
入門講座へのお申込方法 
 

✅ 専用申込フォームからお申込ください。 

  詳細は、３ページの申込方法をご覧ください。 

✅ 定員を上回るお申込があった場合は、受講可否を 7 月 24 日 

 までにご連絡致します。 

 

子どもアドボケイト養成 入門講座 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集人数 40 名 

 

募集対象   子ども・子育て支援に携わっている方や、子どもの権利に関心がある方 
   

受 講 料 15,000円 (税込・別途テキスト代が必要)  

 子どもは、自分に関わる決定について意見を表明することができます。そして、自分の意見をおとな

によって聴かれ、考慮される権利があります（国連子どもの権利条約 12 条）。 

 実際にはどうでしょうか？ 家庭でも、学校や保育園でも、また施設などでも、おとなが決めたこと

に従うことを求められているのではないでしょうか。 
 

 子どもの声を聴き、子どもの権利を守ることができるよう支援することが「子どもアドボカシー」で

す。そして、子どもたちが自信をもって自分の気持ちや願いを話せるように励まし、支援する人が「ア

ドボケイト」です。 
 

 この講座は、親でも専門職でもない第三者の立場で、市民だからこそできるアドボカシーを地域に広

げることを願って企画し、昨年に引き続き２期目の開講となりました。子どもの立場に立って、子ども

の意見や願いを届けるための理念やスキルをもって活動する子どもアドボケイトを養成する講座です。 

 

 

受講者募集！ 

～子どもの声を 社会に届けるために～ 

申込期限 2019 年 7 月 21 日（日）までにお申込ください。 

 

お
申
込
・
お
問
合
せ 

 

 

対象：2018,2019 年度アドボケイト養成 入門講座を 

   受講完了した方のうち、アドボケイトとしての 

   専門的な対応を学びたい方 

 
全 6 日・14 講座（予定） 

受講料：30,000 円(予定) 定員：20 名 

実施時期：2019 年 10 月～1 月頃 
 
内容(予定)：子どもの権利の理解/子どもアドボカシーの意義と役

割/子どもアドボカシーの発展と枠組/子どもアドボカシーを必要と

する子どもたち/子どもアドボカシーの理念・原則・プロセス/アドボ

カシーにおける傾聴のスキル/子どもの意見形成・意見表明の支援/ア

ドボカシーに必要な法律の理解/さまざまな子どもたちへのアドボ

カシー/実地研修とスーパービジョン など 

募集要項の公開は、8 月頃を予定しております。 

【ご案内】 
子どもアドボケイト養成 専門研修 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７月 27日（土） 10：00～1５：00  ももちパレス･特別会議室 

１部 講座 子どもアドボカシーの理念と枠組 
 
２部 演習 アドボケイトに求められる資質と技術 
 
弱い立場にある子どもたちの声がおとなに届くように、子どもを応援することがアドボケイトの役割です。 

その際最も重要なのは、子どもの力を信じ子どもの側に立つことです。 

子ども中心・エンパワメント・独立性・守秘・平等というアドボカシーの理念・枠組を学びます。  

8月 11日（日） 10：00～16：00  早良市民センター･視聴覚室 

1 部 講座 子どもアドボカシーがなぜ必要か  

   ～学校で行う人権教育の実践から     重永 侑紀さん（ＮＰＯ法人にじいろＣＡＰ 代表） 
 

学校では人権講演を聞いたり道徳教育を受けたりしていますが、子ども自身が使える形で 

教えてもらっていない現状を知りましょう。おとなもまた「子どものため」と言いつつ、 

当事者である子どもの気持ちや意思を聞こうとしてきたでしょうか？ 

 

２部 演習 コミュニケーションワークショップ 

～アドボケイト自身を知る～    吉栁 佳代子さん（表現教育家・九州大谷短期大学 准教授） 
 

子どもの話を聴く、支援者同士で話し合う、子どもの支援を要請する。 

どのコミュニケーションの中でも自分自身が現れます。子どもの最善の利益の名のもとに、 

自分の考えだけが出てしまっていないか、自分自身の対人関係のバイアスを意識しましょう。 

 

