 

親といる時に、周りの子の悪い例をみてこれは良

い事か悪い事か…とあとから話したりもします。 

32 女性 
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65 静岡県 

物心ついたころから言っています。 

バス・電車など公共の乗り物になることは少ないの

で乗った時に「イチ降り・ニ乗り・サン発車」などと言

って教えました。これはエレベーターなどの時にも

言ってます。図書館・病院に行ったらなぜ静かにし

なければいけないのかはそこに行ったごと言いま

した。見えないところでも実行してくれていればい

いけど把握はできてません。親がまず実践する。 

42 女性 

66 広島県 

幼稚園に行く前からその都度教えてきたつもりで

す。公共の場は家を出たらすべてです。一緒に経

験を積ませ、少し大きくなってきたら、折に触れ家

での会話ににも盛り込み、いいこと悪いことの価値

観を我が家なりに示してきたつもりです。とにかく

大人が見本になるように、自分自身、親になってか

らずいぶんと変わりました。「子供だから」の考え

は、子供の社会でだけ通用することだと考えていま

す。 

45 女性 

67 沖縄県 

言葉を理解する頃から、そのつど注意して、理由を

話しています。 

必要なら何度でも繰り返して注意します。 

良い事も悪い事も、周りの子どもをお手本にして話

したりもします。 

人見知りする部分があるんですが、子どもの良い

お手本になるよう、 

進んで挨拶をし、公共の場での行動には気を使っ

ているつもりです。 

38 女性 

68 静岡県 

言葉がわかるようになった時点から 

大きな声は出さない、走らない、乗り物の座席や病

院の椅子などに 

座るときに靴が座席につかないようにするなどを 

注意して教えてきました。 

また自分のそばから勝手に離れないように教えて

きましたので 

大丈夫だと思います。 

44 女性 

69 神奈川県 

言って分かるようになる幼稚園頃から言い聞かせ

ています。 

その場で言い聞かせたり、子供自身・他の人を例

にとって教えたりもします。親の見ていない所での

様子の把握は難しいですが、一緒に外出中こちら

が子供に注意される事もあるので、きちんとしてい

るのではないかと思います。自分自身も律すること

が大切だと感じます。 

37 女性 



    

学びの場.comhttp://www.manabinoba.com/                                      14/19 

70 北海道 

小さいときからきちんと教えているつもりです。ただ

バスに乗ったことがないのでそこの部分をどう教え

るか困っています。何事も実際に経験してみないと

わからないと思うので、、、。今は１年生で親と一緒

に行動しているので把握しているつもりですがなん

でも親に話してくれるように信頼してもらえたらと思

っています。一応手本になるように行動していま

す。 

42 女性 

71 神奈川県 

2 歳くらいからその場で教えるようにしてきました。 

一度では分からないので、そのたびに何度も教え

てきたつもりです。 

親の見ていないところでの様子はやはり把握でき

ていないのが現状だと思います。大人として気をつ

けていることは子供に恥ずかしくない行動をとるよ

うにしています。 

32 女性 

72 神奈川県 

公共の場でのマナーは言葉が話せるようになった

小さいうちから、出かけるたびに、その場で、です。

その時でなければ子供は理解出来ないし、一度で

実行できるようになるわけではないので、繰り返し

教えています。電車では座っていてもお年寄りが

来たら立ちなさい、と教えてきたのでちゃんと席を

譲れますよ。今まで断られたことはなく、皆さん誉

めて下さったので本人も気分良いようです。 

41 女性 

73 広島県 

小さいときからいっしょに行動しながら、親がお手

本となるようにしています。不適切な行動をしたと

きは、その場ですぐ言うようにしています。後から

だと何がいけないのかわからなと思うからです。 

46 女性 

74 神奈川県 

いくら小さくてもいけないことはきちんと教えたかっ

たので、２．３歳のころから、電車に乗ったりする

度、騒いではいけないとか、靴で座席に上がって

はいけないとか言ってきました。私が見ていないと

ころでは正直把握できていませんが、なぜいけな

いのかと言う理由も理解しているので、守れている

と思います。電車の中でお年寄りに席を譲ったりし

ているので、子どもも自然に気を配るようになって

います。 

38 女性 

75 愛知県 

あんよができるような頃から、お座りして食べよう

ね、ごみは持ってきた袋やゴミ箱にポイしてねとい

うようにその都度教えていました。小さい頃からそ

の都度言っていたので何がいけないことなのか理

解は早かったと思います。小学校の方での様子

は、先生との個人面談や授業参観等で常に聞いて

いるのである程度は外での息子も分かっています

し、親子の会話も多いのでどんな事を思っている

のかも理解しているとおもいます。 

36 女性 



    

