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ＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？ 

    

ＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング方法方法方法方法のののの有効性有効性有効性有効性のののの理論的根拠理論的根拠理論的根拠理論的根拠 

 

 「ＩＣＤＰプログラムは、子どもを世話するケアギバー（親や施設のスタッフ、教師な

ど）と子どもとの間に良質な相互関係を生み出し、維持することを目標にします。それは、

子どもが心理社会的に必要としているものに対するケアギバーの認識レベルを引き上げ、

ケアギバーがそれらに対応できる能力を高めることによって達せられます。 

    「「「「彼彼彼彼ららららがががが知知知知っているものからっているものからっているものからっているものから始始始始めめめめ、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが持持持持っているものでっているものでっているものでっているもので作作作作りりりり上上上上げげげげなさいなさいなさいなさい」」」」    

（（（（老子老子老子老子 BC700BC700BC700BC700 年年年年））））    

    

 

  

 ＩＣＤＰのトレーニング方法の基本的な考えは、子どもを支援する最もよい方法は子ども

たちのケアギバー（子どもを世話する人）を支援することであるということです。大規模

に子どもを支援する最も実現可能性の高い方法は、常に子どもに接しているケアギバーの

子どもネットワークを支え、教育することです。 

 

 あらゆる文化は、子どもが生き残っていくための、成長し続けていくための、子どもを

世話するための、それぞれ独自のしくみを発達させています。真に確実で永続する発達を

促すためには、正にこれらの「地元の風習」が確認され、再活性化される必要があります。

支援とは、この場合、そのコミュニティ内にすでに存在している育児体系の有効性を蘇え

らせ、支えてゆくという意味合いを持っています。 

 

 その最初のステップは、外側から観念や規制を押しつけるというより、さらに拡張させ

発達させるための基盤として役立つような、その地域の育児習慣を確認することです。 
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 ＩＣＤＰは、文化的に適応可能なプログラムを作ることを促進するもので、そのガイド

ラインは心理学の最近の研究に基づいていますが、そのプログラムは、個人やグループが

みずからを顧みるための、そして毎日の子どもたちとの相互交流上の出来事を分析するた

めの質問やテーマとして用いられます。それは観察と実験のための実用的な手段ともなり、

自己モニターや自己評価のための手段にもなり、実際に試みた上で、子どもと係わり合う

新たでよりポジティブな方法を採用するためのものにもなります。 

 

 ＩＣＤＰは、高度の危機にさらされている子どもたちを、心理社会的に、そして教育的

にケアするという分野で、ケア能力を拡大させるためのＮＧＯです。 

 

 ＩＣＤＰは、あるシンプルなプログラムを開発し、それはインドネシアから南アメリカ

まで、南アフリカやアンゴラからスカンジナヴィア諸国や西ロシアまで、世界中の異なる

社会で実際に試みられてきました。そのプログラムはこれら異なる社会において効果を収

め、また、非常に異なる教育基盤を持つケアギバーについても好結果をもたらしているこ

とが証明されています。 

 

 

 

 

 このプログラムが目指しているのは、ケアギバーがよりポシティブに子どもと係われる

ようにし、ケアギバーに養護者としての自分の能力に自信を持たせ、子どもの発達を支え

るような関係を強化し、ネグレクト(育児放棄)や子供の虐待に繋がるような関係や状態を

防止することです。我々のプログラムは、子どもたちの話しを聴いて、それに応答する場

を広げることによって、子どもの権利保護を浸透させる仕事と密接に繋がっており、また、

他者への共感や思いやりに重きを置くことにより、一般家庭とコミュニティの内部での平

和の構築に寄与するものです。 

 

 ICDP は防止戦略として、もしくは、リハビリのプログラムの一環として用いられること

ができます。我々は、このプログラムをさらにその地域のケアギバーに広げてゆくために、
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地域のネットワークや組織の中にある人的資源を訓練し動員することによって、コミュニ

ティベースで働いています。このアプローチをとることで、我々はより多くのケアギバー

や、危機に瀕した家庭や子どもに手を差し伸べることができています。もし我々が、この

分野で働いているほとんどどのＮＧＯが採用している伝統的な、臨床医学的、あるいは施

設中心的なアプローチをとったとすれば、これほど広汎に我々のプログラムは広がらなか

ったでしょう。 

 

