
私とスペース 前田智春さん

ほ ん 今月の一冊
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＊この欄は事務局のメンバーが交代で書きます。
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遊ぶことは 生きること

10～39才の死因の一位は自死
いじめ報告件数のピークは小２

ストレスフルな

生活をしている

子どもたち

◆子どもたちの現状

感情を外に出せないので怒り

が蓄積し、暴力やいじめ、生

きづらさを生み出している

「休息して自分を取り戻すことが必要」

“休む”って大事

学校を休むのは…？

認定NPO法人フリースペースたまりば
理事長　西野博之さんのお話しから
（プレイセンターにじっこ子育て講演会）

▲出典：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
「子どもの貧困と子どもの権利条約に関する
全国市民意識調査」（2019）

必要な時に医者にかかれること

１日１時間以上の、休んだり、
遊んだり、自由に過ごせる時間

１日３回の食事
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子どもの権利が守られていないと思う時

学校などで休み時間があっても
休まる場所がない時（15才）

大人が「勉強しろ」「遊ぶな」
「休むな」と言うことによって、子どもは
「遊んではいけない」と刷り込まれている

▲出典：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
「子どもの貧困と子どもの権利条約に関する
全国市民意識調査」（2019）

（15才）

ありのままを受け止められないと

子どもは、休んだり、遊んだり、

文化芸術活動に参加する権利をもっています 。

Vol.10 子どもの権利条約が
実現される“居場所”

シリーズ：子どもの権利条約

子どもの権利条約

「糖」は小腸から吸収されて血管に入り、

血糖値（血液中のブドウ糖濃度）が上がる

第31条

血糖値が急激に上がる

血糖値を下げるためにイン
スリンが大量に分泌され、
血糖値が急激に下がる。
また空腹状態になる。

またおやつを食べる

ご飯が食べられな
くなって栄養不足。
偏った食生活になっ
てしまう。

食事前の空腹時に糖質の多い
おやつを食べてしまうと…

子どもが、チョコとかおやつをいっ
ぱい食べたのに「お腹すいた～」と
言うので「えーいっぱい食べたじゃ
ん！」なんてことがあったのですが、
そういうことだったんですね…。

血糖値が急上昇し
やすい食べ物を食
べてたからなんで
すね！

血糖値を上げるために
また糖分が欲しくなる

エネルギー

インスリン

糖

血糖値を下げるホルモン

はインスリンしかない！

ちょっ
とだけ

♪

糖 分

参考：糖尿病ドットネットHP

おやつと食事のメカニズム

　ぼくは小さいときからスペースにいま

す。ともだちと遊んだり、ときどきけん

かもしていました。ぼくはお母さんにつ

れられてスペースに行っていたので、週

に１回はスペースに行っていました。

 2012年からAVECマンというもの(ぼくと

お母さんの日常の一コマ)みたいなもの

を描いていました。ぼくは、そんな気に

していなかったのでよくわかりませんでしたが、中学の入学いわい

としてAVECマンをまとめた物をもらいました。はずかしいことばか

り描いてありました。例えば小学生のRくんに住所を聞かれて　く

らずし！！　と言ったりしたそうなのでもっとはずかしいです。だ

けど成長した所が良い事も書いてあったりするので、たまにAVECマ

ンのまとめたもの読んでがんばろうと思うことがあります。

９月のスペース

＊政府訳、一部抜粋

　毎週木曜日は、スペースにヤクルトさんがやって来る日。

　「こんにちは。ヤクルトです」の声に子どもたちが集まってきて、ヤクルト

さんの前に列ができます。ほしいものがすぐ決まる子もいれば、ひとしきり悩

む子もいますが、握りしめたお金でひとりずつお買い物。

　「うちの子、今日が初めてなん」と離れて

見守るお母さん。並ばず前に行っちゃって「順

番ぬかしたらあかん」と列の最後尾に連れて

いかれて泣いている子。

　やがて自分で買った物を満足そうに飲みは

じめ、その場は落ち着きます。

　第三者の目で見ていると、とても楽しいひ

とときです。

　お仕事とはいえひとりひとりにやさしく対

応してくれるヤクルトさん、飲んだあとのゴ

ミを持ち帰ってくれる皆さん、いつもご協力

ありがとうございます。（高橋）

自分

「ロンドン橋がおちまする！」

復刊ドットコム(1980円)

