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子どもデザイン教室の外観

2021年度 子どもデザイン教室 活動報告

子どもデザイン教室事業

　デザインによる教育支援事業として、2021年度は、①作ってコース・②話

してコース・③もっと話してコース、3つのコースのレッスンを一般家庭児童

30名には有料で、社会的養護児童40名には無料で提供しました。2021年

度の事業収入は4,346,847円、事業支出は5,111,440円、事業収支は

764,593円の赤字となりました。原因はコロナ禍で8月・2月とレッスンを中

止したことと、後述の基金事業の低調にあります。

レッスンの教育的成果

　レッスンの狙いは、自分の気持ちが伝えられる子を育てることです。私た

ちは自分の気持ちを伝える方法は言葉だけではないと考え、子どもたちは

自分の気持ちを描画や造形などの創作活動を通して、まずは非言語で伝え

る方法を学びました。

　2021年度のレッスンの基幹となったのは大阪府立大学大学院での研究

です。大学院ではレッスンが社会的養護児童の意見表明に及ぼす影響を

研究し、主に文献研究や2022年度から始まる調査の準備をしました。研究

のリサーチクエスチョンは「美術は社会的養護児童の意見表明を促進する

のではないか」です。児童養護の現場に造形活動を導入することで、社会的

養護児童の意見表明が促進されることを期待しています。

　2021年度、受講生最後の振り返りでは「じょうずに発表できた」「発表す

るのって気持ちがいい」「自分の気持ちを伝えるレッスンでいろんなことを

学んで楽しかった」「伝える力をつけようと思った」との評価がありました。

保護者様からは「コロナ禍の中、色々と工夫をこらしながら運営してくだ

さってありがとうございました。自分の子や他のお子様を見ていると、自分

の気持ちを言葉や形で表現をする場所があるっていいなと思います」との

ご意見を頂きました。5段階評価の満足度調査では1年間通年で88%の受

講生が4以上と評価しました。

　一般家庭児童は気持ちが常に安定しており、自分の気持ちを素直に表現

できていました。しかし、社会的養護児童は常に不安定で、例えば「嫌と思

うことは？」と問うても「ない、しらん、わからん」と否定形で拒絶したり、造

形作品で表現を求めても「う○こ、ち○こ」などの作品で誤魔化したり、障壁

を立てて自己防衛する場面がみられました。しかし、そうした障壁を乗り越

えたのちに表現される作品は「殴られる、叱られる、殺される」などの暴力

的な人間関係を表現した作品多くありました。

　右図は教室に通う社会的養護児童30名にレッスン直前と直後に「他の

人にも分かったもらえるようないい方で自分のことが話せるか」を4件法で

質問したものです。その結果、レッスン前は中央値が2.25でしたが、レッス

ン後は中央値が3に上昇しました。この結果はレッスンが子どもの意見表

明力を高めたことを証明しています。子どもの心の様子を理解し、子どもの

意見表明力が高められたことは2021年度の成果です。

自分の気持ちを伝えるレッスンを70人に開催。
大学院での研究を活かした教育的成果がありました。

万全を期したコロナ対策 キッズプラザ大阪でクリスマス会 年度末の発表会（販売会） 日本子ども虐待防止学会で発表

支援児童が描いた作品「嫌な毎日」

自分の気持ちを伝えるレッスン

教室事業の概要
○2020年度収入：2,192,520円
○2021年度収入：2,479,400円
　前年比：113.1%
○一般受講生：30名・支援受講生：40名
　合計：70名（内退会14名）
○レッスン回数：96日・182回
　満足度：88%（5段階評価で4以上の割合）

事業収支
○2020年度収入：8,323,436円
○2021年度収入：4,346,847円
　前年比：52.2%
○2020年度支出：6,736,450円
○2021年度支出：5,111,440円
　前年比：75.9%
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レッスン直前 レッスン直後

