中 学 生 と 共 に 考 える 子 ど も の 権 利 条 約
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「子どもの権利条約」の理念を身近な子どもたちに伝える活動として中学3年生を対象に行っています。事前に権利についての意識調査をしてから
「子どもの権利条約」
について学習し、

16

講演後にアンケートをとっています。7年目となる2019年度の講演は卒業講話として行われました。義務教育を終了する生徒たちのこれからの人生を考えるきっかけになったと思います。

子 ど もた ちの

2020年2月14日（金）講師：多田元弁護士
講演内容の一部をご紹介します。

感想

◆いじめはなくならないと思うけど、なくそうと思えばいじめをなくせる
人間になれるというのがすごく印象に残りました。
◆もし様々なことがあって追い詰められたとしても、自分は一人では
ないと思うことが大切だと思った。
◆短歌と回復の図が心に響いた。
◆義務や責任だけを教え込むのはただの奴隷だという言葉が心
に残りました。
◆何かあったら周りの人に相談をしたりして、自分でため込まないよ
うにしようと思いました。
◆自分で考え、選択し、自分らしい生き方という所が自分自身の支
えになると考えました。
◆子どもに虐待をしたり、ひどいことを言ったりする大人がいる中で、
多田弁護士のような人が子どもに寄り添って子どもを守ってくれる
とわかったことが安心につながった。
◆自分のペースで生きていくことが人にとって大事だと思うので、自分
のペースでこれから過ごしていきたいです。
◆権利を守られていない子どもや辛い思いをしているという内容が
一番心に残りました。
◆自分も大人になっていく上で今日の話を忘れずに子どもを守る役
割をしたいです。

「中学生が同級生に大けがをさせた事件に関わったことがあります。
その中学生はたく
さんの生徒のいじめにあっていて、反撃をしました。少年院の中でたった1人の中学卒業
式を迎えた時、
私はプレゼントに短歌を送りました。“卒業の十五の春はそれぞれに きっと
花咲く明日を信じて”」
この短歌を聞いて、
会場から拍手がわき起こりました。涙を流している生徒もいました。
そ
の後、
その中学生は猛勉強して、今では社会福祉士をめざして大学に通っているそうで
す。
「子どもの人権は、子どもを人として認めることです。子どもにも意思、意見、夢、希望があ
り、幸せに生きる権利があります。一人ひとりの人間は弱く、
いじめの相談をするにはパ
ワーがいります。集団いじめは、孤立化、無力化、透明化の段階を踏んですすんでいきま
す。いじめはなくならないけど、
自分がいじめをしないようにすることはできます。」
「子どもの休息と遊びが権利として認められています。虐待を受けて保護されてきた女性
に手紙を書きました。“あるがままの自分で!!幸せ!!自分を大切にできる、
自分を休ませること
ができると心は自由になり、
自信を持ち、
安心できます。マイペースでね。
あなたの人生なん
ですから。
あなたは回復できる。変わることができる”」
生徒の代表から
「子どもにも意思や意見があり、
これから大人になる僕たちも一人ひと
りの人権を大切にしていくことが大切だとわかりました」
という、
お礼の言葉をもらい、講演
会は終了しました。

チャイルドライン♡みかわ
「チャイルドライン」は、18歳までの子どもがかける専用電話です。

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。

子どもからの 意 見 と 感

※公表することを明記し募集したものです。
（チャイルドライン支援センター発行2019チャイルドライン年次報告より）

●自分の悩みに共感してくれる人がいて本当に良かった。味方は
やっぱりいるんだなと実感した。（17歳男子）
●初めてだったが優しかった。一回め緊張しすぎて真っ白になり、
後でかけ直しますと繋がった直後にきってしまった。それでもまた
かけてねと優しく言ってくれた。私も将来こんな優しい人になれる
かな。（不明）
●きりたい時にきれるから安心してできます。（不明）

