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　皆様、いつも暖かなご支援をありがとうございます。コロナ禍の蔓延が憂慮される

日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。皆様のお陰をもちまして2020年

度の活動を無事に満了することができました。

　ここに、2020年度の活動報告書と2021年度の活動計画書をお送りします。私たち

の活動は、①デザインによる教育支援の「子どもデザイン教室」、②皆様との協同による

資金支援の「子どもデザイン基金」、③24時間365日の養育支援の「こどもサポート

ホーム」、この3つの支援で成り立っています。私たちの活動の問題点は、約30名の親と

暮らせない子どもたちのレッスン料、年間約3,168,000円をいかに創出するかにあり

ます。

　2021年度も子ども、とりわけ親と暮らせない子どもたちが「生まれてきてよかった」

と思えるように、自分の気持ちを造形や言葉でいきいきと伝えられる、そんな教育と養

育に力を尽くしてまいります。これからもより一層のご支援を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。また、時節柄、皆様何卒ご健康でご多幸であられますことをいつも

心より願っております。



2020年度 子どもデザイン教室 活動報告
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クリスマス会を開催しました。

　今回のクリスマス会はコロナ対策として12月の通常レッスン内で合計5回、

分散開催　しました。残念ながら社会的養護向けレッスンのクリスマス会は

開催できず、皆様から頂いたプレゼントは施設の方へお贈りしました。

発表会・販売会を開催しました。

　3月14日㊏・20日㊏・21日㊐、2年ぶりに発表会・販売会を南田辺会館 老

人憩いの家で開催しました。コロナ対策で合計6回に分散開催しました。少

人数の反面、一人一人の個性に向きあう良い発表会・販売会になりました。

日本子ども虐待防止学会で発表会をしました。

　11月28日㊏・29日㊐開催の「日本子ども虐待防止学会 第26回学術集会

いしかわ金沢大会」で思考デザインレッスンの発表をしました。

3つの「遊び×学びレッスン」

　2020年度は年長児から大学生まで繋がる「遊び×学びレッスン」を展開し

ました。「遊び×学びレッスン」は、①お絵かき・立体などの創造する楽しさを知

る創造デザインレッスン、②キャラクター商品を企画・制作・販売する商品デ

ザインレッスン、③対話力と思考力を身につける対話デザインレッスンの3つ

の教育プログラムでした。当初計画した④自分の将来をデザインする将来デ

ザインレッスンは受講生が集まらず、残念ながら開催できませんでした。

コロナ対策に万全を期してのレッスン

　2020年度は新型コロナウイルスの影響で4月・5月と2カ月間（2019年度

3月を合わせると3カ月間）、レッスンを休止しました。対話デザインレッスンの

みオンラインで開催しました。しかし、子どもとのフェイスtoフェイスが当レッ

スンの持ち味であることを再認識しました。6月からはレッスンを再開しまし

たが、定員最大14名を8名に削減し、感染症予防対策を実施し、子どもたち

の安全・安心に万全を期しての開催となりました。

できたこと、できなかったこと

　2020年度からの戦略として、①子どもとのフェイスtoフェイスのレッスン、

②教育＋養育のメソッドの科学的な研究、③確立されたメソッドの書籍・ネッ

ト・セミナーによる普及、④新型コロナウイルス後のレッスンの再構築やオン

ラインレッスンによる全国配信、の4点を計画しました。大阪府立大学大学院

での研究と連動し、①②は実行段階に入り、2021年度からの新しいレッスン

開発に着手しました。一方で、③④はまだまだ将来構想の段階で、実行には

至りませんでした。

●3つの一般家庭向け有料レッスン／●○6つの社会的養護向け無料レッスン

コロナ対策の上でレッスンを開催し、
新しいレッスンへの転換をめざしました。

絵本作り 商品デザイン特別レッスン発表会 対話デザインレッスン発表会アクセサリー作り創造デザインレッスン発表会

○創造デザインレッスン：
　毎週土曜日2回開催／各回定員8名・1時間15分

○商品デザインレッスン：
　毎週木曜日・土曜日開催／各回定員8名・1時間15分

○対話デザインレッスン：
　第2・第4土曜日開催／定員10名・2時間

○出張デザインレッスン：
　隔月1回日曜日開催／定員8名・2時間

○創造デザイン特別レッスン／商品デザイン特別レッスン：
　隔月1回土曜日開催／定員8名・2時間

○一般受講生 月会費：8,800円（対話は2,200円）／年会費：3,000円
○支援受講生 月会費：0円／年会費：3,000円

受講生数の推移 事業収支の推移
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○一般受講生：36名・支援受講生：31名
　合計：67名（内退会 一般家庭2名）
○レッスン回数：94日・210回
　満足度：88%
　（5段階で4以上と評価した受講生の割合）

教室部門（実績） 
○2019年度収入：2,653,200円
○2020年度収入：2,192,520円
　前年比：82%
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2020年度 子どもデザイン基金 活動報告

