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皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと存じます。
会員様の益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
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本年も旧年同様、多くの関心とあたたかなご支援をお願い申し上げます。
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第2回シンポジウム開催
「支援とは何か」を考える

2015年9月22日

前回のシンポジウムに引き続き、私たちは子どもと家族のために何
ができるかを考え、今回は私たちがよく使用する「支援」に目を向け
ました。「支援」という言葉にそもそもの疑問を感じたメンバーは支
援に関しての調査・話し合いを繰り返し準備しました。当日は「子ど
も・子育て」「障碍者・高齢者」「支援者」の３つの異なる視点から
現状把握と問題提起の発表後、参加者は協会メンバーの各領域の仕事
に従事しているリーダーを中心にチーム別に、ディスカッションを行
いました。今回の司会は京都ご出身の山田先生が担当して下さり、途
中奈良ご出身の榊原先生がコメントを挟むとお二人ならではの柔らか
なから口調の中に笑いありのあたたかな雰囲気の中で行われました。
短時間でしたが、普段当たり前だと思っている「支援」を改めて考
え、私たちは「支援」という言葉を使う事で、何かを与えているとい
う立場に立ってしまってはいないだろうか？相手の求めている事を考
慮できているのか？どこまで私たちは相手を理解しようとするスタン
スで関わっているだろうか？自分のための支援になってはいないか？
など、様々な意見が出てきました。
立ち止まって深く考える時間などないほど多忙な毎日の中で私たち
は誰もが本当に大切な事を見失いがちです。心理・教育・福祉・障碍
者・高齢者などの異なる場所で「人」と関わる仕事をしている私たち
は、関係が無いようですが「心」と触れ合っているのです。だからこ

そう考えると、発達障碍という障碍の種を抱えて生きている子ども
たちや、彼らに似た守り方を持つ子どもたちは、2重、3重に「出会
い」を失う危機に面しているのかもしれません。子どもの目から見た
時，私たちの日々の関わりはいったいどのように映っているのでしょ
うか。』
これからも、共に親子を支えたいという志が同じである者同士の語
らいの場・気づきの場としてシンポジウムを活用して下さる方が増え
てくださればと思います。
次回のシンポジウムは、海外のゲストを
お迎えして4月30日 北沢タウンホールで
行われる予定です。
次回のシンポジウムのテーマは「遊び Ⅱ」
です。右の写真は 養護施設でのグループ
セラプレイの際に子どもたちと作ったダブルスターです！

子どもと家族と関わる方へのグループ遊びの研修
2015年8月22日・23日
保育園・幼稚園・療育センター・塾・お教室などで活躍される専門
家を対象とした研修です。岩手県山田町や、横浜、東京の療育セン
ターや、デイケアで子どもや親子のグループのリーダーたちがご参加。
遊びを学び、体験する中で「遊び」が技術習得ばかりに焦点が行って

そ、慎重にそして大きな影響力があることを知る必要があります。今

しまう傾向がある、それだけではなく遊びを意味のあるものにするた

回は、それぞれの気づきを今後も時々思い出していただけるように、

めに、誰の為に何をするのか、誰の為に何ができるのかを考える貴重

言葉の作成カードをお持ち帰りいただきました。

な時間にもなりました。見えるものを見ているのか、見たいものを見

午後の「出会い」子どもと「出会う」ためのまなざし～“発達障碍”

ているのか…？

に焦点を当てて～という事で、神戸松蔭女子学院大学講師の榊原先生

研修参加者の感想：

の講義でまとめをしました。以下榊原先生からのコメントです。

• 「子どもにとって遊びとはいきいき楽しく子どもが主人公であるの

『 身近な他者との関係性の中で子どもは育っていくということが近
年改めて知られるようになってきました。そうした子どものこころが
成長するような「出会い」は，大人の“子どもの視点から物事を見る能
力”によって支えられています。マインド・マインデッドネスなど様々
な言葉でこうした大人側の関わりの研究が進む中，実は子どもが他者