 我々は、男性の参加を積極的に勧めてはいますが、実際上、ほとんどの場合、女性のグ

ループや女性が強く係わっているネットワークとともに働いています。それは、ほとんど

の伝統的な社会で、子どものケアギバーがまだ女性であるからです。女性に権限を与える

ことは、そのため、我々のプログラムでは暗黙の了解事項になっています。 

 

 我々の目的は、傷つきやすい子どもや家庭、すなわち、貧困によって障害を受けた子ど

もたち、戦争や強制立退き、家庭不和や暴力の後遺症に苦しむ子どもたち、そして難民キ

ャンプや児童施設の子どもたちに心理的な保護を与えることです。我々はさらに、必要な

場合のために、プログラムの中に予防健康の要素を含めています。また最近は、ケアギバ

ーと共に仕事をする中で、ＨＩＶやエイズの拡がりに関する情報も含めるようにし始めて

います。またエイズの局地的流行が強まる状況下において、傷つきやすい子供や孤児たち

に対する適切な心理社会的ケアを評価し推進するために、このプログラムを使う仕事にも

携わっています。 

 

 我々の仕事は主に、必要なケア能力が身につけられるトレーニングを行うことにありま

すが、これは、ケアギバーや施設のトレーニングが終了し、その仕事の質が良好と判断さ

れれば、プログラムのさらなる実施とそのための組織を引き継ぐための地域のケアギバー

やトレーナーを確保した上で、我々自身は引き上げることを意味します。 

 

 持続可能性を確保するためには、しばらくの期間、地域のチームのフォローが重要です。

そして、可能な限り、政府のネットワーク、子どもや家庭をケアする分野で働いている指

導的なＮＰＯ，高校や大学などの教育機関のような、既存の社会施設機構の中にＩＣＤＰ

プログラムを導入しようと努めています。そうすることで、ＩＣＤＰのトレーニングは、

子どものケアやその分野で将来の指導者や人的資源になる人々の教育に責任を持つ地域の

機関に常設される一部門になるかもしれません。」 

 — カールステン・フンデイデ教授、ＩＣＤＰ議長 — 
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共感共感共感共感（（（（感情移入感情移入感情移入感情移入））））がががが良質良質良質良質ななななケアケアケアケアのののの鍵鍵鍵鍵となるとなるとなるとなる 

 

 現代生活の重圧による文化的変化と同様に、貧困、移住、大災害、戦争によって引き起

こされる重圧の下では、子どもは身体的には生き延びるかもしれないが、人間の発達のた

めの基本的な心理社会的要件が欠落してしまうかもしれません。すべての子どもがもって

いるこれら基本的な心理社会的要件の中心となるものは、彼らの主要なケアギバーとの長

期の、安定したケア関係であり、それがなければ、子どもはちゃんと育ちません。これは、

幼少時に受けた愛情剥奪に関する多くの調査研究によって立証されています（Spitz 1945, 

Hunt 1982, Skeels 1966 ）＊。目標は、子どもに良質のケアを与えるケアギバーの能力を

高め、子どもたちに対して共感感情をあらわすことができるように、ケアギバーをセンシ

ティブ（敏感）にすることでなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 共感とは、「他人の身になってみる」ことであり、自分の殻を超えて、他人がどのよう

に理解し感じているかを、理解し感じようとする過程です。共感はコミュニケーションを

促進します － コミュニケーションは、他人の状態について誤った予想や想定が行われ

ると断絶してしまいます。ケアギバーと子どものコミュニケーションには、高度に洗練さ

れた共感が必要になります。効果的なコミュニケーションを行うためには、ケアギバーは、

子どもの情緒と認識状態を理解できなければなりません。子どもが必要としているものや、

自発的な欲求に波長を合わせて対応できる能力が、良質なケアの基礎となります。 
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 自分に必要なものに合わせて応対してくれることが繰り返されることで、子どもの中に、

