
「チャイルドライン」は子どもの「声」を聴く活動です。子どもの持っている「力」を信じ、指導や批判をしたりせず、子

どもの「声」に、ただただ耳を傾けます。私たちは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活動を続けています。

(事例は個人が特定できないようプライバシーに配慮して編集　総件数は730件　2020年5月27日時点の速報値採用)　
特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター発行『2020チャイルドライン年次報告』より抜粋
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チャイルドライン♡みかわ

　「リストカットなんて痛いことをどうしてするんだろう。自分で自
分を傷つけるなんて信じられない。」・・・もしもチャイルドラインに
関わっていなかったら、そう思っていたでしょう。自傷行為を肯定
する気持ちはありませんが、電話を聴いていると、その子の状況
の中では、リストカットする以外には苦しみから逃れる方法がな
いのかもしれないと感じます。「死にたい」と言う子どもに、どうし
たら少しでも苦しみを取り除くことができるのだろうと思って話を

聴くのですが、どれだけ本当に気持ちを和らげることができたの
か、本当に話したいことが話せたのだろうか、自信はありません。
チャイルドラインの受け手として、苦しむ子どもの話を聞きなが
ら、もどかしさを感じます。
　「話せてすっきりしました」「何かあったらまたかけます」の言葉
に少しほっとしながら、この電話が存在することに意義を感じて
活動を続けています。

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：2021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〉

　最近では子どもの間でも増えている、スマホやパソコンの普及が原因

と言われる「ストレートネック」。症状は、首の痛み、肩こり、腰痛、頭痛、吐

き気、不眠など、人によって様々です。治療には、マッサージ、理学療法な

どありますが、ここでは簡単な「フェイスタオルストレッチ」をご紹介します。

①～③を朝晩5回ずつ繰り返して行い、約1か月続けると改善の効果が

期待できるそうです。気になる方はお試しください。

①両手でタオルの端を持ち、首の後
ろに当てる

②頭を後ろに軽く倒しつつ、両手を
斜め上に少し強めに引っ張り5秒
キープ

③その状態のまま、ゆっくり顎を引い
て、喉に引き付けるイメージで5秒
キープ

ストレートネックの改善とストレッチ

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♪

毎月11日に出される黄色いレシートを「NPO法人おやこでのびっこ安城」
の箱に入れていただくと、合計金額の1%分の商品が寄贈されます。

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…

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

振 込 先 …

10月3日（日) 毎月11日 イオン岡崎南店

サルビア
スタンプ

安城福祉
まつり

イオン幸せの
黄色いレシートキャンペーン

◉(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

　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

♪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♪

新型コロナウイルス感染症流行に
関連すると思われる「子どもの声」

休校要請のあった2月28日から3月19日まで 休校解除方針が表明された3月20日から4月6日まで

7都府県緊急事態宣言があった4月7日から4月15日まで

5月25日、緊急事態宣言解除。以後市町村ごとの判断により学校再開

電話の内容から感じること チャイルドラインみかわ代表　神谷由美子

全国緊急事態宣言があった4月16日から4月30日まで

・友だちと会えなくなってしまった
・休みになって将来のことを考えてしまう
・受験前に休校になって不安になる時間が増えた
・卒業式、送る会も中止でさみしい

・部活で大会を目指して頑張ってきたのに、なくなってしまってすごく落ち込んでる
・また学校が休みになって外に出られなくなった、いつまでつづくのか
・友だちと遊べないし、話せないし、外出できないから考える事が増えた

・新学期が始まったけど学校がいつ始まるかわからないし、友だ
ちができるか不安

・自分は休みだけど母が仕事に出かけるので感染しないか心配
・毎日コロナで人が死んでいて、怖くて外に出られない
・一か月ぶりに学校へ行った。先生が１m離れてといつも言う
・部活ができないので家で自主練習をしていたら、親からうるさ
いと叱られた

・コロナで父の店は休みになり、みんな家にいるけど、仲良く過ご
していて楽しい

・入院中で長いこと家族と会えない
・学校は自分にとって避難場所、家にいるのがつらい
・学校の寮が閉鎖になり家に戻ったが父親の暴言がひどい
・親が昼間から酒を飲んでいる、今まで外に逃げていたけど
今はそれもできない

