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＊＊＊講演会レポート＊＊＊ 

子どものこえに耳を傾けること～「子ども被害者学」のススメ～ 

                                  主催  一般社団法人Ｊ―ＣＡＰＴＡ 

                                  社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団 

 

２０１０年１０月に、デイビッド・フインケルホー氏、森田ゆり氏、影山秀人氏、の基調講演。坪井節子氏、

奥山真紀子氏のパネルデイスカッション。チャイルドライン支援センター、全国ネットワーク「こどもっと」スク

ールセクシャル・ハラスメント防止全国ネットワークの実践報告、「子どもからのメッセージ」の、フオーラムが

二日間で行われました。 

 

「子どものこえに耳を傾ける」が副題にもなっているこのフオーラムは、２００９年子どもの権利フオーラム

実行委員の小学生、中学生、高校生の、自分の体験を語ってくれるところから始まりました。 

 

小学生実行委員 

・いじめを体験したからおとなへの願い。 

・見て見ぬふりは止めてほしい。 

・子どもの権利を守ってほしい、そうすれば安心して生きていける。 

・フオーラムに先生が参加していて、その後力になってくれた。 

中学生実行委員 

・「子どもの権利条約ってなんだろう？」と思ったのがきっかけで参加。 

・フオーラム合宿先で行き詰ると、夜中、おとな委員に相談した様子。 

高校生実行委員 

・子どもにも話したくないことはある。心配してくれているのもわかる。でも、心の中に入ってほしくはない。 

・自分がフオーラム実行委員になって変わり、それで親も変わったのかもしれない。 

・聞いてほしいときは「聞いて」と言う。その時は聞いてほしい。聞いてもらいたいことは、聞いてくれる人

がいないと聞いてもらえないから。今日は話しを聞いてくれてありがとうございました。 

 

厳しい体験の話、それを自分のやり方で生き延びてきた話は、グッと心にきたり、時には会場から笑いが

起きたりして、印象的な時間でした。 

引き続き行われたデイビッド・フインケルホー氏の基調講演では、実際の子どもの被害が複雑なこと、子

どもへの暴力が軽んじられている問題、子どもの被害に対処する方法がばらばらに扱われてきたことを、多

様な被害を統合的に捉える視点でとらえる「子ども被害者学のススメ」（発達被害者学）を提案された講演で

した。 

２日目の「米国の虐待の減少から学ぶ」は、アメリカの性的虐待が減少していった背景の説明として、法

律の整備、予防プログラムの導入、被害者ケアー、加害者更生の充実などの報告がありました。 

日本でも暴力の予防に注目が集まり、細分化された暴力の予防、啓発プログラムができています。CAP

は「子どもにも人権があること・自分の大切さ・力になってくれる人や機関があること」を伝え、気付いてもら

い、 その結果として、様々な形の暴力の加害者・被害者・傍観者にならないということを、子どもやおとなに

予防・啓発できるプログラムなので、子どもの被害を統合的に捉える視点のお話を聞き、あらためて、CAP

のプログラムの可能性を感じました。                                （山口 かほり） 

参考文献デイビッド・フインケルホー「子ども被害者学のすすめ」 岩波書店 
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凸凹 新メンバー紹介 

 
ＣＡＰ凸凹神奈川に、ＣＡＰスペシャリストの資格を

もっている新しいメンバーが増えました。ワークシ

ョップでお会いした事もあるかもしれませんね。そ

んな、新しいメンバーの鈴木さんからのメッセージ

です。 

鈴木 由紀さん 

最初におとなワークショップを受けたのは、子

どもが通う小学校の成人学級でした。安心し

て過ごすワークショップの雰囲気に、子育て中

のたくさんのヒントや勇気を得た気がします。 

今もワークショップに参加すると、立場は違っ

てもあの頃と同じように心安らぐ 自分がいま

す。また、子どもワークショップの後に行うトー

クタイムでは、何気ない会話の中からも、おと

なのいろいろな事情に身を置く子ども達が、懸

命に過ごしている強い一面に、驚いたり 励ま

されたりする毎日です。自分を認め大事に思

う事と、子どもの話に耳を傾ける大切さを改め

て感じています。 

『まわりのおとながおとなをやらないと、子ども

はこどもでいられない』んだね。 

 

 
ＣＡＰ凸凹神奈川では、いっしょに活動してく

ださるメンバーを募集しています。 

ＣＡＰスペシャリストではなくても、いろいろな

人がＣＡＰの活動に関わってくれるといいなと

思います。 

ＣＡＰの活動に興味のある方は、最後のペー

ジ（Ｐ８）に連絡先が記載してありますので、お

気軽にお問い合わせください。 

お待ちしています。 

 
 