他の人たちは自分の気持ちを分かってくれることができるし、今後もそうだろうという感

覚が育ち始めます。この感覚は生後約８ヶ月の間に発達し、さらに、親密な関係によって

生涯を通じて形成され続けるように思われます。両親が子どもに誤った波長の合わせ方を

すると、それは深い混乱を引き起こし、子どもを傷つけます。親が、子どもの中にある一

定の感情の広がり － 喜び、悲しみの涙、抱きしめてほしい気持ち － に共感を示す

ことに絶えず失敗していると、子どもは、自分の気持ちを表現することを避け始め、そし

て、恐らく、今述べたような感情を感じることさえ避けるようになってゆきます。このよ

うにして、あらゆる感情が、親密な関係のためのレパートリーから、跡形もなく消え去り

始める可能性がでてきます。特に、子ども時代にずっと、これらの感情が、秘かに、もし

くは公然と抑えつけられ続けるとそうなります。 

・・・・・・・・・・・ 

*Spitz,R.A.(1945),Hospitalism:an enquiry into the genesis of psychiatric conditions 

in early childhood. The Psychoanalytic Study of the Child,2:313-42 

Hunt, McVicker,(1982), Towards Solutions of Early Education, In Nir-Jav, Spodek & 

Steg(eds), Early Childhoos Education, New York:Penum press. 

Skeels,H.M.(1966), Adult status of children with contrasting life experiences, 

Society forSociety forSociety forSociety for Research in Child Development, 31(105-33). 
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ＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰプログラムプログラムプログラムプログラムのののの目標目標目標目標 

 

 

◆ケアギバーが子どもに関してポジティブな経験を持つように働きかけます。それによっ

てケアギバーが子どもと同一化し、「子どもと一緒に感じる」ことができるようにし、子

どもの状態や子どものニーズ（子どもが必要としていること）を感じ取り、自分のケア行

動を子どものニーズやイニシアティブ（自発的欲求）に合うように調整できるようにして

いきます。 

 

◆ケアギバーの自信を強化します。 

 

◆ケアギバーと子どもの間にポジティブな感情関係と発達的な関係が形成されるように、

センシティブ（敏感）な感情表現を伴うコミュニケーションを促進します。 

 

◆ケアギバーと子どもの間に、豊かで刺激的なかかわり合い(相互作用)を促し、それによ

って、周囲の世界との関係で、子どもの経験と行動が広がるように導いていきます。 

 

◆遊び、ゲーム、歌、共同活動のような子ども文化を含めて、その地域で慣習的に行なわ

れているポジティブな子育て法や価値観を再活性化させます。 

 

◆子どもに対して感情移入（共感）を伴うケアを活性化させることによって、いつでもサ

ポートを与えることができるような、愛情溢れる環境を子供に提供します。 

 

◆ケアギバーが子どもと意味のある対話ができるようにケアギバーを助けることによって、

子どもが自分自身を表現する機会、子どもの話を聞いてあげる、それに応答してあげる機

会を子どもに与えます。 

 

◆ケアギバーに対し、子どものイニシアティブを認識して、それをサポートして広げるよ

う奨励することによって、子どもに、自分自身のイニシアティブに従う機会を与えますが、

子どもから状況を支配する立場を取り上げないようにします。 
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プログラムプログラムプログラムプログラムをををを実施実施実施実施するするするする現場現場現場現場 

 

 

◆家庭と子ども。グループ・ミーティングと家庭訪問により、子どものネグレクト（育児

放棄）と虐待を防止し、平和と対話を促します。それは次に述べるような家庭との共同作

業を含みます：一般の家庭；少数民族の家庭；貧困とストレスにさらされている家庭；生

活保護を受けている家庭と子ども；養子縁組の家庭や里親；収監中の親。 

 

◆傷つきやすい子どもたちと孤児たち。戦争、移住、災害、虐待とトラウマ（精神的ショ

ック）、あるいは見捨てられたストリート・チルドレンについて緊急事態が発生した時 

き、児童ケア施設の中に、人間的なケアを行うための最低基準を設定します。 

 

◆プライマリー・ヘルス・ケア（ＰＨＣ）プログラムの必須部分として、子どもたちの将

来の発達のために、ケアギバーたちの能力を向上させ、みずからの役割の重要性について

ケアギバーの感受性を高めます。 

 

