
1 
 

第 39 号 発行 2014 年 9 月 30 日 NPO里親子支援のアン基金プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
                                          

               目次 
○アメリカのフォスターケアの近況について（アン基金理事長 ヘネシー澄子） 
○日米ユースサミット：シアトル視察報告会に参加して 
                   （養子と里親を考える会理事 菊池緑） 
○自立支援プログラム参加者感想       
○Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗｓ（ハッピーニュース） 
○アン基金からのお知らせ  
 :研修のお知らせ 
 :ご報告 

                                            

 アン基金の皆様、お変わりございま
せんか？7 月に新宿で、理事の方々と
お会いできて、とても嬉しく、皆様方
のご活躍に心から感謝しております。
来年はまた IFCO 大会がシドニーで開

かれますね。ぜひ
ご一緒して、アン
基金の活動など
を発表するお手
伝いをさせてく
ださいませ。 
 さてアメリカ

のフォスター・ケアの近況をお話しい
たしましょう。2008年の経済不況が、

女性の就職率を高め、専門主婦のいる
家庭が本当に少なくなってしまい、そ
の余波で、養育里親さんの募集に応じ
る家庭も減少し、どのようにして、良
い家庭を「発掘」するかが児童福祉の
大きな課題になってきました。そのう
え、委託を受ける子どもたちの「発育
途上のトラウマ障害」の重態さが増し
て、実親家庭で受けたトラウマをその
まま里親宅に投影して、恐怖と不安を
抑えた激怒反応で里親さんに刃向うの
で、今までの 20時間弱の里親研修では、
全然里親さんとしての心の準備ができ
ないということで、今里親研修が大き

アメリカのフォスター・ケアの近況について  
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く変わろうとしています。 
私は、今、妊娠期から 3 歳までの愛
着を深める子育て支援で、子育て拒否
や児童悪待遇(放置と虐待)の予防をす
るヘルシー・ファーミリー・アメリカ
運動の日本での普及と、反応性愛着障
害を含めた「発育途上のトラウマ障害」
を持った子どもたちと里親さん・養親
さんとの愛着の修復のセラピーを中心
に活動しているので、どのように里親
研修が変わるのかは実際にまだ知らな
いのですが、2014 年の全米里親大会
のワークショップのタイトルをみると、
「怯えている子どもは怒る子どもであ
る」とか、「トラウマを引きずって来た
子どもたちとのこころの連結」などと
いうのが目につきます。そのうえ里親
宅へのサポートを強
めるために、1970
年・1980 年度盛ん
だった里親トレイナ
ー制度の復活が叫ば
れて、この 2014年
の大会で、各州のト
レイナーたちの全国ミーテイングがあ
ったようです。以前の記憶からですが、
このトレイナーたちは社会福祉局(日
本の児童相談所に当たる機関)からラ
イセンスをもらったソーシャルワーカ
ーや心理士が中心で、24時間 7日間一
定の期間、里親さんたちのSOSコール
に応じて、電話や家庭訪問で、里親さ
んたちの支援や教育をする人たちだっ
たと思います。実親から愛着の絆を貰
っていないということ自体が「原初的
(最初の)トラウマ(心の傷)」で、これに
対する悲しみ、不安、恐怖感などを誰
からも癒してもらわなかったので、そ

