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NPO Chaibora



YousukeTokita
■鴇⽥陽介■33才
■保育⼠
■経歴
□短期⼤学卒業後、千葉県内の児童養護施設に就職
□現場スタッフ、管理者を経て転職
□発達障害児への⽀援の世界へ
□５年勤め、現在は福祉コンサルタントとして活動
□現在までに関わった⼦どもの数は約２０００⼈
□専⾨は「愛着障害」「発達障害」

■コーヒーと猫が好き
■⼦どもが喜ぶ未来を創る!
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本⽇のアジェンダ

Step1 ⼦どもに関わるとは︖
Step2 ⾃分のタイプを知ろう!
Step3 ⼦どもとの関わり⽅（理論編）
Step4 ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）
Step5 ワーク
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Step1 ⼦どもに関わるとは︖

Question
⼦どもと上⼿に関わる為の⼼構えは︖



Step1 ⼦どもに関わるとは︖

Answer
⼦どもとの関わりは「異⽂化交流」です



Step1 ⼦どもに関わるとは︖

比較対象 子ども 大人

勉強 基本的に嫌い
やらせないといけないもの
必要にかられてやるもの

関わる人の範囲・人数
同年代・男女数同じ

基本的に毎日同じメンバー

基本的に異年齢
男女数バラバラ

日によって違う時もあり

感覚 基本的に鋭い 年齢とともに鈍化

行動範囲 基本的に１０キロ圏内（中学生） 地球

権利 親権者の同意がないと行使できない 公共の福祉の範囲であれば自由



Step1 ⼦どもに関わるとは︖

異⽂化交流をする時何を学びますか︖
⾵習・⽂化・⾔語etc

「⼦どもたちと関わる」
これも同じ理屈なんです。
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あなたの関わりはどっち︕︖

直感が⼤切︕右脳タイプ︕ 論理性が⼤切︕左脳タイプ︕

☑ 感覚が勝負︕
☑ 瞬発⼒がある
☑ ⾏動⼒がある︕
☑ 感覚で⼦ども
の気持ちを理解

☑ 理論が⼤切︕
☑ アセスメント命︕
☑ ⾏動する前に
エビデンスを確認する

☑ 物事をロジックで︕

結論︓どちらも必要︕

Step2 ⾃分のタイプを知ろう!



11

本⽇のアジェンダ

Step1  ⼦どもに関わるとは︖
Step2  ⾃分のタイプを知ろう!
Step3 ⼦どもとの関わり⽅（理論編）
Step4  ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）
Step5  ワーク



【枝葉の支援】
なんて声かけをする？
どうやって宿題やらせる？

【幹の支援】
理論・理屈
エビデンス

【根っこの要素】
熱意・想い

【今の社会】
過去の大人たちが作った社会
今の大人達が作っている社会

【未来】
子どもたちが作る社会

Step3 ⼦どもとの関わり⽅（理論編）
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☆ポイント☆

分析思考

フォーマットの理解

Step3 ⼦どもとの関わり⽅（理論編）



「⼦どもたちが好きなものを知ろう」

よく⾔われる⾔葉。

深めます。

「⼦どもたちが好きな物の構造と原理原則を知ろう」

Step3 ⼦どもとの関わり⽅（理論編）



例えば…

ニチアサ ロングセラー
漫画雑誌

⼀発屋の
お笑い芸⼈

Step3 ⼦どもとの関わり⽅（理論編）



構造化

個別理解

工夫

【支援の基礎段階】
・物的環境、人的環境、時間、刺激etcを行う支援に
対して最適化する事。

【一人ひとりを多角的に理解する】
・認知特性、情緒特性、障害特性、学力水準、社会性発達
など、多角的な側面から一人ひとりをアセスメントする。

【仮設思考に基づく実践パート】
・４K（課題、仮設、工夫、結果）のサイクルを回しながら
支援の最適化を行っていく。

実践

基礎

Step3 理論編 ⽀援の構成原則︓構造化・個別理解・⼯夫



関わるスタンスの原則︓タスク思考とアタッチメント思考

課題成果が出やすく
関係性も長続きする

関係性は長続きするが
学習成果は出づらい

学習成果も出づらく
関係性も長続きしない

学習成果は出やすいが
関係性は長続きしない

低 高

高

低

タスク（課題）思考

ア
タ
#
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メ
ン
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着
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考

Step3 理論編



低 高
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両親

先⽣軍隊

学級崩壊してるクラス 家庭崩壊

関わるスタンスの原則︓タスク思考とアタッチメント思考Step3 理論編
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【枝葉の支援】
なんて声かけをする？
どうやって宿題やらせる？
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理論・理屈
エビデンス

【根っこの要素】
熱意・想い

【今の社会】
過去の大人たちが作った社会
今の大人達が作っている社会

【未来】
子どもたちが作る社会

Step4 ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）



Step4 ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）

「感情労働」

対⼈福祉サービスに使われる⾔葉

どんな意味合いなんでしょう︖

「感情労働＝感情を武器に仕事をすること」



Step4 ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）

知的労働
（⽔＝知識）

⾁体労働
（⽔＝体）

感情労働
（⽔＝感情）

知識労働者＝知識を武器に仕事をする⼈達（学者や先⽣）
⾁体労働者＝⾁体を武器に仕事をする⼈達（⼤⼯さんとか）
感情労働者＝感情を武器に仕事をする⼈達（対⼈福祉サービス）



Step4 ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）

使われたものは失われていく。
失われたならば、補充しないといけない。

満タン 空っぽ 満タン

⽇々の仕事で使⽤ 補充

⼼が空っぽ
⇣

武器がない



知識労働者の⽅＝知識を使ったら本を読んでインプット
⾁体労働者の⽅＝体を使ったら体を休めて回復

感情労働者の⽅＝感情を回復させる

☆⾃分の⼼のコップを「満たす⽅法」を知っておこう︕
☆⾃分の⼼の根っこを育てよう︕

Step4 ⼦どもとの関わり⽅（想い・思想編）
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ぶっきらぼうな男の⼦

Step5 ワーク

◯どのように関わりますか︖

まずは右脳で、直感的に。
次に左脳で論理的に考えてみましょう︕



距離感の近い男の⼦

Step5 ワーク

◯どのように関わりますか︖

まずは右脳で、直感的に。
次に左脳で論理的に考えてみましょう︕
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参加者の⽅が、
今⽇の内容をグラレコで
まとめてくれました︕
資料の最後に添付します︕



Step5 ワーク

ご清聴ありがとうございました︕


