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第６回 鹿児島県児童クラブ連絡協議会 

 

 

 

○日  時   ２０１3(平成25)年３月１７日（日） 12：30受付 １３：００～１６３０ 

○会  場   姶良市「加治木町福祉センター」               

（姶良市加治木町本町３９３  TEL０９９５－６３－２０８０） 

○受講料   ８００円（資料代）＊加盟クラブは、５００円 

○主 催   鹿児島県児童クラブ連絡協議会 おおすみ学童保育の会 霧島市児童クラブ連絡会 

○後 援   鹿児島県 霧島市 鹿屋市 姶良市 薩摩川内市  

○日 程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開会あいさつ                                             13:00～13:10 

■研修講座                                               13:10～14:50 

   講 師：熊谷 良子（くまがい りょうこ）さん ／カウンセラー・保育士 宮崎市在住 

     演 題：「子どもの発達と心理～子どもの声を聴きとる力～」 

     【講師プロフィール】 

「宮崎カウンセリング＆リカバリールーム」を 1997 年に開設。不登校・ひきこもり、思春期青年期問

題、依存症、摂食障がい、家族・地域・職場での人間関係などのカウンセリングに従事。NPO 法人

チャイルドラインみやざき理事。 

◆ワークショップ（小グループに分かれて）                             15:00～16:20 

 (1) 講座を受けてのグループ討議（課題を出し合い…ケーススタディー） 

(2) 経験交流会 

まとめ                                          16:20～16:30 
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■研修講座  演 題：子どもの発達と心理―子子子子どものどものどものどもの声声声声をををを聴聴聴聴きとるきとるきとるきとる力力力力― 

講師：熊谷 良子（くまがい りょうこ）さん／宮崎カウンセリング＆リカバリールーム 

 
【【【【プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】    

宮崎市在住 ピア・サポート・トレーナー 
「宮崎カウンセリング＆リカバリールーム」を1997年に開設。不登校・ひきこもり、思春期青年期問題、依存症、
摂食障がい、家族・地域・職場での人間関係などのカウンセリングに従事。ひきこもり・不登校の人たちの集いの
場「DoーBe」主宰 1997年～2005年 
研究テーマ：「乳幼児の発達と青年期の意識構造」「子ども時代の家族関係と対人関係形成の関連」「実母による乳幼
児虐待についての考察―心理と構造」 
・ 日本ピア・サポート学会会員 
・ 講演活動：学校・保育所等で講演 
・ 宮崎県男女共同参画センター登録講師 
・ 宮崎市男女共同参画推進講座コーディネイト事業登録講師 
・ 宮崎市教育委員会「子育て講座」講師 
・ NPO法人 チャイルドラインみやざき 理事 

・ NPO法人こじぃの森・こどもの時間
と き

「りょうこさんのカウンセリングルーム」NPO法人こども遊センター「良

子さんのカウンセリングルーム」 
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子どもの声を聴き取るちから
ー子どもの発達と心理ー
カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングのののの基礎基礎基礎基礎とととと技法技法技法技法

宮崎カウンセリング＆リカバリールーム

熊谷 良子

援助者援助者援助者援助者にににに求求求求められることめられることめられることめられること

1. 子子子子どものどものどものどもの発達発達発達発達とととと心理心理心理心理をををを知知知知ることることることること

2. 聴聴聴聴くためのくためのくためのくためのスキルスキルスキルスキル――――コミュニケーションスキルコミュニケーションスキルコミュニケーションスキルコミュニケーションスキル

3. 子子子子どものどものどものどもの背景背景背景背景をををを知知知知ることることることることーーーー関係性関係性関係性関係性

4. 援助者自身援助者自身援助者自身援助者自身のことをのことをのことをのことを知知知知るるるる――――自分自分自分自分とととと向向向向きききき合合合合うううう

発達観

�「「「「発達観発達観発達観発達観はははは価値観価値観価値観価値観をををを抜抜抜抜きにしてはきにしてはきにしてはきにしては、、、、

成立成立成立成立できないのであるできないのであるできないのであるできないのである」」」」

矢川矢川矢川矢川徳光徳光徳光徳光（（（（1982））））

�発達発達発達発達をををを「「「「できるできるできるできる」「」「」「」「できないできないできないできない」」」」でみるとでみるとでみるとでみると、、、、発達発達発達発達にににに
おけるおけるおけるおける援助援助援助援助をををを求求求求めているめているめているめている姿姿姿姿がががが見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない

