
チャイルドラインみかわ

「チャイルドライン」とは、18歳までの子どもがかける専用電話です。「チャイルドラインみかわ」は全国４０都道府県
７０団体のひとつとして２００４年から活動しています。今回の通信では受け手ボランティア養成講座の中から、「子
どもの性と生」の講義内容を特集します。私たちは､子どもたちの環境が少しでも温かく､未来への希望に満ちたもの
になるようにとの思いで活動を続けています。子どもたちの笑顔が増え、子どもたちの話に耳を傾ける大人が増え
ることを願っています。
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皆さまのご支援、ご協力に
よりチャイルドラインと子ど
もたちがつながっています。
お力添えに心より感謝して
おります。引き続きご支援、
ご協力いただきますよう､よ
ろしくお願い申し上げます。

ふれあいマーケットに
出店を予定しています。
不用品がありましたら
お譲りください。

加盟店でお買い物する
と100円ごとに1枚もら
えるスタンプ♪
集めています♪

レシート合計の1%分の
商品が登録団体へ寄
贈されます。

ご 支 援 ご 協 力 ありがとう ご ざ い ます

＊受け手・支え手の研修　＊開設維持費　＊広報活動
＊子どもへのカードの配布　…などに使われます。

支援金は…

個人…一口1,000円/年
団体…一口10,000円/年

会　　費…

郵便振込口座番号　　00840-7-108869
口座名　　おやこでのびっこ安城

振 込 先 …

10月7日（日) 毎月11日  イオン岡崎南店

日時/2018年4月22日（日）開場13:30 開演14:00
会場/安城市昭林公民館
入場料/一般2,000円 学生1,000円

『Konzert Ruhe Nr.20』
～活躍する女たち・その2～

サルビアスタンプ

〒446-0026 安城市安城町宮前107　けいめいハウス内　TEL&FAX 0566-77-7085（火曜日～金曜日 10：00～16：00）
ホームページ　http://www.geocities.jp/oyakodenobikko/　Eメール　nobikkoanjo@yahoo.co.jp
発行日：2018年4月1日　発行：特定非営利活動法人　おやこでのびっこ安城〈チャイルドラインみかわ 運営委員会〉

♪♪♪♪ 佐地多美さん
チャイルドラインみかわ支援コンサート

安城福祉まつり イエローレシートデー

チャイルドライン♡みかわ

●登校班から放課後の学童保育までずっと
一緒の子が、意地悪する。仲間がいてな
ぐったりもするんだ。（小3男子）

●友だちがいじめられて学校に来なくなっ
ちゃった。実は相談されてたんだけど、自分
がターゲットになるのが怖くてなにもできな
かった。（小5女子）

●吹奏楽部にいて、もうすぐ大会もある。私
がみんなの足を引っ張っているのはよくわ
かっているの。顧問の先生にもしょっちゅう
注意されて練習が進まなくて、部員のみん
なも陰で私の悪口を言っている。一生懸命
やっているんだけど…。（中2女子）

●勉強の成績があがらない。不安でたまら
ない。周りが求めている自分を演じている。
もういい子でいるのに疲れた。（高1女子）

●支援学級に通っている。最近みんなの視
線が気になって教室に入りにくい。音も気に
なる。企業の社会体験学習があるが、怒ら
れるんじゃないかと思うとパニックになる。
（高2男子）

●好きな子に告白しちゃった。そうした
ら、その子も私のこと好きだって！！ドキド
キが止まらない。うれしくって電話し
ちゃった。（中2女子）
●同性の子が好きになった。勉強も手に
つかないくらい。宇宙で一番好きなくら
い。自分は異常者なんだろうか。いつもそ
の子のことをみてしまう。（高1女子）

