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〔無断転載禁止 ⒸかながわＣＡＰみらくる〕 

☆かながわＣＡＰみらくる☆ おとなワークショップ（小学生プログラム）資料 

ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラム 

 

１．ＣＡＰとは 

（１）Ｃｈｉｌｄ Ａｓｓａｕｌｔ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ 

子どもへの   暴力       防止 

 子どもがあらゆる暴力（いじめ・誘拐・性暴力など）から自分自身を守る力を持っていることに気づ

き、その力を発揮できるようにサポートすることを目的としたプログラム。 

 

（２）ＣＡＰの成り立ちと歴史 

1978年 アメリカのオハイオ州コロンバス市で起きた子どもへのレイプ事件を発端に同市のレイプ救援 

センターで誕生。教師・精神科医・演劇の専門家などの意見を取り入れながら開発された。 

1985年 カリフォルニアで活動していた、ＣＡＰトレーナー森田ゆりが日本に紹介。 

1995年 日本で初めてのＣＡＰプログラム実施。 

 現在 全国で約１６０のグループがあり“ＮＰＯ法人ＣＡＰセンター・ＪＡＰＡＮ”が支援している。 

また、世界では１８カ国で実施されている。 

 

２．ＣＡＰプログラムの形態と種類 

＜形態＞ワークショップ（＝参加型学習）の形をとっている。 

＜種類＞ 

おとなワークショップ 子どもワークショップ 

★対象： 

保護者、教職員 

地域の方（民生委員・児童委員・

町内会・自治会など） 

 １２０分 

★CAP 就学前プログラム 

（20 分×3 日間＋※トークタイム） 

★CAP 小学生プログラム 

   （60 分×1 日＋※トークタイム） 

★中学生暴力防止プログラム 

   （100 分×2 日間＋※トークタイム） 

※トークタイム＝復習や質問・話したいことのある子どもがワークショップ終了後、ＣＡＰスタッフと話す時間。 

※おとなワークショップ＝おとなとして、子どもを支援するために何ができるかを考える。 

保護者や教職員をはじめとする、子どもに関わるすべてのおとなを対象にしている。子どもワークショップを

実施する際、事前におとなワークショップを実施することを前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャップ 

３．小学生向けワークショップの内容 （１日６０分+トークタイム）  

   

導入：権利について・・・誰もが持っている権利「安心」「自信」「自由」 

 １：子ども同士のいじめ 

 ２：知らない人からの誘拐・・・簡単な自己防衛法や特別な叫び声など 

 ３：知っている人からのいやな触り方（性暴力） 

 結び：信頼できるおとなへの相談 

                        +トークタイム 
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４．ＣＡＰプログラムのアプローチ 

※ 「なぜ子どもは暴力にあいやすいか」を考え、それをもとにアプローチしている。 

 

子どもはなぜ暴力にあいやすいのか            ＣＡＰのアプローチ             小学生向けプログラムで伝えていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注１：誰もが持っている大切な権利＝「安心」「自信」「自由」（基本的人権） 

 

 

 

 

 

 

 

人権＝人が生きていくのになくてはならないもの。 

    暴力＝人権侵害・人の心と体を深く傷つける力。 

 

  注２：権利を取られそうになったら（＝暴力にあいそうになったら） 

    「ＮＯ」＝「いや」と言ってもいい。 

１人で言えない時は友達に一緒に言ってもらうこともできる。 

    「ＧＯ」＝ 逃げてもいい。 

          具体的な自己防衛法。特別な叫び声。 

    「ＴＥＬＬ」＝ 相談しよう。 

          権利を取られそうになった時は、話を信じて助けてくれるおとなに 

        出会うまで、あきらめずに話す     

社会的な力を 

持たされていない。 

おとなに依存して 

生活せざるを得ない 

 
人は皆、 

大切な権利（人権）を 

持っていることを 

伝える 

誰もが持っている 

権利（基本的人権） 

＝「安心」「自信」「自由」 

：注１ 

暴力についての 

正しい知識が 

与えられていない 

年齢に応じて 

できることを 

具体的に考える 

ＮＯ・ＧＯ・ＴＥＬＬ 

  ：注２ 

暴力にあっている 

子どもは 

孤立させられている 

友達・学校・家庭を 

子ども支援できるものに 

変えていく 

友達同士の助け合い

おとなからの支援 
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５．ＣＡＰの理念（３本柱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