子どもの発達を知ること

◆◆◆◆子子子子どものどものどものどもの思考思考思考思考

•子子子子どものどものどものどもの感感感感じじじじ方方方方

•子子子子どものとらえどものとらえどものとらえどものとらえ方方方方

•子子子子どものどものどものどもの考考考考ええええ方方方方

•子子子子どものどものどものどもの関心関心関心関心

•子子子子どものどものどものどもの理解力理解力理解力理解力

↓

【【【【対応対応対応対応】】】】

•子子子子どもをどのようにどもをどのようにどもをどのようにどもをどのように捉捉捉捉ええええ、、、、どのようにどのようにどのようにどのように働働働働きかけるのかきかけるのかきかけるのかきかけるのか

•子子子子どもとのどもとのどもとのどもとの好好好好ましいましいましいましいコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのありのありのありのあり方方方方

子子子子どものどものどものどもの発達発達発達発達のみのみのみのみちすじちすじちすじちすじ
――――自己決定自己決定自己決定自己決定するするするする力力力力をををを育育育育むむむむ――――

• 自我の誕生
• 自我の拡大
• 自我の充実
• 「反抗期」
• 自制心
• 理由が言える
• 教える力
• 想像力
• コミュニケーション力
• 社会性
• 論理的な思考

�ことばのことばのことばのことばの土台土台土台土台――――聴聴聴聴きききき手手手手のののの存存存存
在在在在

�泣泣泣泣いていていていて訴訴訴訴えるえるえるえる
�行動行動行動行動でででで訴訴訴訴えるえるえるえる
�ことばでことばでことばでことばで訴訴訴訴えるえるえるえる
�ことばでことばでことばでことばで表現表現表現表現するするするする

�関係づくり
・友友友友だちをだちをだちをだちを求求求求めめめめ合合合合うううう心心心心
・・・・受受受受けとめることけとめることけとめることけとめること
・・・・受受受受けとめられることけとめられることけとめられることけとめられること
※※※※差差差差しししし出出出出したしたしたした手手手手
→→→→友友友友だちそのものがほしいだちそのものがほしいだちそのものがほしいだちそのものがほしい
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あそびであそびであそびであそびで育育育育つことつことつことつこと

• コミュニケーション力

• イメージする力

• 他者との関係＝信頼する力=社会性

※「遊ばせる」のではなく，

「あそびごころ」を膨らませる

※「「「「あそびごころあそびごころあそびごころあそびごころ」」」」のあるのあるのあるのある

センスセンスセンスセンスのいいおとなをのいいおとなをのいいおとなをのいいおとなを求求求求めているめているめているめている

心心心心ののののピラミッドピラミッドピラミッドピラミッド
菅野純菅野純菅野純菅野純 2007 『『『『教師教師教師教師のためののためののためののためのカウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング実践講座実践講座実践講座実践講座』』』』P.4  金子書房金子書房金子書房金子書房 からからからから作成作成作成作成

（（（（1）＜）＜）＜）＜人間人間人間人間のののの良良良良ささささ＞＞＞＞体験体験体験体験

（（（（2））））心心心心ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

（（（（3））））社会的能力社会的能力社会的能力社会的能力

地地地地
面面面面

心心心心
のののの
基
礎
基
礎
基
礎
基
礎

＜心の基礎＞の上に実現するもの
・・・・心心心心のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ・・・・あたたかさあたたかさあたたかさあたたかさ・・・・広広広広ささささ
・・・・自己発揮自己発揮自己発揮自己発揮・・・・活躍活躍活躍活躍・・・・達成達成達成達成などなどなどなど

＜心のエネルギー＞
・・・・安心感安心感安心感安心感
・・・・楽楽楽楽しいしいしいしい体験体験体験体験
・・・・認認認認められるめられるめられるめられる体験体験体験体験

＜社会生活の技術・能力＞
・・・・自分自分自分自分のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを伝伝伝伝えるえるえるえる技術技術技術技術
・・・・自分自分自分自分ををををコントロールコントロールコントロールコントロールするするするする技術技術技術技術
・・・・状況状況状況状況をををを正正正正しくしくしくしく判断判断判断判断するするするする技術技術技術技術
・・・・問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するするするする技術技術技術技術
・・・・人人人人とうまくやっていくとうまくやっていくとうまくやっていくとうまくやっていく技術技術技術技術
・・・・人人人人をををを思思思思いやるいやるいやるいやる技術技術技術技術

例「○○したがらない子」
• 幼児期からの長い働きかけのなかで、
その子のなかに集積された一つの個性のような活動、
行動の仕方がある

• 例例例例えばえばえばえば「「「「話話話話したがらないしたがらないしたがらないしたがらない子子子子」」」」
①①①①大人大人大人大人のののの中中中中でででで生活生活生活生活してきてしてきてしてきてしてきて
「「「「子子子子どもどもどもども集団集団集団集団」」」」がががが苦手苦手苦手苦手ということもあるということもあるということもあるということもある
②②②②「「「「話話話話すすすす」」」」ということにということにということにということに抵抗抵抗抵抗抵抗しししし、、、、
話話話話さないというさないというさないというさないという行動行動行動行動をををを示示示示すことがあるすことがあるすことがあるすことがある
③③③③話話話話をしないをしないをしないをしない方方方方がががが自分自分自分自分のののの感情感情感情感情、、、、
情緒情緒情緒情緒がががが安定安定安定安定しているしているしているしているということもあるということもあるということもあるということもある