こんなにもすごい！

足湯!!
＜足湯の方法・効果＞

＜足にたまる老廃物＞
全身を流れる血液中には、
栄養分や酸素などのほか、
代謝によって産生された老

42度ほどの、
ちょっと熱めのお湯にふくらはぎから下をお湯につけます。
約20分で全身浴と

廃物なども混じっています。
これらは尿などにより排出されますが、血の循環が悪

ほぼ同じ効果が得られ体温も上昇します。
また、40〜41度で20分足湯をし、血液の状態

かったりして血液中に残ると、
引力の関係で下、
つまり足にたまり、
たまった老廃

を調べた実験結果では、
ガン細胞を殺す作用のある
「NK細胞」
の活性度が、10人中7人

物はやがて血行を阻害し、
さまざまな病気の元となります。
このことから、
まず足を

で増加し、
免疫機能もアップさせることが分かりました。
効果をさらにアップさせるために、

温めて血の循環をよくするのが、
病気を予防するための第一の手段なのです。

足裏やふくらはぎをもみほぐすと血液の循環が高まり、
体の機能アップにつながります。

ご支援ご協力ありがとうございます
◉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

会

費…

イオン岡崎南店様
◉支援会員の皆様
◉寄付をしてくださった皆様

安城福祉
まつり

受け手・支え手の研修

支援金は…

振込先…

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。
個人…一口1,000円/年
団体…一口10,000円/年
口座番号 碧海信用金庫 本店 普通1062516
口座名

特定非営利活動法人 おやこでのびっこ安城

サルビア
スタンプ

10月6日（日)

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。

イオン幸せの
黄色いレシートキャンペーン
毎月11日 イオン岡崎南店

ふれあいマーケットに出店を予定しています。

加盟店でお買い物すると100円ごとに

レシート合計の1%分の商品が登録団体へ

不用品がありましたらお譲りください。

1枚もらえるスタンプ♪集めています♪

寄贈されます。

♪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♪

チャイルドラインみ かわ

〒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://oyakodenobikko-anjo.org Eメール inf.oﬃce@oyakodenobikko-anjo.org
発行日：2020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〉

想

●電話をしてもなかなか本題を切り出せなくて、電話の向こうの
人が困っているだろうなと思って、毎回毎回なにも言えずに電話を
切ってしまいます。こんな事してたら、電話に出てもらえなくなってし
まうことってありますか。（11歳女子）

●ずっと気持ちがもやもやしていて、思っていたことをめちゃくちゃに
なりながら言っても、ずっと優しく聞いてくれて相談しやすかったで
す。（13歳女子）
●悩んでいたことが沢山ありましたが、一つ一つ聞いてもらううち
に何故か心が軽くなっていました。初めは知らない人と話すなん
てきっと会話が続かないだろうと思っていました。でも、気づけば1
時間も話していました。真剣に自分の悩みを聞いてもらえたことは
本当に嬉しかったし、なによりとても話しやすかったです。また悩み
があったら電話を掛けてみようと思いました。（16歳女子）
●先生や親に相談できなくても、しにくい相談でも、快く対応してくれ
た。実際に私は他の人に絶対相談できないと諦め、困っていた事
を相談して、気が楽になった。本当に感謝。（13歳男子）

子どもの問題は大人の問題
大人自身が無条件の関係性を大事にして生きる
この10年を振り返ると、東日本大震災、原発問題、各地の自

そして大人たちも、
地位や体面、
名誉、
世間体などたくさんの

然災害、社会のグローバル化、子どもの貧困、多様な性のあり方

条件付きの関係に囲まれて暮らしている。
そのような中では、

を認め合う動きから一人一人の性を認め合う動きなど、大人と子

子どもたちは安心して自分らしく自信を持って生きることなど、

どもを取り巻く環境も日々変化している。2010年のチャイルドラ

到底できないのではないだろうか。
まず、
大人自身が条件付き

イン年次報告に次のような問いかけがあった。

でない、
互いの存在をまるごと認め合える関係を、
どれだけ自

人は
「そこにいる」
というだけの無条件の関係性の中で、
誰かに
受け入れられることで自分の存在を肯定的にとらえ、人への基
本的信頼関係を育んでいくが、
条件付きでなければ認めてもらえ
ない子どもたちのなんと多いことか。
（中略）
外で元気に遊ばなけ
れば、
他の子と同じようにできなければ、
ニコニコ明るい子でなけ
れば
（中略）
次から次へと様々な条件が子どもに課せられてくる。

分の周りに持っているかを見直す必要があるだろう。
そうする
こと無しには、子どもの自己肯定感や受容感を育むことはで
きない。
まさに子どもの問題は大人自身の問題なのだから。
大人として、
この問いかけに真摯に向き合い、子どもを守る役
割を担っていきたいと思う。

受け手ボランティア養成講座

『
思春期の子どもの心理』2019年 9月22日（日）

チャイルドラインでは、子どもたちの電話を聴く人を「受け手」と呼んでいます。チャイルドラインみかわでは、子

講師：小泉 規実男氏 (臨床心理士)
ご自身の思春期のことやご両親との関係、また中学校のＰＴＡで講演されたときの内容等を交えて、思春期
の子どもの大変さや自分と向き合い、自分を知ることの大切さについて話してくださいました。