9月 1日（日） 10:00～15:00 ももちパレス･特別会議室 

   1 部 講座 社会的養護におけるアドボケイトの必要性について  

                   中村 みどりさん（Children’s Views & Voices 副代表） 

里親家庭や施設で暮らす子どもたちは、意見表明権を保障されているのでしょうか？ 

社会的養護の経験や社会的養護当事者活動の視点から、専門職がアドボケイト的な要素を持つために 

求められるもの、そして独立したアドボケイトの必要性・注意点について話します。 

 

   ２部 講座 子どもアドボカシーにかかわる法律と制度 

                 安孫子 健輔さん（ＮＰＯ法人そだちの樹 スタッフ・弁護士） 
 

 子どもアドボカシーをめぐる立法の動向や、子どもアドボカシーにかかわる現行の法律や制度、 

 アドボケイトとして身につけておくべき個人情報保護や守秘義務を扱います。 

 アドボケイトとして活動する基盤が、現代社会でどのように整えられているのかを学びましょう。 

 

 

堀 正嗣さん 

（熊本学園大学社会福祉学部 教授） 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9月 15日（日） 10:30～15:30 あすみん 福岡市 NPO･ボランティア交流センター 

１部 講座 LGBTQ の子どもへのアドボケイトの必要性について 
                    小野 アンリさん（ＦＲＥＮＳ 代表） 
 

LGBT に関する日本の社会の状況は、ここ数年で変化してきましたが、子ども達の状況はあまり変わっていないように感じます。 

活動を通じて出会ってきた LGBTQ +の子ども若者の声から、LGBTQ の子どもへのアドボケイトの必要性やそのありかたについて 

考えます。 

 
２部 演習 子どもの発達を考えた「マイク」になろう 

                    重永 侑紀さん（ＮＰＯ法人にじいろＣＡＰ 代表） 

子どもの意見表明権は子どもアドボカシーに欠かせないものですが、意見といっても、emotion・feeling・view・opinion と、 

その子どもの年齢や発達、体験などによって表現方法もさまざまです。 

アドボケイトとして、子どものニーズをキャッチできるように演習を通して学びます。 

講師紹介は 
次のページへ 

専用申込フォームからお申込ください。HP または QR コードからアクセスしてください。 

申込フォームがご利用頂けない場合は、タイトルを 

「子どもアドボケイト養成入門講座受講申込」として 

以下事項を記載したメールを事務局までお送りください。 

【必要事項】お名前（ふりがな）・年代・ご所属・住所・TEL・E-mail 
 
 ※原則全講座受講を前提とします。やむを得ずご参加頂けない講座は資料や動画などで 

  補修をしていただきます。 

 ※講座の連絡などはメールで行います。添付ファイルが受信できるメールアカウントを 

  ご用意ください。 

子どもアドボケイト養成連続講座 お申込方法 

Mail：info@npoccf.jp 

 

 

 9月 28日（土） 10：00～16：30  早良市民センター･視聴覚室 

         山田 眞理子さん(ＮＰＯ法人子どもと保育研究所ぷろほ 理事長） 
 

１部 講座 子どもの声を聴く ～相手の立場に立つとは～ 
 

聴くということは、聞き流すでもなく、問い詰めるでもない、微妙な範囲にあります。 

「相手の立場に立つ」という言葉もよく使われますが、練習せずにできるほど簡単なことではありません。 

さて、どんな練習をすれば、子どもの声に行き着くのでしょうか？ 

 

２部 演習 自分を知る 
 

子どもを支援するということは、子どもの前に自分を提供するということです。提供する自分を知ることは、提供する内容や方法 

よりも大事なことかもしれません。いくつかのゲームを通して、「自分って？」に気づいてみましょう。 

 

   入門講座のクロージング･ふり返り 

 

 

  

 