• 話話話話すことのすことのすことのすことの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを知知知知らないらないらないらない
⇒⇒⇒⇒どのようにどのようにどのようにどのように話話話話していいかわからないしていいかわからないしていいかわからないしていいかわからない
⇒⇒⇒⇒友友友友だちとはなすことのだちとはなすことのだちとはなすことのだちとはなすことの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを知知知知ればればればれば「「「「話話話話すすすす子子子子」」」」になっていくになっていくになっていくになっていく

見通しをもつ力
9歳の発達の質的転換期

�見通見通見通見通しをもつしをもつしをもつしをもつ力力力力

①①①①想像力想像力想像力想像力

②②②②コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力

③③③③社会性社会性社会性社会性

� 「「「「見通見通見通見通すことすことすことすこと」」」」のののの困難困難困難困難があるなかにがあるなかにがあるなかにがあるなかに、、、、

「「「「自己自己自己自己コントロールコントロールコントロールコントロール」」」」のののの困難困難困難困難があるがあるがあるがある場合場合場合場合

⇒⇒⇒⇒あることにとらわれるとあることにとらわれるとあることにとらわれるとあることにとらわれると思考思考思考思考がががが停滞停滞停滞停滞したりしたりしたりしたり、、、、

混乱混乱混乱混乱をををを招招招招いたりすることになるいたりすることになるいたりすることになるいたりすることになる

⇒⇒⇒⇒ 「「「「場面場面場面場面のののの切切切切りりりり替替替替えのえのえのえの悪悪悪悪ささささ」」」」がががが起起起起きるきるきるきる

⇒⇒⇒⇒ 「「「「自制心自制心自制心自制心」」」」のののの発達発達発達発達にもにもにもにも問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる

聴くこと

• シンプルシンプルシンプルシンプルにににに 積極的積極的積極的積極的にににに

• 語語語語られていないられていないられていないられていない物語物語物語物語もももも聴聴聴聴くくくく＝＝＝＝沈黙沈黙沈黙沈黙をををを聴聴聴聴くくくく
• 音声言語音声言語音声言語音声言語（（（（発声発声発声発声）））） ：：：：非音声言語非音声言語非音声言語非音声言語（（（（身振身振身振身振りりりり・・・・表情表情表情表情））））

3 ：：：： ７７７７

傾傾傾傾 聴聴聴聴

体験：情報・考えてい
ること・気持ち・欲求・
動機など

意味

「「「「読読読読みみみみ・・・・書書書書きききき・・・・計算計算計算計算」」」」はははは学学学学ぶがぶがぶがぶが、、、、
コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションはははは学学学学んできていないんできていないんできていないんできていない
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カウンセリングの基礎技法－１