・せっかく大学に入学したのに行けない、毎日死にたいと思って
しまう

・ストレスで母親がたたいてきてつらい
・お母さんが看護師。友だちに「コロナ」とか言われ嫌だ

・時間がたくさんあるけど何をやっていいのかわからない
・修了式で久しぶりに学校に行ったけれど、友だちとはあまり話せなかった
・不登校気味。コロナで休校は安心して暮らしているが新学期が怖い
・お母さんが小さい子がいる人の分のパートのシフトが増えて疲れている

2020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
着信数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・859件
会話が成立した電話・・・・・・・・・・・・・・328本
開設日数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88日
ボランティア活動のべ人数・・・・・・・251名
ボランティア登録者数　受け手・・・・26名
　　　　　　　　　　支え手・・・・・７名

性別

男
140女

187

不明
1

不明
20年齢別

小学校低学年
20 小学校高学年

32

中学生
56中卒～18歳

200

合計・・328本

　「帰り道」「あの子がにがて」「富田さん
へのメール」など〈言葉〉をテーマに小学
校5年6年の少年少女の日常を描く8つの
物語。思っている事をうまく言えないヒリヒ
リした感覚、受け取れないもどかしさ、すれ
違う寂しさ、届いた嬉しさ、響く喜び…言
葉を通してさまざまな感覚や感情を、大人
の私たちも追体験できる｡
　人と会う／話をする／話を聞く／声
に出す／雑談する／伝える／ケンカする／仲直りする／笑う
／触れる
　2020年を経験した私たちは、今まで普通にできた事が当たり前で
はないと思い知り、余計に、そこで交わされていた〈言葉〉の大切さ
を知る｡
　「言葉がないと生きられない人間は不便な生き物だ」と物語の中
にあるが、言葉による会話や対話で理解し関係をつくるのも人間
だ。温もりのある豊かな言葉を語りたい。それが希望につながる。

『あしたのことば』
作者:森絵都   発行所:小峰書店  
発行:2020.11.24

「受け手ボランティア養成講座」開催予定
皆さまの参加お待ちしています♪ （詳細は未定）



子どもの権利条約

◎私たち子どもには、人に認めてもらう権利や、幸せになる権利があることを知りました。どんな権利があるかを
知ることができて良かった。
◎やさしさが人権の基盤、弱いことは悪いことではないと思いました。
◎「ひとりひとりは弱いから、それを認め合って、助け合い、支え合う」という言葉がすごくいいと思ったし、心に響
きました。大人だけでなく子どもも人として認めるということをしっかりと理解することで虐待なども減るのかな
と思いました。
◎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。
◎子どもには権利と義務を正しく教えることが大事だと思います。私たちは自分の権利も他の人の権利も大切に
するべきだと思いました。
◎子どもの権利条約は、休息、余暇、遊びなどの権利があって、少し驚いた。休んでいいと知って心が軽くなった。
◎子どもの権利条約で「守られる権利」とあるが、それには守る人（大人や友達）がいる。その守る側が子どもを傷
つける（いじめや虐待など）ことをすると子どもは弱くなり、逃げ道がふさがっていくのだと思った。そこには身近
でない（多田さんのような）第三者がいるときもあるのだと思った。
◎一人ひとりを大切にして子どもにも意見を言う権利があり、大人はその言葉に耳をかたむけることが必要だと
思いました。

＜講演後のアンケートより＞＜講演後のアンケートより＞

2013～2020年2013～2020年

講 演 後 に
考えた！感じた！
中 学 3 年 生 の 声

講 演 後 に
考えた！感じた！
中 学 3 年 生 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作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「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、多田元弁護士を講師に迎

