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エクササイズ　　自由にイメージしてみてください

　本章で学ぶ用語のひとつに「人生曲線」があります。一体どのような意味だと
思いますか？

生涯発達とは何か
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　この章の
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学びのロードマップ
この章のま

とめ !

●第1節
　人の発達を考えるうえで基本となる「生涯発達」の考え方を説明します。

●第２節
　生涯発達から生まれた概念である「ライフサイクル」と「ライフコース」
について説明します。

●第３節
　エリクソンのライフサイクル論を説明します。

●第４節
　生涯発達の視点から見た心の問題について説明します。

■心理的発達課題…心理学者のエリクソン（Erikson, E.H.）が提唱しました。人生を８つに分けて、
それぞれの段階で獲得すべき課題があるとしたのです（p.21　図１－２参照）。

　第　　　　　章 生涯発達とは何か　１

「アイデンティティ」という言葉を聞
いたことがありますよね。これはエリ
クソンの影響で広まった言葉です。

見本



第１節　生涯発達の考え方

　本章では、子どもと家庭の支援を発達心理学的な観点からとらえる際に、
前提となる考え方を整理し、解説します。

１．長寿大国・日本

　現代社会は、長寿の時代です。厚生労働省が発表した「簡易生命表＊１」
によると、2017（平成 29）年の日本人の平均寿命は女性が 87.26歳、男性が
81.09歳で、いずれも過去最高を更新しました。世界的に見ても、現代日本は、
世界屈指の長寿国です１）。
　死因ではがん、心疾患、脳血管疾患などが上位を占めますが、治療法も日々
進歩しており、これらの病の克服が叶えば、平均寿命が数歳延びるとも言わ
れています。
　図１－１は、厚生労働省が示した「完全生命表＊２」です。ここには世界
的にも長寿の流れがはっきり見えます。第二次世界大戦後から、日本の平均
寿命はずっと伸び続けてきました。1947（昭和 22）年は、女性 53.96歳、男
性 50.6歳と記録があります１）。この年、日本では学校給食が始まりました。
子どもの栄養失調を改善するために、アメリカやユニセフから脱脂粉乳＊３

が提供されたりしていました。このような時代では、60歳の還暦を迎えら
れることは確かに祝うべき長寿に値するものだったと言えます。
　しかしながら、戦後の平均寿命から、30年も長い人生を送るようになっ
た今日、人間の発達に対するとらえ方も大きく転換をしました。

＊１
日本にいる日本人につ
いて、１年間の死亡状
況が今後変化しないと
仮定したときに、各年
齢の人が１年以内に死
亡する確率や、平均し
てあと何年生きられる
かという期待値などを、
死亡率や平均余命など
の指標によってあらわ
したものです。つまり、
０歳の平均余命が、「平
均寿命」のことを示し
ます。厚生労働省が毎
年発表しています。

＊２
５年に一度国勢調査を
もとに作成される、最
も正確な人口統計にも
とづく生命表です。完
全生命表は５年ごとに
しか作成されないため、
毎年推計人口にもとづ
いた「簡易生命表」が
作成されています。

平均寿命は世界的に
のびていますね。
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平均寿命の国際比較
（単位：年）

国名 作成基礎期間 男 女
（参考）
人口
（万人）

日　　　　　本（Japan） 2015 80.75 86.99 12,532
カ　　ナ　　ダ（Canada） 2010－2012 79.4 83.6 3,585
アメリカ合衆国（United States of America） 2014 76.4 81.2 32,142
フ　ラ　ン　ス（France） 2015 79.0 85.1 6,440
ド　　イ　　ツ（Germany） 2013－2015 78.18 83.06 8,120
イ　タ　リ　ア（Italy） 2015 80.115 84.606 6,080
ス　　イ　　ス（Switzerland） 2015 80.7 84.9 824
イ　ギ　リ　ス（United Kingdom） 2013－2015 79.09 82.82 6,488