　マザーグースの中でも一番知られたこの

歌は、誰でも歌ったことがあるはず。でも、

落ちた後は？

　ロンドン橋の歌の続きは、なんと18番ま

であって、落ちた橋は、木にねんど、鉄、

じゃりと石、金銀。盗まれないよう見張り

番、犬と続き、笑ってしまいます。それで

は、今の橋になるまでは？という歴史は巻

末にあり、じっくり読んでしまいました。

　伝説では西暦紀元前43年ブリテン侵攻か

らまもなく架けられたというロンドン橋は、

洪水や火事、戦争によって何回も破壊され、

架けなおされたそうです。数千年にも及ぶ、

やり直しの歴史に感動！

　ポジティブなリズムが流れるこの本、絵

も素敵です。ぜひ今一度読んで！（野崎）

　　　

温度だけじゃなく
心のこもったとい
う意味も含まれる

自分の存在が大切
にされていると感
じる

施設（小規模型） 養子縁組（特別養子縁組を含む）
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家庭的養護 家庭養護

施設

児童養護施設

乳児院

グループホーム

小規模グループケア
（分園型）

家庭

地域小規模児童養護施設

小規模住居型児
童養育事業

養育者の住居で養
育する家庭養護

定員５～6人 児童4人まで

大舎　20人以上
中舎　13～19人
小舎　12人以下

原則1才～18才未満

乳児（0才）

本体施設の支援の下で地
域の民間住宅などで行う
家庭的養護

地域において、6～8人の小
規模グループで行う家庭的
擁護

施設養護

家庭における養
育を里親に委託
する家庭養護

養子縁組 特別養子縁組

　ここでは、『大人が子どもの「やってみたい！」に手出し

口出ししないこと』がルールです。子どもたちは、雨の中で

踊ったり、泥の池にスライダーで飛び込んだり、思い思いに

やりたいことをやっていました。それを大人のボランティア

やスタッフが見守っています。

　学校に居場所を見いだせない子どもたちは傷ついて、元気

をなくしていたようです。でもここで自分のやりたいことを

やることで、元気になり自分を取り戻しているようでした。

あるお母さんは、家庭で子どもをしつけようと頑張ったけど

思うようにいかず、子どもとふたりで追い詰められていたそ

うですが、スタッフやボランティアの人たちが子どものあり

のままの姿を認めるのを見て、自分もそう思えるようになっ

たそうです。

　学校でも家庭でも、いろいろな理由で傷ついたり自信を失っ

ている子どもがたくさんいます。そんな子どもがありのまま

でいられ、本来の自分を取り戻していくために、第３の居場

所が必要なのではないでしょうか。（下村）

　先月号で、家庭が必ずしも安心できる居場所になっていな

いこともあるとお伝えしましたが、学校においても不登校者

数は年々増えていて社会的課題になっています。また、内閣

府の自殺対策白書によると18才以下の自殺者が突出して多い

日が9月1日で、これも以前から問題になっています。自殺ま

ではいかなくても、生きづらさを抱えている子どもはたくさ

んいるのではないでしょうか。

　今月は、家庭や学校以外でも子どもが安心できる「第３の

居場所」について記事にしました。

休息・レクリエーション

「ゆめパのじかん」

他にもあります
　　　　　こんな居場所

第13条
表現の自由

意見を表す権利

休息・レクリエーション

表現する 表現する

絵を上手に描くことが目的
ではなく、心を解きほぐすよ
うに自分を表現する場。

「自由に描く」のではありませ
ん。「自由になるために描く」
のです。
松本キミ子氏

　プレーパークは、1970年代に子どもが外で自由に遊

べる場所がないことに疑問を抱いた親たちが、海外の

冒険遊び場を参考に作ったのが始まりだそうです。「や

