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は じ め に 

 

   私たちの生きている社会は、生まれて来た子どもたちの健全な育ちを願っています。 

私たちは生まれて来た一人一人の生きる環境や持つ能力が違っていても、一人一人が幸せに生

きていくことを願っています。親やその家族・親族だけでなく、地域社会や行政も子どもたちの健

全な育ちを大切にしようと努力しています。 

しかし一方、現代社会において私たちは経済価値の高いものを追求することで、自然な営みを

壊しています。効率的で無駄の無い生活をするために便利な機器を取り入れては、かえってゆとり

や余裕を失っています。 

 子どもの育ちを支え、子どもに寄り添う子育ては手間がかかり、永遠とも思える繰り返しの中で

育てる側は「待つこと」を求められます。子どもに寄り添っていきたいと親は願っていても、社会の

中で身につけてきた価値観（効率性・利便性）が「待つこと」とぶつかりあいます。その葛藤から来

る不安や不満、焦りや怒りが子育ての負担となり、負担に押しつぶされて、理想とする子育てをす

るのが難しくなっています。その困難さが虐待の一因になっていると考えられます。 

その負担を軽くするのが知識や情報です。 

親が理想とする子育てに近づくための知恵や工夫です。 

私たちが持っているものを手渡す場所が求められています。 

顔を合わせ、言葉を交わし、一緒に笑い、時には泣くことが求められています。 

地域社会の中に、手渡す側と受け取る側が子どもを通じてつながり合おうと、安心して語り合え

る場を提供しようと始まった「わいわいトーク」はゆっくりとした歩みで続いています。 

この経験の中で積み上げた知見をお伝えします。 
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第１章  「わいわいトーク」の成り立ち 

  

１－１ 「わいわいトーク」を始めたきっかけ 

私たちのグループは、ＣＡＰ（Ｃｈｉｌｄ Ａｓｓａｕｌｔ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ：子どもへの暴力防止）プログラムを

提供することを主な活動としてスタートしました。 

２００６年頃から、ＣＡＰプログラムを提供するために多くの幼稚園へ行くようになりました。いつ

しか講演会が終わった後に、個人の質問で列ができるようになってきました。その内容は「兄弟げ

んかどうしたら良いか」「おむつが取れない」などママ友で話さないのかなあという内容のものが

ほとんどでした。日常のことについてママ友と話せないのかなあ、自分の弱み（？）を見せられな

いのかな、という印象でした。その一方で私たちにも話した内容がその場にいなかった友達に伝

わっているということを不快に感じた経験がありました。だから、幼稚園の枠を越えたグループの

方が自分の思いを出しやすいのでは・・・と考えたことが「わいわいトーク」の立ち上げにつながっ

たのです。 

 

１－２ 居場所としての「わいわいトーク」 

「わいわいトーク」はママ友を作る場所と子育て相談の中間的な場所と考えています。 

子育て支援として、お母さん達が集まる場所の提供はありますが、こういったママ友を作る場所

では「相談にのる」「一緒に考える」ことができているとは言い切れない現状があります。また、悩

みがあって専門機関に相談したり、カウンセリングを受けるとなると予約などの手間もかかり敷居

も高いです。 

「わいわいトーク」では参加者が話したいテーマをその場で出すことで、今の悩みについてすぐ

に話ができ、色々な意見・考えがあることを知り、育児の選択肢・知識を深め広げることができます。

そして、お互いの考えを出し合うことで信頼関係を結ぶことができています。そこに批判の意見

はありません。「虐待通告をされて困った」と言う話題が出たことがありました。他所では恥ずかし

くて言えないことでも吐き出せる場となっていることを実感しました。その場に同じような体験を

話されるお母さんがいたことで、ホッとされました。大阪市西区で虐待事件が起こった後の出来事

で、社会全体が虐待について意識過敏になっていることや児童相談所についての情報提供をしま

した。普段からミニ知識をまとめて資料として渡すなど、正しい知識や情報を得る場所となるよう

心がけています。 

参加している誰もが互いに尊重しあえる場所となるよう心がけてきたら、第１子の時に参加され

たお母さんが今でもなお、第３子になっても参加されるなど、長く通いたい心地よい場所になって

います。お母さんは同じでも、それぞれの子どものタイプが違うので、悩みはその子によって違い

ます。子どもが増えれば兄弟関係の難しさなど悩みの内容も変わってきます。子どもが１人でも、そ

の年齢によって悩みは変わります。子どもが育つのにあわせて 親も育っていくための学びの機

会を提供する場所になっています。 
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１－３ 主催者として心掛けたいこと 

① 参加者が安心して話せるように「守秘」のお願いをします 

参加者が話しても良いと思って場所・人を選んで話をするということを尊重したいからで

す。 

 

② 参加者が話したくないことは話さなくて良いことを伝えます 

順番に発言していくようなスタイルはとりません。 

話したくないけれど話さなければならないと参加者が感じるような時間にはしたくないか

らです。 

 

③ 参加者が話しやすいように声をかけ、話す人が片寄らないように配慮します 

参加者の様子をよく見ておきます（特に初回参加者）。 

発言したい人（発言したそうな人）に話をふります。 

一人で多く時間をとる人には話を短くまとめてもらうように伝えます。 

緊張感をときほぐすようにします。 

 

④ 主催者の子育て経験談が多くなりすぎないように気をつけます 

古い情報かもしれないので、自分の考えを押し付けないように心がけます。 

受け取る側が受け止めやすいタイミングまで待つように心がけます。 

 

⑤ 参加者がエンパワメント（※豆知識参照）するように心がけます 

参加者にとって肯定的な時間になるように心を配ります。 

自己否定感の強い参加者には励ますよりも、その気持ちに寄り添うように心がけます。 

出来ないことに目をむけるより、出来ていることに目をむけるように促します。 
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  第２章 準備 

 

２－１ 日時・場所・参加者人数・参加費を決めます 

・参加人数に応じてスタッフを確保します。 

・実費でお茶・お菓子を出す場合はその準備をします。 

・スタッフにボランティア保険をかけます。 

２－１－１ 日時の決定 

・参加しやすい時間帯を選びます（幼稚園の送り迎えの時間・午前保育の日以外） 

・月に１回（負担なく出席できるペースにしました） 

２－１－２ 場所の確保 

・集まりやすい場所 

・交通の便の良い場所 

・ベビーカーや車椅子などで移動しやすい場所を考慮します。 

・地域によっては駐輪場や駐車場のある場所が必要になります。 

・会場のルールを遵守します。（例えば ゴミの処理・給湯設備など） 

・子どもスペースを設置する場合はその広さも考慮して場所を決めます。 

２－１－３ 参加人数 

・定員は１０名以内（時間の中で参加者みんなが発言できる時間を確保するため） 

２－１－４ 参加費の設定 

・参加費をとる場合、主催者の財政状態によって必要最低限の参加費を設定します。 

・助成金がとれるときは参加費無料も可能です。 

 

２－２ テーマを決めます 

    テーマについては第３章で説明します。 

必要に応じてレジュメ・資料を作成します。 

 

２－３ チラシを作成し、配布します 

配布先は幼稚園・保育園・区役所・図書館・子育てプラザなど 
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２－４ 運営上の注意点 

２－４－１ 子ども同伴を認めるときは講師以外にアシスタントをつけます 

別室で子どもの預かり保育をする場合は必要ありませんが、子どもが一緒にいる場合には、

講師だけでは安心して話すことができません。子ども３人に対して１人をめやすにスタッフを

増やします。子どものお世話をするスタッフがいる場合でも「参加者が参加しやすいように

スタッフはお手伝いしますが、連れてきた子どもの責任はお母さんにあります」ということを

伝えます。 

 

２－４－２ 子どもスペースを設置する場合 

・部屋の中に子どもスペースを設けるときはその広さも考慮に入れます。 

    例：参加者１０名で子ども同伴を認める場合、２０名使用可の部屋が必要 

       （参加者と同数の子どもの人数を想定しておきます） 

 

・おもちゃ・敷物などを用意します。 

 

２－４－３ 出欠の確認 

当日キャンセルの連絡方法は参加者に必ず伝えておきます。 

子どもが突然熱を出したりすることがあるので、当日キャンセルはありえます。ただ、欠席の

連絡なく休まれた場合は次回のお知らせを後日電話で伝えます。 

後日電話するのは、参加者の現状を確認する意味もあり、経験として欠席された方に電話 

連絡をとったところ、参加できなかった出来事をきっかけに悩みを話されたことがありまし 

た。つながりを持っておくようにするのも大切です。 
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第３章 具体的なテーマとその目的 