資料：当該政府の資料によるものである。人口は国連「Demographic Yearbook」。
注：人口は年央推計人口で、2015 年の値である。ただし、日本は「平成 27 年国勢調査」（按分済み人口）

である。

図１－１　平均寿命の国際比較と主な国の平均寿命の年次推移

資料：国連「Demographic Yearbook」等
注：1990 年以前のドイツは、旧西ドイツの数値である。
出典：厚生労働省「第 22 回生命表（完全生命表）の概況」2017 年
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_06.pdf
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＊３
生乳や牛乳または特別
牛乳の乳脂肪分を除去
したものから水分を除
去して、粉末状にした
ものです。保存性に優
れ、蛋白質、カルシウ
ム、乳糖などを含み、
栄養価が高く、日本で
は戦後しばらくユニセ
フなどから援助を受け、
学校給食に用いられま
した。写真は 1947（昭
和 22）年の給食です
（ミルク［脱脂粉乳］
とトマトシチュー）。
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　そして、これからの自分なりの課題や将来の抱負を、語り合いましょう。

　現在の曲線につなげて加えて、未来の人生曲線を自由に描いてみましょう。

●発展的な学びへつなげる文献
・青木紀久代編『知のゆりかご　保育の心理学』みらい　2019年
発達心理学における、生涯発達のとらえ方を始め、さまざまな人間の諸機能の発達をわか

りやすく解説しています。

・馬場禮子編『ライフサイクルの臨床心理学』培風館　1997年
ライフサイクル上に生じるさまざまな心の問題と対応について、事例をもとにわかりやす

く論じています。

【引用文献】
１）厚生労働省「平成 29年簡易生命表の概況」2018年
２）西平直『エリクソンの人間学』東京大学出版会　1993年
３）Erikson, E.H. Child and Society. （2nd） New York: Norton. 1950/1963. （仁科弥生訳

『幼児期と社会Ⅰ』みすず書房　1977年）
４）Erikson, E.H., Identity and the Life Cycle . New York: International Univerisity

Press. 1959. （西平直・中島由恵訳『アイデンティティとライフサイクル』誠信書房
2011年）

５）Havighurs, R.J., Developmental Tasks and Education. New York: Longmans. 1963.
（庄司雅子監訳『人間の発達課題と教育』玉川大学出版部　1995年）

６）永井撤監修、青木紀久代・平野直己編『乳幼児期・児童期の臨床心理学』培風館
2012年

【参考文献】
日本家族心理学会編『家庭心理学ハンドブック』金子書房　2019年
西平直編『ケアと人間』ミネルヴァ書房　2013年
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コラム ココロのイロイロ①

保育者のライフコース

　保育者としての就職先は、公立・私立の保育所、幼稚園、認定こども園、

児童養護施設など幅広くあります。いずれにしても継続して勤務したり、昇

格試験を受けたりして「主任」「園長」などの職位に就くことも可能になりま

す。もし常勤で働くことをやめることになっても、資格・免許そのものは継

続されるため、非常勤として働く、あるいは、子育てなどが落ち着いたころ

に復職するという選択肢を取ることも可能です（※幼稚園教諭は免許の更新

が必要です）。

　さらに、厚生労働省が進めている保育士の就業継続支援の１つ「キャリア

アップ研修」１）の制度により、保育士として継続して働き、同時に専門性も

高めていくことが可能になってきました。この研修を受けて知識・技能を習

得することで、資質・専門性のレベルが段階的に上がるしくみになっていま

す。その結果として高度な専門性をもつ職位に就くことが可能になり、また、

それぞれの職位によって収入面での改善が図られる見通しとなっています。

　自分の人生のライフイベントに合わせて柔軟に勤務形態を変えることが可

能である一方で、専門性を向上させ処遇を改善していくことも可能な状況へ

と変わりつつあります。自分が保育者としてどのようなライフコースを歩ん

でいきたいかを日ごろから考えておくことが大切になります。

【引用文献】
１）厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知「保育士等キャリアアップ研
修の実施について」2017年
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