2020年度 こどもサポートホーム 活動報告

子どもデザイン基金

福祉型キャラクタービジネスの実施／企業との協同／ご寄付・ご寄贈／
活動説明会の開催と賛助会員の募集／普及啓発のイベント・講演会の開催

こどキャラ
ご寄付
ご寄贈企業協同 普及啓発

こどカフェ
キッズ

サポーター

皆様との協同による 資金支援

のご寄付を頂きました。また、大阪東ロータリークラブ様は講演会にお呼びく

ださり、ご寄付、ご寄贈、発表会へのご参加など大変お世話になりました。

活動説明会「こどカフェ」を開催しました。

○偶数月第1土曜日開催　○回数：4回（中止2回）

○新規賛助会員「キッズサポーター」：12名様

普及啓発活動をしました。

　コロナ禍の影響でイベント・講演は中止となりました。Facebookなどの

SNSやホームページを通じて普及啓発活動をしました。また、年12回・376名

様にニュースメールを配信しました。理事会は年6回開催しました。

福祉型キャラクタービジネス「こどキャラ」を実施しました。

　2020年度も企業・団体様と協同して、親と暮らせない子どもたちの支援基

金と学習基金を創出する「こどキャラ」事業をしました。「こどキャラ」とは、親と

暮らせない子どもたちが制作したイラストやマークの総称です。2020年度は

大阪ガス様、551蓬莱様、大阪東ロータリークラブ様、A社様（現在進行中）か

らご依頼を頂きました。また、個人様には「こどキャラ名刺」を販売しました。

コロナ禍で企業活動が滞る中でも、企業・団体様と協同しました。

　大阪ガス様のWithコロナを考える会議「Reスタート」に出演しました。また、

H2Oサンタ様のNPO紹介WEBビデオ「コロナ禍レポート」でご紹介頂きまし

た。他にも、お好み焼きの風の街様の新商品「わらびそふと」によるご支援、大

阪東ロータリークラブ様や大日本印刷様からの協同のお申し出を頂きました。

一方でラーメンレストランチェーン まこと屋様とラーメンと似顔絵で児童養護

施設に笑顔を届ける「笑顔一丁」は開催できませんでした。

企業・団体様、個人様から沢山のご寄付・ご寄贈を頂きました。

　ヤフー株式会社様、ソフトバンク株式会社様、ある個人様からは100万円も

　2018年11月に設立したこどもサポートホームは、2020年度末でおおよそ

2年半の年月が経ちました。小学生から大学生まで6人の子どもを養育し、

2019年度末には大学生一人が巣立ちました。その後は一人一人の子どもに

より向き合いたい思いから定員を5人にしました。

　思えば2020年度は緊迫と憂慮の日々でした。子どもの新型コロナウイルス

疑いや3月から5月までの3カ月間は学校休校になり、子どもたちとじっくりと

向き合う日 と々なりました。こうしたコロナ禍をきっかけに子どもとの話し合い

を重ねる中で、ファミリーホームの課題が浮かび上がってきました。

　コロナ禍で浮き彫りになったのは、①子どもの人権と安全・安心保障の葛藤、

②100%愛されたいと願う子どもと子ども6人として1人16％しか愛せないこ

とへの葛藤、③子ども個々が持つ文化と養育者が持つ文化の葛藤、④両親が

揃っ家庭と父子家庭であるホームの葛藤、⑤ファミリーホームは施設なのか、

家庭なのかの葛藤、こうした二律背反する現実にどう答えを出すかを問い続け

た日々でした。

　そんな中で、大阪府立大学大学院での研究が始まり、「自己表明」を研究

テーマにしました。自己表明に思い至ったのは、こうした子どもとおとなの観点

の齟齬を改善したいからです。設立以来、ここまで闇雲に走り続けた中で多くの

間違いを起こし、また、その間違いを子どもが教えてくれました。そのことを感

謝したいし、これからは一人一人の子どもをよく観ることが大事にしていきたい

です。

　子どもとのぶつかり合いに笑顔が消えていく反面、繋ぐ子どもの手の温もり

にファミリーホームをすることの幸せに感じる日々でもあります。こうしたトライ