だと再認識させられました。あそびを発展させるうえで、大切なの
は大人と子どもの関わりです。遊ぶ事の楽しさや充足感を持っても
らえる保育者になれるよう、これからも日々、努力します。ありが
とうございました。」
• 「グループ遊びでどのようなことを目的にどのように関わるのかと
いう事をわかりやすく伝えていただきありがとうございました。実

のこころを理解したり，自分自身の気持ちを扱えるようになったりす

際に子どもを目の前にして目的をどのように進めていくのか１つ１

るためにも，こうした大人側の関わりが非常に重要だと考えられるよ

つプログラムや遊び方を学ばせていただきましたが、声のかけ方、

うになってきています。

方向性等難しく何度も実践をしながらトレーニングしていく必要性

他方で、養育者や様々な支援者も含めて多くの人が“発達障碍”とい

を感じました。ありがとうございました。」

う言葉を見聞きするようになり、子どもの一見やっかいな行動を前に
した時「これは○○障碍だから」といった風に、子どもの視点から外
れてしまうことが増えてきている現状があります。また、虐待的な関
係性の中で、身近な他者との「出会い」が十分に得られない場合，脳
やこころが発達障碍に似た状態を作ることで自分を守ろうとすること
もあるようです。
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初級履修者対象フォローアップ講座 第3弾

2015年5月末

センターでの7人限定による初級講座の開催以来、フォローアッ

第５回

セラプレイ秋季セミナー

201年59月22日-23日

今年の秋季セミナーのテーマは、「出会い」。私たちが毎日会う

プは初級履修同期性が一緒に学びを深めています。異なる地域の同

子どもや家族と本当の意味で「出会う」とは…を考えました。午後

期性が1年で3回の講座を一緒にするために互いにスケジュールを合

は、高井により「愛着障がいとセラプレイ」と題して実際のセラプ

わせます。講座は、セラピーの始まりである親子との出会い、初回

レイのケースを元に愛着に焦点を当てたセラプレイではどのように

面接、MIM前後、親との話し合い、そして初回セッションの準備ま
でをじっくり行っていきます。十分に体験し、講座の間で実践をし、
それを持ち寄り再び学ぶという講座です。
実際に、日本の様々な場所で少しづつでもセラプレイの遊びが始
まることで、日本セラプレイ協会の仕事が少しづつ明確になり、皆

家族に関わり、関係性を捉えるのかなどの話が行われました。2日
目は、午前は高井、午後は川畑先生にも加わっていただきグルー
プ・個別のスーパービジョンが行われました。後半は参加者と子ど
もの様子を多様な視覚で理解しようと活発な意見の交換が行われ、
貴重な学びの時間となりました。午後は、協会顧問の川畑友二先生
の「出会い」の講義でした。先生とあるお子さんとの「出会い」の