2.25

3

とてもそう思う

そう思う
中央値

そう思わない

とてもそう思わない

2021年6月20日～7月24日実施、Wilcoxonの検定、p=0.002、r＝0.53、
t（8）＝-3.28＞3.25、n＝30

レッスンの教育的成果
社会的養護児童30人に聞きました。
あなたは他の人にも分かってもらえるような
いい方で自分のことが話せますか？

子どもデザイン教室の外観

受講生数の推移
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話す気持ちのある子が、
話せる子をめざす ②話してコース 話せる子が、「なるほどな話」の

できる子をめざす

　年長～小学生向けに、友達との出来事などを思い出し、自分の気持ちを理

解し、形成された自分の気持ちを絵や形で表現するレッスンで、言葉で伝え

られなくても構わないのがこのレッスンの特徴です。①レッスンは毎週土曜

日に開催し、④レッスンは月1回、⑤レッスンは随時は社会的養護専用に開催

しました。4～5月は名前の由来をセラミック粘土でピンバッジにしました。6

月は感謝の気持ちを折紙の花束で伝えるいいね花束、7～9月は嫌いなことを

フェルトでマスコット人形にしました。10月は感謝の気持ちをお菓子にしまし

た。11～12月は毎日の嫌な気持ちをキャラクターにしました。1～3月はキャ

ラクターを主人公に絵本を作りました。8月と2月はコロナ禍でレッスンを中

止しました。これにより予定していたオリジナル作品、お弁当・ケーキは中止と

なり、レッスンは2022年4月まで延長しました。12月は大阪東ロータリーク

ラブ様のご支援によるキッズプラザ大阪でのクリスマス会、3月末には南田辺

会館老人憩いの家で発表会（販売会）を開催しました。

自分の気持ちを伝える3つのコース・5つのレッスン

　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つコースを基本とし、これに加え、月1回開催する社会的養護専用

の④作ってコース、児童養護施設に出張で開催する⑤作ってコースの合計5

つのレッスンを開催しました。一般家庭には①②③を有料で、社会的養護に

は①②③④⑤は無料で開催しました。カリキュラムは、子どもの意見表明力を

育てる「自分の気持ちを伝えるレッスン」を考案しました。

　中学生～高校生向けに、論理的な伝え方を学び、説得力のある言葉で伝え

るレッスンです。第2・4週土曜日に開催し、上記の①④⑤作ってコースと、左

の②話してコースに論理の基本を学び、ディスカッションなどのプログラム

が加わりました。コロナ禍もあり、参加が低調で予定通り進行ができず、

2021年度をもって終了し、今後は単発のデザイン国語レッスンに移行します。

⑤出張の社会的養護専用レッスン 4月～5月 ピンバッジ作り 7月～9月 マスコット人形作り6月 いいね花束作り

11月～12月 キャラクター作り 12月 クリスマス会 1月～3月 絵本作り 3月 発表会（販売会）

論理の基本を学ぶ ディスカッション 3月発表会

③もっと話してコース
　小学生～中学生向けに、友達との出来事などを思い出し、自分の気持ちを

理解し、形成された自分の気持ちを絵や形と文字や言葉で表現するレッスン

で、言葉で伝えるのがこのレッスンの特徴です。毎週木曜日か土曜日に開催

し、上記の①④⑤作ってコースにゲーム感覚のレッスンやプレゼンテーション

などのプログラムが加わりました。

 ゲーム感覚のレッスン プレゼンテーション 3月発表会（販売会）

「話は苦手」という子が、
話す気持ちのある子をめざす①④⑤作ってコース

④月1回の社会的養護専用レッスン

10月 お菓子作り

時間表

料金表
受講の目安

小学生～中学生

賛助会員費

中学生～高校生

レッスン名 各回定員 支援受講生月会費

年3,000円

年長～小学生

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

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）

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 随時出張

2021年度の課題は支援受講生
の月会費8,800円×40人×12
カ月＝4,224,000円を捻出す
ることでした。
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キッズプラザ大阪でのクリスマス会