『人権意識』 

人権意識を育てる＝「私は大切な存在」 

「私は私のままでいい」 

《自分は大切なんだ、この大切な自分を守る！》

という意志があってはじめて、暴力から自分を

守ることができる。 

 

 

『コミュニティ』 

子どもをとりまく環境（地域・学校・家庭）にい

るおとな達が、エンパワメントや人権意識などの

考えを理解し、暴力に対する知識・情報・具体的

な対処法などを共有することが子どもへの暴力防

止において不可欠。ＣＡＰはコミュニティの安全

のための活動。 

 

 

 

『エンパワメント』 

エンパワメントとは、ひとりの人間の存在そのものを肯定するという視点に立ち、

その人の内なる力を発揮できるように関わっていくこと。従来のように、社会的に

力を持った者や優位な立場にいる者が、弱い立場にいる者に対して働きかけ、守っ

ていくという考え方とは異なる。 

ＣＡＰで伝えるエンパワメントとは、子ども自身がさまざまな暴力から自分を守る

力を持っていることに気づき、その力を発揮できるように関わっていくこと。 

 

 

                      

 

 

子ども 

地域 
家庭 

学校 
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６．地域や学校や家庭の“おとな”として何ができるか  

 

【１】普段から子どもと暴力防止について話し合う 

【２】子どもの力を信じる 

【３】子どもの話を聴く 

①共感して聴く 

②クライシス（緊急）カウンセリング 

     子どもが暴力を受けたと訴えてきた時に有効な話の聴き方。 

     長期にわたる精神的な治療カウンセリングとは役割が違う。 

 

   <３つの言葉がけ> 

   ・「よく話してくれたね、話してくれてありがとう」 

   ・「あなたの話を信じるよ」 

   ・「あなたが悪いのではないよ」 

    

※子どもを暗に責めるような質問はしない。 

     例：「いやだって言わなかったの？」 

   ※「なぜ？」「どうして？」で始まる質問はできるだけ避ける。 

     例：「どうしてそこへ行ったの？」 

 

  ③暴力を受けている時の子どもの心理を知っておく。 

    ・自分からは言おうとしない（特に身近で自分を思ってくれているおとなに）。 

    ・話の事実関係が矛盾していることがよくある。 

    ・しばしば加害者を守ろうとする。 

    ・自分が悪かったと思っている。 

・自分は無力で状況を変えることはできないと思い込んでいる、など。 

 

  ④行動の選択肢を子どもと一緒に考える。 

   ★暴力を止めることは可能だ、二度と同じことをされる必要はないことを 

    知らせる。 

   ★もし、同じようなことがまた起きた時にはどうしたらよいか、その子どもなら 

    何ができるか一緒に考え、練習する。 

 

  ⑤話を聴いたおとなが、他のおとなの力を借りる場合は必ず子どもの了承を得る。 

             

      子どもの安心・自信・自由を守るためには・・・ 

     おとな自身が安心・自信・自由でいることが大切 
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 参 考 

 

１．子どもの虐待に関する法律…児童虐待防止法について  

２０００年成立、２００４年改正、２００８年改正 

〈第 2 条〉虐待の種類 

・ 身体的虐待 

・ 保護放棄、怠慢（ネグレクト） 

・ 心理的虐待 （DV 環境で育つ子どもについても心理的虐待に含まれる） 

・ 性的虐待 

〈第 6 条〉児童虐待に係る通告 

   児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置

する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事

務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

 

２．子どもへの暴力に対する４つの分野 

【防止】家庭・学校・保健所・ＣＡＰなどによる防止教育・電話相談等 

【介入】児童相談所・裁判所・弁護士・警察等 

【治療】自助グループ・保健所・医療機関・カウンセリング等による身体的、精神的治療 

【調査研究】大学・政府・民間団体 

 

３．性暴力の事実  【青少年の性行動調査】 

1999年～2000年に財団法人日本性教育協会が青少年（中学生～大学生の男女約 5000人）に実施 

Q：今までに性的被害を受けたことがありますか 

 性的被害の内容は… 

 「身体をじろじろ見られた」「言葉などで性的なからかいを受けた」「電車の中でなどで身体をさわられた」

「相手のはだかや性器をみせられた」「性的な誘惑を受けた」「無理やりに性的な行為をさせられた」など 

 