＆エラー、エラー＆フォローの繰り返しを重ねることで、やがて子どもも大人も

成長していきたいと考えています。

こどもサポートホーム
ファミリー
ホーム

社会福祉学

（個人事業）

社会的養護の実践・研究

24時間365日の 養育支援

コロナ禍で普及啓発が滞る中でも
皆様のご厚情に支えられた1年でした。

家庭養育の喜びや苦悩を重ねる中で、
大学院での研究成果が見え始めました。

大阪東ロータリークラブ様で講演 大阪ガス様のWeb会議に出演

こどキャラ部門（実績） 
○2019年度収入：685,290円
○2020年度収入：775,000円・前年比：113%
　支援基金支出：240,400円（31%）
　学習基金支出：534,600円（69%）
補助金部門（実績） 
○2019年度収入：1,513,241円
○2020年度収入：2,400,400円・前年比：159%

ご寄付部門（実績）
○2019年度収入：1,513,241円
　個人131名様・法人12社様
○2020年度収入：2,955,516円・前年比：195%
　個人129名様・法人10社様
ご寄贈部門（実績）
○2019年度収入：143,950円相当
○2020年度収入：491,530円相当・前年比：341%
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2021年度 子どもデザイン教室 活動計画

子どもデザイン教室
①作って
コース

⑤作って
コース

②話して
コース

③もっと
話して
コース

デザインによる 教育支援

④作って
コース

子どもとおとなの傾聴の齟齬
　子どもデザイン教室は子ども、とりわけ親と暮らせない子どもの自立
を支援するNPO法人です。千葉県（2007）の調査では、子どもの79%
が「学校や家で我慢をした経験がある」と答えています。一方で、おとな
の99%が「普段子どもの意見を聞いている」と答えています。このことか
ら、子どもとおとな世代の傾聴姿勢に関する齟齬が見られます。
　日本学生支援機構（2008）によると、対人関係の相談が増えている
と答えた大学の割合は79.3%です。NPO法人KHJ（2020）によると、引
きこもりの初発年齢は13歳から大きく増えます。私たちの狙いはこの青
年期における対話力の低下をできるだけ底上げしようというものです。
知識蓄積型＋意見表明型の教育へ
　学校教育は重要です。しかし、そこで得た知識を自らの意志として発
信することはもっと重要です。知識はあってもなくても仕事はあります
が、意志が表明できなければ良い仕事はできません。日本経済団体連
合会（2010）が行った調査では、新卒採用でコミニケーション能力を重
視する企業の割合は81.6%です。
作ってコース、話してコース、もっと話してコース
　そこで、私たちは子どもが自ら学んでもらえるように「遊び×学びレッ
スン」を考案しました。このレッスンを通して、自分の気持ちが伝えられ
る子を育てるのが私たちの狙いです。自分の気持ちが伝える方法は言
葉だけではありません。自分の気持ちを描画や造形などの創作活動を
通して、まずは非言語から伝える方法を学びます。
　レッスンは習熟度別に、①作ってコース、②話してコース、③もっと話
してコースの3つの一般家庭向け有料レッスンと、そしてこれに、④作っ
てコース（第1週か第3週に開催）、⑤作ってコース（随時開催）を加えた
5つの社会的養護向け無料レッスンを用意しました。社会的養護の受
講生はすべて月会費無料でレッスンが受けられます。
4つの工程を循環し、自分デザイナーになるレッスン
　レッスンは、①自分自身を理解し、②自分の意思を形成し、③自分の
気持ちを絵や形、言葉で表現し、④他の受講生の発表を通して他者を
理解するという4つの工程を循環します。そのことが子どもの自己肯定
感を高め、明日をよりよくする力になります。そして、自分の人生をデザ
インできる人、「自分デザイナー」になってほしいと願っています。