1. 受容受容受容受容とととと共感共感共感共感

2. 繰繰繰繰りりりり返返返返しししし（（（（言言言言いいいい換換換換ええええ））））

3. 明確化明確化明確化明確化

4. 支持支持支持支持 （（（（指示指示指示指示ははははNG））））

5. 質問質問質問質問：：：：閉閉閉閉ざされたざされたざされたざされた質問質問質問質問

開開開開かれたかれたかれたかれた質問質問質問質問

カウンセリングの基礎技法－２
傾聴に対応しての応答

※※※※開開開開かれたかれたかれたかれた質問質問質問質問

「「「「はいはいはいはい」「」「」「」「いいえいいえいいえいいえ」」」」でででで答答答答えらえらえらえら

れるようなれるようなれるようなれるような閉閉閉閉じたじたじたじた質問質問質問質問ではなくではなくではなくではなく，，，，

「「「「何何何何をををを？」？」？」？」

「「「「どうやってどうやってどうやってどうやって？」？」？」？」

「「「「どうどうどうどう感感感感じるじるじるじる？」？」？」？」

「「「「どうしたいどうしたいどうしたいどうしたい？」？」？」？」

のようにのようにのようにのように，，，，

相手相手相手相手がががが中身中身中身中身をををを

答答答答えるえるえるえる必要必要必要必要があるがあるがあるがある問問問問いかけのいかけのいかけのいかけの

ことことことこと。。。。

※※※※気持気持気持気持ちにちにちにちに焦点化焦点化焦点化焦点化したしたしたした聴聴聴聴きききき方方方方

• 「～「～「～「～なのでなのでなのでなので，～，～，～，～とととと感感感感じているのねじているのねじているのねじているのね」」」」

• 「「「「そのようなそのようなそのようなそのような中中中中でででで，，，，

どのようにしているのどのようにしているのどのようにしているのどのようにしているの？」？」？」？」

• 「～「～「～「～というというというという気持気持気持気持ちだったのねちだったのねちだったのねちだったのね」」」」

• 「「「「それはそれはそれはそれは，，，，大変大変大変大変だったねだったねだったねだったね」」」」

• 「～「～「～「～のようにのようにのようにのように感感感感じるのだけどじるのだけどじるのだけどじるのだけど
… 」」」」

• 「～「～「～「～というというというという理解理解理解理解でいいかなでいいかなでいいかなでいいかな」」」」

カウンセリングの基礎技法－3
非指示的リード

• 非指示的非指示的非指示的非指示的リードリードリードリード

・「そのことについて、どんなことがあったか

お話ができるかな」

・「それは，どういう意味でしょうか」

・「たとえば，どういう場合でしょう。

そんな感じになるのは…」

・「あなた自身は，そのことをどう思いましたか」

・「今の気持ちは，どんな気持ちでしょうか」

論理情動行動療法・認知行動療法

その出来事は
なぜ悩みやストレスになったのだろう

できごとできごとできごとできごと 感情感情感情感情・・・・行動行動行動行動

できごとできごとできごとできごと

受け取り方
認知 感情感情感情感情・・・・行動行動行動行動

“リフレーミング”してみましょう

• せっかちせっかちせっかちせっかち・・・・あわてんあわてんあわてんあわてん坊坊坊坊

• すぐできないすぐできないすぐできないすぐできない

• うるさいうるさいうるさいうるさい

• おしゃべりおしゃべりおしゃべりおしゃべり

• 片片片片づけられないづけられないづけられないづけられない

• 気気気気にしすぎにしすぎにしすぎにしすぎ・・・・心配性心配性心配性心配性

“リフレーミング”してみましょう

• 「「「「おせっかいなおせっかいなおせっかいなおせっかいな人人人人」」」」

• 「「「「おおざっぱなおおざっぱなおおざっぱなおおざっぱな人人人人」」」」

• 「「「「優柔不断優柔不断優柔不断優柔不断」」」」

• 「「「「八方美人八方美人八方美人八方美人」」」」

「「「「部屋部屋部屋部屋をををを出出出出ちゃだめちゃだめちゃだめちゃだめ
よよよよ！」！」！」！」
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ワーク：リフレーミング①

●相談者

「わたしって，

いつも逃げてしまう人間なんです」

•この「フレーム」をどのように変えますか？

•リフレーミング

●相談員
「 」

やるーやらない
したいーしたくない

子子子子どもどもどもども 「ぼく、したくない」

「ぼく、やらない」

対応対応対応対応

？？？

あたらしい自分発見

• 「自分の欠点を見る」というフレームから，
「力」を見るというフレームに変えている。

• 「そうか，こういう力があった」
「こういう見方ができたんだ」と気づけば，

リフレーミングになります。

マイナス表現・プラス表現

• 「「「「あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、とてもとてもとてもとても生真面目生真面目生真面目生真面目そうでそうでそうでそうで無口無口無口無口なななな方方方方ねねねね」」」」

どうですかどうですかどうですかどうですか？？？？

⇒⇒⇒⇒ プラスプラスプラスプラス表現表現表現表現にににに言言言言いいいい換換換換えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう

「「「「 」」」」

さらにさらにさらにさらに

「「「「 」」」」

マイナス表現⇒プラス表現

• 着替えは出来るようになったのですが、
くつを履くことがまだできません。

お家でも言葉かけをしてあげてください。

⇒言い換えてみましょう

リフレーミングリフレーミングリフレーミングリフレーミングの種類を
大きく２つに分ける

１１１１．．．．状況状況状況状況ののののリフレーミングリフレーミングリフレーミングリフレーミング

「もしも、～だったら？」という

質問をします。

２２２２．．．．内容内容内容内容ののののリフレーミングリフレーミングリフレーミングリフレーミング

どのような肯定的な意図があるかを質問
します。
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リフレーミングで気持ちに近づこう
ボールの取り合い

①状況のリフレーミング

⇒「もしも、ボールがあったら、どうしたかったの？」

⇒「どんなボールあそびをしようと思っていたの？」

②内容のリフレーミング

⇒「Ａ君、Ｂ君がしているボールあそびは

面白そうだった？」

⇒「Ｂ君と一緒にあそべたら楽しくなりそうだよね」

⇒「Ａ君は、

Ｂ君とは違うボールあそびを考えていたの？」

介入・援助 ー 禁止・命令

「「「「あなたたちあなたたちあなたたちあなたたち何何何何やってるのやってるのやってるのやってるの！！！！

やめなさいやめなさいやめなさいやめなさい！」！」！」！」

※※※※「「「「やめなさいやめなさいやめなさいやめなさい」」」」というというというという

禁止禁止禁止禁止・・・・命令命令命令命令ははははＮＧＮＧＮＧＮＧ

どのようにどのようにどのようにどのように叱叱叱叱ったらいいですかったらいいですかったらいいですかったらいいですか？？？？
⇒⇒⇒⇒どのようにどのようにどのようにどのように教教教教えたらいいですかえたらいいですかえたらいいですかえたらいいですか？？？？