こどもサポートホーム事業
　こどもサポートホーム事業とは24時間365日の養育支援です。小規模住居型児童養育事業（ファミリーホー
ム）を運営し、6人の子どもを育てています。

2021年度 子どもデザイン基金 活動報告

2021年度 こどもサポートホーム 活動報告

贈を頂きました。イベントはコロナ禍と多忙で開催できませんでした。講演

会の登壇は1件でした。ただし、SNSやホームページを通じて、ニュースメー

ルを毎月発行しました。2021年度のこどもデザイン基金事業は低調でした。

原因はコロナ禍の影響と代表自身が研究などの教室事業・養育事業に手

一杯で、基金事業をする余裕がなかったことにあります。

子どもデザイン基金事業

　子どもデザイン基金事業は、企業・団体・個人様との協同による資金支援

事業です。福祉型キャラクタービジネス「こどキャラ」の実施、企業様との

協同、活動説明会「こどカフェ」の開催、賛助会員「キッズサポーター」の募

集をし、2021年度も暖かいご寄付・ご寄贈を頂きました。

改善の見込みがない資金支援事業

　「こどキャラ」は、社会的養護児童が制作したイラストやマークを企業な

どの広報物としてご活用頂き、その収益を自立資金・事業資金に充てるも

のです。2021年度はフォントワークス様の社会貢献型フォント商品の収益

をご寄付頂きました。また、551蓬莱様や大阪東ロータリークラブ様には、

子どもデザイン教室のイラストをご提供しました。さらに、大阪東ロータ

リークラブ様、キッズプラザ大阪様とは協同でクリスマス会を開催しまし

た。しかし一方で、「こどキャラ名刺」の受注はありませんでした。

　偶数月の第2土曜日に開催する活動説明会「こどカフェ」の2021年度の

開催回数は5回で、新規賛助会員「キッズサポーター」は8名様でした。

2021年度はEサポート様・H2Oサンタ様・大阪東ロータリークラブ様・風

の街様・551蓬莱様、泉州様、摂津金属工業所様、ダイコー様、ソフトバン

ク様、ファンドレイジングフォーザチルドレン様・ベネフィットワン様・ヤ

フー様・輸出梱包様・LUCCO様（50音順）など17社様、また、88名の個人

様からご寄付を頂き、さらに、10名の個人様からお菓子・画材などのご寄

工夫と対話の養育

　5月になって大学生の子と高校卒業の子が自立しました。大学生の子は

円満な自立ではありませんでした。原因は子どもの気持ちに応えられな

かったことです。その反省から「子ども一人一人の言動や特性を注意深く理

解すること」を自身のテーマにしました。また、子どものこれまでの経験に

寄り添うことを常に意識しました。

　その後、4月に小学生、6月に中学生、2022年1月に小学生を迎え入れ、

これまで共に暮らしてきた大学生・小学生2人と合わせて合計6人、スタッ

フ5人の体制になりました。ファミリーホーム（以下ホーム）の子どもたちは

親という絶対的な存在と暮らせないゆえの課題があります。とりわけ、自立

後に起きる孤立の問題をより改善するために将来を見越した養育に努めま

す。しかし、子どもたちは常に今、現在が重要であり、その視点の齟齬が相

互理解を難しくします。子どもの意見を尊重し過ぎる不安と、尊重するがゆ

の責任があります。今年一人の子が自宅を出てホームで暮らす決断をしま

した。想像を絶する決断です。私はその勇気に敬服すると共にこの子の未来

を最大限、全力で応援する心づもりです。里親養育は眩しいくらいの子ども

の成長と共に、私たちも成長できるそんな仕事です。

　一方で、子どもによるホーム内設備の破損行為に悩まされました。こうし

た事態に遭遇した場合、（まだまだ至りませんが）無になることを心掛け、怒

りのコントロールを学びました。また、2022年2月にホーム内で子どもたち

がコロナに感染し、看病をしていた私も罹患し、3週間の隔離生活を経験し

ました。このときの経験はその後、肉体的にも長く影響しました。改善策を

考え、その後、コロナ感染拡大防止のための子ども部屋を増築しました。

　子どもたちは日々、バスケットボール、スイミング、公文教室、子どもデザ

イン教室と習い事に忙しく、12月は皆で北海道にスキー旅行にも行きまし

た。このように子どもたちは毎日美味しいご飯を食べて、元気に暮らしてい

ます。どの子も『ずっとここで暮らしたい』というのは、私たちにとってはこの

上ない褒め言葉です。

（個人事業）

計画は下回るものの、自立資金・事業資金と