の怒りを里親さんにぶつけるので、ト
レイナーたちはまず里親さん自身の感
情管理のサポートから、子どもとのコ
ミュニケーションの取り方、ほめ方、
叱り方、日常の生活から沢山学ぶ機会
を見つけて、やって見せて真似させて
教えていく方法などのコーチをするよ
うです。ですから里親さんたちはただ
単に、「親の代わりに、子どもを育てる
人たち」でなくて、まずトラウマを受
けた子どもを「癒す」人たちで、その
上に、この子どもたちが独り立ちする
までに学ばねばならない問題解決方法、
人とのコミュニケーションの方法、交
際の仕方、お金の管理などなど、普通
の子どもたちが親を見て自然に学んで
いくものを、やさしく、でもしっかり
と教える方法などの習得が要求されま
す。2014 年のワークショップの一つ
に「あなた方は、子どもの一番大切な
先生です」というのがありました。本
当にそうですね。日本では養育里親・
専門里親・親族里親などと別れている
ようですが、アメリカでは全部の里親
さんに、癒しの専門知識を持つことを
要求するようになりました。日本でも
段々この区別がなくなって、里親さん
全部同じような研修を受けることにな
るのではないでしょうか？ 
この 11月にまた来日しますので、そ
の月の最終の週末をいただいて、アン
基金の泊りがけ研修会をやらせていた
だくことになりました。現役の里親さ
ん、メンターをしていらっしゃる里親
OBの方々、今どのような課題に取り組
んでいらっしゃるのでしょうか？アメ
リカの課題の傾向からみて、同じよう
な問題が起こっているのではないかと
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思います。私はいつも里親さん方を「癒
しの親御さんたち」と尊敬を持ってお
付き合いさせていただいております。 
今後も、皆様のお仕事に少しでも役
に立つ研修ができますように、恐れ入
りますが、機会があれば、アン基金本
部に「このような研修をしてほしい」
「このようなトピックをもっと知りた
い」など、ご意見をどんどん出してい

ただければ、皆様の期待の添える、的
を射た研修ができると思いますので、
よろしくご協力お願いいたします。 
 季節の変わり目ですから、どうかお体
を大切に。ケアをする方々は、まずご
自分のケアが必要であることをお忘れ
なく。11月にお目にかかれるのを楽し
みにしております。 
                

               コロラド州・オーロラ市にて 

＊ヘネシー先⽣生の講座の詳細については、アン基⾦金金からのお知らせをご覧ください。

 

 
日米のフォスターケアー
出身の若者の交流を支援
するIFCA主催によるシア
トル視察報告会が去る 7 月 26 日、
日本大学文理学部の教室でありまし
た。 
私は昨年の大阪 IFCO 世界大会で、
数カ国のユースたちから当事者であ
る子どもの意見を聴くことの重要性
をはっきりと教えられました。その
ため、日本で里親家庭や施設で育っ
たユースたちがシアトルに行って、
どんなことを発見し、背を押されて

帰って来たのか、関心がありました。
そういう私も昨年５月、IFCA企画の
シアトルの研修旅行に参加し、日米
の児童養護の違いや様々な関係機関
の意欲的取組みを見聞し、大変刺激
を受けました。  
しかし、日米では、フォスターケ
アーの規模も歴史も取組み方も社会
状況も大きく違います。その違いを
超えて、日米のユースたちが問題を
共有し、共闘することができるのだ
ろうか、と知りたい思いもありまし
た。 

 
ユースたちの視察の目的 
この視察旅行は、米国の里親や施
設で育つ子どもたちを取巻く仕組み
に焦点を当てて企画されたようです

が、同時に日米のフォスターケア出
身のユースたちが、体験を語り合う
機会をもったという点が他の視察旅

⽇日⽶米ユースサミット：シアトル視察報告会に参加して  

       菊池 緑（養子と里親を考える会理事） 
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行とは大変違っていたと思います。 
それを日米ユースサミットと名付
けて企画した IFCA という NGO の
大胆な発想と先見性に私は驚ろかさ
れます。これからの社会的養護は、
当事者が単に受け身に保護されるだ
けでなく、システムの改革・改善に
積極的に発言し、当事者が参画する
権利が尊重されなければならないと
思うからです。  