様の声から日本での発展のために一歩づつ進んでいく事になります。

お話は、改めて私たちを人と出会うという原点に返らせ、改めて自

今までの様な大人数のトレーニングではできなか

らを省みる機会を与えてくださいました。先生のあたたかなお話は、

った事をこの講座ではゆっくり、じっくり行って

会場の全員に流れ会場からの質問や感想に次第に皆がひとつになっ

いきます。日本国内での初セラプレイセラピスト

ていく不思議な感覚を覚えました。今年は、４月３０日にシンポジ

誕生を目指します。

ウム・セラプレイウィークです！

第7回目

ハロウイン2015東京

初級講座
下北沢センター：2015年11月7-8,21-22日

世田谷区：2015年10月31日

商店街振興組合が主催する「しもきたキッズハロウイン2015」に

今回も、福岡・愛知・栃木・岩手・福井・神奈川など各地から参

日本セラプレイ協会は協力団体として参加。キッズ対象のスタンプ

加。前半2日間は、セラプレイを知っていただくために講義とビデ

ラリーで、子どもがマップを片手にお菓子を求めて訪ねてきます。

オそして実技で、あっという間に過ぎていきました。

「Trick or Treat」がお菓子をもらうための

前半最終日に、ご参加の方から「遊びって何ですか？」との質問を

暗号です。地域の仮装したかわいい親子が、

いただき、後半2日

までの間、お陰で新し

私たちの用意したお菓子を取りに約600人

いました。2週間後

来てくれました。中には不登校のお子さん

い気づきをもら
の再開はそれ

ぞれが自分の場所

に帰って、考え

の心配、発達障害のお子さんの保護者さん

てきたことを話

し合い、より

からの問い合わせ等もあり、地域の方に

深い話し合いがで

子育てや、子ども、親子のカウンセリング

最終日のロールプレ

の場所があるという事を知って頂く機会となりました。小出先生の

時間を延長して皆さん

たくさんのハロウィーンのかわいい衣装をお借りして、当日参加の

からの質問や気づきにゆっくりお答えし、シェアすることができま

先生方も全員変身！水風船や、紙風船などを私たちが持ち寄り、子

した。ありがとうございました！仲間がまた増えました！

どもとゲームをしたらおもちゃをもらえるようなコーナーも設け、

きました。今年の
イは、丁寧に一人の

「おもちゃはいらないから、遊んで！」と言ってきた子もいました。

参加者感想：
Aさん：「少人数で色々なバックグランドの方たちとトレーニン
グを受けられたことがよかったです。」
Bさん：「実際的な実習があったこと。又高井先生のひとつひとつ
の指導・助言がとても有効であり、いい体験でした。」
2016年は5月3-5日中級 11月5-6日、19-20日が初級です。

「第１回

親子遊びの会」

来年も、地域のセラプレイの必要なお子さんに届くよう続けていき
たいと思います。このイベント自体には2000名以上が参加し、
大盛況だったようです！皆さんも来年、是非ご一緒に
参加しませんか？
(当日参加:土井・山崎・山田・渡辺・高井）

：母子グループ

サンシャインプログラム

訓練生実施

2015年10月～12月までN幼稚園のご協力により、毎週1回（全8回）未就学園児と母親７組を対象に「親子遊びの
会」を実施しました。サンシャインプログラムの年間研修を履修した、小出（リーダー）、藤井、山田（コ―・
リーダー）は、1回目に引き続き、第2弾として1月から3月まで毎週火曜日（全8回）新たに未就学児園児を募集し
実施を予定しています。第1回は、計画の段階から計画・練習を重ねセッション後、その都度スーパービジョンを
受けるという集中的なトレーニングを行いました。初めは遊びをするだけで精いっぱいの表情が、8回のセッショ
ンで実施者たちの表情や話し合いも次第に変わっていきました。このような実践をぜひ皆さんにご紹介したいとい
う事で、次回のシンポジウムの日に発表をいたします。普段の保育士としての視点との共通点や、相違点も話し合
いながら、次第に変化していく過程を先生方にお話ししていただきます。是非私もやってみたい、でもちょっと勇
気がない…」という方はぜひ、実際に先生方が実施したサンシャインの体験をお聞きください。2016年4月30日
セラプレイウィークの第１日目シンポジウムで実施者からの発表及び事例研究発表を予定しています。現在、海外
のサンシャインサークルを行ってきた幼稚園の先生のご招待の交渉も進行中です！
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セラプレイ君

