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社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク こどもっと

「こどもっと」は社会的養護の当事者グループ全国ネットワークで、児童養護施設や里親家庭

で暮らしたことのある人たちが中心になって活動するグループが結成した、当事者を応援する全

国的な団体です。2010年4月に発足。月に一度程度の定例会を開き情報交換をしながら具体的

な活動について話し合っています。

☆「こどもっと」の目指すもの

全国の社会的養護の当事者グループの連携をとおして、当事者が元気になり、

・それぞれのグループの活動をさらに活性化させる。

・他のグループの活動への理解を深め、助け合う。

・当事者にとって望ましい援助、制度を考え、多くの人に知ってもらう。

☆「こどもっと」参加グループ 2014年2月現在
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ピア・キャンプ 2013

「こどもっと」が「高校生と当事者スタッフが全国の仲間と出会い、富士山のふもとでいっしょ

に楽しみ、自信や希望をたくわえ、心がもっと元気になること」を目指し、2013年9月14日～16

日に、静岡県・富士山麓山の村でピア・キャンプを開催しました。

「こどもっと」のキャンプの考え方
★なぜ「こどもっと」でキャンプをするか

① 全国から集まった高校生が、他の地域の高校生との交流をとおして、自分自身のことや

日頃の生活を振り返り、新たな気持ちで未来に向けて歩むことができると考えるからです。

② 社会で自立して暮らす各地の当事者スタッフが高校生とふれあうことで、自立心と未来を

切り拓く力を高校生に育むことができると考えるからです。

③ キャンプという非日常の楽しい場を活用し、参加者の関係性を深め、①②のことを限られ

た時間の中で効果的に実現できると考えるからです。

★キャンプでの当事者スタッフとは

① 「施設などで育った経験のある大人」と接する機会の少ない高校生にとって、将来の自分

の姿を思い描くためのモデルとなる存在です。

② 高校生が施設などを出て、これから経験することを既に体験した先輩として、高校生に寄

り添い、安心感や希望を与える存在です。

★キャンプ中スタッフが大切にすること

① 高校生の未来を切り拓く力を育みます。

キャンプ全体をとおして、このことを意識し、一人ひとりと向き合い、語り合うことを大切にし

ます。

② 高校生に楽しんでもらいます。

楽しい時間を一緒にすごし、高校生一人ひとりと関係を作ります。

③ 高校生の体と心にケガをさせないよう、十分に配慮します。



予定していたプログラム

☆今年のピア・キャンプとプログラム

2013年度のピア・キャンプは、9月14日、15日に、静岡県立朝霧野外活動センターで実施。参加

者とスタッフで合せて約30人が参加しました。例年通り、2泊3日のプログラムを予定していましたが、

台風の接近に伴い、安全を考慮し、1泊2日に短縮して実施しました。

１日目（９月１４日）

12：45 新富士駅出発（バス）

13：45 朝霧野外活動センター到着

14：00 開村式

15：10 グループ活動（自己紹介など）

15：40 アイスブレーキング

17：00 夕食・カレー作り

交流タイム

シャワー、グループごとに交流

21：45 就寝

２日目（９月１５日）

6：00 起床

6：30 朝の集い

7：00 朝食（野外炊事）

9：00 グループ活動

サイクリング、ハイキングなど

16：30 夕食（野外炊事）

18：30 キャンプファイアー

19：30 マジックショー

20：00 入浴

21：45 就寝

３日目（９月１６日）

6：30 起床

7：00 朝の集い

7：45 朝食（給食）

8：45 「仲間や先輩と語ろう～未来に向けて」

グループ新聞作り

11：30 掃除

11：50 閉村式

12：30 バス乗車・出発（車内で昼食）

14：15 新富士駅着・解散

１日目（９月１４日）

12：45 新富士駅出発（バス）

朝霧野外活動センター到着

開村式

グループ活動（自己紹介など）

アイスブレーキング（活動場所づくり）

17：00 夕食・カレー作り

交流タイム

シャワー、グループごとに交流

21：45 就寝

実施したプログラム

２日目（９月１５日）

6：30 起床