• 怒怒怒怒るとるとるとると相手相手相手相手ととととのののの関係関係関係関係はははは近近近近くならずくならずくならずくならず、、、、

遠遠遠遠くなるくなるくなるくなる

• 怒怒怒怒りのりのりのりの感情感情感情感情はははは、、、、人人人人とととと人人人人とをとをとをとを引引引引きききき離離離離すすすす感情感情感情感情

• 子子子子どもどもどもどもとのとのとのとの関係関係関係関係がががが遠遠遠遠のくのくのくのく

⇒⇒⇒⇒援助援助援助援助ができないができないができないができない。。。。

叱ったり、怒ったりするのではなく

ことばで橋渡しをする役割り

肯定的肯定的肯定的肯定的なななな表現表現表現表現をををを身身身身につけようにつけようにつけようにつけよう

■受容・共感

•理解理解理解理解するということとするということとするということとするということと

賛成賛成賛成賛成するということはするということはするということはするということは別別別別のののの事事事事

•賛成賛成賛成賛成できなくてもできなくてもできなくてもできなくても、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに理解理解理解理解できなくてもできなくてもできなくてもできなくても

理解理解理解理解しようとするしようとするしようとするしようとする姿勢姿勢姿勢姿勢がががが伝伝伝伝わればわればわればわれば、、、、

相手相手相手相手のののの考考考考えをえをえをえを否定否定否定否定していないことはしていないことはしていないことはしていないことは伝伝伝伝わるわるわるわる

求められるSelf-esteem（（（（自尊心自尊心自尊心自尊心））））

• セルフエスティームが高い

柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性がありがありがありがあり、、、、思慮深思慮深思慮深思慮深くくくく

相手相手相手相手のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを思思思思いやることができいやることができいやることができいやることができ、、、、

創造的創造的創造的創造的でででで生産的生産的生産的生産的なななな行動行動行動行動がががが取取取取れるれるれるれる

• セルフエスティームが低い

攻撃的攻撃的攻撃的攻撃的、、、、批判的批判的批判的批判的

自分勝手自分勝手自分勝手自分勝手なななな非生産的非生産的非生産的非生産的なななな行動行動行動行動をとってしまうをとってしまうをとってしまうをとってしまう

評価評価評価評価をををを気気気気にするためにするためにするためにするため

必要以上必要以上必要以上必要以上にににに世話世話世話世話をしたりをしたりをしたりをしたり

個人行動個人行動個人行動個人行動をとることがあるをとることがあるをとることがあるをとることがある

援助者援助者援助者援助者とととと生生生生きききき方方方方

• あなたはどんなあなたはどんなあなたはどんなあなたはどんな風風風風にににに生生生生きたいですかきたいですかきたいですかきたいですか？？？？

• あなたはどんなあなたはどんなあなたはどんなあなたはどんな風風風風にありたいですかにありたいですかにありたいですかにありたいですか？？？？

• 援助援助援助援助するときするときするときするとき

生生生生きききき方方方方・・・・世界観世界観世界観世界観・・・・子子子子どもどもどもども観観観観がががが反映反映反映反映するするするする

• 解決解決解決解決しようとすればしようとすればしようとすればしようとすれば、、、、

「「「「どうすればいいかどうすればいいかどうすればいいかどうすればいいか」」」」というというというという

問題解決問題解決問題解決問題解決のののの方法方法方法方法にににに陥陥陥陥ってしまうってしまうってしまうってしまう

※※※※レスキューレスキューレスキューレスキューではなくではなくではなくではなくサポートサポートサポートサポート
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何に焦点化されているか？
「問題」ー「子どもの心情」ー「子どもが見えていない」

• 「「「「問題問題問題問題」」」」はははは見見見見えているがえているがえているがえているが，，，，子子子子どもどもどもども（（（（子子子子どものどものどものどもの心心心心））））がががが
見見見見えていないことがあるえていないことがあるえていないことがあるえていないことがある

• 問題問題問題問題がががが起起起起きるときるときるときると，，，，そのそのそのその事実関係事実関係事実関係事実関係だけをだけをだけをだけを調調調調べるべるべるべる傾傾傾傾
向向向向があるがあるがあるがある～～～～事実把握事実把握事実把握事実把握することはすることはすることはすることは大事大事大事大事だがだがだがだが，，，，事実事実事実事実
がががが見見見見えてもえてもえてもえても子子子子どものどものどものどもの心心心心がががが見見見見えてくるとはえてくるとはえてくるとはえてくるとは限限限限らないらないらないらない