からのメッセージ

①

「ロボット足のセジン君（Robot Legged Sejin）

～ヒューマンドキュメンタリー放送～」

著者

コヘリム

イヒョンジョン

朝鮮ブックス出版より抜粋

このお話は、韓国の放送局MBCドキュメンタリー「愛」2009年に放映され多くの話題になったセジン君と家族の話です。英語に2014年に翻訳
されています。彼は先天的に足と手が無く生まれてきました。ソウル市内の大学に通う17歳の国家代表の水泳選手です。以下セジン君の話から
子どもを産むには3通りの方法があります。お腹を痛めて産む自然分娩と、帝王切開、そして心を痛めて産む養子という3つの出産の方法です。
僕はその３番目の方法で生まれてきました。奉仕活動のため乳児院に通っていた僕の母は、初めて会った僕の足ではなく、大きな目をしっかり見
つめてくれました。僕はお母さんの子になりました。お母さんが僕を病院に連れて行くと「この子、歩けませんよ、病院では話をしてくれません
でしたか？お腹にいるときから気づかなかったのですか？お金があるならいい車いすを買ってあげてください」と言われたのです。母は、病院の
帰りに一番かわいい子どもの靴を僕に買い、こう言いました。
「セジン、あなたを必ず歩けるようにするわ、「お母さん、ドア開けて」って（一人で外に出られるくらい）扉を叩けるようにするんだから」
その瞬間から僕と母の血のにじむような努力の日々が始まるのです。その日から、お母さんは「起きなさい！大丈夫よ」と泣いている僕に構わず、
周りに布団を敷いて何度も何度も僕の背中を押し続けました。毎日僕を転ばせたのです。6か月が経ったころでしょうか、僕はわかったんです。
うまく転ぶ、転び方が。母は、3歳の僕にこう話しました。
「歩けるようになるのが大事なのではないの。あなたが大きくなって、転んだ時に起き上れることが大事なの。もし起き上がれなくても、誰かに
助けてほしいと手を出すことも勇気がある人のすることよ。大人になっても同じことよ、あなたにはそれを知ってほしいの」と。
～当時のインタビュー映像より～

3歳当時

インタビュアー「大きくなったら何になりたい？」
セジン：「人」
母親：「人になったら何がしたいの？」
セジン：「足を直して見せる」

初めて歩けるようになった時の事、友達はこう言いました。
友達：「お前は昔悪いことをしたから、神様は足を与えてくれなかった」などいじめの対象になっていきました。1年生になったある日、集団で
トイレに閉じ込められ義足を折られ、泣きながら這って家まで帰ったことがあります。その時の母は、仕返しに行こうか、どうしようかと思いな
がら学校に走っていったそうです。しかし、母は彼らに「ハンバーガーでも食べに行こうよ」と声をかけました。しばらくハンバーガー屋で楽し
く話した後、母は「さっき、見てたわよ」と話し始めるとある子は泣き出し、ある子は言い訳をし出しました。「だって、セジンはロボットの足
だから痛くないんだよ」と。母は、飲んでいたジュースのコップを突然彼らの目の前に勢いよく差しだし、急に止めます。
子「何するんですか！」
母「あの子は、確かに痛くないかもしれない、でも驚いたと思うの。実は私はあの子の母親なの。みんなにお願いがあるの。明日、彼に謝ってく
れない？」
次の日僕は友達から謝罪を受け、6年生になるまでの間彼らは僕の強いボディーガードになってくれました。そして歩けるようになった僕は、
3870メートルの山に登り、10キロのマラソンも完走しました。今は大学に通う、水泳選手です。
「誰も完璧に生まれてくる人などいないのです。欠点をもって生まれてきても、重要なことは克服しようと努力することです。」 セジン君から
…セラプレイくんへの一言