堀 正嗣（ほり まさつぐ） 

熊本学園大学社会福祉学部 教授 

市民団体の子ども情報研究センター（大阪市）で子どもの権利擁護活動に関わってきた。また 1999 年より 

初代川西市子どもの人権オンブズパーソンを務めた。現在イギリスの子どもアドボカシーの日本への導入に

向けた研究を行っている。 
           【編著】『独立子どもアドボカシーサービスの構築に向けて』・『子どもアドボカシー実践講座』（以上、解放出版社） 

『イギリスの子どもアドボカシー』・『子どもの権利擁護と市民の役割』（以上、明石書店） 
           【単著】『子どもの権利擁護と子育ち支援』（明石書店）他。 

 
 

重永 侑紀（しげなが ゆき） 

ＮＰＯ法人にじいろＣＡＰ 代表理事、ＮＰＯ法人ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮトレーナー 

主に北部九州を中心に子どもへの暴力防止プログラムを年間 600 回ほど提供。 

学校では 1 万人弱の子どもにも提供。ＮＰＯ法人子どもと保育研究所 ぷろほ理事・講師兼任。 

純真学園大学看護学科非常勤講師。 
 
 

吉栁 佳代子（きりゅう かよこ） 

表現教育家、九州大谷短期大学 准教授 

福岡県を中心にドラマ・表現・演劇のワークショップを展開。幼稚園・小学校・中学校・大学・市民講座・ 

子育て講座など多彩な場所で「コミュニケーションから表現、演劇へ」をキーワードに活動中。 

インプロ集団MOSAïQUES では、プレイヤーのほか構成・MC を担当。 

 
 

 中村 みどり（なかむら みどり） 

ＣＶＶ（Children’s Views & Voices）副代表 

乳児院・児童養護施設で１８歳まで生活をしていた。高校生の時に、社会的養護経験者の居場所活動ＣＶＶ 

の立ち上げメンバーとして関わり、現在もスタッフとして参加している。 

2012 年ＮＰＯ法人キーアセットで働き始め、現在に至る。IFCO2013 大阪世界大会ではユースプログラムの 

リーダーを務めた。社会的養護経験者として、2014 年 3 月より厚生労働省社会保障審議会 児童部会 社会的 

養育専門委員会委員を務めている。 

 
 安孫子 健輔（あびこ けんすけ） 

ＮＰＯ法人そだちの樹 スタッフ、弁護士 

10 代・20 代の若者のための相談事業「ここライン」を運営。子ども・若者の自立と社会的養護のアフターケ 

アに取り組む。アフターケア事業全国ネットワーク（えんじゅ）理事。 

日本弁護士連合会子どもの権利委員会委員。社会福祉士・弁護士。 

 

小野 アンリ（おの あんり） 

ＦＲＥＮＳ 代表 

福岡市で育ち、福岡教育大学に在学中の 2008 年から講演活動を始め、小学校教員を経て現職。小中高校大学の 

授業、教職員研修、市民向けの人権セミナーなどを中心に多くの講演活動を行う。LGBTQ の子どもや若もの、 

保護者、施設職員、教職員から相談を受け、子ども若ものの状況改善に向けた情報提供、一人ひとりに応じた支 

援の提案なども行っている。 

 
   山田 眞理子（やまだ まりこ） 

ＮＰＯ法人子どもと保育研究所ぷろほ 理事長、九州大谷短期大学 名誉教授 

京都大学大学院教育学研究科修士・博士課程修了。京都大学では河合隼雄氏のもとで心理臨床、箱庭療法など

を学ぶ。心に寄り添える保育者養成の必要性を感じて、大学在職中に「保育心理士」資格を立ち上げた。保育

者になった後の学びの場を作るべく、大学を退職して 2012 年ＮＰＯ法人「子どもと保育研究所 ぷろほ」を設

立。ＮＰＯ法人「チャイルドライン「もしもしキモチ」代表理事、ＮＰＯ法人「子どもとメディア」代表理事。 

 

子どもアドボケイト養成 入門講座 講師紹介 

 

 

 

 