学びの場.comhttp://www.manabinoba.com/                                      15/19 

76 神奈川県 

6 年生になってから急に言葉遣いが悪くなってきま

した。 

クラスでは皆そうらしく当たり前のようだとまで言っ

ています。 

時代の流行なのかもしれませんが、家では注意し

ています。 

子供とよく話す事が大事だと思っています。 

自分にされたら嫌な事は人にはしないようにも指

導しています。 

いつごろから指導しているかはもう、2 歳位からで

すね。その場でキチンと理解させます。 

43 女性 

77 大阪府 

言葉がわかるころから、その場その場で教えてき

ました。小学校に上がってからはその場面に本人

がいなくても本やテレビを見ていて機会があれば

教えています。自分が気をつけてそういうマナーを

守るようにしています。親がいないときの子供の行

動はなかなか把握できないのですが、一日あった

ことを話をして聞くようにはしています。 

50 女性 

78 兵庫県 

小さい頃からあまり公共の場所、乗り物を利用す

る機会がなかったため、実地で教えることはほとん

どなかったです。テレビでそういう場面を見ていると

きなど、「こういう行動はいけない」等おしえていま

した。挨拶は口うるさく言っていましたが、できてい

ないように思います。性格的なこともあるのでしょう

が、なかなか外で自分を出せないようなので心配

はしています。 

47 女性 

79 東京都 

１人でおすわりや歩行ができるようになってから、

ずっと公共の場でのマナーは常に声かけてきまし

た。でも子どもは口で言われても納得しないものな

ので、まず親が公共の場でのマナーを徹底するよ

うに、それを子どもに見せるようにしてきました。親

の見ていないところでの様子はある程度把握して

います。また大人として 

公共の場だけでなく、家庭の中でも常にマナーは

守るように気をつけています。 

42 女性 

80 奈良県 

物心がつきだした小さい時から挨拶について厳しく

言ってます。公共マナーの基本は挨拶からと思っ

てます。親がいない場合の様子は完全に把握でき

ていないですが、参観や運動家などの学校行事で

いくらかは様子を見ているつもりです。マナーや言

葉遣いは気がついた都度話すようにはしていま

す。親の言動が子供にも影響することは充分理解

して普段行動するようにしてます。 

48 女性 
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81 福岡県 

電車の座席に上がりたい時は靴を脱ぐとか、 

人が大勢いるところで騒がない等は、１，２歳の言

葉が分り始めた時から 

その都度言ってました。いくら小さいからといって甘

やかされるものではないし、 

親の責任でもあると思います。 

親が見ていないところでも、常識的に振舞ってくれ

ていると思います。 

自分自身も、子供の前では手本になれるよう気を

つけています。 

33 女性 

82 宮城県 

言葉を理解できるようになった頃からその場で教え

てきました。特に公共の場では周りの人に迷惑に

ならないように言い聞かせています。親の見ていな

いところでの様子は全てを把握するのは無理です

がある程度は把握しているつもりです。 

41 女性 

83 神奈川県 

3 歳頃からそのつど教えるようにしています。病院

や電車など公共の場では静かにするように。家で

口で言っても難しいので、その場で教えるようにし

ています。親のみてない場所での行動は実際わか

りませんが、まだ嘘をつくということは覚えていない

ので把握できてると思います。 

38 女性 

84 北海道 

子どもが小さいうち（２歳くらいでも）から 人のたく

さんいる場所では、迷惑行為について話をしまし

た。 

現在は４年生になり いろいろな場面で やっては

いけないことなどを教えていますが、親のいない所

でどうなのかはわかりません。  

42 女性 

85 岡山県 

はっきりとは覚えていませんが、３さいくらいから病

院、図書館へ行った時は、そのつど教えていまし

た。 

大事なこととして、大きな声で話さない、走らないと

いったことから教えました。 

電車やバスに乗ることは少ないですが、乗ったとき

にはその教えるようにしています。 

子供だけで出かけることはないので、親の見てな

いところの行動は把握できていません。 

36 女性 

86 長野県 

自分で歩いて移動するようになったときからですか

ら二歳前後からです。四歳頃までは怒らないで指

導するように心がけました。本人には公共マナー

は知らないことなので。年中になったころからは怒

ってでも言うことをきかせました。 

また、周りの大人で真似をするのにふさわしい行

動をできる人を具体的にほめまくり、その人の真似

をするように奨励しました。具体的には祖母と幼稚

園の（素敵な）先生、習い事先の先生です。 

37 女性 
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87 山口県 

その場所、その都度教えるようにしています。 

公共の場では大きな声を出さない、走らないように

口うるさく言い聞かせています。 

子供は大人の口調をすぐに真似するので、日常生

活で言葉づかいは 

気をつけています 

35 女性 

88 東京都 

年齢は忘れましたがかなり小さい頃から教えてき

ました。 

電車に乗った時には電車内でのマナー、図書館に

行った時は図書館内でのマナーなど、その都度教

えてきました。 