• どこでどこでどこでどこで？？？？だれとだれとだれとだれと？？？？だれがだれがだれがだれが？？？？何回何回何回何回？？？？⇒⇒⇒⇒取調取調取調取調べべべべ？？？？

• 「「「「○○○○○○○○をしてしまったをしてしまったをしてしまったをしてしまった」」」」子子子子どものどものどものどもの心情心情心情心情やややや葛藤葛藤葛藤葛藤にににに寄寄寄寄
りりりり添添添添うううう

• 気持気持気持気持ちをちをちをちを理解理解理解理解したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うことうことうことうこと・・・・理解理解理解理解しようとするしようとするしようとするしようとする
ことことことこと

メッセージメッセージメッセージメッセージをををを聴聴聴聴くくくく
子子子子どものどものどものどものメッセージメッセージメッセージメッセージ届届届届いていますかいていますかいていますかいていますか？？？？

乱暴乱暴乱暴乱暴・・・・暴言暴言暴言暴言
無気力無気力無気力無気力

・友だちがほしい
・かまってほしい
・一緒に遊んでほしい
・不安・自信がない

乱暴乱暴乱暴乱暴というというというという行為行為行為行為はははは
要求要求要求要求がががが過剰過剰過剰過剰にににに
表現表現表現表現されたものされたものされたものされたもの

行為行為行為行為

要求要求要求要求
心心心心にあるものにあるものにあるものにあるもの

理解理解理解理解

関係性の悩みの背景
ー関係性の逆転ー

• 人間関係人間関係人間関係人間関係がががが瞬時瞬時瞬時瞬時にににに変化変化変化変化するするするする恐怖恐怖恐怖恐怖

• 自分自分自分自分のののの本心本心本心本心はははは見見見見せられないせられないせられないせられない

• 相手相手相手相手のののの本心本心本心本心をいつもをいつもをいつもをいつも探探探探っているっているっているっている

• そのそのそのその中中中中でででで、「、「、「、「いいいいいいいい関係関係関係関係」「」「」「」「仲良仲良仲良仲良しししし関係関係関係関係」」」」をををを維持維持維持維持しししし
なければならないなければならないなければならないなければならない

• 疲疲疲疲れきったれきったれきったれきった人間関係人間関係人間関係人間関係があるがあるがあるがある

⇒⇒⇒⇒ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした衝撃衝撃衝撃衝撃でででで、、、、大爆発大爆発大爆発大爆発をををを起起起起こすこすこすこす

家族関係をめぐる問題
（関係性の問題）

• DV（（（（ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス））））

• 虐待虐待虐待虐待・・・・暴力暴力暴力暴力（（（（親親親親⇔⇔⇔⇔子子子子・・・・教師教師教師教師⇔⇔⇔⇔子子子子どもどもどもども））））
• ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり・・・・不登校不登校不登校不登校・・・・いじめいじめいじめいじめ・・・・発達障発達障発達障発達障がいがいがいがい
• 借金問題借金問題借金問題借金問題・・・・経済的貧困経済的貧困経済的貧困経済的貧困・・・・リストラリストラリストラリストラ・・・・ニートニートニートニート
• 依存症依存症依存症依存症：：：：アルコールアルコールアルコールアルコール・・・・薬物薬物薬物薬物・・・・買買買買いいいい物物物物・・・・ギャンブルギャンブルギャンブルギャンブル・・・・恋愛恋愛恋愛恋愛 ・・・・
ケイタイケイタイケイタイケイタイ・・・・ネットネットネットネット

• 共依存共依存共依存共依存
• 摂食障摂食障摂食障摂食障がいがいがいがい・・・・リストカットリストカットリストカットリストカット
• 離婚離婚離婚離婚・・・・再婚再婚再婚再婚・・・・不倫不倫不倫不倫・・・・未婚未婚未婚未婚
• うつうつうつうつ病病病病・・・・自殺自殺自殺自殺・・・・慢性疾患慢性疾患慢性疾患慢性疾患・・・・中途障中途障中途障中途障がいがいがいがい・・・・バーンアウトバーンアウトバーンアウトバーンアウト
• 親子関係親子関係親子関係親子関係・・・・夫婦関係夫婦関係夫婦関係夫婦関係・・・・地域地域地域地域とのとのとのとの関係関係関係関係・・・・介護介護介護介護