◆幼稚園や保育園における内容指向型プログラムと直接連携して、大人と子どものかかわ

り合い(相互作用)の質を豊かにし、増強させることに役立たせます。これは、子どもの認

知能力の発達、ならびに、子どもの情緒の安定性の発達にとって極めて重要です。 

 

◆学校では、教師と親との両方に働きかけて、教室内によりポジティブな「間主観的（人

と人とが出会ったところには、自然ともう一つの主観が発生するという考え方）」な雰囲

気が生まれるようにし、生徒たちと親たちの間でより良いコミュニケーション（意思疎通）

がはかれるように支援します。 

 

◆施設の子どもたち。スタッフの感受性を高め、ケアの質を向上させます。 

 

◆特別な世話を要する子どもたち。子どもたちにとって心理社会的に必要なことについて、

ケアギバーの感受性を高め、ケアを行なう者としての自信を持たせます。 
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かかわりかかわりかかわりかかわり合合合合いいいいのののの発展方法発展方法発展方法発展方法－－－－良良良良いかかわりいかかわりいかかわりいかかわり合合合合いいいいのためののためののためののための    

８８８８つつつつののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン    

 

ⅠⅠⅠⅠ 情緒的情緒的情緒的情緒的コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション 

 母と乳児のかかわり合いの早期の段階では、ＩＣＤＰプログラムは、信頼と愛着の情の

発達のための前提となる顔と顔の（お互いの方に顔を向け合っての）かかわり合い、身体

的接触を通して、感情表現の応答やコミュニケーションを行なうことの必要性を強調しま

す。 

 これは「情緒的な対話」を表す情緒的なコミュニケーションのための４つのガイドライ

ンで示されています。 

１１１１         愛愛愛愛ととととポジティブポジティブポジティブポジティブなななな感情感情感情感情をををを示示示示すすすす    

２２２２   子子子子どもどもどもどもののののイニシアイニシアイニシアイニシアティティティティブブブブにににに従従従従いいいい、、、、応応応応えるえるえるえる    

３３３３            ポジティブポジティブポジティブポジティブなななな個人的個人的個人的個人的なななな対話対話対話対話関係関係関係関係をををを    ――――    言語言語言語言語をををを使使使使ってってってって、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは言語言語言語言語以外以外以外以外のののの手段手段手段手段をををを使使使使っっっっ

てててて    －－－－    確立確立確立確立するするするする 

４４４４            子子子子どもどもどもどもををををほほほほめめめめ、、、、承認承認承認承認すすすするるるる    

    

ⅡⅡⅡⅡ    仲介仲介仲介仲介 

 情緒表現的コミュニケーションは、生後数ヶ月間の間、ケアギバーと乳児の間のかかわ

り合いを支配するように見えます。子どもが成長するに従って、ケアギバーは、子どもと

周囲の世界の間の仲介役として働きながら、徐々に指導するという役割を果たしてゆくこ

とが求められます。仲介と呼ばれるこの種のコミュニケーションは、生後９ヶ月位で、さ

らに強まってきます。その頃になると、子どもは「協力的意識」を発達させ、それによっ

て子どもは、周囲の世界の事物に向かって彼ら自身の行動を起こすなかで、ケアギバーが

それに係わり合うことを意識的に求めることができるようになります。 

 

 仲介は、実際には、二つの対話を通して表れます。理解的対話と規制的対話です。この

仲介経験によって、子どもは、自分のコミュニティの要請に適応する能力を徐々に発達さ

せます。 

 

 子どもが行なっていること、経験していることを、ケアギバーが熱意をこめて分かち合

い、描写し、説明する時、そこにはいつでも、「理解の対話」があります。ガイドライン

５，６，７は、「理解の対話」を表しています。 

 

 ケアギバーが規範あるいは制限を設けることによって子どもを規制する時、また、子ど

もがしようとしていることを立案し、そのプロジェクトが実行できるように導きを与える
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ことによって、ケアギバーが子どもの活動に参画する時、そこには「規制の対話」があり

ます。ガイドライン８とその２つの側面は、「規制の対話」を表しています。 

 

仲介仲介仲介仲介にににに関係関係関係関係したしたしたしたガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン    

    