●3つの一般家庭向け有料レッスン／●○5つの社会的養護向け無料レッスン

自分の気持ちを伝えるレッスンを開催し、
自分の人生をデザインできる子を育てます。

自分の気持ちを形にする。 自分の気持ちを発表する。 発表を聞いて相手の気持ちを理解する。自分の気持ちと対話する。

○一般受講生：30名・支援受講生：30名
　合計：60名
○レッスン回数：108日・204回
　満足度：90%
　（5段階で4以上と評価した受講生の割合）

教室部門（計画） 
○2020年度収入：2,192,520円
○2021年度収入：3,379,200円
　前年比：154%

ひきこもり初発年齢
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子どもの意見表明と親の傾聴姿勢

（子ども）
あなたは、家庭や

学校で言いたいことを
がまんすることが

あるか

（おとな）
あなたは、ふだん
お子さんの意見を
聞くようにして
いるか

出典：千葉県 子どもの権利・参画のための研究会（2007）「子どもの意識・実態調査」
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46%

聞いていない

1%

自己理解

意思形成

自己表現

NPO法人KHJ 全国ひきこもり家族会連合会（2020）
「ひきこもりの居場所に関する実態調査報告書」

18%
ない

他者理解

対人関係の相談が
増えている大学の割合

81%
新卒採用でコミュニケーション
能力を重視する企業の割合

出典：日本学生支援機構（2008）
「大学、短期大学、高等専門学校における
学生支援の取り組み状況に関する調査」

第1週か第3週 随時

（社）日本経済団体連合会(2010)
「新卒採用に関するアンケート調査」

自分は何を
考えている
のだろう？

あっ、こんな
風に考えて
いるんだ！

その気持ち
を絵にして
みよう

へ～、あの子
はそんな風に
考えてるんだ
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作って、もっと話して伝える

話せる子が、「なるほどな話」のできる子をめざします。

　施設や里親宅、学校で、自分の気持ちを、絵や形で伝えられる子をめざ
します。友達との出来事などを思い出し、自分の気持ちを理解します。こう
して形成した自分の気持ちを、ピンバッジ、キーホルダー、絵本、オリジナ

ル作品、お菓子・お弁当・ケーキなどにし、絵や形で気持ちを伝えます。言
葉で伝えられなくても構いません。①は毎週土曜日、④は第1週土曜日か
第3週土曜日のいずれか、⑤は休日に随時不定期に開催するコースです。