●ネットで知り合った彼に、顔と裸の写真を送ってしまった。でも、今、リアルな彼ができて
別れたい。「もう連絡とらない」といったら怒ってしまった。拡散が怖い。（高2女子）
●学校では普通に話せてると思ってたのに、LINEで悪口を言われてた。これっていじめで
すよね。もう、学校に行きたくない。（中1女子）
●ネットでアダルトの無料サイトに入っちゃって、うっかり入会しちゃったみたいで、多分退
会できたと思うんだけど変なメールがたくさん来るようになった。お金もかかっちゃったみ
たいで、どうしたらいいんだろう。（中3男子）

●父と母が離婚することになった。明日届
けを出すそうだ。私はお母さんについてい
く。父の転職で毎日もめてたけど、まさか本
当にバラバラになっちゃうとは思っていな
かった。またみんなで暮らせる日はくるの
かなあ。もう無理なのかなあ。（中1女子）

●お父さんもお母さんもスマホ依存だと思
う。家にいる間中、スマホをいじってる。僕
には勉強しろっていうのに。僕も使ってい
るけどさ。（中2男子）

●ちょっと風俗っぽいお店でバイトしてい
る。高3で受験を控えているけど、母子家
庭で下にも兄弟がいる。お母さんは一人で
ずっと働きづめで辛そう。だから、このバイ
トやめられない。（高3女子）

●親から失敗作品とののしられている。兄
と比べられると傷つく。なにをどうがんば
ればいいのかわからない。とにかく自分は
ダメな奴なんだろうな。兄と同じ高校には
入れないし。（中3男子）

●お母さんが仕事でいないことが多い。弟
妹が寂しがるから、つい強い口調で「がま
んしてよ！」って怒っちゃう。本当は私も寂
しい。（小4女子）

◆子どもの権利条約は、子どもを縛るのではなく、大人の責任を明記して
あるとわかった。　

◆お話を聞いて、もちろん自分のことも大切にしないといけないけど、周り
の人を大切にして、今ある状況に感謝したいです。　

◆子どもの権利は、大人たちが守ってくれるものだと思っていたけど、自分た
ちで守ったり、侵害しないようにしたりと考える必要があるとわかりました。

◆どんなに嫌なことがあっても、ゆっくりとマイペースで、自分の心と向き
合っていけたらなと思いました。　

◆いじめをすると、いじめられている人だけでなく、いじめている人、そしてまた
いじめを見ている周りの人も傷つけられるのがよくわかりました。

◆子どもに変われという大人は多いが、多田さんは周りの環境に視点を
置いていて、子どもを守るということに重きを置いていると思った。

◆多田さんのおっしゃっていた言葉で、「優しさは人権の基盤であり、優し
さを失った人がいじめをする」「弱いことは悪いことではない」というの
がとても心に残りました。私は、優しさがあることで、1人1人の意見が尊
重され、社会に生かされていくと思いました。

◆子どもが主人公になることがいじめ防止につながるというところがとても
いいと思いました。

◆多田さんは、自分たちのことを本当にわかろうとしていて、安心して聞け
ました。

◆私が一番印象に残ったのは、回復の図です。何かで傷ついた時には
マイナスエネルギーを作り出すので、自分らしく生きるプラスエネルギーを
回復するために、「自分を休ませることができること」「自分を大切にでき
ること」が大切なんだなあと思いました。　

◆いじめをなくすのは難しいけれど、1つだけ簡単なことがあるということに
気づきました。それは、自分がいじめをやめることです。人をいじめている
人がやめれば、次第にいじめがなくなっていくことに気づくことが大切だ
と思いました。

◆今日の多田さんの講演で、人間は1人で成り立っているのではなく、支
え合って助けられ合いながら生きているんだと改めて思いました。

◆多田さんの話を聞いて、子どもにも意思がもちろんあるし、大人がそれを
否定して、上から圧力をかけて押さえ込むのは良くないと思いました。

♪チャイルドラインの活動や通信への感想、ご意見やご質問など、ありましたら是非お寄せください。お待ちしています♪

「子どもの権利条約の学習が今後の自分の行動にどんな面で役立つと思いますか？」という質問には、
多くの子どもたちが、「自分が大人や親になった時、子どもを大切にする、子どもを守る」とこたえています。