 

３－１ テーマ選び 

知っていることで子育て中の不安やイライラを防ぐのに役立つ知識や情報を伝える目的で各

回のテーマを決めますが、参加者の言葉が次のテーマを生み出すこともあります。 

「わいわいトーク」で行なってきた内容を知識編、フリートーク編、アクティビティ編に分けて紹

介します。 

 

３－２ 知識編 

参加者に知ってもらいたいこと、考えてもらいたいこと、気づきになるような内容です。 

 

・ うちの子って順調に育ってる？～子どもの発達（エリクソンの観点から）を知る～ 

子どもの発達を知識として知ることで、実際に行っているしつけや声かけが無理な要求に

なっていないかを確認します。子どもの発達の流れを知ることで親の不安を軽減すること

もできます。 

・ 私ってどんなタイプの親？  

普段の生活の中で自分では気づいていないくせ(言い方・表情など)を知り、子どもとの関係

の中で怒る場面を減らす方法を考えます。 

・ 正しいしつけってあるのかな？ 

たくさんの人としつけ観を意見交換する中で、自分のしつけに関して片寄りは無いか、子ど

もがまちがうことを許さなかったり、子どもの疑問に答えなかったりしていないかなど、再

確認してもらいます。 

・ 比較について考えてみよう 

子どもが成長する過程で親はつい兄弟や他の子どもと我が子を比較して劣っているところ

を不安材料にしてしまいます。そしてイライラすることになります。子どもがされると悲しい

比較･うれしい比較を具体的に考えてみます。 

・ 兄弟姉妹とのかかわり方 

子ども一人一人を大切にする親の関わり方を考えます。 

・ 兄弟げんかについて 

兄弟げんかをどう解決するかを話し合うことで、お互いの経験を分かち合います。 

・ 子どもをめぐっての夫との関係 

相手に理想の親であることを求めすぎるとストレスがたまりやすくなります。日頃のストレス

を吐き出して落ち着いて考えてみると、理想のおとうさん・おかあさんになることを追求せ

ずに、夫婦で子育てについての考え方をすり合わせる方がお互いにストレスを感じないで済

むことに気づきます。 

・ 子どもがつくウソ、どうしたらいい？ 
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子どもがウソをつくのはどんな時か、子どものウソにどう対処するかをロールプレイを交え 

て考えます。 

・ 先生と上手につきあっていこう 

先生に誤解されないように、自分の言いたいことを上手に伝える方法を探ります。 

・ こうしたら上手くいったよ～私の知恵をちょっと紹介～ 

子どもとの関係の中で、それぞれが持っている上手くいった方法・やり方を紹介し、子育て

のいろいろな場面での選択肢を増やします。 

・ 新しい学年になって 

新しい環境に入って行くとき、親も子どもも戸惑うことがあります。予備知識があると少し心

の余裕を持てるようになります。エリクソンの発達説を思い出し、人生の変わり目について

考えます。 

・ いじめ報道について 

いじめは誰にでも起こる可能性があります。他人ごととはとらえずに色々な立場で考えて

みることでいざという時にあわてない方法を探ります。 

・ セクシャルマイノリティーについて 

性の多様性について考えましょう。 

・ 子どもの話を聴くコツ～子どものこと、どれだけ知ってる？～ 

「楽しく子育てするには、子どもとどんな関係になれたらいいですか？」という導入から、子

どもと良い関係を作るには、子どもの話をしっかり聴く、子どもの気持ち・声をよく聴くこと

が大切であることを伝えます。 

・ しかり方とほめ方 

子どもを叱るとき、自分の気持ちをわかってほしいのか、しつけたいのか、何を伝えたいのか

を振り返ってみます。また、ほめるときに評価(良い･悪い)していないかも振り返ってみま

す。 

・ エゴグラム・テストをやってみよう 

客観的なテストを使って自分の傾向を知りましょう。 

・ エニアグラムをやってみよう 

客観的なテストを使って自分の傾向を知りましょう。 

・ 子育てしながら私らしく過ごしたいね。３年後の私は・・・ 

子育てには終わりが来るので、子どもだけに向きがちな目を自分にも向けて、自分の人生設

計について考えてもらいます。 

・ 子どもの価値観、私の価値観 

「同じ絵本ばかり借りてくる」「特定の色に固執する」などの受け入れがたいと感じる子ども

の行動や考え方を話すことで、自分の不安やストレスを和らげます。 

・ 私の良いところ 探してみよう 

ゆっくり自分を見つめ直す時間がとれない日常ですが、他の人から自分の良いところをた

くさんみつけてもらって、親自身の自信回復の機会にします。 

・ 親子で物語を作ってみたら・・・ 

子どもと一緒に想像することを楽しもう！話の始まりを宿題に出し、その続きを親子で考え

てきてもらって発表します。 
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３－３ フリートーク編  ・・・参考テーマ 

その時の参加者からの話題でこんなことも話してきました。 

・化粧品 

・不妊治療について 

・ストーカー 

・性教育 

・ドラマ・映画のラブシーン対応 

・ちかん 

・レディースコミック・メンズコミック 

・子どもの通知簿 

・大阪市の学区制 

・運動会 

・民間登用の校長先生 

・いじめ報道について 

・子どもの友達関係 

・幼稚園での大人同士の付き合い 

・LINE について 

・子どもの指しゃぶり 

・子どもの食事（食べ散らかし・量が少ない・好き嫌い） 

・幼稚園のお弁当 

・夫への不満 

・子どもと離れて過ごす時間がほしい 

・出産時の母親のありがたさ 

 

 

３－４ アクティビティ編 

時には、お茶を楽しんだり、手を動かしたり、身体で感じる時間を作りました。 

・ハンドマッサージでリフレッシュ！ 

子育て中のストレスに晒されているお母さん方にぜひともリフレッシュして頂こうと思

います。また自宅で親子間、夫婦間で互いにマッサージをし合う事でコミュニケーショ

ンが生まれ信頼関係が深まる効果もあります。 

・クリスマス・ティーパーティ（紅茶の美味しい入れ方） 

非日常の空間を楽しみながら、自宅でも使える紅茶の美味しい入れ方を身につけま

す。 

・親子で工作・共同作業 

作り方が簡単で、作った後も楽しめるような物を親子で一緒に手作業することで、リフ

レッシュ効果があります。共通の目標達成のために協力することで信頼度が上がるな

ど期待できます。主催者が持っている特技をいかして、他にも企画が可能です。 
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・バスボムを作ろう！ 

・世界で１冊だけのノートを作ろう 

・エコバック作り 

・ポップアップカードを作ろう 

 

 

さらにこんなことも考えています 

・親子で一緒に歌おう 

・紙相撲をつくって対戦！ 

・みんなで書き初め 

・フェルトでデジカメケースを作ろう 

・手作り石けん 

・ススキ de バッタ 

・チラシで作るコサージュ 
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   第４章 資料 

４－１ おみやげリーフレット 

テーマによって、次のような「おみやげリーフレット」を資料として渡すこともしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 豆知識 

① エンパワメント 

本来、人は生まれながらにさまざまな力を持っています。しかし、社会的に又、世間的な

慣習の中で「こうあらなければならない」と抑圧され、持って生まれた“パワー”や“能力”が

発揮できないときがあります。すると、自己決定力や自己肯定感が減って否定感が増えや 

すくなります。 

しかったり ほめたりって 難しいね 

～子どもの成長を願って～ 

＊子どもをしかる時、何を伝えたいのでしょうね？ 

「私の気持ち」をわかってほしい？ 

何度言っても聞いてくれないイライラ？ 

私の不安な気持ち？ 夫への不満？ 

「しつけ」したい？ 

子どもに善悪を伝えたい・子どもの知らないことを教えたい 

これからを生きていく子どもを上手にしつけたいね！ 

＊子どもをほめるとき「良い・悪い」で評価していませんか？ 

評価するより、自分の気持ち（うれしい・楽しい）を 

素直にあらわした方が相手に思いが伝わるね！ 

自分を大切にしよう 

～そんなママをみて 子どもも自分を大切にするよ～ 

＊自分のための時間を確保しよう 

＊子どもがいない間に用事をすませてしまおう と思いすぎないように 

＊鏡の中の自分に「がんばってるね！」と声かけしてみよう 

＊どうしても腹がたったら 日記をつけてみよう 

＊寝る前に今日の良かったことを思い出してみよう 

＊魔法の言葉は「ありがとう！」 
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人生において、人はさまざまなことを決めていかなければならないことがありますね。 