　施設や里親宅、学校で、自分の気持ちを、説得力のある言葉で伝えられ
る子をめざします。相手に「なるほど」と思われる論理的な伝え方を学び、
自分の気持ちの伝え方を、遊び感覚のレッスンで学びます。こうして形成
した自分の気持ちを、ピンバッジ、キーホルダー、絵本、オリジナル商品、
お菓子・お弁当・ケーキなどにし、説得力のある言葉で伝えます。オリジナ
ル商品の販売会もします。第2・4週土曜日に開催するコースです。

iPadでキャラクター作り フィモ粘土でピンバッジ作り レジンでアクセサリー作りフェルトでキーホルダー作り

オリジナル商品作り お菓子・お弁当・ケーキ作り ゲームやビンゴ、クリスマス会 保護者の方と一緒に発表会

論理の基本を学ぶ 保護者の方と一緒に発表会 オリジナル商品の販売会

③もっと話してコース 中学生～大学生
作って、話して伝える

②話してコース、③もっと話してコースにも同じプログラムがあります。
④月1回、⑤随時は社会的養護専用のレッスンです。

話す気持ちのある子が、話せる子をめざします。

「話は苦手」という子が、話す気持ちのある子をめざします。

　施設や里親宅、学校で、自分の気持ちを、言葉で伝えられる子をめざし
ます。自分の気持ちの伝え方を、遊び感覚のレッスンで学びます。こうして
形成した自分の気持ちを、ピンバッジ、キーホルダー、絵本、オリジナル作
品、お菓子・お弁当・ケーキなどにし、言葉で伝えます。最初はうまく話せ
なくて構いません。毎週木曜日か土曜日に開催するコースです。

 ゲーム感覚のレッスン ディスカッション・プレゼン 保護者の方と一緒に発表会

②話してコース 小学生～高校生

作って伝える

①④⑤作ってコース 年長～中学生

コンピュータで制作

絵の具や生活廃材で絵本作り

①④⑤作ってコースに以下のプログラムが加わります。

時間表

料金表

①④⑤作ってコースと、②話してコースに以下のプログラムが加わります。

②話してコース：毎週㊍〈月4回〉17：30～19：00
　　　　　　　毎週㊏〈月4回〉11：30～13：00
③もっと話してコース：第2・4週㊏〈月2回〉17：30～20：00

受講の目安

小学生～高校生

賛助会員費

中学生～大学生

レッスン名 各回定員 支援受講生月会費

年3,000円

年長～中学生

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

木曜日

土曜日

休日

年3,000円

年3,000円

10名

10名

10名

30

①作ってコース：毎週㊏〈月4回〉9：00～10：30
④作ってコース：第1週㊏か第3週㊏〈月1回〉14：00～16：30
⑤作ってコース：随時〈不定期〉14：00～16：30

30 30 30

①作ってコース：
毎週㊏

②話してコース：
毎週㊏

②話してコース：
毎週㊍

③もっと話してコース
：第2・4週㊏

②話してコース

③もっと話してコース

①④⑤作ってコース

0円

0円

0円

一般受講生月会費

8,800円

8,800円

8,800円

（時）

30 30

④作ってコース：第3週㊏
④作ってコース：第1週㊏

⑤作ってコース：随時

支援受講生の月会費8,800円×
30人×12カ月＝3,168,000円は
自己負担のため、その学習基金の
創出が課題です。
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2021年度の課題
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2021年度 子どもデザイン基金 活動計画