どもたちの心に寄り添い、話を聴くことができるよう、受け手ボランティア養成講座を開催しています。子どもの
権利条約とチャイルドライン」
「子どもの現状」
「子どもの性」などの講義、
「自分を知る、自分の傾向に気づく」
などのロールプレイを行います。今回はその中から「思春期の子どもの心理」の講義内容を紹介します。

思春期とは

大人は思春期を
思い出しておくことが大切

電話の「受け手ボランティア」の役割

個人差はあるが、第二次性徴が始まる小学校4.5年生頃から高校1

大 人は自分の子どもの頃のことを忘れて、大 人の

指導・助言したり、相談にのることではなく、関心を持って子どもの心に耳を傾ける。傾聴と共感。

年生頃までを指し、体つきの変化や、声変わり、勃起・夢精や初潮な

立 場で 子どもを見てしまいがちだと知っておいた

共感できないところは、偽りの共感的応答をするのではなく、なぜそう思うのか教えてもらう。わ

ど、ホルモンの働きが著しくなる。性的衝動が高まり、性に対する関

方がいい。

からないまま終わるにしても、そうならざるを得ないわけがあるのだろうという態度が必要。また

心が質的変化を起こし始める中で、親子関係、友人関係に対して心

自分が「ああいう言い方をされるのが嫌だ」と思っ

共感できないところは自分と相手の違いであり、自分とは違う「あなたのことを知りたい」という

理的に混乱や葛藤が著しくなる。

ていた言葉を使っていたりする。

気持ちを伝えることが大事。

いじめの否認と思春期心性について

不登校児の親御さんへ (当日配布の冊子より抜粋)

スクールカウンセラー時代に、いじめの否認は思春期心性と深くかかわると直

なんとかするしかないのは本人自身であって、周りではありません。周りの者にできるのは、なんとかしてあげ

感した。思春期には、親は教師であると同時に反面教師となり、親子間の分離が

ようとすることではなく、子どもの心を理解しようと努めながら、根気よく見守り続けることだけなのです。心の

促進され、親子関係の絆に隙間ができ始める。その隙間の不安、孤立感をどう埋

問題の克服は子ども自身の自己治癒力、自己成長力でしか成し遂げられない仕事です。親にできることは子ど
も自身がその問題や課題をどう乗り越えようとしているのか、いないのかを、心を使ってじっと見守り続けるこ

め合わせていくかが思春期の発達課題となる。良好な友人関係や、学業・スポー

とだけなのです。心を使って見守るということほど、積極的な態度はないのです。
（中略）自立していくとは、さ

ツなどの程よい自己評価があれば分離の隙間を支えていける。支えがなく、いじ

まざまな失敗をする中で、その寂しさや失望をバネに、子ども自身が主体的に手に入れていくものであって、決

められたと認めることは、惨めな劣等性を受け入れることになり認めたくない。

『鴻上尚史のほがらか人生相談』

して与えられたり周りから操作されるものであってはならないといった点を強調しておきたいと思いました。

鴻上尚史著

朝日新聞出版

本書は鴻上さんが回答する、
ニュースサイト
「AERA dot.」
の
「ほがらか人生

2019年9月発行

相談内容は、
自分にも自分の周りにも
「あるある」悩みです。

相談」の中から28個をピックアップしてまとめたもの。サブタイトルは息苦しい

鴻上さんは、
そんな相談者の悩みにそっと寄り添い、具体的で実行可能な

「世間」
を楽に生きる処方箋。
日本人はずっと
「世間」
という
「互いを知る人同士

小さなアドバイスで、落ち着かせてくれたり、背中を押してくれたりします。心

の狭い集まり」の中で生きてきた。
ここでは個人の思いより集団の安定した継

のもやもやを言語化してくれた、神回答！
との声もあります。

2019年1月〜12月

チャイルドライン
みかわのデータ

【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
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続が大事な目的となるため、
どうしても同調圧力が強まる。
「空気を読め」
や「世

ぜひ、本を手に取って、ページをめくってください。いろいろあるのが人
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間体が悪い」
などは、世間を強く意識した考え方だ。現代を生きる私たちは、
そ

生、知恵と経験を使って、
なんとかほがらかに生きていきましょう…と鴻上さ

のことに息苦しさを感じて悩み、
個人の生き方を難しくしていると読み解きます。
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