そんな時に、自己肯定感や自尊心を大切にし、生きていく力を発揮できるよう働きかけるこ

とです 

 

② 子どもの虐待について 

子どもをに身体的、性的、情緒的に傷つけるようなやり方で関わったり、必要な保護や世話

を与えないことです。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトの４つに分類されること

が多いです。最近では、教育熱心な親が勉強を強制するために行う子どもの虐待を教育虐待

と言う場合もあります。 

虐待については児童虐待防止法という法律があり、保護者（親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者で、児童を現に監護するもの）が虐待の行為者として定義されており、学校で先生な

どが生徒に行う虐待に類似した行為などは法律上暴力として扱われ、虐待として扱われませ

ん。 

言うことを聞かない子どもにイラついてひどい言葉を掛けてしまったり、心配のあまりに、

つい手が出てしまったりすることがあるかもしれません。虐待というものはひどいことをして

やろうとして起こることよりも、相手を思うあまりにしてしまう行為が虐待になったり、頑張り

すぎて疲れすぎて、余裕がなくなってつい起きてしまうことが多くあります。自分ひとりで子

どもを育てなくてはという思いにとらわれすぎないで、上手に助けを求めたり、休息やリフレ

ッシュで自分をケアして気持ちのゆとりを作りましょう。子どもとの時間を余裕を持って過ごす

ことができるといいですね。 

 

③ しつけと体罰 

しつけとは、子どもに社会生活の作法を身につけさせる目的で行うものです。親は心から子

どもが社会で健やかに幸せに生きていって欲しいという願いを持って子育てをしています。そ

のために必要と思われることをしつけようとすることに義務も感じています。また、しつけが

できていないと指摘される社会慣習もあります。 

体罰とは、体に与える罰（＝暴力）で、言ってもわからないと思い込んで、暴力で子どもを 

従わせます。 

しつけの目的の為に体罰という手段が妥当であるか？妥当であったとしても効果があるの

か？何故体罰をしてしまうのか？が問題になっています。 

体罰で教え込むことを当たり前としているのは、子どもを一人の人間として尊重していなか

らです。暴力で教えられると子どもは自己尊重を持ちにくい傾向があります。体罰をしつけの

手段とすることで、子どもに親の思いが正しく伝わらなくなってしまいます。 

体罰で教えられたことは、体が反射的に暴力に遭わないために覚えたことで、自ら考え獲

得したものではありません。そのため暴力に遭わないことがわかると教えられた事柄を破棄

する可能性もあります。教えられた事柄の有効性が理解できた方がそのことを定着しやすく

なります。 

子どもの人権を大切に効果的にしつけるなら、体罰ではない方がいいと分かっていてもし

てしまうのは、体罰の方が表面的に即効性があるようにみえるからです。定着率が良くても体

罰以外の手段は時間とエネルギーが掛かります。親には余裕を持って子育てできる環境が整

いにくいです。 
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また、しつけが体罰に移行してしまうこともあります。しつけの最中に親の感情が高ぶり、 

コントロールできなくなるからです。感情が高ぶる原因は、子どもが自分の思い通りにならな

いことが納得しがたいからです。年齢も経験も違う相手に伝えるには簡単にはいかないので、

技術がいります。体罰という技術を要しない手段は本当に簡単です。親も大変なので、時間的

又は気持ち的に余裕がなければ簡単かつ安易な方法を選択しやすくなります。でも、子ども

がどう育ってほしいか、何を伝えたいか、余裕を持って考えられるといいですね。 

 

④ ジェンダーについて 

ジェンダーとは「社会的文化的な性のありよう」のことで、その人が生きている地域、時代

によって様々です。地球上では、歴史的にも地域的にも男女差別が多くあり、性別だけでその

人の行為などを禁じられたり、あり様を強要されたりすることがあります。人間をその人その

ものを見ないで、男であるから女であるからというだけで「こうあるべき」を強要されると辛

いですね。 

私達は、自分がどうありたいかどのように生きたいかを自分で決める権利を、人権として持

っています。自分が住む社会が求めるからというのではなく、自分がどうしたいのかという自

分の心にしたがって様々なことを決めることができます。誰もが、自分の決定に伴う責任をき

ちんと果たしながら、生き生きとした人生を過ごせる社会になるといいですね。 

 

⑤ 多様性 

人権のことを考えるとき「多様性を尊重しましょう」という言葉をよく耳にします。では、『多

様性』とはどのようなことでしょう？『多様性』とは『何でもあり』のことではないのですが、

『いろんなありよう』と『何でもあり』のどこに線を引くのかがわかりにくいようです。 

人権が尊重されているという枠のなかで、自分のことを自分で決めていいのです。そして

そのことを他者が認めるために多様性を尊重する必要があるのです。誰かの人権を侵害しな

い限り、自分のありようや、行動を自分で決めていいのです。その決め方や感じ方は一人一人

異なるので、他者を尊重するためには多様性を認めることが大切になります。他人の事を決

めつけることは人権侵害になります。小さいころから、お互いを認められる感覚を育てていけ

るといいですね。 

 

⑥ セクシャルマイノリティー 

  （定義）社会の中で「これが普通」「こうあるべき」と思われている「性のあり方」に 

当てはまらない人たちのこと。 

「性のあり方」にはいろいろな側面があります。 

身体的な性（性染色体・性器によって決まる性 等） 

性自認（自分を男性あるいは女性と思うか、どちらでもないと思うか 等） 

性的指向（恋愛の対象が異性に向かうか、同性に向かうか、両性に向かうか 等）さまざ

まな要素が複雑に絡んでいます。 

よく言われているのが 

  インターセックス   身体が男女の区別がつきにくく生まれた人 

     A(アセクシャル)  性愛の対象を持たない人、または性的欲求そのものがない人 

Ｌ（レズビアン） 女性を恋愛や性愛の対象とする女性 
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Ｇ（ゲイ） 男性を恋愛や性愛の対象とする男性 

Ｂ（バイセクシャル） 男女どちらにも恋愛や性愛の対象がむく人 

 あるいは同性か異性かなどという問いそのものを拒否する人 

Ｔ（トランスジェンダー） 

        出生時に決められた性別と性自認が一致しない人の総称で、いわ 

 ゆる身体の性別と心の性別が一致せず、違和感を持つ人 

性同一性障害 トランスジェンダーの中でも生まれながらの自分の身体の有様に 

苦痛を感じて医療を必要とする人 

（参考）「同性にひかれたことがある？」=全人口の３～５％が「ある」 

    （２０～３０人に１人・クラスに１～２人） 

トランスジェンダーは３００人に１人 

トランスジェンダーのうち医療機関に受診して性同一障害の診断を得る人は 

     数千人～数万人に１人 

インターセックスは１５００～２０００人に１人 

                 参考資料：早稲田大学社会科学部２００４年卒業論文 島村佳代子 

                       ：遠藤まめた「やっぱ愛ダホ！ｉｄａｈｏ ｎｅｔ」代表 

ＳＹＮＯＤＯＳ ＡＣＡＤＥＭＩＣ ＪＯＵＲＮＡＬＩＳＭのＨＰ 
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４－３ わいわいトーク・ゆるゆるトーク開催記録 

