
相談希望がなくても関わらなくてはいけないケースへの対応
～「児童虐待」を題材に私たちにできることを考える～

非暴力コミュニケーション・パッケージ“機中八策®”を活用して
地域における子どもの成功体験を醸成する

（一社)千葉県公認心理師協会
令和２年度２月研修セミナー全体講演２

令和３年２月２８日（日） 13:30～15:50＠Zoom開催

千葉県柏児童相談所 所長 渡邉 直 1



• 行政側〔虐待通告受理機関＝市区町村と児相〕の
判断（通告）によるスタート

• 児童相談所 子どもに関するあらゆる問題について
家族などからの相談に応じる行政機関

• 児童相談所の仕事（虐待通告受理機関は市区町村も）

相談判定 市区町村支援 一時保護 措置

• 近年の虐待対応：地域に住む子どもの“安全・安心”
に重大な問題があるという疑いがあるという通告が
なされると、家族が望んでいなくても声掛けをする

• 申請主義（相談・支援：契約）←採算性 2000年まで

• 職権主義（介入：措置）←公共性 2000年以降

相談希望がなくても関わらなくてはいけない児童相談所
児童相談所における虐待対応の現状
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令和２年度「児童虐待防止推進月間」について厚生労働省 (mhlw.go.jp)から抜粋

虐待は子どもに対する重大な権利侵害～
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虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•虐待を受けていた期間

•虐待の態様

•子どもの年齢

•子どもの性格 等により影響はさまざま

虐待は子どもの心身に深い影響を残し
回復に長期間の治療やケアが必要となる

•身体的影響

•知的発達面への影響

•心理的影響

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より
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身体的影響

虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•打撲、熱傷など外から見てわかる傷、骨折、頭蓋内出血な
ど外から見えない傷、栄養障害や体重増加不良、低身長。

•愛情不足により成長ホルモンが抑えられた結果、成長不全
を呈することもある

•最近の研究では、保護者から暴力や暴言を受けた子ども
の脳に委縮が見られた、との知見も明らかになりつつある

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より
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知的発達面への影響

虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•安心できない環境での生活により、落ち着いて学習に向か
うことができない場合や、学校への登校もままならない場
合などにより、もともとの能力に比しても発達が十分に得ら
れないことがある

•また、保護者が子どもの知的発達にとって必要なやり取り
を行わない場合や、年齢や発達レベルにそぐわない過大な
要求をする場合があり、その結果として子どもの知的発達
を阻害してしまうことがある

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より
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心理的影響 ～ ①対人関係の障害

虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•子どもにとって最も安心を与えられる存在であるはずの保
護者から虐待を受けることにより、子どもは欲求を適切に
満たされることのない状態となり、愛着対象との基本的な
信頼関係を構築することができなくなる。その結果、他人を
信頼し愛着関係を形成することが困難になり、対人関係に
おける問題を生じることがある。

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より

心理的影響 ～ ②低い自己評価

•子どもは、自分が悪いから虐待されると思うことや、自分は
愛情を受けるに値する存在ではないと感じることがあり、自
己評価が低下し、自己肯定感を持てない状態となることが
ある。 7



心理的影響 ～ ③行動コントロールの問題

虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•保護者から暴力を受けた子どもは、暴力で問題を解決する
ことを学習し、学校や地域で粗暴な行動をとるようになり、
攻撃的・衝動的な行動をとったり、欲求のままに行動する
場合がある。

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より

心理的影響 ～ ④多動

•虐待を受けて養育されることは、子どもを刺激に対して過
敏にさせることがあり、落ち着きのない行動が現れることが
ある。ADHDに似た症状を示すため、その鑑別が必要となる
場合がある。
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心理的影響 ～ ⑤心的外傷後ストレス障害

虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•受けた心の傷（トラウマ）は適切な治療を受けないまま放置
されると将来にわたって心的外傷後ストレス障害（PTSD）と
して残り、思春期等に至って問題行動として出現する場合
がある。