2017年11月13日（月）
安祥中学校3年生179名とともに
講師：多田元弁護士

◉佐地多美様

◉(株)アイシン・エイ・ダブリュ様

◉サルビア司法書士事務所様

◉イオンリテール株式会社

◉支援会員の皆様

◉寄付をしてくださった皆様

「子どもの権利条約」

子 ども の声

チャイルドラインは「子どもの権利条約」の精神を基本として、子どもは社会をと
もにつくるパートナーと考え、子どもから学ぶ姿勢を大切に活動を行っていま
す。その活動の基本である「子どもの権利条約」の理念を身近な子どもたちに
伝えたいという思いから、安城市の中学3年生たちとともに「子どもの権利条
約を考える」活動を続けています。桜井中学校、篠目中学校、明祥中学校、安
城南中学校に続く５校目の開催です。

イオン岡崎南店様

●病院で摂食障害といわれている。ト
イレで吐いたら水道代だって高いんだ
から、といわれた。甘えさせてくれな
い。話も聞いてくれない。こんな私、い
らないんだろうな。（中2女子）

●最近の北朝鮮や地震のことを考える
と不安でいてもたってもいられなくなっ
て悲しくなる。不安が大きくなって抱え
きれなくなるとチャイルドラインに電話
して聴いてもらっている。（高1男子）

●リスカがやめられない。リスカすると
気持ちが落ち着く。でも、お母さんに
「今度リスカしたら、お母さん死ぬか
ら！」って言われた。（中3女子）

●病院で発達障害って診断がついた。
勉強は好き。人と付き合えって言われ
て頑張ってきたけどもう無理しなくてい
いのかな、って思ってる。（中2男子）

中学生とともに考える

多田さんの
お話から

「子どもの権利条約」は、
「大人の役割として、子どもを
守るために作ったもの」

2002年5月、国連の子ども特別総
会で発信された子どものメッセー
ジ。「私たち子どもは問題を作り出
すもと(根源)ではありません」「私た
ちはその問題を解決するのに必要
な力なのです」

「子どもの権利条約」で、まず
大事なことは、子どもが、自分
の権利を自分で使っていいと
認めた最初の法律だというこ
と。それが社会参加という理念
だと言われている。

いじめを無くすことは
難しくても、いじめをし
ない人間にはなれる。
誰でもなれる。そんな
ふうに思っている。そ
れが解決の道だと。

＜子どもたちの感想＞

※プライバシーに配慮し再構成したものです

チャイルドライン支援センター発行2017チャイルドライン年次報告より

学校で 家庭で

ネットで

心のこと体のこと

恋愛
いろいろ



講師 ： 岐阜県〝人間と性″教育研究協議会代表幹事　中村　一惠氏

「子どもの性と生」

絵本『いのちのまつり』の紹介絵本『いのちのまつり』の紹介

2017年10月22日（日）受け手ボランティア養成講座

　猫の遠藤平蔵というキャラクターが、「泣く
子はいねが～」と、人びとの心の涙をかぎつ
けて、その悩みにそっと寄り添うマンガ『夜廻
り猫』。
　老若男女、犬猫問わず、涙する人とともに
呑み、笑い、ときに励まし、ときに見守り、いつ
も彼だけはそっと寄り添う。「む。涙の匂い」。
今夜、夜廻り猫はあなたの元を訪れるかもし
れない。
　ただ、やさしいとか親切というわけではな
く、あくまで寄り添って話を聞くだけで、解決
はしない。だけど読むと不思議と癒される…
そんな本です。
　ちょっと一息、なんて時にペラペラめくって
読むのにおすすめです。

『夜廻り猫』

『いのちのまつり』

作／草場一
絵／平安座資尚
（サンマーク出版）

2017年1月～12月

金曜日　16:00～21:00　
第1を除く土曜日　18:３0～21:00
第1日曜日　18:３0～21:00

チャイルドラインみかわのデータ

着信数
会話が成立した電話の本数
男…214件　女…153件　不明…1件
開設日数
ボランティア活動のべ人数
ボランティア登録者数 受け手
ボランティア登録者数 支え手