いつも他者のことばかり…

＝共依存傾向が強まるとき＝

完全主義傾向完全主義傾向完全主義傾向完全主義傾向完全主義傾向完全主義傾向完全主義傾向完全主義傾向

こうある
べき

こうある
べき

こうある
べきこうある
べき…

ちゃんと
しなけれ

ば
ちゃんと

しなけれ
ば

ちゃんと
しなけれ

ば
ちゃんと

しなけれ
ば…

身近身近身近身近にい
るにいるにいるにいる誰誰誰誰
かがかがかがかが困困困困

ってってってって

いるといるといるといると，，，，
自分自分自分自分がががが

何何何何とかし
てとかしてとかしてとかして

あげなけ
ればと

あげなけ
ればと

あげなけ
ればと

あげなけ
ればと思思思思

うううう

みんなにどうみんなにどうみんなにどうみんなにどう見見見見
られているのられているのられているのられているの
かかかか。。。。評価評価評価評価がががが気気気気
になるになるになるになる。。。。

共依存傾向共依存傾向共依存傾向共依存傾向
うつ傾向

アディクション
パワーゲーム
バーン・アウト

疲疲疲疲れているのにれているのにれているのにれているのに休休休休
まないまないまないまない。。。。イヤイヤイヤイヤなのなのなのなの
にににに引引引引きききき受受受受けるけるけるける。。。。
つらいのにつらいのにつらいのにつらいのに我慢我慢我慢我慢すすすす
るるるる。。。。

自己開示できない

本当のしんどさを理解する
妹尾豊広 『みんなのねがい』編集長

「「「「障障障障がいをがいをがいをがいを理解理解理解理解するとするとするとすると言言言言うううう場合場合場合場合にもにもにもにも，，，，

外外外外からからからから眺眺眺眺めてめてめてめて，，，，そのそのそのその特徴特徴特徴特徴などをなどをなどをなどを理解理解理解理解すすすす
ることでることでることでることで終終終終わるのではなくわるのではなくわるのではなくわるのではなく，，，，

そのそのそのその人人人人のののの気持気持気持気持ちまでちまでちまでちまで推推推推しししし量量量量りながらりながらりながらりながら，，，，内内内内
面世界面世界面世界面世界にににに迫迫迫迫っていくっていくっていくっていく努力努力努力努力をするをするをするをする。。。。

そのそのそのその中中中中でこそでこそでこそでこそ，，，，障障障障がいからくるがいからくるがいからくるがいからくる本当本当本当本当のしのしのしのし
んどさがわかってくるのではないだろうんどさがわかってくるのではないだろうんどさがわかってくるのではないだろうんどさがわかってくるのではないだろう
かかかか」」」」 （（（（妹尾妹尾妹尾妹尾，，，，2005））））
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おとなの言葉
伝えたいことを伝えることのできる
ことばを持っていますか？

�「言葉というものは、現実に存在する物だけを
言うだけでなく、現実には存在しない物のこと
も言うことができるんだ。 過去、現在、未来か
ら、別の星や宇宙のことまでね。言葉というも
のは、なぜかそういう不思議な力があるん
だ。」

�「言葉を大事にするということが、自分を大事
にするということなんだ」

＜池田晶子,2003『14歳からの哲学』トランスビュー＞
37
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2013年度の放課後児童健全育成事業の補助単価・案（補助率１／３）

入所児童数
２０１３年度

（250日開設＝基準日数）
前年比

290日の場合
（この日数が最多）

10人～19人 1,193,000円 97,000円増 1,753,000円

20人～35人 2,094,000円 110,000円増 2,654,000円

36人～45人 3,360,000円 169,000円増 3,920,000円

46人～55人 3,193,000円 116,000円増 3,753,000円

56人～70人 3,026,000円 164,000円増 3,586,000円

71人以上 2,859,000円 161,000円増 3,419,000円

開設日数
加算

開設日数加算 １日14,000円 同額
40日×14,000円＝

560,000円

特例分
開設日数

200～249日

平日分

長期休暇分

（全国厚生労働部局長会議資料をもとに全国学童保育連絡協議会が作成）

国の学童保育施設整備費（２０１３年度）　　　　　　　※前年度と同額

◆施設整備費（ハード事業）

内　訳 補助単価　2150万円

補助単価　700万円

補助単価　100万円

補助単価　100万円

◆児童館、児童センターの整備費

①施設整備費（学童保育専用の施設の建
設費）

補助対象になるのは、市町村・財団法
人・社団法人・社会福祉法人です。国と
都道府県と市町村の負担割合は３分の１
です。

余裕教室などの既存の施設を学童保育
施設に転用する場合の補助金です。

②放課後子ども環境整備等事業
ⅰ)放課後児童クラブ設置促進事業

ⅲ）放課後児童クラブ障害児受け入れ促進
事業

障害児の受け入れのために既存の学童
保育施設（余裕教室などに限らない）を
改修する場合の補助金です。

児童館を建て、その中に学童保育を実施する場合、「児童クラブ室
分」の31.8㎡分が建設費に加算されます。拡張単価は１㎡当たり12
万4900円です（トイレ・事務室等は他の施設と共用する）。市町村か
ら国に申請することが必要です。