りたいこと＝遊ぶこと」「遊ぶことで自ら育つ」と考

えられています。だから

トムソーヤの森の家

キミ子方式絵画ワークショップ

20人の仲間と
自然の中で自由に過ごす

ダンスを通して心と身体
を開放し、ありのままの
自分を表現する

「絵は自由に描くのではありません
自由になるために描くのです」

ダンスをとして作られた仲間
の中で、ありのままの自分を
表現し、お互いを尊重しあう
場所。

Since 2003～

Since 2004～

子どもの権利条約を実現！

子どもの権利条約内に「居場所」に関する条文

はありませんが、以下の３つの条項を実現する

ためには「居場所」が必要だと考えました。

ＮＨＫ　ドキュメント72時間
「“どろんこパーク”雨を走る子どもたち」を観て

市の施設で入場無料。「川崎市子どもの権利に関する条例」

の理念を基に、子どもが自分の責任で自由に遊び、学び、

つくり続けていく子どもの居場所・活動拠点となる施設。

　学校外で子どもたちが多様に育ち、学ぶことを保障す

る場として、「フリースペースえん」を開設している。

川崎市子ども夢パーク（＝ゆめパ）

を舞台に、子どもたちのかけが

えのない“じかん”を３年にわたっ

てみつめたドキュメンタリー

ホームページ2022年7月より全国順次公開中

描き始めの1点を決め、隣へ、
隣へと描いていく。
嫌になったらやめてもいい。お互いを認め合う

ぼーっとしててもあそんでも

ありのままでいられる

第12条

Since 2002～

ＰＵＺＺＬＥのメンバーにききました
前田月季花さん 　私は、PUZZLEを5年続けてい

ます。なぜ続けられたかという

と、『人との関わりを感じられる』からです。

　私は、学校などの同年代の人たちの中ではどちらかと言

うと頼られる方だったので、PUZZLEの中では人に頼ること

ができとても居心地が良いものだったからです。

　さて、私が思う居場所とは何かと考えました。

　居場所としての大前提は、ここに居たいと思えることだ

と思います。

　私は、学校が辛くなった時PUZZLEに救われました。あり

のままの自分でいられたことと、大切な親友など心を開け

る人が沢山いたからだと思います。

　人によっては居場所が

違うけれど皆共通してい

るのは、「居場所が必要

ない人はいない｣というこ

とです。

　私は、PUZZLEという居

場所ができて良かったと

心から思っています。

　家や学校に｢居場所がない｣

と感じる子どもが増えている

のは何故か。それは自己肯定感が低いからだと私は考

えます。正直、私は自分の居場所がないと思ったこと

はありません。なぜなら、｢私｣という人間を認めてく

れる人達がいるからです。｢体が柔らかい｣｢絵が得意｣｢表

彰をされた｣など、幼い頃から少しでも誰かに認められ

ていると感じる経験をしてきました。 

　その中の一つが｢PUZZLE｣です。7歳の頃から始めまし

たが、気づけば18歳です。PUZZLEをこんなに長く続け

ることが出来ているのは｢私｣を認めて、仲間だと思っ

てくれるメンバーのみんなやスタッフの方々がいるか

らです。PUZZLEを通した成功体験が自己肯定に繋がっ

てきました。

　あくまで私の意見ですが、｢自分には何もない｣と思

うから｢居場所がない｣と感じるのであって、自分の成

長や可能性に気づくことが出来れば自然と｢居場所｣は

見えてくると思います。

　少しでも多くの子ども達にそういった機会を与える

場所作りが大切だと思います。

佐野天海さん

ダンスワークショップ　
　PUZZLE

映画になっ
た！

川崎市子ども夢パーク
“居場所”になっている

スペースの事業

9/2（金）放送　

中２ 高３

松本キミ子

半分食べた いちごとか
編みかけの帽子とか