＊わいわいトークの記録 

第１回 ２００７年５月９日 「自分を大切にしよう」 大阪市立こども文化センター 

第２回 ２００７年６月６日 「比較について考えてみよう」 大阪市立こども文化センター 

第３回 ２００７年７月１０日 「子どもをめぐっての夫との関係」 大阪市立こども文化センター 

第４回 ２００７年９月１０日 「しかりかたとほめかた」 大阪市立こども文化センター 

第５回 ２００７年１０月２３日 「兄弟姉妹とのかかわり方」 大阪市立こども文化センター 

第６回 ２００７年１１月２０日 「子育てしながら私らしく過ごしたいね」 大阪市立こども文化センター 

第７回 ２００８年１月２４日 「しかりかたとほめかた」 大阪市立こども文化センター 

第８回 ２００８年２月８日 「しつけって？」 大阪市立こども文化センター 

第９回 ２００８年４月１８日 「しつけって？」 大阪市立こども文化センター 

第１０回 ２００８年５月２３日 「私ってどんなタイプ？」 大阪市立こども文化センター 

第１１回 ２００８年６月２０日 「子どものトラブルどうしてる？」 大阪市立こども文化センター 

第１２回 ２００８年７月３０日 「エゴグラム・テストをやってみよう」 大阪市立こども文化センター 

第１３回 ２００８年９月１９日 「本当は何を言いたいの、私？」 大阪市立こども文化センター 

第１４回 ２００８年１０月１７日 「子どもがつくウソ、どうしたらいい？」 大阪市立こども文化センター 

第１５回 ２００８年１１月６日 「しかりかたとほめかた」 大阪市立こども文化センター 

第１６回 ２００９年１月２４日 「子どもの発達」 大阪市立こども文化センター 

第１７回 ２００９年２月２４日 「子どもへの伝え方」 大阪市立こども文化センター 

第１８回 ２００９年４月２３日 「心を育てる～親色・子どもへの接し方」 大阪市立西区民センター 

第１９回 ２００９年５月１５日 「心を育てる～子どもに何を伝えたいの？」 大阪市立西区民センター 

第２０回 ２００９年６月２６日 「心を育てる～自分にも相手にも気持ち良いコニュミケーション」 

   大阪市立西区民センター 

第２１回 ２００９年７月２３日 「心を育てる～自分にも相手にも気持ち良いコニュミケーション」 

   大阪市立西区民センター 

      （９月 29 日予定分は台風のため１０月に延期） 

第２２回 ２００９年１０月８日 「イライラをダイエットして、すっきりした私になろう」 

   大阪市立西区民センター 

第２３回 ２００９年１１月５日 「フリートーク」 大阪市立西区民センター 

第２４回 ２００９年１２月２６日 「フリートーク」 大阪市立西区民センター 

第２５回 ２０１０年２月５日 「フリートーク」 大阪市立西区民センター 

第２６回 ２０１０年３月９日 「フリートーク」 大阪市立西区民センター 

第２７回 ２０１０年５月１１日 「新しい学年になって」 大阪市立西区民センター 

第２８回 ２０１０年６月２２日 「子どものウソ」 大阪市立西区民センター 

第２９回 ２０１０年７月２８日 「ハンドマッサージでリフレッシュ！」 大阪市立西区民センター 

第３０回 ２０１０年９月２８日 「兄弟げんかについて」 大阪市立西区民センター 

第３１回 ２０１０年１０月２２日 「しかり方」 大阪市立西区民センター 

第３２回 ２０１０年１１月３０日 「子どもの事をどれだけ知っていますか？」 大阪市立西区民センター 

第３３回 ２０１１年１月１８日 「バスボムを作ろう！」 大阪市立西区民センター 

第３４回 ２０１１年２月２２日 「子どもの友達関係について」 大阪市立西区民センター 

第３５回 ２０１１年４月２６日 「子どものおしゃれ・私の価値観」 大阪市立西区民センター 
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第３６回 ２０１１年５月３１日 「先生と上手くつきあっていこう」 大阪市立西区民センター 

第３７回 ２０１１年６月２８日 「こうしたら上手くいったよ～私の知恵をちょっと紹介～」 

   大阪市立西区民センター 

第３８回 ２０１１年９月２７日 「夏休みの報告会～こんな良い事あったよ～」 大阪市立西区民センター 

第３９回 ２０１１年１０月２５日 「日頃の子育てを振り返る」 大阪市立西区民センター 

第４０回 ２０１１年１１月２２日 「紅茶のおいしい入れ方」 大阪市立西区民センター 

第４１回 ２０１２年１月２４日 「冬休みの発見」 大阪市立西区民センター 

第４２回 ２０１２年２月２８日 「エニアグラムをやってみよう」 大阪市立西区民センター 

第４３回 ２０１２年４月２４日 「新しい学年になって」 大阪市立西区民センター 

第４４回 ２０１２年５月２３日 「しかり方とほめ方」 大阪市立西区民センター 

第４５回 ２０１２年６月２８日 「しつけについて」 大阪市立西区民センター 

第４６回 ２０１２年８月２１日 「親子で新聞エコバックを作ろう」 大阪市立西区民センター 

第４７回 ２０１２年９月２７日 「夏休みにあった出来事」 大阪市立西区民センター 

第４８回 ２０１２年１０月２５日 「親子で物語を作ってみたら・・・」 大阪市立西区民センター 

第４９回 ２０１２年１２月６日 「ゆっくりお茶会しましょう」 大阪市立西区民センター 

第５０回 ２０１３年３月２８日 「世界で一冊だけのノートを作ろう」 大阪市立西区民センター 

第５１回 ２０１３年４月２５日 「新しい学年になって」 大阪市立西区民センター 

第５２回 ２０１３年５月２３日 「うちの子って順調に育ってる？」 大阪市立西区民センター 

第５３回 ２０１３年６月２７日 「私ってどんなタイプの親？」 大阪市立西区民センター 

第５４回 ２０１３年８月２２日 「親子でポップアップカードを作ろう」 大阪市立西区民センター 

第５５回 ２０１３年９月２６日 「正しいしつけってあるのかな？」 大阪市立西区民センター 

第５６回 ２０１３年１０月２４日 「しかり方とほめ方」 大阪市立西区民センター 

第５７回 ２０１３年１１月２８日 「子育てしながら私らしく過ごしたいね」 大阪市立西区民センター 

第５８回 ２０１４年１月３１日 「兄弟姉妹とのかかわり方」 大阪市立西区民センター 

第５９回 ２０１４年２月２８日 「兄弟姉妹とのかかわり方」 大阪市立西区民センター 

＊ゆるゆるトークの開催記録 

第１回 ２０１３年５月９日 「うちの子って順調に育ってる？」 京橋・井戸端ステーション 

第２回 ２０１３年６月１３日 「私ってどんなタイプの親？」 京橋・井戸端ステーション 

第３回 ２０１３年７月１１日 「子どもの話を聴くコツ」 京橋・井戸端ステーション 

第４回 ２０１３年９月１２日 「正しいしつけってあるのかな？」 京橋・井戸端ステーション 

第５回 ２０１３年１０月１０日 「しかり方とほめ方」 京橋・井戸端ステーション 

第６回 ２０１３年１１月７日 「子育てしながら私らしく過ごしたいね」 京橋・井戸端ステーション 

第７回 ２０１３年１２月１２日 「子育てしながら私らしく過ごしたいね」 京橋・井戸端ステーション 

第８回 ２０１４年１月２３日 「ポップアップカードを作ろう」 京橋・井戸端ステーション 

第９回 ２０１４年３月１３日 「兄弟姉妹とのかかわり方」 京橋・井戸端ステーション 

 

 

16 NPO法人暴力防止情報スペース・APIS 



 

 

 

第５章 アンケート集計 
７年間続けている「わいわいトーク」と新たに始めた「ゆるゆるトーク」の参加者にアンケート協

力いただき、皆さんの声を集めました。 

 

◆ わいわい・ゆるゆるトークの初回アンケート集計結果 

 
１．あなたの年齢は？ 

   １０代（ ０ ）  ２０代（ １ ）  ３０代（ １５ ）  ４０代（ ８ ）  その他（ ２ ） 

 
２、子どもは何人いますか？ 

   １人（ ３ ）  ２人（ １９ ）  ３人（ ３ ）  ４人（ １ ）  ５人（ ０ ） 

 
３．この講座に参加しようと思った理由は？ 

  ・友達の紹介 

  ・子育てを少しでも気楽に楽しくしたいと思っていたから 

  ・友達に誘われて（ ４ ） 

  ・子育てで迷った時や悩んだ時に意見を聞きたくて 

  ・友人からとても話をしやすい会があるときいたので 

  ・ママ友にしかり方ができていない、甘やかしすぎと言われて 

  ・子どもに怒ることで罪悪感がうまれて自分を好きな気持ちがへっているので、なんとかしたい 

  ・毎日怒ってばっかりだから 

  ・子どもの成長過程を知りたいと思ったから 

  ・いろいろな事を聞いて勉強しようと思って 

  ・皆で言ってどんな話をするのか、楽しみにしていました 

  ・楽しそうだなあと思ったから 

  ・内容に興味があった 

  ・人にすすめられて、子育て中の方と交流できると思ったから 

  ・発達に興味があったから 

  ・紹介してもらったのと内容に興味があったのといろんな方と喋ってみたかった 

  ・これからの育児のため 

  ・配偶者がいないので（死別）なかなか日々の子育てについて他人の意見を聞く機会が少ない 

  ・興味があったから 

  ・育児に困っているから 

  ・今まで子育ての講座に参加する事がなかったけど（仕事で休みがとれない）今回は日が先だった 

ので休み希望がだせたので 

  ・男の子どもとのかかわり方を知りたい、一人っ子で女子校だったので 

 
４．今 子育てで困っていることがありますか？ 

  ・真ん中の子が機嫌が悪い 

  ・下の子がお弁当を一切食べない 
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  ・男の子の育て方が難しい（怒りすぎ？） 