ⅱ）放課後児童クラブ環境改善事業

　児童館内に学童保育室を設置する補助金

児童館等の既存施設において新たに学
童保育施設を実施する場合に、冷暖房
設備や冷蔵庫等を購入するための設備
整備費です。

長時間
開設加算

児童数
区分

年間平均児童数20人以上　年額　2,059,000円（前年比　146,000円増）
長時間開設加算　　年額　273,000円（前年比　4,000円増）

１日６時間を超え、かつ18時を越えて開設する場合
　１時間単価273,000円（4,000円増）×「１日６時間を超え、かつ18時を超え
る時間数」の年間平均時間数

１日８時間を超えて開設する場合
　1時間単価123,000円（2,000円増）×「１日８時間を超える時間数」の年間
平均時間数

都道府県
等分

放課後児童指導員
等資質向上事業費

市町村分
放課後児童クラブ
支援事業

※放課後児童等の衛生・安全対策事業

　2012年度までは、１市町村当たり年額691,000円がありましたが、2013年
度予算案では、運営費の中に組み込まれます。

　都道府県・指定都市・中核市
　　１か所当たり　880,000円（70,000円減）

（１）ボランティア派遣事業(4事業)

　１事業当たり　年額 483,000円（5,000円増）×事業数

（２）障害児受入推進事業

　１クラブ当たり　年額 1,608,000円（31,000円増）×か所数

＊補助率１／３とは、上記の補助単価を国と都道府県と市町村が１／３ずつ負担する。政令都市・
中核市は、都道府県負担分がなく、２／３を負担する。
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新たな子育て支援策の2015年４月からの実施に向けて、下記のスケジュールが想定されています。 

 これに対応して、私たちが求める学童保育の制度、条例などを要望していくことが必要です。 

 

 政府政府政府政府ががががイメージイメージイメージイメージしているしているしているしているスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール 市町村市町村市町村市町村・・・・都道府県都道府県都道府県都道府県のののの仕事仕事仕事仕事 

2012 年度 

・政府から地方自治体に、新しい子育て支援法の

具体化の検討状況を適宜、情報提供。 

・国に「子ども・子育て支援新制度施行準備室」

を設置（内閣府） 

・地方自治体に「地方版子ども・子育て会議」を

発足して、４月からのスタートすることを求める

（努力義務）。 

・国からの情報をもとに自治体としての方針を検討。 

・2013年度予算案に必要な費用（①「地方版子ども・

子育て会議」設置に関わる経費、②ニーズ調査に関わ

る経費、③制度管理システム調達の経費）を計上。 

・「地方版子ども・子育て会議」を設置するか判断し、

設置する場合のメンバーの検討 

2013年度 

・国の「子ども・子育て会議」を発足（新しい子

育て支援策の重要事項を検討） 

（注）重要事項とは、地方自治体に策定を義務づ

けている「地域子ども・子育て支援事業計画」の

「基本指針」を検討することなど（2013 年度半

ばに策定か） 

・「地域子ども・子育て支援事業計画」策定の基本

指針を策定し、地方自治体に示す 

・学童保育の国としての基準を策定して市町村に

提示 

・市町村・都道府県の「地方版子ども・子育て会議」

を発足（新しい子育て支援策の重要事項を検討） 

・「地域子ども・子育て支援事業計画」策定のためのニ

ーズ調査の実施 

・「地域子ども子育て支援事業計画」策定の検討 

・市町村として学童保育の基準の条例化を検討 

2014年度 ・国から市町村に出される交付金の予算編成 

・市町村・都道府県の「地域子ども・子育て支援事業

計画」を策定（「地域子ども・子育て支援事業計画」

の検討と策定ほか 

・市町村が学童保育の基準を条例制定（議会で審議） 

・学童保育の実施に関する届け出受理 

・国からの交付金の都道府県・市町村負担分の予算編

成 

2015年度 

・４月本格実施（施行）スタート 

・内閣府に「子ども・子育て本部」設置 

・交付金の支給 

・自治体において実施体制を整備 

・「地域子ども・子育て支援事業計画」がスタート 

・学童保育の基準を定めた条例の施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国国国国のののの新新新新しいしいしいしい子育子育子育子育てててて支援策支援策支援策支援策    政府政府政府政府がががが予定予定予定予定しているしているしているしている実施実施実施実施までのまでのまでのまでのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    
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 ●問い合わせ：ＦＡＸ送信先 

   鹿児島県児童クラブ連絡協議会事務局（青葉児童クラブ内） 

〒899-4301 鹿児島県霧島市国分重久2105-1 

     ＴＥＬ／ＦＡＸ ０９９５－４５－７８００ 

   ホームページ：http://m-jidouclub.com/krijidouren-index.htm 

 

携帯サイトです。 
ブックマークに登録を！ 
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