クリスマス会・発表会をご支援頂きました。

大学院の研究、コロナ禍の経験。子ども部屋増築など
創意工夫と対話で6人を養育し、環境改善に務めました。

フォントワークス様との協同 大阪東ロータリークラブ様との協同
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こどキャラ部門
○2020年度収入：775,000円
○2021年度収入：60,000円
　前年比：7.7%
　自立資金：121,800円（203%）
　事業資金：0円（0%）
補助金部門  
○2020年度収入：2,400,400円
○2021年度収入：88,000円
　前年比：3.7%

ご寄付部門 
○2020年度収入：2,955,516円
　個人129名様・法人10社様
○2021年度収入：1,719,447円
　前年比：58.2%
　個人88名様・法人17社様
ご寄贈部門 
○2020年度収入：491,530円相当
○2021年度収入：243,100円相当
　前年比：49.5%
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キッズプラザ大阪でのクリスマス会

子ども部屋の増築







次世代へのバトンタッチ

　2018年から始まったデザイン国語レッスン。これは福祉・国語・デザイン

の3つの観点から社会的養護児童のセルフアドボカシーを促進するレッス

ンです。この取り組みは子どもデザイン教室の伊藤理事（大阪公立大学教

員）、井上正会員（京都市立京都奏和高校教員）らによるもので、代表とは

個別の取り組みです。他にも辻尾正会員らも代表とは個別にレッスンの立

ち上げを企画しており、こうした次世代の胎動に期待しています。バトン

タッチを始めるのに良い時期を迎えたと考えています。

教育的自立支援

　子どもデザイン教室の事業目的は社会的養護児童の自立支援です。自立

支援の方向性は教育的アプローチをとり、その考え方は意見表明という出

力型のアプローチにあります。その理由は、自分の考えを意見表明できな

ければ、自己実現はできないと考えるからです。2022年度は100～200名

の社会的養護児童に美術による意見表明の調査研究を実施します。そして、

将来はその研究結果を踏まえて、児童養護施設の行事・催事にアートイベ

ントを取り組む普及啓発に務めます。普及啓発の方法は、書籍出版・SNS配

信・セミナー開催・イベント開催・レッスン開催などが考えられます。

子どもデザイン教室事業

　子どもデザイン教室を始めて15年目、今年61歳になる代表は体力的な

限界を感じるようになりました。そこで、今期から次の事業転換を計ります。

それは、①レッスンコースの減少、②次世代へのバトンタッチ、③社会的養

護児童の教育的自立支援の3つです。

自分の気持ちを伝える2つのコース・5つのレッスン

　デザインによる教育支援事業として、①つくるコース・②つたえるコース

の2つのコースを基本とし、これらに児童養護施設に出張で開催する③つく

る出張コース、大阪府立大学大学院での調査研究に活用する④つくる研究

コース、随時開催する⑤特別レッスン・セミナーを加え、合計5つのレッスン

を開催します。レッスンは一般家庭児童30名には有料で、社会的養護児童

30名には無料で提供します。④つくる研究コースは大学院での調査研究の

ため、約100～200名の社会的養護児童にレッスンを開催する予定です。

　年長～小学生向けに、絵画や工作などの造形作品を作ります。自分の気

持ちに気づき、作品で自己表現するレッスンです。昼食を食べて親交を深め

たり、近くの山坂神社でゲームをしたりします。月1回土曜日3時間、自己肯

定感を高めるレッスンです。

　小学生～中学生向けに、自分の気持ちをピンバッジ・マスコット・絵本な

どの商品にします。プレゼンテーションやディスカッションを通して、自分

の気持ちを相手に伝える力を学びます。クリスマス会・発表会（販売会）もし

ます。毎週木曜日か土曜日の1時間30分、声・文字・作品で自己表現を高め

るレッスンです。

レジンのアクセサリーで伝える自己表現を高めるレッスン

お昼ごはんを楽しむ自己肯定感を高めるレッスン

意見表明の構造図
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自己肯定感を高める
絵画・工作・造形のアートレッスン①つくるコース