A:受けたことがある 

     中学生    高校生 

  女 子     ４８％    ７１％                 

  男 子     ３１％             ３２％ 

     ＊「性的被害を受けた」と答えた人のうち「加害者が知っている人だった」 

                女子４４％ 男子７８％ 

おすすめ図書 

＊あなたが守る あなたの心、あなたのからだ    作：森田ゆり 絵：平野恵理／童話館出版 

＊気持ちの本                   作：森田ゆり 絵：たくさんの子どもたち／童話館出版 

＊わたしのからだよ                作：サリー クーパー／ビデオドック 

＊新・子どもの虐待【岩波ブックレット No.625】     著：森田ゆり／岩波書店 

＊子どもと暴力                    著：森田ゆり／岩波書店 
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７．相談機関     （民）＝民間 （公）＝行政などの公的機関 

 

子どもに関する相談 

●―いじめ・体罰など学校でのトラブル―● 

●(公)子どもの人権１１０番（横浜市） 〔横浜地方法務局 人権擁護課〕  電話０１２０－００７－１１０（月～金 8 時半～17 時 15 分） 

●（公）川崎市人権オンブズパーソン（川崎市）          電話０１２０－８１３－８８７ 
 （月・水・金 13～19 時、土 9時～15 時） 

●（公）子ども人権ホットライン（横浜市・川崎市・横須賀市以外の神奈川県全域） 〔神奈川県立総合療育相談センター〕 

   電話０４６６－８４－１６１６ （毎日 9 時～20 時） 

   ●―子育ての不安など―●   

●（民） 社会福祉法人 子どもの虐待防止センター     電話０３－５３００－２９９０ （月～金 10～17 時 土 10～1５時） 

 

●―不登校・ひきこもりについて相談窓口を紹介できます―● 

●ヒッキーネット事務局 〔文庫こころとからだの相談室内〕    電話０４５―７８３－１１２４ （火～土 10 時～17 時） 

 

女性の直面する問題に関する相談 

●―夫婦・親子・生き方・仕事など日常生活で直面する様々な問題―● 

● （公）心とからだと生き方の総合相談  
【男女共同参画センター横浜】    電話０４５－８７１－８０８０ （＊毎日 9 時～16 時、祝日除く 18 時～20 時） 

＊第４木・年末年始休み 

【男女共同参画センター横浜北】    電話０４５－９１０－５７７７ （火・金曜 9 時～11 時３０分 金は 18 時～20 時も、祝日休） 

 

●―職場や学校での性差別やセクシュアルハラスメントなど―● 

●（公）性別による差別等の相談 【横浜市男女共同参画推進協会】       電話０４５－８６２－５０６３ 
                                （木・日除く毎日 9 時～12 時 13 時～17 時、月のみ 18 時～20 時も、祝日休） 

●―夫・恋人からの暴力（ＤＶ）など―● 

●（公）女性に対する暴力相談 【男女共同参画センター横浜】    電話０４５－８７１－８０８０ （火 13 時～16 時） 

 

●（民）かながわ・女のスペース“みずら”  電話０４５－４５１－０７４０（月～金 14～17 時・19～21 時 土 14～17時） 

女性への暴力相談週末ホットライン（電話同上）  （土・日 17 時～2１時） 

    

 

虐待に関する相談・虐待を疑ったとき 

 
●【横浜市児童相談所】よこはま子ども虐待ホットライン（２４時間） ０１２０－８０５－２４０ 

 
●【川崎市児童相談所】川崎市児童虐待防止センター（２４時間）    ０１２０－８７４－１２４ 
 
●【横須賀市児童相談所】 子育てホットライン（２４時間）      ０４６－８２２－８５１１  
 
●【県中央児童相談所】（横浜市、川崎市、横須賀市以外の地域）  
●子ども家庭１１０番（毎日９時～２０時）         ０４６６－８４－７０００ 
●かながわ子ども虐待ナイトライン（毎日２０時～翌朝９時） ０４６６－８３－５５００ 

  
 