 
 

今回の凸凹の本棚は篠嶋さんのおすすめの本です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凸凹の本棚 

 じ ゅ も ん   

五日市剛監修 

文・長畑佐代子  絵・時久里美 

「とやの健康ヴィレッジ」発行 

 

	 「ありがとう」と「感謝します」の	 	 

言葉の大切さが奥底から伝わってくる

絵本です。	 

	 主人公のゴーンは、いつも自分だけ	 

何をやってもうまくはいかないと文句

ばかり言っている。そこに白い爺さんが

現れて、三つの約束を守れば望みを	 	 

かなえてあげると言う。その三つの約束

とは…汚い言葉は使うんじゃない、いや

なことがあったときでも“ありがと

う”と唱える、うれしいことがあったと

き“感謝します”と唱えようと。	 

	 果たしてゴーンの身にどんなことが	 	 

おきたのか？様々な試練を乗り越えて

三つの約束を守ることができたのか？

望みがかなって幸せになれたのか？…

は、読んでみてのお楽しみ	 (^O^)	 

	 この本は、小学校での読み聞かせ活動

でも大好評です。この魔法の“じゅ	 	 

もん”を唱えることで、どんな人でも幸

せになれる、希望がわくと子どもたちの

心にもズ～ンと響いている一冊です。	 

（篠嶋）	 

	 

＊CAPスペシャリストとは、養成講座（基礎編と実践編で 40時間以上）を受

け、認定書（CAP プログラム実施のための資格）を得ている人のことです。 
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２０１０年、いろんなものが話題になりましたね。 

みなさん、食べるラー油は食べましたか？ＡＫＢ４８

やＫ‐ＰＯＰもはやりましたね。凸凹のみんなはどん

なものに、はまったのでしょうか？ 

今回のテーマは｢２０１０年に、はまったもの｣です。 

ぴろこ 

掘りごたつ。 

数十年も封印していた掘りごたつを復活させました。 

ボロボロだった障子や襖を張り替え、価値を失って

いた和の文化を再評価したような新鮮な気持ちにな

りました。人とのつながりが希薄な時代、子育てして

いた頃のように、友人との交流をこの掘りごたつが

応援してくれると いいな。まったりのんびりおしゃべ

りしましょ。 

いのっち 

「てっぱんダンス」です。 

みんなで踊るとさらに楽しいですよ。 

カオリ 

この何年か、はまっているのは鉱物です。 

ショーケースに並んだキラキラしたものも好きだし、

海岸で見つけたものや、川の浅瀬をあるいて拾った

石をながめて、なんだかワクワクしています。 

まり 

「子どもの頃の友だち」です。 

幼稚園年中の途中から中１の夏まで、北九州で暮ら

しました。最初、さっぱりわからなかった異国の言葉  

（＝北九州弁っちゃ！ふつうの言葉やんね～）も板に 

ついたころ、再び東京に戻り、それ以降ほとんど暮ら

していないので、同級生とはすっかり疎遠になってい

ました。ところが２年前ぐらいから少しずつ消息がわ

かり、関東 在住の同期の連中で会うようになりまし

た。思春期～青年期がすっぽり抜け落ちているので、

タイムカプセルを開けるような面白さがあります。そ

して、昔の自分を色々な角度から感じられる、貴重な

場になっています。 

ちはる 

ある時、心のタガがはずれました。今まで押さえてい

た欲望が・・・。気が付いたら、帝国劇場を皮切りに、

宝塚、劇団四季、おまけに Ｋバレエカンパニー。 

お財布が心配ですが、幸せです！ 

 