自己表現力を高める商品・デジ
タル・対話のデザインレッスン ②つたえるコース

2022Plan→
2022年度 子どもデザイン教室 活動計画

アート系・デザイン系、2つのレッスンに変更。 
自己表明力を育てる造形活動の研究と普及を進めます。

教室事業の概要
○2021年度収入：2,479,400円
○2022年度収入：2,112,000円
　前年比：85.2%
○一般受講生：30名・支援受講生：30名
　研究受講生：100～200名
　合計：160～260名
○レッスン回数：110日・163回
　目標満足度：90%

事業収支
○2021年度収入：4,346,847円
○2022年度収入：5,044,000円
　前年比：116%
○2021年度支出：5,111,440円
○2022年度支出：5,253,000円
　前年比：102.8%

受講の目安

小学生～中学生

賛助会員費レッスン名 各回定員 支援受講生月会費

年3,000円

年長～小学生 年3,000円

10名

10名

②つたえるコース

①つくるコース

0円

0円

一般受講生月会費

8,800円

4,400円 2022年度の課題は支援受講生の
月会費（8,800円×5人）+（4,400
円×25人）×12カ月＝1,848,000
円を捻出することです。

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

木曜日 土曜日 日曜日

第1週 第２週 第３週 第４週

補講
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②つたえるコース
⑤特別レッスン
　セミナーなど

②つたえるコース

（時）
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時間表

料金表

体の外側

体の内側

目・耳・体
感覚器官で
感じる

イメージ化

経験 意見・創作

声・字・
造形で主張

口・手・体
感覚器官で
伝える

感覚感覚

イメージ化
考え・感情 竹内 博・春日明夫・長町充家・村田利裕

（2005）『アート教育を学ぶ人のために』を
改編図式化

（5段階評価で4以上の割合）



の合計2,932,000円・前年比157％をめざします。

　また、受け身の体制ではありますが、2022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自立・事業資金を創出する「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。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。