  ・そろそろ上の子が反抗期 

  ・あずけられる所が全くない 

  ・時間の使い方が上手にできない 

  ・本当に私の子育てでいいのかどうか 

  ・怒りのマネジメント・幸せに子育てしたい 

  ・４歳児の接し方 

  ・子どものいやいや 

  ・わがままが多い 

  ・反抗期も自然に終わればいいのかなあっと・・・ 

  ・ありますが、今は見守っているところです 

  ・子どものイヤイヤ期の対応 

  ・食が細いこと 

  ・今は特にないが、子どもが思春期にはいっているので参考にしたいです 

  ・３歳の男の子にすぐに怒ってしまうこと 

  ・時間との兼ね合い 

  ・しかるとすぐ「もういい」と言ってキレる、家の隅にかくれる 

  ・怒らずにどうわかってもらうか、方法がよくわからない 

  ・日々いろいろあります 

  ・トイレトレーニングと歯磨き 

 
５．困っていることを相談できる人はいますか？ 

  ・はい（ ２５ ）               いいえ（ １ ） 

    相談相手→（１６）  母（１０）  父（３） 義母（１）  姉（２）  妹（１）  祖母（ ２ ） 

     家族（ １ ） 子ども（ １ ）友人（ １２ ） 近所の人（ １ ）  母子寮の人（ １ ） 

     先輩（ １ ）  区役所保健センター（ １ ）  職場の人（ １ ） 

 

 

６．この講座を受講するにあたって、期待されていることはありますか？ 

  ・気晴らし 

  ・気持ちを軽くする・いろいろ話してすっきりしたい 

  ・子育てについて、いろいろな人からの情報や交流をききたい 

  ・色んな意見が聞けて参考になるのといろいろ話をきいてもらって気が晴れているので、このまま・・・ 

  ・いろいろな話を教えていただきたいです 

  ・あまり、新聞やニュースをしっかり見る性格ではないので、人と話して知識を得ることができればと 

思います 

  ・ストレス発散 

  ・怒らないママになるためにはどうしたら？ 

  ・ここぞというポイント 

  ・これから考えたいです 

  ・最後の自分の５年後を考えるのが楽しみです 

  ・全回受講を希望していますが、特に「しかり方、ほめ方」の回に興味があります 

18 NPO法人暴力防止情報スペース・APIS 



 

 

  ・自分のステップアップ 

  ・自分の知らなかったことを知ってみたいな 

  ・スムーズに毎日をすごせるように子育てのやり方を少しかえたい 

  ・違う角度からの方法 

  ・１つの学びと思う事 

  ・育児のストレス解消 

  ・いつも笑顔で子どもや家族に接していられる自分になれるポイントが聞けたらいいと思います 

  ・大丈夫と思いたい 

 
７．この講座について、何でお知りになりましたか？ 

  ・ＡＰＩＳのホームページ（ ０ ） 

  ・チラシ（ １０ ） 

  ・区の広報紙（ １ ） 

  ・友達の紹介（ １０ ） 

  ・ＡＰＩＳ事務所の紹介（ １ ） 

  ・幼稚園のチラシ掲示（ １ ） 
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◆ 各回アンケート結果 

     

＊第１回ゆるゆるトーク (テーマ:「うちの子って順調に育ってる？」）（参加者：９名） 

１．今日の内容について                    グラフの見方・・・参加者の方に満足度などを線上に表わして

もらいました。○の中の数字は人数を表しています 

  
  
  

    
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・子どもの成長段階ごとの特徴を再認識できた 

・お母さんたちがこういう場に慣れていって少しずつ自分を出していってる様子を見てこう思った 

・発達について理解することで心の持ち方が変わると思えた 

・まだ始まり部分だから今後どんな内容なのか楽しみです。乳幼児をお持ちの方を見て新鮮さを感じました 

・子どもの成長の時機を知ることができた 

・子どもが今、どの段階にいるのかがわかってきたと思います 

・まだ始まったばかりなので、わからないことあります 

・いろんな時期があって、様々な段階をふんでいることがわかった 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

    
どんな時に役立ちそうですか？  

・娘３歳への対応の際、子どもにも恥の気持ちがあると理解して自尊心を傷付けないように注意しようと思う 

・今日もだが今後もいろいろなテーマがでてくるのではと思う。日常の中の些細なテーマを出す場として役に立つと思う 

・子どもも大きくなり日常の細やかな悩みは減りましたが、発達面をとらえると少しおちついて子どもの様子をみれそうです 

・親の役割を考えることができた 

・今のままで変わらずやっていこうと思っています 

・勤勉性について 

 

 

3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

 

具体的にお書き下さい 

・他の参加者の意見をうかがい「育児はいつか終わるもの」という気持ちを持てた 

・｢成長は行ったり来たりする｣話をきいて、子どもが幼いと感じるときがあるがそれも当然ということがわかった 

・反抗期でも少し対応が変わってきそう 

・実際に今小さいお子さんを育てていらっしゃる方の話を聞いて、自分の子どもの小さい頃を思い出しました。また、自分自身の

発達について感じることもありました。 

・子どもの成長 

・中学になると反抗期はへってきます 

・みんな同じ思いで子育てして同時期にいろんな問題に悩んでいること 

 

大変満足

足 

不満 

役にたたない 大変役立つ

足 

大変ある 全くない 

４ １ １ ３ 

５ 

 

 ３ １ 

４ ２ １ 
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４．感想など ご自由にお書きください。 

・日常のささいな気がかりは皆持っているのだな。そのなかでうまく自分の怒りや憤りをのがしてすごすやり方がいろいろある

のが参考になった 

・楽しかったです 

・勉強の部分と自由に話せる部分があり、良かった 

・いろいろな年代の方の意見をきけて良かった 

・エピソードをまじえてわかりやすかった 

 

＊第２回ゆるゆるトーク (テーマ:「私ってどんなタイプの親？」）（参加者：１０名） 

１．今日の内容について   

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・自分がどういう親か？というより、その背景にある自分の感情に気づけたから 

・色んな意見を聞けて参考になった 

・いろいろな人の意見が聞けて試してみようと思う事が多かった 

・具体的に毎日怒っていることへの新しい対応方法をきけたので 

・よかれと思い子どもにあの手この手で叱っているが、叱られる子どもの気持ちにもなってみるのが大切だと思った 

・他の人の対処法・考え方等きけてよかった 

・いろんなタイプが自分にもあると思いました 

・いろいろな人の意見を聞く事が出来て良かった 

・いろんな年齢の子がいて、いろんな悩みをかかえているのだということ、その対処法がいろいろあるのだということ 

・いろいろな話ができた 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・子どもが大きくなって（成長している）いる。自分の考えを押し付けていないか、そしてその考えは偏見じゃないか振り返ること

ができる 

・怒りが爆発しそうになった時など 

・上の子の対応の時に 

・怒っている時 

・子どもを叱る裏に自分の気持ちに余裕がないためであることを自覚し、怒りの感情をコントロールするのに役立てたらと思う 

・子育て・子どもに接するとき 

・怒りのコントロール 

・ストレスがたまったときにどうすればよいか 

・「自分を大切にしよう」カードはつかれている時に役に立つと思います 

 

３.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・２とダブるが子どもとの距離感を見直したり自分の偏見に気づいたり、自分で自分を大切にできていないかなあと感じた。また

あらためて子どもの成長を感じた 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

大変ある 全くない 

６ 

 

１ ２ １ 

６ ２ 

 

２ 

 

４ ２ ３ １ 
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・主人や子どもに予め自分の弱さを見せるのも手だなと思いました 

・子どもへ自分の意見を押し付けないできいてあげなあかん 

・新しい考え方を聞けました 

・正直、新しい内容ではないが、日常生活で知識としてわかっていても実行できない「相手の立場に立つ」「自分の気持ちに余裕

を持つ」など再認識できて良かった 

・自分自身のイライラを解消していかなければならない 

・子どもの身になって考える 

・食事については子どもが小さくても大きくても同じ悩みはある 

 

4.感想など ご自由にお書きください。 

・今日参加できてよかったです。ありがとうございました 

・ストレス発散に子どもの見ていないところで「新聞をまるめてたたきつける」はやってみたいです 

・今日はありがとうございました。参加してよかったです。次回も楽しみにしています 

・自分だけではないと実感しました 

・子どもへの期待や不安が小言になっている。率直に伝えていく方法を考えてみます 

  

＊第３回ゆるゆるトーク (テーマ:「子どもの話を聴くコツ」）（参加者：７名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・話の聴き方についてとても勉強になった 