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より

心理的影響 ～ ⑥偽成熟性

•大人の顔色を見ながら生活することから、大人の欲求に従
って先取りした行動をとることがある。精神的に不安定な
保護者に代わり、大人としての役割分担を果たさなければ
ならないこともあり、ある面では大人びた行動をとることが
ある。一見よくできた子どもに思える一方で、思春期等に
問題が表出することもある。 9



心理的影響 ～ ⑦精神的症状

虐待の子どもへの影響～虐待は子どもに対する重大な権利侵害

•反復性のトラウマにより、精神的に病的な症状を呈するこ
とがある。例えば、記憶障害、意識がもうろうとした状態、
さらには強い防衛機制としての解離が出現し、解離性同一
性障害に至る場合もある。

「千葉県子ども虐待対応マニュアル」より
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令和２年度「児童虐待防止推進月間」について厚生労働省 (mhlw.go.jp)から抜粋
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虐待防止対策のステージ

発生予防

〔一次予防〕

発生時の

迅速な対応

〔二次予防〕

被虐待児等
への支援

〔三次予防〕

「安全」の度合い〔頻度・深刻度・子どもの影響〕グラデーション

非暴力コミュニケーション
の確実な定着

機中八策
（二次）早期発見対応 と （三次）受けた傷つきに対するケアの視点

コトが起きる前＝予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・支援の土台づくり
↓ ↓

非暴力コミュニケーションの共有
（非侵襲的な安全の土台の確立）

相談希望がなくても関わらなくてはいけないケースへの対応～「児童虐待」を題材に私たちにできることを考える～
非暴力コミュニケーション・パッケージ“機中八策®”を活用して地域における子どもの成功体験を醸成する

家族も、子どもに関わる地域の大人全員、そして、心理職も・・・

体罰はもちろん・理不尽な上下関係・行き過ぎたしごき
深刻なマイナス効果・あってはいけないこと

回復に向けての
治療やケア
心理教育
ＴＩＣ～TF-CBT
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回復に向けての
治療やケア
心理教育
ＴＩＣ～TF-CBT

そもそもの予防（一次）と支援の土台づくり（三次）に共通する非暴力
コミュニケーション、これを共有して非侵襲的な安全の土台を確立す
る

通底する非暴力
文化（風土）定着
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安全の土台～護られることの保証
•安全の土台・・・その上に・・・ＴＩＣ、ＴＦ－ＣＢＴ、

参考：マズローの欲求５段階説
– 自己実現（自分の持つ能力や可能性を最大限に発揮したい）

– 承認欲求（自分が集団から存在価値を認めてもらい尊重されたい）

– 社会的欲求（家族・集団をつくりどこかに所属しているという満足感を得たい）

– 安全欲求（安全な環境にいたい、良い健康状態を維持したい等）

– 生理的欲求（生命維持のために食べたい飲みたい眠りたい等根源的欲求）

•自分（心理師）が・・・ ＜ 子どもに関わる援助者ができる日常の声かけ
– ヒトは“肯定的な関わり”によって「これでいいんだ」という自信・自己肯定感・
自己効力感が醸成されます

– たくさんの成功体験をしたヒトは、自分で自分のことができる（考えられる）ヒト
として育ちます

– 周りの大人が子どもを否定することなく、肯定的に安定して関わることで、
子どもの「わたしはここにいていいんだ」という感覚、生活の中で安全感・
安心感を確実なものとする

そもそも何があるからケース開始になっているのか・・・基盤阻害

14



令和２年度「児童虐待防止推進月間」について厚生労働省 (mhlw.go.jp)から抜粋
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非暴力の具体的提案ｄｏ
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• 平成２８年の児童福祉法等の改正で、子どもが権利の
主体に位置付けられ、児童虐待の防止等に関する法律
に「親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必
要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない」旨明記