　1371件

368件

104日

238人

15人

8人

2017年度の「新規受け手養成講座」は14名
の方が受講してくださいました。

ありがとうございます！
2018年度も開講予定です。

皆さまの参加をお待ちしています♪
詳しくは、おやこでのびっこ安城まで。

チャイルドラインみかわ
ボランティア養成講座とは……

心も体も人それぞれ、
人と比べる意味がない

　チャイルドラインみかわでは、2004年から電話を通して子どもたちの
声を聴き続けています。子どもたちは、自分の体験や気持ちを思いつくま
ま自分の言葉で話します。話すことで気持ちが整理されていき、解決の
ための一歩を踏み出すことができるのです。そんな子どもたちの心に寄
り添い話を聴くのが「受け手」です。
　受け手ボランティア養成講座では、「子どもの権利条約とチャイルド
ライン、子どもたちの心や性、子どもたちをとりまく現状」などについての
講義と「自分を知る、自分の傾向に気づく」などのロールプレイやワーク
ショップを受けていただきます。
　今回はその中から「性と生」の講義内容を紹介します。

特集

一つとして、同じ生きものはいない。
たった一つしかない命。

「自分らしさ」も、人間の数だけある。
一人ひとりみんな少しずつ違って当然。
違うみんなが、共に生きている。

　男性ホルモン（タンパク質を筋肉に変える、性欲を出すなどの働き
をする）、女性ホルモン（骨を強くする、心を安定させるなどの働きをす
る）は誰でも両方分泌され、割合も人それぞれ。
　二次性徴の体や心の変化、性器の大きさや形、色や向き、排卵月
経、射精等の始まりや量も、相手を求める気持ちも人それぞれ。人と
比べる意味がない。幸せな性が大事。
　心と体は自分のもの。自分の体や心について知ることは、自分を
大切にし、他者を思いやることにも繋がる。
　人はそれぞれ違う。偏見や差別をすることなく、違う心と体、違う考
え方や行動をお互いに尊重し合い、認め合いながら生きていきたい。

　異性を求める人、同性を求める人（レズビアン-L、ゲイ-G）、両性
を求める人（バイセクシャル-B）、相手を求めない人、身体の性と心
の性が異なる人（トランスジェンダー-T）、など、気持ちや性は多種
多様。性分化疾患（DSD）の人や、性自認を男か女に決められな
い人（Xジェンダー）もいる。男性100％女性100％の人はいない。
男？女？誰？の前に一人の人間。
　約7万人を対象に行われた2015年電通調査ではLGBTの人
は、全体の7.6％（13人に1人）。これは姓名トップ6の、佐藤・鈴
木・高橋・田中・渡辺・伊藤さんを合わせた数より多い。存在は知ら
れるようになってきたが、多様性を認める考え方についてはまだまだ
不十分。学校や社会での生活（トイレや制服、性別欄など）に困難
を感じて、苦しい思いをしている人は多い。

　自分の親は2人、その親は4人…と数えていくと、10代前
は1,024人いて、1代から10代前までの人を合わせると
2,046人となる。
　「同じ家でも同じ人はいないよ。過去にも未来にもあなた
という人はいないよ。人はそれぞれだから自分を大事にし
てね。人と比べたらいけないよ。自分は自分だよ。」という大
事な視点を気づかせてくれます。

女らしさや男らしさは
決まっていない。
だれもが、対等な命

気持ちや性はグラデーション
多様性を認める

性を豊かに生きるために、
これからつけたい力

　大人も子どもも、持ち物や服の色、仕
事や生き方など、男だから女だから、とい
う枠にとらわれることはない。そのままの
自分でいい。

性に関する知識・情報を偏見なく取り入れる力
一人ひとりを尊重する心
自分で考え、判断し、行動する力
気持ちを伝え、聴き合い、話し合う力
困ったら相談する力

深谷かほる
（ワイドKC モーニング）
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