すみちゃん 

新聞、本などの心に残る言葉を書き取ったり切り抜

き したりして言葉集めをすること。 

  えっちゃん 

遅ればせながら、｢いきものがかり｣にはまっちゃいま

した。あまのじゃくなわたしは、海老名市出身だとか、

○○ 先生の教え子だとか、そんな地元愛に反発し

て、あえて聞いてこなかった。でも、小田急の電車の

到着音や、 本厚木の商店街の のぼりに誘われ、

ベスト版のＣＤを買い、気が付いたら｢いきものがか

り｣のない毎日は、 考えられなくなっていました。 

のぶっち 

移動の際に小説をよく読みます。特に疲れないで、  

時間をつぶしてくれそうなものを探していたら、今年

は 東野圭吾の小説にはまりました。ナイトドラマで

やって いたとは知らなかったのですが、「秘密」はお

勧めします。 ブックオフで３５０円で売ってますよ。で

も僕はガリレオ 先生に憧れます。 

２０１１年はスマートフォンにはまります。 

それいゆ 

普段は、スポーツ＆ヨガ＆コンディショニングインスト

ラクターとして、心身の健康に携わる仕事をしている

ということもあり、「生命力や波動をアップする」という

ことにはまっています。 (^O^) 昨年秋には、アメリカ

のパワースポットに行って、素敵な波動＆感動を体

感してきました。 (*^o^*) これからも、生命力＆波

動を高めて、一人ひとりが素敵に輝き、夢に向かっ

て羽ばたけるよう、一人でも多くの方に「真の健康」

＝ハッピーライフをお伝えしていきたいですね。 

o(^-^)o 

ゆき 

今年から友人と夜ウオーキングを始めた。そして話

題のト―ニングシューズを購入。星や月を眺めなが

ら、１日のあれこれを話しながらのあっという間の 1

時間。そして、このシューズを履いて歩くとうそみたい

に全然疲れない！昼間ブーツをはいてむくんだ脚も、

夜シューズを履いて歩いた後は不思議と疲れもむく

みもとれている。悩みの腰痛も治まっているし、脚も

少しは引き締まったかな？たくさん笑っておまけに夜

もぐっすり眠れるし、１日のリセットにいいことづくめ♡ 
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すみちゃんの仕事は保育士なんだけど、職場

は、じつは・・・美容院。そこの研修は、いつも

ユニーク。  
昨年はどんなところに行ったのでしょうか？  
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

賛助会員のみなさまへ 

いつも応援をありがとうございます 

ＣＡＰは 1 人ではできないこと、 

皆さまの力が必要です。 

ＣＡＰ凸凹への応援 

これからもよろしくお願いします。 

 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
のぶっちは、ＣＡＰワークショップに行くと  
子どもたちに大人気！お仕事で  
海外に行く事も多いので、そこで  
出会ったおもしろい話を、  
またまた、教えてもらいました！！  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ＣＡＰ凸凹神奈川 お問い合わせ 

山本 (電話＆FAX) 046-233-5385 

山口 (電話＆FAX) 0467-70-8082 

ＣＡＰ凸凹神奈川 ホームページ 

http://www.geocities.jp/capdekoboko	 
	 

★ＣＡＰ凸凹神奈川では賛助会員を募っています★	 

年会費	 一口	 １０００円	 （一口以上）	 

＜入会お申し込みは郵便振替で受け付けております＞	 

口座番号	 ００２４０‐０‐１３３３３３	 

加入者名	 ＮＰＯ法人	 ＣＡＰ凸凹神奈川 

 
 3 月 11 日の午後、東日本で大きな地震

がありました。その日の午前中は、私たち

のグループの定例会議の日でした。まさ

かそんなことが、その日の午後に起きると

も知らずに・・・次年度に向けての話し合

いをしていました。 

 現在計画停電が行われる中、4 月から

の CAP のワークショップが予定通り行え

るのか、学校までの交通手段（電車の運

行状況）など、現時点での不安材料はたく

さんあります。もちろん被災地の方のこと

を考えれば、たいしたことではないかもし

れないけど。 

 こんな時、CAP のグループとして、わた

したちにはなにができるのか、現在模索

中です。 

 

 

 

研修で、福岡に行った。接客のための研修だ。 

福岡の「あんみつ姫」という、きれいな男の人の   

ミュージカルショーはおもしろかった。 

トークで笑わせ、顔の表情で笑わせ、迫力のあ

る踊りで笑わせ６０分間のショーは、最後まで笑

いっぱなしだった。劇団員さんに言わせると、お笑

いの吉本と宝塚歌劇団をたして、２で割ったような

ものだそうだ。 

時には大いに笑うのも気持ちのいいものだ。 

 

 

以外に安全じゃないの！ 
ガイド本には、「カメラやガイドブックなど観光

客と分かるようなものを身に着けないこと。」と強

調するように街歩きする際の禁止事項が書かれ

ていた。それなら置いくしかないか・・・。と後ろ髪

を引かれながら一式ホテルにおいてきた。 
目的の観光地に着いた。え！ 

なんと他の観光客は、カメラ、ビデオ、ガイドブッ

ク、大きな土産袋など全部持っている。あんたら    
もろ観光客スタイルじゃないか。自分が警戒し  

過ぎ？それともガイド本が過剰な注意をしてる

の？そんなことよりも俺の記念写真はどうしてく

れる～！といろいろ考えが巡りました。 
一緒に行った現地の人に聞いたら、それほど  

心配しなくてもいいよとこのとでした。でも、油断

はしないことでした。ちなみに場所は、今度ワー

ルドカップとオリンピックのあるブラジル。リオデジ

ャネイロでした。今度はちゃんと記念写真とろう。 
 