・２人ペアのロールプレイで「聴いてもらえない」を実感できてよかった 

・講師の話がわかりやすく、私の子どもは大きいけれど聴くことの意味をおさらいできました 

・子どもに対する普段の態度を振り返ることができた 

・ないて口にだせない子どもの気持ちを代弁してあげたりしながら、子どもが自分で感情を言葉で表せるよう手助けしてあげよ

うと思いました 

・人の話をきくことで色々と勉強になる 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・子どもが話をしてきた時（夫も） 

・対子どもはもちろん、身近な人（夫）との関係にも応用できる内容であった 

・迷った時、自分はどういう親子関係をめざすのか方向性を意識できます 

・コミュニケーション 

・子どもが悩みをかかえていた時に使えそう 

・子どもと話している時に使います 

・夫・親・友達にも話を聞く時は安易に回答しないこと 

 

3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  
 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

大変ある 全くない 

４ ３ 

５ １ 

４ ２ 
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具体的にお書き下さい 

・聴き方って大切だな・・・と 

・小さな言葉の裏に「訴えたい本当の気持ちは別にあるかもしれない」と考えてみるようになれたと思う 

・子どもは変化（成長）している。自分はどんな親子関係をめざそうとしていたのか、言葉にして気づいた 

・子どもの話をゆっくり聞いていないなあ 

・自分と他者とのコミュニケーションがどうとりやすくなるか 

・いつも話の途中で自分の意見を言ったり、一言で返してしまって、この人は私にあまり興味がないと子どもに思わせて（思われ

て）しまっていた 

・ちゃんと目をみて、話をきく 

 

4.感想など ご自由にお書きください。 

・子育て中の方とお話して色々な話をきくことがとてもありがたいです 

・これから子どもが大きくなって色々な話をする時に聴いてあげよう（時間をつくる） 

 

＊ゆるゆるトーク中間アンケート（７月に実施・７名参加） 

１．開催したテーマで良かったもの・関心のあったものは どれですか？（複数回答可） 

   ・( ２ ) うちの子って順調に育ってる？子どもの発達を知る 

   ・( ４ ) 私ってどんなタイプの親？ 

   ・( ６ ) 子どもの話しを聴くコツ 

 

２．「ゆるゆるトーク」に参加して 良かったこと・満足したことはどんなことですか？ 

・１つの講座で１つづつ何かを身につけようと思い参加しています。満足しています 

・自分の子育てや態度について客観視できるのが有難いです。なかなか機会がないので・・・ 

・ワークを通して客観的に自分自身を振り返れる 

・聞き方を改めようと思いました。子どもの気持ちや最後まできくことに重点をおいて話をきこうと思いました 

・色々な人の話（意見）がきけて良かった 

・若い世代の親の話を聞いて、自分もその道のりを歩んできたんだと少し自分もがんばったなあと思えることと、子どもは成長し

て変化している、いつまでもちっちゃいちゃんではないから子どもなりの考えがあるんだと再確認（自分の思い込みの我が子

像） 

 

３．こうしてほしいと思ったことはありますか？ 

・特になし 

・子ども連れの方が多いので、土足でなければいいなと思った 

 

４．「ゆるゆるトーク」で話したいテーマはありますか？ 

   ・兄弟を育てる際に気をつけると良いことが知りたい 

 

５．「ゆるゆるトークに参加されて、次の項目のあてはまるところに○を付けてください。 

  ・子育て中のイライラが減った 

   はい                             いいえ       

  
  

  ・子どもへの対処法の幅が広がった 

       はい                             いいえ       

  
  

 

１ １ １ ２ １ 

１ ２ ２ １ 
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  ・子どもの成長に合わせて大人の対応も変わっていくことがわかった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・自分にあった気分転換の方法が見つかった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・子どもへの接し方が以前と変わった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・何か新しい情報を入手できましたか？ 

       はい                            いいえ     

  
   

具体的にどんなことですか？ 

・情報としては育児書などでも知ることがあるが、実行しようと思えるのがこの講座に参加して良いところです 

・自分を大切にすることが子どもを大切にする上で大事だということ 

・いろいろな体験談・対処法 

・聴き方（気持ちをきく）自分の意見を言いがちだが言わずに最後まできくよう努力します 

・安易に回答すべきではない。ちゃんと目を見て話をきく 

・聴き方について 

 

・このような講座を開催する NPO団体が地域にあると良いと思いますか？ 

       はい                     いいえ       
  
  

 

＊第４回ゆるゆるトーク (テーマ:「正しいしつけってあるのかな？」）（参加者：8 名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・先輩母のお話や他のお母さんの工夫している所など聞けて良かった 

・聞きたいことを生身の人間（経験者の人）に聞けたので、ネットや本だとなかなか自分と同じパターンにあてはまらない 

・子育てについてしつけについて色々な意見などが聞けた 

・しつけに関するいろんな意見がきけてよかった 

・しつけについて改めて考えることができた 

・親がするしつけ糸の役目という言葉はこれから社会に出ていく子どもたちに大まかなしつけをできたかなと少し自分のしてき

たことをよくやったと思えました 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・イライラしたらまずは、距離をとることを頭においてやってみようと思う 

・日々の子育て 

・子どもに対する態度・しかり方を見直せるような気がします 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

３ １ １ １ 

２ ４ 

３ ２ １ 

２ ２ ２ １ 

７ 

２ １ １ １ １ ２ 

２ ２ １

 ２ 
 

１ １ １ 
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・しかり方やおだて方。お手伝いをやってもらったときのお礼の仕方 

・手をあげそうになった時、今日の内容を思い出し、少し冷静になれるかな・・・ 

・これから社会にでていく子どもたちに接する時ついみえない世界を心配してしまいそうになりますが、そっと見守れると思い

ます 

 

３．今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  
 

具体的にお書き下さい 

・自分のやり方はそんなに間違ってないのかなと思いました 

・感情でたたいたら体罰なんだとわかった 

・色んなやり方を知っているとその時に出来ないかもしれないげど、選択がある 

・みんな同じ思いをしてしつけているんだと気付いた 

・親の思い込みだけでなく、子どもの話をきこう 

 

感想など ご自由にお書きください。 

・自分のことをバアーと話せてすっきりしました。ありがとうございました 

・子どもに聞く事を念頭に置いて、子どもの要求を聞くのは甘えではないということで少し対応が変わりそうです 

・他者の意見を聞ける、という大切な時間ありがとうございました。良かったです 

 

＊第５回ゆるゆるトーク (テーマ:「しかり方とほめ方」）（参加者：９名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・メッセージとても大切だと思いました 

・メッセージ使ってみます。子どものママ役での体験、自分の言葉で言ってもらってよくわかる！ 

・メッセージを再確認しました。評価しか私は伝えられていないなあと感じました（評価が多いなあと） 

・頭でわかっていても、しかるときはカーとなって言ってしまってた・・・と再認識。Ｉメッセージ気にしてみます 

・日々の中でなかなか自分の言ったことに対して立ち止まって考える時間がないので 

・実際 子の役になって、言われてみて、言われた子の気持ちがわかった 

・あっという間なので短く感じました 

・自分の子どもの気持ちになるという初心に帰れて、どうおもっているのかわかった 

・普段の自分の言い方のふりかえりができた 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・ほめる時しかる時Ｉメッセージを使ってみます 

・メッセージいつでも 

・ものすごく役立ちます。気持ちを伝えることをしようと思いました 

・子育て全般で 

・全て「早くしなさい」で済ませてしまうので、自分が面倒に感じているのだろうな・・・ 

大変ある 全くない 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

１ ２ １ １ 

１ １ １ ４ １ １ 

１ １ ４ １ １ １ 
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・具体的にしてほしいことを伝えてみようと思う 

・頭では理解できていても実践となると難しい 

・具体的なしかり方やほめ方に Iメッセージといい、わかりやすく気持ちをこれからは入れた方がいいと思った 

・イラッとなった時 

 

3．今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・ほめ方でも評価が入る入らないで受け止め方が違う。ただ、ほめればいいわけではないことに気づきました 

・自分に体力があるかないかでイライラかにこにこかかわること。いつも元気でいたい！ 

・子どもは大きくなったんで、子どもだけじゃなく対人関係でＩメッセージを練習していけたらいいなと思いました 

・自分が子どもの頃、言われて嫌だった言葉を知らず知らず言ってしまっていたな・・・と 

・言われた側の気持ちに立ってみると効果がないと言ってもムダかも 

・メッセージ ちょくちょく使ってたなと思いました 

・言葉を発する前に少し冷静になる事が必要だと思いました 

・普段の言い方 

 