　その他、企業様との協同では大阪東ロータリークラブ様のご厚意で、

2022年度もキッズプラザ大阪でクリスマス会を開催します。また、コロナ禍

が平常化すれば、ラーメンチェーン店まこと屋様のラーメンと似顔絵ボラン

ティアの似顔絵で児童養護施設に笑顔を届ける「笑顔一丁」を再開します。

また、FacebookなどのSNSやホームページを通じて、広報活動を進めます。 

子どもデザイン基金事業

　子どもデザイン基金事業は、企業・団体・個人様との協同による資金支援

事業です。2022年度は助成金の申請、活動説明会「こどカフェ」の開催、賛

助会員「キッズサポーター」の募集をし、皆様からの暖かいご寄付・ご寄贈を

期待します。また、福祉型キャラクタービジネス「こどキャラ」の実施、企業様

との協同を実施します。さらに、社会的養護児童の活動に美術を取り入れる

取り組みの普及啓発のための講演会も実施します。

自立・事業資金の捻出が課題

　2021年度の基金全体の収入は、こどキャラ部門・補助金部門・ご寄付部

門（ご寄贈部門を除く）を合わせて1,867,447円と前年比30.5％・計画比

78.3％と低調でした。特に、こどキャラ部門・補助金部門の低調が顕著でし

た。報告書の繰り返しですが、原因はコロナ禍の影響と代表自身が研究など

の教室事業・養育事業に手一杯で、基金事業をする余裕がないことにありま

す。これは人手不足という恒常的なもので、今後、改善の見通しはありません。

　しかし、2022年度は教室事業の縮小に伴う収益減が予想され、さらなる

基金部門の補填が必須です。そこで、まず喫緊の対応として、助成金の申請

を再開します。また、毎月第1・第3土曜日に活動説明会「こどカフェ」を開催

し、新規賛助会員「キッズサポーター」の獲得24名様をめざし、企業・団体様、

個人様からのご寄付・ご寄贈をお願いします。計画ではこどキャラ部門では

132,000円、補助金部門では1,000,000円、ご寄付部門では1,800,000円

日々改善を続ける9つの課題

　2018年から始まったこどもサポートホーム事業（以下ホーム）。立ち上げ

当初の子どもの気持ちに寄り添えなかった反省から、研修と実践を重ね、

年々改善を続けています。こうした多くの経験を踏まえ、現在の課題を以下

のように整理したいと思います。①は健康と安全です。これはホームに関わ

る全ての人の問題であり、最優先事項です。特に安全は予防的危機管理と発

生時の緊急対応措置を考え、未然の防止と経験を次の予防的危機管理に活

かすよう考えています。②は食生活・睡眠、衛生・服装、身の回り品などの生

活全般です。食事に関しては一般家庭以上の高いレベルを日々維持してい

ます。その他も「我が子基準」を常に意識するよう心掛けています。③は学

習・運動・余暇です。教科学習能力の高さだけが優れた人間ではありません。

できるだけ多くの経験をと考え、年2回の旅行、自然や文化体験、塾・習い事、

運動クラブ活動など、本人の意向を踏まえ、バランスの良さを考えています。

④は社会性です。他者理解と自己理解を往還し、自己形成・自己実現ができ

るように人・もの・時間・情報を大切にすることを教えています。⑤は人間関

係です。同居する子ども同士の関係、友人との関係を気にかけています。⑥は

過去や実家庭との問題です。いずれ子どもたちは過去や家族と対峙します。

血縁という絶ちがたい問題にどう向き合うのか、その選択と判断を支援しま

す。⑦は自立後の支援です。自立後もホームが実家機能となるようにできる

だけの配慮をします。⑧はスタッフと私の職環境です。これは経営資源と絡

み合う課題ですが、共に長く健やかに働ける環境作りが必要です。⑨は次世

代への継承です。今年61歳の私にとって、今いる子どもたちを社会に送り出

す責任があります。私に万一のことがあったとき、どう次世代に継承するの

か？は喫緊の課題です。このような複雑に呼応する課題を、大阪府立大学大

学院での研究と毎日の実践を重ねて、改善に務めてまいります。
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こどキャラ部門
○2021年度収入：60,000円
○2022年度収入：132,000円
　前年比：220%
　自立資金：132,000円（100%）
　事業資金：0円（0%）
補助金部門  
○2021年度収入：88,000円
○2022年度収入：1,000,000円
　前年比：113.6%

ご寄付部門 
○2021年度収入：1,719,447円
　個人88名様・法人17社様
○2022年度収入：1,800,000円
　前年比：104.7%
　個人90名様・法人17社様
ご寄贈部門 
○2021年度収入：243,100円相当
○2022年度収入：243,000円相当
　前年比：100%

2022年度 子どもデザイン基金 活動計画

企業・団体・個人様のご支援をいかに集めるか？
自立・事業資金の捻出が課題です。

2022Plan→

こどもサポートホーム事業
4年目を迎えた小規模住居型児童養育事業。①健康と安全、②生活全般、③学習・運動・余暇、④社会性、⑤人間関係、
⑥過去や実家庭、⑦自立後の支援、⑧職環境、⑨次世代への継承などの課題に取り組みます。

2022年度 こどもサポートホーム 活動計画（個人事業）

子どもの権利と教育、ファミリーホームの住環境と職環境、
複雑に呼応する課題を研究と実践で改善していきます。

2021Plan→

フォントワークス様の支援事業

年末の北海道スキー旅行