朝の集い

朝食（給食）

「仲間や先輩と語ろう～未来に向けて」

グループ新聞作り

掃除

閉村式

12：00 バス乗車・出発（車内で昼食）

新富士駅着・解散



「仲間や先輩と語ろう～未来に向けて」

ピア・キャンプでは、①高校生が楽しむこと、②高校生同士や当事者スタッフがじっくりと

語り合うこと、③そのために、少人数の班でプログラムを行うことを大切にしています。

そして、参加者がゆっくりと気持ちを話し合ったり、分かち合ったりするための時間が、この

「仲間や先輩と語ろう～未来に向けて」です。

非日常のキャンプを同じような体験をしている仲間や先輩と一緒に過ごし、関係を深め、

日頃の暮らしの中で、話しをする機会が無かったり、話しをし難かったりすることを、安心し

て話し合えるよう、準備を進めてきました。

この時間では、それぞれが安心して参加する

ために、右の4つのルールを設定。

また、キャンプ中の様子を踏まえてスタッフが

班ごとに用意したカードを使いながら、より話し

をしやすいように配慮しながら、参加者全員が

気持ちを語り、互いに耳を傾けることができるよ

うに、意識して進行しました。

それぞれの班では、将来の夢や不安、自分

自身のルーツや学校での悩みなど、さまざまな

想いが分かち合われました。

守って欲しいこと、ルール
• 話したくないことはパスがで

きるよ。
• 話している人がいるときは、

しゃべらずに聞こう。
• メンバーを悪く言わない。
• メンバーのプライベートな話

は、他の人には秘密にしよう。



参加した高校生とスタッフの役割



１班

1班（MNS）のピア・キャンプ

★1日目
この日はとても天気が良かったです。最初はみんなとても

緊張していましたが、高校3年生のNさんが、班で一人だけ
の男子Mくんに話しかけて緊張をほぐしてくれました。ゲー
ムをして仲良くなり、夕食作りの飯ごう炊飯では役割分担を
して美味しいカレーライスとサラダに加えて、みんなのアイ
ディアでキノコのホイル焼きも作りました。楽しい雰囲気の中
で食事ができました。
夕食後は、現在の施設での生活や里親さんの家での生

活などについて話しました。就寝前には、ぼんやりと見えた
富士山のシルエットをバックに一斉にジャンプして写真撮影
をするなど、楽しい時間を過ごしました。

◆高校生の感想
• 野外炊事は楽しかった。室内のキッチンで調理して食べるよりも、自然の中で作って（火をおこしたり）
その中で食べるのとでは感動が違う。美味しさもちがう。

• 自分たちで作ったカレーはおいしかった。
• 食事を皆で作ることができて、楽しかった。
• いろんな話をすることができて楽しかった。
• みんなで火を囲む空間は安心した。みんなで同じものを見るって素敵なんだなー。話もはずんだ。
• 「仲間や先輩と語ろう」の時間が楽しかった。班の仲間と打ち解けてきて、分かれも近づいているとい
うことで、距離が一気に縮まった。

• 同じような環境で生活をしているから共感して話を聞き、いろんなこと理解できたと思いました。
• 同じ班のメンバーが素晴らしかったです。とてもとても素敵な経験でした。
• 初めてマシュマロを焼きながら食べました。将来のことを話せてよかった。
• 来年は台風がこないで欲しい。キャンプファイアーや全員での交流もしたい。
• キャンプのスタッフに社会的養護で暮らした先輩が多かったので安心した。
• 次回のキャンプにも参加したい。
• 私は今はとても恵まれた環境課にいると思っています（思えるようになりました）。環境はちょっとずつ
でも自分で変えられるということを知ってもらいたいです。

• 当事者活動に参加して、たくさんの人とつながりたいと思いました。
• 当事者活動をして、社会的養護（特に施設）の状況の改善のための話しをしたい。

＊高校生の感想は、参加者へのアンケートからの抜粋です。

★2日目
朝食をみんなで作り、食後は将来について話をしました。高校3年生の2人は、来週が就職試験なの

で緊張しているとのこと。社会的養護を巣立ってからのことに質問などもあり、スタッフの経験を伝えま
した。みんなと一緒に将来のことを考える貴重な時間を過ごすことができました。

チーム名のMNSは、班のメンバーの名前の頭文字を集めたものです。そこに、。色々な事情で、施
設や里親さんの下で暮らしている子どもたちへのエール、「みんな（M）、仲良く（N）、幸せ（S）に」 と
いうメッセージも込めました。
2日間の短い期間でしたが、私にとって、高校生のみんなにとって、忘れられない思い出の1ページ