やはりその場所でないと子供には伝わらないと思

います。 

遠足などで電車に乗った時は帰宅後電車の中で

座ったのか、誰とどういう話をしたのかなど本人に

聞きます。 

そして悪い所があった場合は、それはこうしなけれ

ばいけないなど注意します。 

42 女性 

89 千葉県 

いつごろからというよりは 

その場所に行ったときなどにそのつど 

その場所で言い聞かせています。 

親の見ていないところでの子供の行動というのは 

把握をするのは難しいとは思います。 

今の所まだ低学年なので殆ど行動は一緒ですが。

38 女性 

90 東京都 

幼稚園時代（年少）から、公共の乗り物では子供は

座らないことや、図書館や病院などで騒いでは迷

惑になることなど、その場できちんと説明するよう

にしてきました。目上の人への言葉遣いに関して

も、おかしいときはおかしいと、その場で教えてい

ます。 

できるだけ親が手本になるよう、接しているつもり

です。 

ただ、親が見ていないところでどんなふうにしてい

るかは、把握できていません。 

46 女性 

91 埼玉県 

幼稚園の頃から、ここはさわいじゃダメ、とかここで

は物を食べちゃダメとかは教えてきました。年齢に

関係なくお話して理解できる頃からその都度教え

てきました。親の見ていないところでの様子は把握

できていませんが、よその子が○○で迷惑だった

とか、話してくれるのできちんとしてくれていると信

じています。 

36 女性 
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92 埼玉県 

図書館は小さい時（２歳くらい）からよく利用してい

ました。そのたびに、ほかの人に迷惑がかかるの

で①走らない②大きな声を出さないということを、

話して聞かせました。 

今後も電車など乗り物に乗る時や、その他公共の

施設に行く時にはその都度話して聞かせようと思

っています。 

32 女性 

93 富山県 

電車やバス、公共の場などでのマナーや言葉使い

は行ったときに 

その都度教えていました。幼稚園の頃からです。 

園バス通園でもあったので、幼稚園でも乗り物の

マナーは指導してくださって 

いました。社会のルールなど少し難しいことについ

ては小学校から教えています。 

34 女性 

94 岡山県 

いつごろからとは言えませんが小さい頃からその

時理解できる範囲で教えていました。小さい頃は

実際にその場面にならないと理解できないと思い、

よい事、悪い事をしている人を見かけると教えてい

ました。親の見ていない所までは把握していませ

んが周りの大人からの評判は良いので出来ている

のではないかなと思っています。子供に見られて

恥ずかしくない行動をしているつもりです。 

41 女性 

95 愛知県 

家は男の子 2人なのでいくらいっても静かに出来

なかったため、極力公共の場は避けてました。 

どうしても電車に乗るときや病院などではひたすら

絵本やお菓子でごまかしました。 

言葉使いは小さいときからそのつど注意して、周り

からも「優しいしゃべりかただよね」と言われます。 

でも 1 年生の今はすべて把握できているとは思い

ません。 

あまり厳しくすると隠れてやるようになると思うので

ほどほどにしてます。 

37 女性 

96 大阪府 

幼稚園に入った時期から、正確には 

親の言うことが理解できるであろう時期から教えて

います。 

最初は「電車の中では暴れない」といった簡単で当

たり前のことからはじめました。 

学校や幼稚園での子供の行動は把握しきれてい

ません。 

できるだけ会話を多くするようにしています。 

一応、お手本になるようには心がけています。 

35 女性 
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97 三重県 

幼稚園に入ったぐらいから教えています。 

実際に図書館や電車に乗った時に、どんな行動が

迷惑になるのか指導していました。 

様子はあまり把握できてないです。後からどんな事

をしたか聞いてます。 

自分も教えた事は、守るように気をつけています。

42 女性 

98 福井県 

年中くらいから徐々に教えていきました。図書館で

は「他の人に迷惑がかかるから、話をする時は小

さな声でね。」と行く度に言って来ました。電車やバ

スの中でも同様ですし、降りる所までちゃんと座っ

て（立っている）いるようにも言ってます。私自身も

子供に恥ずかしくない行動を心がけてます。 

33 女性 

99 富山県 

小学校にあがった時に教えました。 

電車やバスに乗るとき病院や図書館に行った時に

その場で教えるようにしています。親の見ていない

ところでの 

様子はあまり把握出来ていないと思います。でも

学年も大きいですしちゃんと守っていると思いま

す。自分も常識の範囲で行動するようにしいてま

す。 

32 女性 

100 埼玉県 

言葉が理解出来るようになってから（２歳くらい）、

その都度教えていました。電車やバスに乗れば、

図書館や病院なども静かにしなくてはいけない事、

席を譲る事は年長くらいになってから教えました。

今は一年生なので親のいないところでの事は把握

しているつもりです。気をつけていることは自分で

教えた事は必ず実行する事です。 

36 女性 

101 千葉県 

小学校にあがった時点で、教えています。 

口でいうだけではつたわらないので、その場でおし

えるようにしています。 

親にはなんでも話すようにしています。 

常識の範囲で行動するようにしています 

48 女性 

 