• その後も深刻な虐待を受けて児童が死亡する事例が相
次ぐ・・・社会の関心の高まり

• 令和元年の児童福祉法等の改正で、親権者らは児童
のしつけに際し「体罰を加えてはならない」ことの規定が
盛り込まれた。

体罰によらない子育て推進を図る法
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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案（平成31年3月19日提出）
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体罰禁止ガイドライン素案
• しつけのためだと親が思っても、身体に苦痛または不快
感を引き起こす行為（罰）は、どんなに軽いものであって
も体罰に該当し、法律で禁止される（2019.12.3,）朝日新聞

• 体罰ではないが
「お前なんか生まれてこなければよかった」など
子どもの心を傷つける言動も
成長・発達に悪影響を与える可能性がある 26



みなさんはどこ派？

•体罰は決してすべきではない

•積極的に体罰をすべきである

•必要に応じて体罰をすべきである

•他に手段がないと思った時にのみ体罰を使
うべきである

27



「子どもの体やこころを傷つける罰のない社会を目指して」報告書
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（2018.2.15,）

43.3

1.2

16.3

39.3

体罰に関する意識調査等の結果報告

決してすべきではない

積極的にすべきである

必要に応じてすべきである

他に手段がないと思った時

のみすべきである
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しつけという名の「体罰」10の迷信
1. しつけの一環としての体罰であれば子どもに害はない
2. たまに叩くくらいなら子どもを傷つけることはない
3. 体罰で子どもに責任感を学ぶ
4. 体罰は他のしつけ以上に効果がある
5. 体罰を用いずに子どもをしつけるのは、机上の空論であり現実的ではない
6. 体罰こそ子どもが唯一理解できる教えだ
7. 体罰は男の子、女の子両方のしつけに使える
8. 体罰を使わないのは、子どもを甘やかすことになり、言うことを聞かなくなる
9. 子どもは体罰により他者をリスペクトすることを学ぶ
10. 子どもが悪いことをするたびに体罰は使われるべきだ

オーストラリアの大学が世に存在する「体罰にまつわる思い込み」について調査

• 「感情的になって思わず手が出てしまった」というのは、親の感情を
子どもにぶつけて吐き出している“八つ当たり”にしか過ぎません

◆親が叩いたら、子どもは叩くことを学びます
◆親が叩かずに対応したら、叩かずに対応す
ることを学んでいきます

https://news.yahoo.co.jp/articles/f82e483a8a7e85235dccb470e2e09697a7ba7b54?page=1 7/31(金) 20:25配信
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◆親が叩いたら、子どもは叩くことを学びます
◆親が叩かずに対応したら、叩かずに対応する
ことを学んでいきます

•起きる連鎖

•連鎖を止める

•体罰に反対するフランスの団体が作った
「体罰が子どもに伝えるもの」を
ストレートに描いたビデオクリップ

しつけという名の「体罰」10の迷信
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体罰等によらない子育てを広げよう!!
体罰によらない
子育てのポイント
（ガイドラインから抜粋）

子どもの気持ちや考えに耳を
傾ける

大声で怒鳴るよりも「ここでは
歩いてね」などと肯定的・具体
的に落ち着いた声で伝える

子どものやる気が増す方法を
意識する「靴をそろえて脱いで
いるね」など、できていることを
具体的にほめる

困ったことがあれば市区町村
の相談窓口に連絡する

きもちに理解を示す

をちつく まつ

が環境（いちおし）

かわりにする行動を明確化

して提示する

や約束 れ練習（確認）

ほめる（行動表現）

頭文字つづりで覚え
地域で声かけあう
ハードル下げる⇒相談
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コミュニケーションを活性化させるコラーゲン
頭文字つづりで覚える非暴力コミュニケーションの具体策

やる気をアップさせる八つの秘策

児童相談所長が考案した非暴力コミュニケーションパッケージ

どならない
ディスらない非暴力コミュニケーションの具体策

対話をスムーズに進めるコツ
非暴力コミュニケーションにより、たくさんの成功体験を!!
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「機中八策®」がミネルヴァ書房
季刊「発達 157号」 (2019年1月
25日発売) に掲載されました。

