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坪井節子弁護士 講演会

「子どもの声 聴こえますか?」
～ 真に子どもに寄り添うということ ～

2.18（土）10:00~12:00

2017.

京北ホール（柏駅東口 徒歩１分）
参加費:５００円

坪井節子（つぼいせつこ）さん
坪井節子さんは、少年事件の付添人として、
また子どもシェルターの理事⾧として、
悩み
を抱えた子どもたちと関わる豊富な経験が
あります。
坪井さんの経験から見えてくる、
子どもたち
の真の姿はどのようなものでしょう?
子どもたちは、どんなおとななら、安心して
相談できるのでしょうか?

（社会福祉法人カリヨン子どもセンター
理事長／弁護士）
1978 年、早稲田大学第一文学部哲学科卒
業。1980 年弁護士登録。1987 年から、東
京弁護士会「子どもの人権救済センター」
などで、少年事件の付添人活動や学校、家
庭福祉、福祉の現場においていじめ、虐待
に苦しむ子どもたちの相談、援助活動に携
わる。現在、社会福祉法人カリヨン子ども
センター理事長として 10 代の子どものた
めのシェルターや自立援助ホームを運営。
＜著 書＞ 子どもたちに寄り添う（いの
ちのことば社）
、子どもは大人のパートナー
（明石書店）
、弁護士お母さんの子育て新発
見（草土文化）
、少年法・少年犯罪をどう見
たらいいのか（明石書店・共著）など多数。

(注※) J –CAPTA とは・・日本の CAP トレーニングセンターで、CAP プログラム使用の権限を持つ ICAP（イ
１
ンターナショナル CAP）から認可された一般社団法人。CAP なのはな は J-CAPTA に登録して活動しています。

ワークショップ実施報告
１）保育園の保育士研修会で CAP おとなワークショップ実施。
都内の保育園において、約８０名の保育士
の皆さんに CAP ワークショップを届けし
ました。
大きな会場のため、見やすい工夫を準備し
て臨みました。

ワークショップ参加者の感想
◇自分の子どもにもＣＡＰを受けさせたいと思いま
した。仕事でも家庭でもとても役に立ちました。私
の周囲の方たちともはなし周りの人の変化にも気づ
くことができるように接していきたいと思いました。
◇子どもの話を聴く大切さを改めて確認することが
できました。
◇日々子ども達とかかわる中で１人１人としっかり
向き合いなんでも話せる相手になりたいと思った。
◇〝話してくれた“等、小さいことも必ず認めてあ
げることがエンパワメントに繋がる、という話が興
味深かったです。

◇ワークショップという形で行われたので、頭に入
りやすく、考えることができました。
◇普段の保育、生活の中で活かしたい
◇ぜひ、このあとに保護者、子どもへとつなげてい
きたいと感じました。
◇子供が持っている権利、それを認めてあげるとい
うこと。仕事の中でももちろんそうですが、我が子
に対しても同じくつながる部分があると思いとても
心にしみました。
◇子供を信じる、認める、肯定することの大切さが
印象に残りました。

２）各市の市民活動フェスタで おとなワークショップを公開
5 月 22 日（日）に柏市のパレット柏
にて、また 6 月 4 日（土）には、流
山市の生涯学習センターにて、各市
の市民活動フェスティバルに CAP
なのはなが参加し、大人対象のワー
クショップを公開しました。
柏市での公開おとなワークショップの様

毎年、この時期に公開おとなワーク
ショップを開催しています。
是非一度、お気軽にＣＡＰを体験し
てください。

CAP スペシャリスト養成講座 無事終了しました
CAP プログラムを実践する暴力防止の専門家を養成するための「子どもへの暴力防止の知識とス
キルを学ぶ講座」（基礎編 2015 年 9 月 20 日～22 日、実践編 12 月 12 日、13 日）が柏市の
さわやか県民プラザで開催されました。
(主催:一般社団法人 J-CAPTA、協力:CAP なのはな)