高井美和…

私たちは、身体や心の不自由な子を「かわいそう」だと思います。時に言葉にすることもあります。「かわいそう」だと思っている私たちは一
体どこを見て何を感じてそう思うのでしょう？
心理であれ、教育であれ、福祉であれ、私たちは長い目で見て私たちの存在が、相手にどのような影響を及ぼすのかを考えて言動しなければな
りません。今、関わることが望ましいのか否か、どのようなスタンスで関わることを許してくれるのか、そうするための環境づくりはどうしたら
よいのか。厳しくするより、相手のニーズを聞き入れ、与えることの方が簡単なことがあります。愛着理論を背景に持つセラプレイが注目されや
すいのは、あたたかく受け入れ、子どものニーズに応えるという部分です。しかし、セジン君の話の中に、沢山のセラプレイの要素が入っている
ことにお気づきでしょうか？
厳しくするには、まず信頼関係が無ければなりません。長い時間を共有することでしか信頼関係は築けないのでしょうか？セラプレイは、短期
間での信頼関係の構築を可能にさせます。だからこそ、心と心が出会い共に苦しみの部分に向き合い、「今、ここで」の自分を受け入れ、自信を
持てるようになっていくプロセスを共に行うのです。このセジン君のお母さんが厳しくなさったことは、現在の彼にとってかけがえのない強い自
分を信じることのできる力をつけてくれたのではないでしょうか？子どものメッセージを真摯に受け止め、謙虚に返し、大人として包みながら
リードし、時に厳しく言われて嫌な事にもしっかりと目を向け、話し合っていく事、セラプレイでの大切な要素です。
「セラプレイ」は特別な時間です。しかし、人としての営み、一番シンプルで誰もが体験していくべき事を一つ一つ真剣に丁寧に扱っていくの
だと思います。誰がかわいそうで、誰がそうでないのでしょう？どのような状況下でも、困難を受け入れていく力がー自分を信じて自信を持って
いく力が、この世の中すべての「人」に共通する生まれ持った力なのだと思います。「Engagement
「Challenge

挑戦」「Nurture

かかわり」「Structure

構造」

養育」セラピーだけではありません、私たちの日常の生活、関係の中でも行われています。

「セジン君は、足の代わりに大切な家族を手に入れました。」と書いてあります。「不足」としてとらえるのではなく、ありのままの姿でいられ
る自信と強さ、そして優しさを身に着けたのだと思います。心と心が触れる出会いのために大切なことをセジン君が教えてくれました。
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NPO法人 日本セラプレイ協会 －会員募集－
ご支援お願いいたします。

臨時会議

報告

2015年11月30日

１．新規会員に向けたセンター設立経緯説明

日本セラプレイ協会の活動を賛同・応援して下さる方にお力添えを
お願いしています。「私はセラピーとは関係ないし…」「子どもとは
関係ないけれど…」という方もサポーターという形でもご協力いただ
けるようサポーターシステムを設けました。

２．税理士 塚田先生による現在経理の解説
３．年末アンケート結果報告
協会存続希望： 63％
理由： 理念・考え方を正しく広めるため/ 技法を学びたい

セラプレイはこれからの未来の力である子どもたちとその家族の心
身の健康を応援して参ります。ぜひ協会を支援してください。今後と
も活動が行えるよう皆様のご指導・ご鞭撻・運営のご協力をお願いい
たします。
会員登録していただく方法や、寄付金という形でのご支援も大変あり
がたく存じます。会員をご希望の方は詳細をホームページでご覧くだ
さい。

/ NPO法人としての信頼度 / 日本に必要 / セラピスト
になりたい / 本物だと思う など。
今後の展望及び意見：
日本独自の認定資格を作る必要性 / 助成金の獲得を目指す
/ 事務員の雇用・確保 /セラプレイに関する理解を深める
抜本的なセラピスト育成サポートシステムの構築/会則・評価

年会費（当該年度7月～翌6月有効）

システムの構築/本・論文・教科書の出版 / 子どもに関わる

会員

職員に対するもっと身近に受けられる講座開催の必要性 など

正会員
20,000円（参加・協力をして下さる方）
一般会員
5,000円（当協会に賛同してくださる方）
賛助会員

4. 話し合いで共有された意見・提案

3,000円（当協会に賛助する方）

応援団（サポーター）
サポーター 1口 1.000円以上から
父母会

1口 1,000円以上から

・

団体の短期目的の見直しと目的達成につながる活動

・

現理事を一度解体し、新しく理事を選任

・

理事、メンバーとのコミュニケーションの取り方

・

各事業における報告・評価・活動の成果や課題の確認

・

スタッフ、ボランティア、コンサルテーション等協力者の確
保と報酬

＜振込先＞
銀行名：みずほ銀行 支店名：北沢支店（店番号213）
普通預金 口座番号：1337615
口座名義人： 特定非営利活動法人
日本セラプレイ協会
トクヒ）ニホンセラプレイキョウカイ
★ご入金後、必ずご連絡下さい。 info@theraplay.or.jp