4．感想など ご自由にお書きください。 

・子どもをみてもらってのセミナーはゆっくり聞けるのでうれしいです。次回で終了と言わず、またよろしくお願いします 

・子育てって難しそうで、単純なものと思っていこうと思います。Ｉメッセージ活用してみます 

・色んな情報を教えてくださるので有難いです 

・他の方の意見、ふだんどうされているか、きけてとても参考になりました 

 

＊ゆるゆるトーク最終アンケート（参加者：４名） 

１．開催したテーマで良かったもの・関心のあったものは どれですか？ 

・( ２ ) 正しいしつけってあるのかな？ 

・( ２ ) しかり方とほめ方    

・( ２ ) 子育てしながら私らしく過ごしたいね。５年後の私は・・・ 

 

２．「ゆるゆるトークに参加されて、次の項目のあてはまるところに○を付けてください。 

  ・子育て中のイライラが減った 

   はい                             いいえ       

  

  

  ・子どもへの対処法の幅が広がった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・子どもの成長に合わせて大人の対応も変わっていくことがわかった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・自分にあった気分転換の方法が見つかった 

       はい                             いいえ       

  
  

 

大変ある 全くない 

４ ２ １ １ １ 

２ １ １ 

２ １ １ 

３ １ 

１ ２ １ 
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  ・子どもへの接し方が以前と変わった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・何か新しい情報を入手できましたか？ 

       はい                            いいえ     

  
  

具体的にどんなことですか？ 

・メッセージでほめるということ 

・お兄ちゃんお姉ちゃん情報 

・絵本の紹介 

 

３．「ゆるゆるトーク」に参加して 良かったこと・満足したことはどんなことですか？ 

・いろいろな子育ての先輩の話がきけてよかったし、後輩の話を聞いてそんなこともあったなと思いだせた 

・子どもへの接し方が少しずつですが、変わってきた感じがします 

・子育て・人との付き合いのポイントが聞けてよかったです 

 

４．こうしてほしいと思ったことはありますか？ 

・定期的に長く続いてほしい 

・特になし 

 

５．「ゆるゆるトーク」で話したいテーマはありますか？ 

・自宅でマニュアルを参考にしていくポイント 

・小学校に行った時の勉強法 

 

６．今回のような講座に参加するなら、どのくらいのペースが良いですか？ 

２カ月に１回（ ０ ）   月に１回（ ４ ）   ２週間に１回（ ０ ）   その他( ０  ) 

 

７．もし講座の参加料が必要な場合 いくらまでなら払いますか？ 

５００円まで（ ３ ）   ３００～１０００円（ １ ） 

 

＊第５２回わいわいトーク (テーマ:「うちの子って順調に育ってる？」）（参加者：５名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・他の方の経験をお聞きすることによって今後に参考になることがたくさんありました 

・今後の参考になった 

・子どもが一緒でなかったので、子育て以外の話ができて楽しかった 

・色んな盛りたくさんな話で楽しかったし勉強になりました 

・思いっきり発散できました 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

２ １ １ 

３ 

５ 

５ 
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どんな時に役立ちそうですか？  

・普段気をつけないといけないことは大人になってもあるんだなあと思いました（ストーカーの件） 

・子どもの成長に 

・息子への女性の体（生理など）について説明する時 

・思春期のデリケートな時期の過ごし方・話し方など 

・これから先の生活 

 

 

3．今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・自分がおばあちゃんになった時に気をつけようと思う事がたくさんありました 

・自分の身近にもキケンな事があるので子どもに詳しく説明できること 

・自分の小さい時の経験や考えが今の子育てに大きく影響していること 

・子どもが大きくなるのはあっという間だと気付きました 

 

4．感想など ご自由にお書きください。 

・今日は久しぶりに参加できて、いろいろお話できてスッキリしました 

・毎回楽しくいろんな情報がきけて、自分の気晴らしになりました 

・いつも色々と聞いていただいて、スッキリして帰れます。今日も楽しかったです 

・今回も色々話せて他の方のお話も聞けてとても参考になりました 

 

*第５３回わいわいトーク (テーマ:「私ってどんなタイプの親？」）（参加者：３名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・いつも熱心に話を聞いて下さってうれしく思う 

・色々な話が聞けて参考になった 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？ 

・おこりすぎて自分も冷静ではない時に振り返れそう  

・子どもと接する時 

 

3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・家族同士でもキョリ感が大切 

大変ある 全くない 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

大変ある 全くない 

４ 

３ 

３ 

３ 
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4.感想など ご自由にお書きください。 

・普段言い難かったりする事もスッキリ話が出来て、共感できたり同感出来る 

・とっても楽しかったです 

 

＊第５４回わいわいトーク (テーマ:「親子でポップアップカードを作ろう」）（参加者：４人＋子ども８人） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・ふだんお話できない区長さんとゆっくり話をさせていただく事ができました 

・子どもたちも大変楽しそうで、私も区長さんとお話できて大変有意義な時間でした 

・今日は区長さんとお話する機会を持たせていただいて、貴重な体験ができ、色々な話をさせてもらって良かったです 

・初めて区長さんにもお会いできて、今まで知らなかったお話をきけて楽しかったです 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・今後、学校のこととか考える時に考える視野が増えた気がします 

・学校ごとに予算を使える事をしり、学校への要望がしやすくなった 

・どういう活動をされているか、また改めて教えてもらった事 

 

3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・直接、話したり、自分も意見を出していかなければわからないことがたくさんあると思いました 

・性の話 

・違いを受け入れ排除しない 

・視野を広くもとうと思いました 

 

4.感想など ご自由にお書きください。 

・楽しかったです 

・今日は貴重な体験をさせていただいて、ありがとうございました 

・また、参加したいです。ありがとうございました 

 

第５５回わいわいトーク (テーマ:「正しいしつけってあるのかな？」）（参加者：４名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・誉め方・誉められてのびるのは大人も子どもも一緒だなあと嬉しくなってしまいました 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

大変ある 全くない 

不満 大変満足

足 

４ 

４ 

３ 

４ 

NPO法人暴力防止情報スペース・APIS 29 



 

 

 

・ほめてもらって、うれしい気持ちになりました 

・ほめ方のコツ、ほめ方の難しさを改めて認識できました 

・勉強になったし、ストレス発散になりました 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？ 

・性別についても性についても全く知らない事も知れてよかったです 

・ほめ方の練習をしたので、がんばって実践したいです 

・家に帰ってほめる意識がもてそうです 

・子どもと接する時など 

 

3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・自宅にもどって早速子どもたちの良いところをみつけて誉めていこう！と思います 

・自分にもいい所と思ってもらえるところがあるんだなあと感動しました 

・字が汚くても悪いばかりではない 

 

4.感想など ご自由にお書きください。 

・今日も楽しかったです。また参加させて下さい 

 

 

 

＊第５６回わいわいトーク (テーマ:「しかり方とほめ方」）（参加者：４名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・おもしろかったです 

・メッセージは以前も教えていただいて、とても参考になったので、今回も復習できてよかったです 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・ほめ方に Iメッセージを使ってみようと思いました 

・実践しやすいほめ方のほうから、自然に身につけていきたいと思います 

 

 

役にたたない 大変役立つ

足 

大変ある 全くない 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

４ 

３ 

４ 

４ 
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3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・親の気持ち・子どもの気持ちになって、体験出来たのがよかったです 

・何回か教えていただいていることなのに、まだまだ出来ていないなあと痛感しました 

 

4.感想など ご自由にお書きください。 

・すごく気軽に色々話を聞けて楽しかったです 

 

 

＊第５７回わいわいトーク (テーマ:「子育てしながら私らしく過ごしたいね」）（参加者：４名） 

１．今日の内容について 

  
  
  

  
○をつけた理由をお聞かせ下さい 

・他のお母さんの実践していることで参考にあることがたくさんあったから 

・勉強になった 

・普段人からほめてもらえる事がないので、今日ほめてもらえた事が子どもへの接し方にもつながった 

・おもしろい、色々の子育てを聞けて参考になる 

 

２．今日のテーマは普段の生活に役立ちそうですか？ 

 
  
  

  
どんな時に役立ちそうですか？  

・子どもに自分のことをさせる時、うまく持っていけそうな気がします 

・子どもに対する心構え 

・子どもに接している時全てに 

・わが子にメッセージを書くときは気持ちがドキドキした 

 

3.今日の内容をきいて、何か気づきはありましたか？ 

 
  
  