2021年度 こどもサポートホーム 活動計画

子どもデザイン基金

福祉型キャラクタービジネスの実施／企業との協同／ご寄付・ご寄贈／
活動説明会の開催と賛助会員の募集／普及啓発のイベント・講演会の開催

こどキャラ
ご寄付
ご寄贈企業協同 普及啓発

こどカフェ
キッズ

サポーター

皆様との協同による 資金支援

ホームページからのご寄付システムなどを活用して、2021年度も引き続き、親

と暮らせない子どもたちへのご支援の輪を広げて参ります。

活動説明会「こどカフェ」を開催します。

○偶数月第2土曜日開催　○回数：6回

○新規賛助会員「キッズサポーター」：12名様（予定）

引き続き、普及啓発活動をします。

　コロナ禍が収まれば、イベント・講演の再開を期待しています。また、Face-

bookなどのSNSやホームページを通じて、普及啓発活動やニュースメール、

理事会などを引き続き実施します。

福祉型キャラクタービジネス「こどキャラ」を実施します。

　2021年度も企業・団体様と協同して、親と暮らせない子どもたちの支援基

金と学習基金を創出する「こどキャラ」事業を実施します。「こどキャラ」とは、親

と暮らせない子どもたちが制作したイラストやマークの総称です。2021年度

は大阪ガス様、551蓬莱様、大阪東ロータリークラブ様の他、現在進行中のA

社様の商品が販売されることを楽しみにしています。また、個人様には、さらに

キャラクターの種類を増やした「こどキャラ名刺」を販売します。

アフターコロナを見据えて、企業・団体様と協同します。

　2021年度は大阪東ロータリークラブ様との協同を計画しています。これは、

今秋開催の発表会をキッズプラザ大阪で開催し、発表会とレクリエーション、

昼食を組み合わせた企画です。また、コロナ禍が治まれば、ラーメンレストラン

チェーン まこと屋様のラーメンと私たちの似顔絵で児童養護施設に笑顔を届

ける「笑顔一丁」が再開されることを望んでいます。

企業・団体様、個人様からのご寄付・ご寄贈をお願いします。

　ヤフー株式会社様のヤフー基金やソフトバンク株式会社のかざして募金、

　3年目を迎えたこどもサポートホームは、これを期にスタッフが変わりました。

新たに看護師と保育士の資格をもつお母さん、大阪府立大学の学生さんを迎

え、さらにバージョンアップを計ります。これまでの大きな反省点は、こどもサ

ポートホームのコンセプトです。これまで「あたたかなごはんとゆめみるみらい」

としてきましたが、そこには過去への視点「これまでをともにし」がありませんで

した。子どもは現在だけを生きているのではなく、私たちの知らない過去を背

負って生きています。これまではそのことをあえて避けてきましたが、それでは

未来に向かう養育ができないことがよく分かりました。

　2021年の5月に二人の子どもが巣立っていきます。この約2年半、子どもの

成長の舞台で共に精一杯の力を尽くしてきましたが、それでも子どもの愛され

たいと願う気持ちには応えられませんでした。それでもこれまでの日々を振り

返り、立派に成長した子どもの姿をみると感慨はひとしおです。子どもの成長は

私たちの成長であり、誇りです。

　2021年度は、大阪府立大学大学院での研究も2年目に入ります。子どもデ

ザイン教室の活動とこどもサポートホームの活動をシンクロさせ、論理的な思

考力を鍛え上げたいと考えています。そして、そのエンジンとなるのは、子どもを

愛する気持ちです。良くも悪くも自分の限界や社会的養護の限界を知ったこの

2年半。失敗もありましたが、人は諦めない限り、それは失敗にはなりません。

2021年度、新たなる思いで子ども一人一人の言動や特性を注意深く理解し、

対話の意識を形成し、分かる言葉で表現し、互いに理解しあう、そんな日々の

繰り返しをテーマにしていきます。

こどもサポートホーム
ファミリー
ホーム

社会福祉学

（個人事業）

社会的養護の実践・研究

24時間365日の 養育支援

企業・団体様、個人様と協同し、
支援基金・学習基金を創出します。

大学院での研究成果と往還し、
論理と愛情の社会的子育てを実践します。

大阪東ロータリークラブ様との協同 企業・団体様との協同（写真はNPOサンタ様）

5

こどキャラ部門（計画） 
○2020年度収入：775,000円
○2021年度収入：480,000円・前年比：62%
　支援基金支出：120,000円（25%）
　学習基金支出：360,000円（75%）
補助金部門（計画） 
○2020年度収入：2,400,400円
○2021年度収入：105,600円・前年比：4%

ご寄付部門（計画）
○2020年度収入：2,955,516円
　個人129名様・法人10社様
○2021年度収入：1,800,000円・前年比：61%
　個人130名様・法人10社様
ご寄贈部門（計画）
○2020年度収入：491,530円相当
○2021年度収入：120,000円相当・前年比：24%

2021
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