が出来たと思います。高3年生は、来年にスタッフとして参加してもらえることを願っています。





◆高校生の感想
• 高校の話をしながら楽しくカレーが作れてよ
かった。

• 雨にぬれながらも料理をしたことが印象的で、
楽しかった。

• 話しかけられず仕事も出来るかどうかわかりま
せんでした、上手く話しかけてくれてうれしかっ
たです。

• まきわりをするのが楽しかった。
• 焦げたマシュマロを食べて爆笑した。
• 児童養護施設に対する楽しかった他の子の考
えや意見とか聞けてよかった。

• 「仲間や先輩と語ろう」で、自分の良いところを
みんなに言ってもらえたことがすごくうれしくて

2班（TEAM ぷろふぇっしょなる）のピア・キャンプ

★1日目
初日はなかなかなじむまでに時間がかかるかな？とも思っていましたが、予想を超えるほど仲良くなる

のがすごく早く、ごはん作りもスムーズに☆（女子の行動力には感謝）。
16才のメンバーが多いチームとわかり、チーム名はチーム「シックスティーン」（笑）。男子が一人という

こともあり、ちょっと緊張した様子もうかがえたけど…。それでもごはん作りや食後の談話の時間には力
を発揮してくれました。

★2日目
台風の影響で、まさかの最終日となり、座談会！昨日の今日でという不安もあったけど、カードを使い

ながら将来のこと、施設でのこと、ちょっとやんちゃなことをしていた話など、お互い、いい刺激となった
ようで、おかしを食べながら本当にたくさんのことをみんなが感じられたように思います。
「台風が来る」ということが、マイナスではなく、「予期しないことは突然起こる」と学ぶことができたとプラ

スの考えになればいいなと願っています。とっても濃い2日間となりました。

泣きそうになった。もうこれでみんなと深い話をするのが最後だと思ったらさびしかったけど、将来のこ
とについて語れてよかった。

• 自分だけが苦しい思いをしているわけじゃなかった。理由はみんなバラバラだけど仲間がいるって
思った。

• 来年は台風がこないで欲しい。
• 来年、また私を参加させてほしい。きれいな星空をみたい。
• 当事者の活動について、何か役に立てるなら絶対に参加した。
• 来年のキャンプも今年通りがいいです。
• 当事者の活動に参加してみたい。自分の体験したことを元にみんなの話しに役立てると思うから。
• いろいろ話をしたり聞いたりして自分と共感できる面もあり、嬉しかったです。
• キャンプファイヤーができなかったので、次回はやりたいです。





◆高校生の感想
• 野外炊事が楽しかった。みんなで一つになれた気がする。
• キャンプといえば野外炊事で、美味しいものがたくさんつくれてよかったです！
• マシュマロが上手く焼けませんでした。でも、美味しかったです。
• 「仲間や先輩と語ろう」で、色々な質問や話しがきけていろいろなみんなの一面が見れた気がする。
• 「語ろう」の時間、体調が悪く、声が出ず、つまらなかったです。
• みんな楽しそうでこういう活動がもっとあればいいなと思いました。
• キャンプファイヤーとか今年はできなかったことを来年はやりたい。
• テントの横から雨が入ってきてしまった。
• 次回のキャンプでも、仲間との交流をしたい。
• 富士山のシルエットが見られてよかった。みんな楽しそうだった。
• みんなが自然に施設に入る頃のことをしゃべっていて、すごいなと思った。
• それぞれいろいろな想いが聞けて良かった。がんばろうと思った。
• 次回はもっとたくさんのことができればいいなと思う。マウンテンバイクやラフティングなどやりたい。また、
話しをする機会をたくさん設けてもらえるといいと思う。

• 今回は雨のため、野外活動が少なく、短い期間だったが、たくさん話しをすることができた。
• いろいろな理由で施設に入った子たちと、たくさん触れ合うことが出来て楽しかった。イベントができな
かったのは悲しいけど、これもこれで楽しかった！

• 今後卒寮して、施設出身者として当事者活動にかかわってみたい、という気持ちは少しある。でも活動
には責任がともなうし、施設の子どもたちと交流することが自分にとってプラスになるのかどうか、わから
ない。

• 当事者活動に参加したいです。自分はイベントを通してコミュニケーションを取ることが好きです。イベン
トだと自然に仲良くなることができると思います。

• 当事者の活動に参加したい。自分も活動を通じて元気になり、元気をあげたいと思った。

3班（Six teen）のピア・キャンプ

★1日目
遠方から参加する高校生がみんな無事に到着するかどうか、ドキドキしながら会場に向かいました。現地

でみんなに会うことができ、まずは一安心。昨年から続けて参加してくれている高校生の成長に感激しな
がら、キャンプが始まりました。
キャンプ中に食事をしたり、話し合ったりする場所を、タープを使ってつくりました。力を合せての作業で、