日米ユースサミットに
参加した日本のユース
たちは、新聞の IFCA
の公募に応募した 5 人

だったようですが、いずれも施設や
里親家庭の出身で、すでに社会人と
して歩み始めている女性 2 人と男性
3人 でした。 
そのシアトルの研修では、最初に
「 戦 略 的 分 ち 合 い （ Strategic 
shering）」の理論を学ばれたという
ことです。それがこの視察の背骨に
なったのではないかと思います。そ
れは、当事者たちが体験を語り合い、
その体験の問題点を明確化し、シス
テムの改善・改革に向けて発言し行
動する意味やその方法について学ん
だということです。そのような当事
者活動の理論や研究をする人が米国

にいたことを私は初めて知りました。
思えば、IFCO のシンポでも、あれ
ほど自分の厳しい体験を大勢の聴衆
に堂々と語り、自分たちを強く縛っ
ていたシステムを否定し、批判でき
るユースがいた背後に、当事者たち
の活動を理論的に支える人たちがい
ることに気づかされました。  
何もわからぬまま、家族からいき
なり引き離され、施設や里親家庭に
入り、そこで落ち着くことができず、
不満や反抗がますます激しくなる子
どもには、なんらかの理由や精神保
健上の障害を理由に、里親からグル
ープホームへ、グループホームから
治療施設へ 、それからまた他の里親
や親族等へと移動させられ、どこに
も自分の居場所を見つけられないま
まに、制度を離れる子どもたちも大
勢いたのではないでしょうか。そこ
に子どもの気持ちや意見を聴き、そ
れを配慮する大切さ、そして子ども
の援助のあり方を 子どもと共に見
直していく
重要さがあ
ることを、米
国のユース
たちは教え
てくれました。 

 
ユースたちが視察したところや制度 
日本の 5 人のユースたちは、シア
トルでつぎの機関を訪問したようで
す。子どもと若者に必要な生活用品
を提供する Tree house、中高生の
教育面と生活面を支援する実務機関、

制度改正に取り組むユースたちが活
動しているモッキンバード・ソサイ
エティ、州立大学を含む大学内に組
織されたフォスターケアー出身者等
への教育支援プログラム、中学高校
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中退者のための高卒認定試験とそれ
を支援する機関、より年齢の高いユ
ースに対する就労/就学/自立を支援
する YMCA のワンストップセンタ
ー、裁判で子どもに寄り添う法律的
支援者CASAの制度など。日本には
ないこれらのサービスを知った新鮮
な驚きが報告会では私たちにも伝わ
ってきました。 
このようなシアトルの視察を通し
て、今後、ユースたちが日本におい

てどのような当事者活動をしようと
しているのか、さらに聞くことは楽
しみです。日本では、ユースの自立
を支える生活面、教育面の施設やサ
ービスが特に不足していると思いま
す。5 人はさしずめ、その辺りの問
題を共通のテーマとして当事者活動
の輪を広げたいと考えているようで
した。  
期待し、見守りたいと思いました。

 
 

 
 ２０１３年９月から２０１４年１月まで全４回で行われた「２０１３年度 自立支援プロ
グラム～コミュニケーションを学び、生きる力をつけよう～」の修了者の 7名の皆さんから
の感想です！（紙面の都合上一部、省略させていただいていますのでご了承ください。） 

 

 
初めはお母さんに言われてプレゼントのためにやっていたのですが、１回

目、２回目とやっていると楽しかったり面白かったりしてプレゼントのためとい
うより今はやってよかったなと思いました。自分と同じような立場にいる人たち
と話しをするだけでも心は落ち着きます。１人で悩んでいた訳ではないけどこの
プログラムを受けて一歩何か進めたかなと思いました。 
 
 
 
調理実習ではみんなで餃子を作ったり、弁護士の方にお話を伺ったり
しました。弁護士の方にお話をお聞きする会では，雇用についてなどの
ためになるお話を聞かせていただきとてもためになるプログラムでした。ここで
学んだ事を活かし、これからの将来で役立てていきたいと思っています。 
 
 

⾃自⽴立立⽀支援プログラム参加者の感想  
 