  
具体的にお書き下さい 

・子どもはいくつになっても母親からのメッセージを喜んでくれるんだなあと思いました。私も今後子どもたちへの 

お誕生日のお祝いメッセージなど続けていきたいと思いました。 

・理想の女性像について。自分がどうありたいかに気づいた 

・子どもの事を一人の人間として尊重し信頼することが自立への一歩だと思いました 

・毎日ゆるくすごしているので、なにか目標をもって過ごさないとと思いました 

 

4.感想など ご自由にお書きください。 

 ・いつも楽しみにしています。ありがとうございます 

 ・次にやる、兄弟をつかったテーマがきになります。色々兄弟関係でなやみます。上の子の誕生日プレゼントはごうかで、 

大変ある 全くない 

役にたたない 

不満 

大変役立つ

足 

大変満足

足 

大変ある 全くない 

２ １ 

４ 

４ 

４ 
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下の子は質素なのも気になります。 

 

 

＊わいわいトーク最終アンケート （参加者：４名） 

１．開催したテーマで良かったもの・関心のあったものは どれですか？ 

・(   ) 正しいしつけってあるのかな？ 

・( ２ ) しかり方とほめ方 

・( ２ ) 子育てしながら私らしく過ごしたいね。５年後の私は・・・ 

２．「わいわいトークに参加されて、次の項目のあてはまるところに○を付けてください。 

  ・子育て中のイライラが減った 

   はい                             いいえ       

  

  

  ・子どもへの対処法の幅が広がった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・子どもの成長に合わせて大人の対応も変わっていくことがわかった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・自分にあった気分転換の方法が見つかった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・子どもへの接し方が以前と変わった 

       はい                             いいえ       

  
  

  ・何か新しい情報を入手できましたか？ 

       はい                            いいえ     

  
   

具体的にどんなことですか？ 

・理想の母親像について考えさせられた 

・しかり方、ほめ方で自分の気持ちをいれて表現する 

・しかり方・ほめ方 

・子どもはいくつになっても母親からのメッセージを喜んでくれること 

 

３．「わいわいトーク」に参加して 良かったこと・満足したことはどんなことですか？ 

・子どもに対する対処法が勉強できた 

・子育てですぐに役にたちそうです 

・自分ではわからないことが他のママの意見を聞けたこと 

・日頃の疑問や不満を聞いてもらえたり、他の人の子育てのいいところを参考にできるときろ 

 

４．こうしてほしいと思ったことはありますか？ 

・特になし 

 

５．「わいわいトーク」で話したいテーマはありますか？ 

・夫との関係・両親との関係 

２ １ １ 

４ 

４ 

４ 

３ １ 

４ 
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・子どものお金の使い方など 

・兄弟の扱い方 

・小学校に行った時の勉強法 

 

６．今回のような講座に参加するなら、どのくらいのペースが良いですか？  

２カ月に１回（ １ ）   月に１回（ ２ ）   ２週間に１回（ １ ）   その他( ０ ) 

 

７．もし講座の参加料が必要な場合 いくらまでなら払いますか？ 

５００円まで（ ４ ） 

 

 

参加者の今・・・ 

お陰様で西区「わいわいトーク」は７年目を迎えています。いままでの参加者の中にはお母さんの

心が安定して卒業された方、家庭の事情で引っ越された方、今でも参加しつづけてくださってる方

など、それぞれです。この場で初めて出会ったにもかかわらず、講座終了後にはみなさんでランチさ

れたりと新しい仲間作りにも貢献できているんだなあとうれしく思っています。また、何か困りごと

が起こった時にこの「わいわいトーク」を思い出し、久しぶりに顔を出して下さる参加者もいらっしゃ

います。子育ての事だけでなく、ストーカー・DV などいろいろな問題についてもみんなで知恵をだし

あってきました。この「わいわいトーク」の存在そのものが参加された方の心の支えになっていると

思って、出来る限り継続していこうと思っています。 

また、都島区「ゆるゆるトーク」はこの助成金を機会に立ち上げました。皆さん、初回参加時とは表

情が変わってこられていて、うれしい限りです。何か思う事があって参加される方がほとんどですか

ら、それが解決された時にはほっとしたやわらかい表情に変わっていかれるのが本当によくわかる

のです。今後、参加者の要望もあり、しばらく月１回のペースで皆さんと時間を共有できたらと思って

います。職場復帰される方、今までの子育ての再確認をされた方など、こちらも卒業生を出します。

まだまだ、話し足りない方は続けて参加されます。 
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「ＮＰＯ法人暴力防止情報スペース・ＡＰＩＳ」について 

■ＡＰＩＳとは Ａｓｓａｕｌｔ（暴力） Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ（防止） Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（情報） Ｓｐａｃｅ（拠点）の頭

文字をとって名付けました。 

 １９９６年夏 ＣＡＰプログラムの提供活動開始、２００６年１月 ＮＰＯ法人格を取得。

いじめ、虐待、体罰、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）など、あらゆる暴力をなくす

ために、啓発・相談・講師派遣・情報提供・などを行っています。 

■活動目的 ・人権が尊重される社会作り 

 ・人権侵害である あらゆる暴力の根絶 

■活動方針 ・子どもや女性をはじめ、社会構造の中で弱者の立場におかれてきた人々の人権

擁護 

 ・関連諸団体との連携や交流 

■ＡＰＩＳ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

＊啓発事業 

・ＣＡＰプログラムの提供（おおさかＣＡＰエコール） 

ＣＡＰとは、Ｃｈｉｌｄ Ａｓｓａｕｌｔ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ（子どもへの暴力防止）の略で、子ども達がいじめ、痴

漢、誘拐、虐待、性暴力といった様々な暴力から自分の心と身体を守るための教育プログラム

です。 

・生きている図書館 

生きた人が図書館の「本」となり、それを借りた「読者」と語り合います。他者を理解し、多様性

を認め暴力のない社会作りを目的に多様な人の体験を少人数で聞きます。 

・子育ち事業（わいわいトーク・ゆるゆるトーク） 

誰でもが持っている子育ての悩みを毎回４～７人くらいでお茶を飲みながらおしゃべりしてい

ます。初対面の人でも子どもの話題で「そうそう」「うちも・・・」とすぐに打ち解けられますよ！

いつからでも参加 OK です。（ほぼ毎月開催） 

・講師派遣 

身近な話題をもとに、暴力防止・啓発など各種の研修を行っています。 

学校園研修・企業研修などにご活用ください。ご要望に応じたきめ細やかなプログラムを提供

します。 

＊相談事業 

・ＡＰＩＳの無料電話相談（月・金 １０：００～１６：００）  ０５０－７５７０－６１００（電話相談専用番号） 

・カウンセリング 

＊広報・情報提供事業 

＊その他事業 各種講座・ワークショップの開催、提言活動ほか 

 

■NPO 法人 暴力防止情報スペース・APIS の連絡先 

    〒５３４－００２２ 

    大阪市都島区都島中通２－３－１２ 

    TEL:０６－６９２４－５５５1(月・水・金 １０：００～１７：００)   FAX:０６－６９２２４－５５５６ 

    E-mail npo-apis0601@kki.biglobe.ne.jp 

34 NPO法人暴力防止情報スペース・APIS 



 

 

 

 

 

 

 

お わ り に 

 

子育て最中の親は、自分の子どもが他の子どもたちと同じように育っているだろうか、何か遅れ

ている事はないだろうか、つい比較してしまいます。そんな評価に一喜一憂して振り回されている

うちに、子育ての自信を無くしてしまいがちです。 

子育てって他の人の目を通して育てるものではないと思います。その子、その子に個性があり、

親にも個性があります。例えば、やんちゃな子は元気があり、おとなしい子は人が見ていない事を

ゆっくり見ていると言う様に、親が目線を変えるだけで親のイライラ感が少なくなり、子育てに自

信が湧き余裕も生まれてきます。子どものころは自己中心になりがちなので、てこずるのは当たり

前です。 

親自身が多くの人と出会い、子どもの成長の悩み等打ち明けられて、安心して自由に話し合う

事が出来る場、仲間が必要だと感じます。 

親も子も一緒に自己肯定しながら、共に自立した自分流の子育てを見出してくだされば と願

っています。そしてこのマニュアルがそれに役立てばいいなあと思います。このマニュアルは大阪

市市民活動推進基金より助成いただき作成しました。ありがとうございました。 

 

 

 

マニュアル作成 メンバー紹介 

   木村ゆかり  佐々木興子  鈴木登喜子  朴宗筍  山田悦子  横山恵子 

   〈イラスト協力〉  三木敦子  三木聡子  フレッドリック 
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