みんなの緊張がほぐれ、自然と会話が生まれました。夕食のカレー作りも、和やかな雰囲気の中で行うこと
ができました。

★2日目
雨の中での自炊。どうなることかと思いましたが、

みんなの協力で美味しいご飯ができました。
「仲間や先輩と語ろう」では、みんなそれぞれの

想いを話してくれました。みんなありがとう。

また来年参加してくれるみんなに、「いつも一緒
だね」と言われることのないように、さらに魅力的
なキャンプにしていきたいです。





ピアキャンプを終えて

こどもっと 代表 清水真一

今年のピアキャンプは高校生14名が参加しました。今までの中では参加者が少なかったものの、

埼玉、千葉、東京、静岡、名古屋、三重、鳥取、愛媛と1都6県1市から広範囲の地域から高校生の子

どもたちが参加してくださったことは大変に嬉しく思います。

4回目を迎えた今回のピアキャンプは、台風18号の接近に伴い、プログラムを変更して2日間と短

い時間ではありましたが、充実した内容になったと思います。

当初、2日目の日中にはハイキングやサイクリングを、夜にはキャンプファイアーを企画していまし

たが出来なかったことは残念でした。しかし、参加した高校生や社会的養護の下で暮らした経験のあ

る先輩が一緒に、施設での生活や将来のことについてなど色々な話ができ、大変充実したピアキャ

ンプになりました。

今年参加してくださったみなさんが、来年もピアキャンプに参加してくださることを願っています。ま

た、参加してくれた高校3年生は、就職して社会人になる人、大学に進学する人、それぞれではあり

ますが、次はスタッフとして是非、ピアキャンプに参加していただければ嬉しいです。

近年は、社会的養護の下で暮らした経験ある人たちの当事者団体を立ち上げようという動きが増

えつつあります。当事者団体の全国ネットワークである「こどもっと」では、今後もキャンプの他に社会

的養護の制度や政策についての学習会などを行い、当事者の声を社会に届け、社会的養護がより

良いものになるよう頑張ってまいります。

最後に、このキャンプは、多くの方々のお力添えがあってこそ実施できています。ご支援、ご協力を

いただきましたみなさまに、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。



こもれび（千葉）
大学や講演会などで話したり、施設で子ども
たちと交流をしたりしています。施設を退所
した子どもからの相談に応じたり、一緒にイ
ベントなどもしています。
愉快な仲間（司法書士さんや保育士さんも
いますよ）と一緒に活動中です(＾▽＾)

だいじ家（栃木）
気軽に集まれる場所（サロン）作り、就
業・生活・交友関係に関する相談支援、
食事作りなどのレクレーション活動、施
設の生活改善に向けてた取り組みを
行っています。「だいじけ」は栃木弁で
「大丈夫？」を意味します。子ども達が
いつでも来れる家を目指しています。

なごやかサポートみらい（愛知）
子どもたちが明るく、幸せな「みらい」を過ごせるように、できること
楽しくやっています。
未来の社会的養護を考える集会や講演会、施設や里親家庭で暮
らしている子どもたちと進路や自立ついて話しをする訪問事業な
どを行っています。

ふたばふらっとホーム（東京）
困ったことや相談したいことがあった場合の助け合いや、同
じ施設を出た仲間として、支えあうことを大切にしたいと考え
ています。
児童養護施設二葉学園卒園生をはじめ、旧職員やボランテ
ｲアの方々にご尽力をいただいています。

レインボーズ（鳥取）
様々な活動を通じて、お互いが刺
激し合う仲間作りに繋がって行くこ
とを目指しています。
施設訪問や施設行事への参加、
食事会、スポーツを通じた交流な
どを行っています。子どもたちに体
験談を話したり、子どもからの相談
に応じたりもしています。

COLORS（広島）
同じ環境で育った若者達と一緒に、
行事をしたり、社会貢献活動を
行ったり、アドボカシーにも取り組
んでいます。また児童養護施設へ
の招待事業やプレゼント寄贈事業
なども継続して行っています。

社会的養護で育った当事者のグループが集まり、情報交換や活動報告をしています。また、
高校生を対象にしたキャンプやそれぞれの団体がより良い活動をするための研修会なども
行っています。社会的養護の制度政策への提言、社会的養護を多くの方に知っていただくため
の啓発活動にも取り組んでいきます。

社 会 的 養 護 の 当 事 者
グ ル ー プ 全 国 ネ ッ ト ワ ー ク



社会的養護の当事者グループ全国ネットワーク
こどもっと