協会会員名簿（2016年1月 現在

順不同・敬称略）計38名

正会員
高井美和
久保千晶
岩井幸祐
崔允瑞

藤井絹枝
川上真樹
星野真由美 山内美穂
川畑友二
中村由佳
古積悦子

一般会員
久保親哉
森 乃里子
永瀬恵理
賛助会員
白鳥玲子

榊原久直
西田智子
松岡展世
山田敬子

土井信子
廣岡逸樹
安藤徳彰
伊藤妙子

・

会員システム（家族会員、サポート会員、賛助会等）の検討

・

活動資金の確保

・

広報、マーケティング方法の再検討

・

ニュースレター・ビデオの作成

５．その後の理事会議での決定事項
・

協会のシステム改良のため理事・委員など役職の再任

ホームページでの子育てに関する支援活動への協力
「子育てを考えるひろば」（http://子育てひろば.com/）
日本セラプレイ協会をご支援してくださっている安藤顧問が中心と
なって，よりよい子育て・教育について発信することを目的とした
ホームページが立ち上げられました。
安藤顧問は長年子どもの教育に携わっていらっしゃいましたが，こ
のたびは教育事業としてではなく，子育てに関わる様々な立場の人た

加納真理
太田順子
石岡千寛

佐々木智城 大森由美子 道下律子
嶋根裕美
小田尚美
阿南仁
宮下千登勢

山崎香絵

塚田展久

渡邊紘子

近藤智栄実

父母会
上野京子

ちの情報共有・情報発信の場となることを願ってこのひろばを作られ
たそうです。
今後，少しずつではありますが本協会の理事や正会員らも「ひろば
の賛同者」として，子育てに関するコラムを書いたり，協会のホーム
ページとのリンクをつけるなどをする予定です。それぞれの持つ専門
性やセラプレイのエッセンスを発信することで，少しでも子育てに

ついて子どもと関わる多くの大人たちが‟考える”機会を提供で
きればと願っています。

日本セラプレイ協会講座予定
詳しいお問合せの必要な方は theraplay.or.jpまで
セラプレイウィーク 2016年 4月29日－5月5日
• 4月30日（土）午前 シンポジウム 東京・下北沢

午後 サンシャイン事例発表会
• 5月1日 (日)

DDP紹介： 東京・下北沢

• 5月3日(火)～5日(木/祝日)セラプレイ中級講座：東京・下北沢
セラプレイ秋季セミナー：
9月頃予定・時間・場所未定
セラプレイ初級講座：2016年11月5,-6,/19-20日（7名限定）
場所：セラプレイカウンセリングセンター東京

セラプレイカウンセリングセンターでの講義のご案内
•「セラプレイとは何か」：2016年1月24日（日）10:00~12:00
• 初級履修者対象 購読会 2016年度:
2月スタート 毎月第1水曜日 18:30～20:30
• 2016年度サンシャイン：2016年4月24日より開講
オリエンテーション含め全10回毎月１回12:30～15:30
オリエンテーションは、 2016年2月28日（日）10～12
• リフレッシュ講座：
（3年以前に初級講座履修された方はリフレッシュを受講されないと
中級講座履修申請はできません。資格取得の手続き・及び中級講座
受講のためのグループSV必須点数取得集中講義。）
（両祝日）3月20日・21日 下北沢センター開催 10名まで
お問い合わせはセンター info@theraplay.jp

まで
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