え、2013年度から安城市の中学３年生とともに「子どもの権利条約を考える」活動を続けてきました。桜井中学校、篠目中学校、

明祥中学校、安城南中学校、安祥中学校、安城北中学校、安城西中学校につづき、2020年度、東山中学校での開催で、安城市内

8校すべての中学校で行うことができました。

　社会科の授業で「子どもの権利条約」について事前学習し、権利について思ったことなどのアンケートをとり、講演後には、

今後の自分の行動にどんな面で役立つと思うか、などのアンケートを実施しました。

　多田弁護士は、犯罪を起こした子どもたちの心に寄り添って接することで、その子どもの心が変わっていったという体験談や、

いじめを乗り越えて生きていくことにした子の話などを交えて、わかりやすく話してくださいました。親しみやすい話は、子どもた

ちの心に響き、毎回、アンケートに寄せられる子どもたちの言葉に感動します。そして「子どもの権利条約」を子どもたちに知らせ、

ともに考えること、大人が子どもを守っていくことの重要性を感じています。

中学生とともに考える 子 ど も の 権 利 条 約

初めて知った
◎我慢しなくてもいいんだと思った。自分の人生をどうするかは自分が決めることだから自分らしく生きていくこと
が自分にとっての幸せでもあるんだと思った。素直にこれだけ子どものことを理解して考えてくれる人がいるこ
とを知って、嬉しかった。だからこそ、もっと自分を大事にしなければならないと思った。
◎子どもも大人もお互いを助け合わないといけないなと思いました。わがまま＝我のまま⇒ありのまま。わがまま
だからこそ自分のありのままの個性を生かせる日が来るんじゃないかなと思いました。
◎自分が悩んだときとか、どうせ大人はわかってくれないと思ったとき、気にせずに自分のペースで生活して良い
ということが分かったから、気にせず自分のペースで生活できるようになると思う。
◎自分自身が思ったことを発言したり、感じたことなどを言ったりして良いんだって思いました。

自分らしく生きていい

◎「あなたの人生なのだから。人は変われる。」と言っていて、自分の人生なんだから、私のやりたいことを見つけ
て、笑顔で生きる人生にしたいと思った。そのために、変われるようになりたいです。
◎自分の周りで苦しんでいる人がいたら、心に寄り添って助けてあげたい。
◎死ねって言われたときに僕には生きる権利があるんだって言えるようになる。
◎自分が大人になったら、子どもの権利を守り、子どもを守る大人になりたい。
◎子どもの気持ちを尊重できないような大人にはなりたくないなと感じました。
◎自分にも権利があるんだと思える。⇒いろんな行動ができるようになる。
◎子どもの意見を尊重することは大切だと思ったし、自分の意見を言わないとなにも伝わらないと思いました。
◎大人になったときに子どもの気持ちを分かろうとできると思う。いろんな人に耳をかたむけられると思う。
◎私たちはいつも大人に守られて生活していることがわかった。もっと自分を大切にしようと思った。
◎子どもには生きる権利があり、育ち、守られ、参加する。とても大事だと思ったので、今後子どもだからというマイ
ナス思考ではなくプラスに考えていこうと思った。
◎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。
◎自分だけで抱え込まずに周りの大人に助けを求めやすくなると思う。

これからの自分

◎誰かに相談する力というのが大事だと思いました。
◎何かあったときは自分だけで考えず、周りの人に相談をすることが大切だと思いました。
◎自分を大切にして、きちんと相談することが大切だと思いました。あと、人権をもっと大切にしていこうと思いました。
◎大人と子どもの共存が大切で辛いことがあったら話せる大人に話そうと思った。多田さんの所に来た人みたいに楽
になるのかなと思った。だから、人に相談することは大事だと思った。
◎子どもも大人も同じ立場でいることが大切で悩みがあればちゃんと相談することができる場所や人を作らないとい
けないし、一人ひとりが権利を持っているので、尊重してあげることが大切だとわかりました。
◎小さいことでも相談し合える体験の積み重ねをして、相談パワーをつけること。

相談してもいい

子どもの権利条約では、大きく分けて4つの子どもの権利を守るように定められています。

〇生きる権利　〇育つ権利　〇守られる権利　〇参加する権利
また、一般原則として、以下の４つを保障するよう定められています。

〇命を守られ成長できること　〇子どもにとって最もよいこと
〇意見を表明し参加できること　〇差別のないこと

＜特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター発行『2020チャイルドライン年次報告』より＞

子どもの権利条約は、1989年に国連で採択され、翌年国際条約として発効し、日本は1994年に

批准しました。

子どもを「権利を持つ主体」とし、大人と対等な存在として認め、子どもの人権を保障するのがこの

条約の基本事項です。