【特集】
Ⅰ 虐待をめぐって総論
子ども虐待のこれまでとこれから（林浩康）
虐待死を無駄にしないために（山縣文治）
行動の脳科学からみる子育てとその問題
（黒田公美・白石優子）

Ⅱ 虐待の早期発見と支援のあり方
保育所における虐待がうたがわれる子ども・
保護者への対応（久保樹里）
弁護士の視点から重大な虐待事件の防止について
考える
求められる関係機関の共同アセスメントと
共同プランニング （峯本耕治）
市区町村における子ども虐待対応と支援（川松 亮）
親のトラウマを短期間で軽減する心理プログラムとは
（藤木美奈子）
非暴力コミュニケーションパッケージ「機中八策Ｒ」
頭文字つづりで覚える非暴力コミュニケーションの具体策
（渡邉 直）
児童相談所における家族支援（鈴木浩之）
Ⅲ 虐待からの回復に向けて
虐待を受けた子どもの心理的ケア
児童養護施設での経験を中心に（内海新祐）
「親」でない立場だからできること
「虐待」「いじめ」のなかで生きてきた親たち（青木 悦）
虐待の淵を生き抜いて（島田妙子）
虐待されて育った私が、親になって思うこと（田村真菜）
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2020/05/20 NHK総合 【首都圏ネットワーク】

◆自粛生活・子どもにストレスをぶつけないノウハウとは◆自粛生活によるストレスのイライラを子どもにぶつけないために、
千葉県の児童相談所の所長があるノウハウを考案し、各地に広がりを見せている◆新型コロナウイルスによる外出自粛や
休校が長引く中、千葉県の柏児童相談所には保護者からの相談が相次いで寄せられている◆特徴は虐待の経験がない
保護者からの相談が多いこと◆イライラやストレスをぶつけないようにするためにはどうすればよいのか、多くの人が悩みを
抱えている◆そんな保護者にこの児童相談所は「機中八策」というコミュニケーション方法を勧めている◆子どもに対してイ
ライラした時に、思わず取ってしまいがちな否定的な言動を肯定的な言動に置き換えるもの◆「否定形」や「どなる」などの８
つの言動を「ひどいおとぎばなし」と覚える◆子どもを追い詰めたり自信を失わせてしまうおそれがある言動を、「褒める」や
「待つ」などの８つの言動に置き換える◆こちらは「ほまれかがやきを」と覚える◆自主性や自己肯定感を育む効果もある言
動◆機中八策の考案者の柏児童相談所・渡邉直所長は、高知県からの出張帰りの飛行機の中で思いついたことから、坂
本龍馬がまとめたとされる「船中八策」にちなんで名付けた◆
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•さて。暴力的なコミュニケーションに晒
されるとヒトは当然「縮み上がる」思い
をします。
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•暴力的なコミュニケーションの受け手側
のヒトは、余計に緊張して、また同じこ
とでドジって叱られたり、ヒトの顔色を
うかがったりと、いい循環は大抵生まれ
ません。
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位置づけ（関係図） 
 
 
  高 
  い        ペアトレ 
専  
門          ペアプロ 
性 
  低        機中八策® 
  い 
 
                    対象者が広い 

文化としての定着へ 
（頭文字つづりで覚えるだけ） 
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ほ める （褒める）

ま つ （待つ）

れ んしゅう （練習）

か わり（代）にすることを提示

が んきょう（環境）づくり
いつも ちかづいて おだやかに しずかな 環境

や くそく（約束）

き もち（気持）に理解を示す

を ちつく（落ち着く）

ひ ていけい（否定形）

ど （怒）鳴る叩く

い や（嫌）み

お ど（脅）す

と （問）う聞く考えさせる

ぎ （疑）問形

ば つ（罰）をあたえる

なし なじる（人格否定形）

あなたは 相手が してほしくない行動をした あるいは
してほしい行動をしない そんな場面に直面した時

どの色のどの行動・ことばの切り札を切りますか？

▼コミュニケーションを円滑にする
オレンジカード

▼伝わりにくいコミュニケーション
ブルーカード

44



•みなさんは日常生活の中で、相手が「し
てほしいことをしない」、あるいは「し
てほしくないことをする」というストレ
スフルな場面に直面したとき、具体的に
どのような行動・言葉の切り札を切って
いますか。