講座を修了し、県内の各グループで活動する新しい仲間が誕生しました。

講師はトレーナーの太田美津子さ
んと田中明子さん

基礎編講座の内容（３日間 24 時間）
１．防止教育の思想と理論
・子ども虐待問題に関わる４つの理論
・子ども虐待への対応の歴史
・子どもの権利
・エンパワメントの思想と方法
・レイプのフェミニスト分析
２． 子ども虐待問題の知っていなければ
ならない基礎知識
・子ども虐待の分類
・児童虐待防止法
・沈黙の役割
・性的虐待の４つの前提条件
・性的虐待順応症候群
・ドメスティックバイオレンスと子ども
３． 子どもワークショップ
・練習・発表・コーチ

４．トークタイム
・トークタイムの目的
・トークタイムにおける防止スペシャリ
ストの役割
・緊急相談の方法と技術
・虐待、いじめを受けている子の示す
兆候
・練習・発表・コーチ
５． おとなワークショップのやり方
・おとなワークショップの目的
・おとなワークショップの流れ
・おとなワークショップでの質問への
対応
６． ＣＡＰの実践について 確認事項

一般社団法人 Ｊ－ＣＡＰＴＡ ２０１６年 定時総会が終了しました

於 ７月 23 日、24 日 札幌市教育文化会館

総 会

北海道札幌養護学校の２名の生徒さんから、おとなの私たちに向けてのメッセージから始まりました。
昨年の事業・決算報告と今年度の事業計画と予算が審議されすべて承認されました。
また、中⾧期目標を定めて進むために、トレーニングリーダーの増員などが話し合われ、社会的養護プ
ロジェクトの発足が発表されました。

研 修

① ロールプレイ研修（トレーニングリーダー企画研修 参加者 ４２名）
日本各地から集まったスペシャリストが、普段組むことのない地域のメンバーと３人のグループを
作り練習しました。
シナリオに従ったロールプレイをトレーニングリーダーが行いました。
その後に、
もう一度シナリオとテキストの実施ガイドを参加者と確認しました。CAP のシナリオが、足すことも、
ひくこともなく、そのまま行うことで、十分に伝わることを確認できました。
② 総会記念講演 小児科医 田中康雄氏「発達障害のある子どもの『こころとそだちのむすびめ』
」
「こころとそだちのクリニック むすびめ」を札幌市内で開業されている田中康雄先生のお話に、
心があたたかく、軽くなりました。

★ J-CAPTA 名誉顧問 森田ゆりさんが表彰されました ★
1985 年に日本に初めてＣＡＰプログラムを紹介した森田ゆりさんが、
ICAP（インターナショナルＣＡＰ）より『世界の子どものエンパワメ
ント賞』が贈られました。森田さんからは ICAP の世界大会で講演さ
れた様子を話していただきました。
世界でおとなとこどもに CAP が届けられたのは約１０００万人です。その半分の５０４万人は日本
だということでした。しかし、柏市内や流山・松戸・野田・我孫子では CAP プログラムをほとんど
提供できていない現状です。
「子どもたちが安心して地域で成⾧していく一助になりたい」という思い
を新たにしました。CAP なのはなは、この東葛地域で暮らしている子どもたちに CAP を届けられる
よう努力していきたいと思います。
（報告 小貫松江）

☾ インフォメーション ☽
いずれも ＣＡＰなのはな が主催する企画です。
ＣＡＰ公開大人ワークショップ

柏市民活動フェスタにて
１１/２３(水・祝)10:00-11:30
パレット柏 ミーティングルーム AB
ＣＡＰおとなワークショップ
「心の力を伸ばすかかわりって何？」
１２/８(木),１５(木)２回連続講座
10:00-12:00
柏市中央公民館
ＣＡＰおとなワークショップ
「子どもとのコミュニケーション
どうしたらうまくいく？」
2017 １/２５（水）9:30-11:30
流山市生涯学習センター3Ｆ 大会議室

「自分を大切にするために」
～子どもの性を考えよう～
柏市男女協働参画シンポジウム 分科会
2017.２/５(日）15:30 - 17 :30
パレット柏
坪井節子氏講演会
「子どもの声 聞えますか？」
2017.２/１８(土)10:00-12:00
京北ホール →通信の１ページ参照

CAP なのはな
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