•相手を小学生低学年の子どもとの場面と
して、具体的なセリフを思い返してくだ
さい。

45



•例えば
「学校から帰ってきたら『宿題をする』
ということになっているのに
宿題をせず『テレビを見ている』」
という場面に遭遇したら
子どもに何と言って接しますか

46



• 言語（話しの内容）Verbal:7%
言語情報（言葉そのものの意味）

•准言語（声の調子話し方）Vocal:38%
聴覚情報（声の質、速さ、大きさ、口調）

•非言語（ﾎﾞﾃﾞｨｰﾗﾝｹﾞｰｼﾞ）Visual:55%
視覚情報（見た目、表情、しぐさ、視線）

≪メラビアンの法則≫←ビジネス業界・ネタ的活用

何が聞き手に影響を与えるか
話しをする時にはその話しの内容に一致した態度と声の調子で話す

話しをする時の態度は言葉以上に影響を与える
47
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例：宿題をせずテレビを見ている

ブルーカード

１．何やってんの ぎ 疑問形

２．いつも言ってるでしょ ど 怒鳴る（叩く）

３．テレビばっか見るなって ひ 否定形・禁止

４．今日は承知しないよ お 脅す

５．ＴＶばっか見てるから
一週間ＴＶなし ば 罰を与える

６．今、何する時間？
宿題はやったの？ と 問う・聞く・考えさせる

７．何回言ってもわからない
バカじゃないの なし なじる（人格否定）

８．いつもこうだといいのにね い 嫌みを言う（一言ネガ）
48



• このような感じで、相手（子ども）が
してほしいことはしない
してほしくないことをする場面に直面した時

• ヒトは伝わりにくい暴力的なコミュニケーション
のブルーカードを切ってしまう傾向になると思
います
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なぜ、このような状況に？

•ヒトとしての反応

–自己保存（ブルーカード：ひどいおとぎばなし）
つい反応してしまう 後頭部
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気づきスイッチ

• 自分の傾向に気づく

• ブルーを切りそうになったら
（基本こちらは無意識的反応として切ること
が普通）

• ストップ

• 既に持っている切り札カードだけど
意識しないとなかなか切れないオレンジへ
意識して切り替える
その装置

装置
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• 非暴力コミュニケーションに向けての八策

• 非暴力コミュニケーションの基本

• コミュニケーションを活性化させるコラーゲン

• やる気をアップさせる八つの秘策

• 非暴力コミュニケーション、切り替えに向けての気づきスイッチ

• どならないディスらない非暴力コミュニケーションの具体策

• 対話をスムーズに進めるコツ

• 非暴力コミュニケーションにより、たくさんの成功体験を!!

• 児童相談所長が考案した非暴力コミュニケーションパッケージ

• 頭文字つづりで覚える非暴力コミュニケーションの具体策

してほしくない行動をした時 あるいは してほしい行動をしない そんな場面に直面した時
あなたはどの色のどの行動の切り札を切りますか？
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• ところで オレンジカードはみなさん既に手持ち
の行動(言動)の切り札として持っているカード
なのですが オレンジカードは意識しないとなか
なか切れるものではありません

• オレンジカードが切れるようになるためには練
習 トレーニング訓練が必要になります
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•でも自分ひとりだけが完璧になる必要はありま
せん

•自分に完全にインストールできなくても「機中八
策®」が多くの人との共通言語になれば

•チーム（家族などひとつのユニット）でリマインド
しあえる（声かけあってオレンジカードが割合と
して多く切られる文化が創造できる）ようになる
ことでしょう
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厚労省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
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この例の場合

宿題をせずに

テレビを見ている場面に遭遇したとしたら

どうしますか
56



• オレンジとブルー

• どちらの方が

• 相手との関係性がいいまま

• 子ども（相手）の行動（言動）を

• 社会的にＯＫな（してほしいことをする）方向に

• 切り替えていってもらえるでしょうか
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オレンジカード

１．深呼吸（きりかえ） お 落ち着く（感情）

２．「テレビ消してくれる」等
子どもも話せる状態を待ち ま 待つ

３．穏やかに静かに近づき
（環境） が いちおし環境づくり

４．テレビ見たいよねでも き 気持ちに理解を示す

５．まずは宿題してほしい か 代わりの行動を提示

６．わかった？『わかった』 や 約束

７．じゃ学校から帰ってきたら
まず何する？ れ 練習（確認・反復）

８．えらいありがとう宿題
終わったらＴＶ見ていいよ ほ 褒める

どちらの方が、子どもとの関係性がいいまま行動（言動）を社会的
にＯＫな方向にスムーズに切り替えていってもらえそうですか？
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なぜ、このような状況に？

•ヒトとしての反応

–種の保存（オレンジカード：ほまれかがやきを）
持ってない手持ち札ではない 前頭葉
冷静であれば切れる
けどなかなか切れるものではない
だから練習が必要になる 59



• これが「機中八策®」という頭文字つづりの合言葉で覚える
非暴力コミュニケーションの具体策です

• 「ほまれかがやきを」カードが切れるようになるためには、少
しの練習が必要

•繰り返すことによって「形（かた）」として取り入れ定着させ、
無意識的に動かしていけるようにするのですｗ 60



「機中八策®」とは
専門性の高いペアレント・トレーニングでもペアレント・プログラムでもありません

• どこにでもある、誰もがあたり前のように使っている行動・言葉をカード
化して、「ひどいおとぎばなし」「ほまれかがやきを」と、頭文字つづりで覚
えやすいようパッケージ化したものです。

•暴力的な雰囲気を醸し出し、そのカードを切られた人が青ざめてしまうよ
うな行動の切り札は、ブルーカードとして「ひ・ど・い・お・と・ぎ・ば・なし」
の８枚

•非暴力的な雰囲気で、そのカードを切られた人がほっこり温かな気持ち
になる行動の切り札は、オレンジカードとして「ほ・ま・れ・か・が・や・き・
を」の８枚としました。

•合計１６枚のカードで非暴力コミュニケーションに気づきやすくするための
「気づきスイッチ（≒装置）」です。

• ２０１２年の日本子ども虐待防止学会（JaSPCAN）高知りょうま大会の
帰りの飛行「機」の中で閃いたので、「機」中八策®と命名しました。

• 「ほうれんそう」や「いかのおすし」「まごはやさしい」などと同じように、非
暴力を頭文字つづりで覚え、地域で「非暴力って「ほまれかがやきを」で
しょ」と、あたり前なものとして「文化」として定着していけたら幸いです。
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２０１２年の日本子ども虐待
防止学会（JaSPCAN）高知
りょうま大会の帰りの飛行
「機」の中で閃いたので
「機」中八策®と命名しました
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ブルーカードは無意識的に切れるカードです（自己保存反応）

オレンジカードは手持ちの切り札として既にお手持ちのカ
ードと思います。しかし、ヒトには感情があるので、意識し
ないとオレンジカードは、切れるものではありません
（種の保存反応）

あなたがブルーカードを切る傾向にあるならば、オレンジ
カードが切れるようになる「気づきスイッチ（装置）」として
「機中八策®」を活用してください

日常生活でオレンジカードがスムーズに切れるようになる
には「練習」が必要です

子どもはオレンジカードを切られることで「これでいいんだ
」という自信・自己肯定感・自己効力感が醸成されます

たくさんの成功体験をした子どもは自分で自分のことが
できる（考えられる）ヒトとして育ちます
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ロ．“できた” 褒める 結果：褒められた行動は増える

ハ．約束 ∨

イ．“できない” 気持ちに理解を示しながら

代わりにする行動を提示し

練習（確認・反復）する

ほまれかがやきを
「褒める」ことにより「できること」を確実に増やす

＝約束
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ロールプレイシーン
１．学校から帰ってきたら宿題をすることになっているのに宿題をせずテレビを視ている
２．リビングで走り回る子どもたち
３．寝転がってテレビを視ている
４．ご飯の前にお菓子を欲しがる子ども
５．前の晩に連絡帳を出し忘れて朝急に“ぞうきん”を持っていかなくてはいけないこと
に気づいた「こんなこともできないの？ほんとダメな子ね!!」

６．洗剤でドミノ倒しをして遊んでいる
７．スーパー入店と同時に一目散にお菓子売り場に走って行く
８．「ごちそうさま」を言わず席を離れる
９．「貸して」と言われても順番を譲れない
１０．脱いだ靴下を脱ぎっぱなしで床においてある
１１．スーパーで、買って、買ってと言う状況が続いている
１２．学校から帰ってくるとすぐにおやつを食べてしまう
１３．遊んでいたおもちゃを兄に奪われたので叩いた
１４．息の臭い人に「ブレス」髪の毛がうまく洗えてない人に「スノウ」知的ハンディがある

人を「ガイシャ」とあだ名を付けている
１５．明日の学校の準備をしている途中でトランプを発見し遊び始めた
１６．お風呂に入る時間が来たけど入らずグダグダしていて後の順番の人が入れない
１７．玄関に靴を脱ぎ散らかしている
１８．オープンなくしゃみをする 68



４ １ 69



２ ３ 70



まずはひとりで振り返りをしてください
そのあとブレイクアウトルームに分かれて

ディスカッションしていただきます

• ここまでの話の中で、あなたにとって、一番大
きな収穫は何でしたか？（1/4）

• その収穫は、今後、あなたの実践のどこがどん
な風に変わることに役立ちましたか？(2/4)

• 今日の収穫は、あなたにとってどんな意味のあ
る変化を起こすことになりそうですか？(1/4)

• 他にどんな収穫がありましたか？(時間があったら…)

心配とか、混乱しているとか、よくわからない

とか、それは一旦忘れてください。
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非暴力コミュニケーション
をちょっとだけ

体験してみよう!!
４歳６か月の太郎君を相手として

わかりやすくて非暴力なオレンジカードを
意識的に切ってみよう
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脱いだスリッパを
揃えずぬぎ散らかしている

き気持ちに理解を示す

（共感・そのまま復唱）

か代わりの行動を明確に

「～してね」

れ練習 ≒ や約束

（一緒にやってみる）

ほ褒める 「ありがと!!」

が環境 いちおし

をちつく

深呼吸など

まつ 話せる？

（１・２・３・４・５）

れ次からどうする

や約束

ひてい否定～ダメ

どなる 感情・曖昧

いやみ

おどす

と問う聞く考させる

質問風の攻撃

ぎ疑問形何してる？

ば罰

なしなじる 73
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•発生してからかかわる ＜発生する前に手を打つ
本当は・・・起きる前の予防策の社会的構築化

•サービスを充実するだけでは体罰・暴言は減らない

•社会全体の体罰や不適切養育を容認する育児文化の修正
プログラム提供志向を脱却し『非暴力は当たり前“文

化”』としての定着へ

•そのためにできることに取組み、沢山の成功体験を地域で!!

やれたらいいなと思うこと・・・

非暴力の共有
幼児、思春期、大人同士・・・世代性別・・・共通言語化

ひとりでは難しい☜ リマインドできる地域再生

雰囲気づくり ☞ “文化”としての定着へ
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ご静聴ありがとうございました
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