５５５５    周囲周囲周囲周囲にあるにあるにあるにある物事物事物事物事やややや状況状況状況状況にににに子子子子どもどもどもどもがががが注意注意注意注意をををを集中集中集中集中するするするするのをのをのをのを助助助助けるけるけるける    

６６６６    子子子子どもどもどもどものののの経験経験経験経験にににに対対対対してしてしてして意味意味意味意味やややや熱意熱意熱意熱意をををを伝伝伝伝えるえるえるえる    

７７７７    説明説明説明説明、、、、比較比較比較比較、、、、ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー（（（（空想空想空想空想））））をををを通通通通してしてしてして子子子子どもどもどもどものののの経験経験経験経験をををを広広広広げげげげ豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする    

８８８８    ８８８８aaaa 子子子子どもどもどもどものののの行動行動行動行動やややや計画計画計画計画をををを支持支持支持支持するするするする；；；；目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩子子子子どもどもどもどもをををを導導導導くくくく    

            ８８８８bbbb 子子子子どもどもどもどもにににに許許許許されることされることされることされること、、、、許許許許されないことされないことされないことされないことのののの境目境目境目境目についてについてについてについて、、、、ポジティブポジティブポジティブポジティブなななな方法方法方法方法でででで、、、、はっはっはっはっ

きりしたきりしたきりしたきりした限界限界限界限界をををを定定定定めめめめてててて子子子子どもどもどもどものののの行動行動行動行動をををを律律律律するするするする。。。。    

 

    この８つのガイドラインのメッセージは、どのような文化においても、ケアギバーと子

どものコミュニケーションに自然に組み込まれて存在するシンプルで普遍的なものです。    

 

 明らかに、これらのガイドラインが示される仕方には、文化の間で大きな違いがありま

す。どのようにそれらが示されているかを見つけ出すことが、プログラムの第一歩です。 

 

 

 

８つのガイドラインは、指示して教えるのではなく，問いの形で使われます： 
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「あなたが子どもと一緒にいる時、どのように愛を示しますか？」 

「あなたはどのように子どものイニシアティブ(自発性)に従いますか？」 

「言葉を用いないコミュニケーションにおいて、あなたはどのように応答しますか？」 

「あなたはどのように子どもをほめますか？」 

  「あなたはどのように子どもの行動を規制し、他の子どもとの争いが起った時、それをど

のように解決しますか？」 

「あなたはどのように規範を設定し、制限を設けますか？」 

「あなたはどのように子どものプロジェクトに参加しますか？」 

 

 これは、子どもを世話するケアギバーに、自分の能力に対する自信と信頼を芽生えさせ

るとともに，ケアギバーが内省し、意識を高め、センシタイジングする（感受性を高める）

のための基礎となります。 

 

 

 

かかわりかかわりかかわりかかわり合合合合いのいのいのいの分析分析分析分析    
 
 ガイドラインは、ケアギバーと子どもの間のかかわり合いの質を分析するための基準と

して用いられます；かかわり合いのプロフィールは、８つのガイドラインのどれかが欠落

しているかどうか調べることによって形成することができます。 

 

 ＩＣＤＰの研究プロジェクトにおいて、かかわり合いのプロフィールは、それぞれのペ

ア（ケアギバーと子ども）について、ＩＣＤＰ介入の前と後に形成されます。その２つの

プロフィールを比較することによって、参加したケアギバーの自分の子どもに対するコミ

ュニケーションの仕方がプログラムによってどれだけ影響を受けたか評価することが可能

になるのです。 
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良良良良いかかわりいかかわりいかかわりいかかわり合合合合いのためのいのためのいのためのいのための８８８８つのつのつのつのガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン    
 

 
    
 

  

 
    

    

    

    

    

    

     
    
 

     私はあなたの愛が必要です。 

 

１．あなたは子どもを愛しているというポ

ジティブな感情を、どのようにして示しま

すか？ 

 私のしたいことを許してくれ、それに興味を持

ってくれるとき、私はとても幸せです。それは私

に自信を持たせてくれます。 

 

２．あなたはどのようにして、子どものイ

ニシアティブに従い，対応することを示し

ますか？ 

 こっちに来て、私のそばに来て。そうすれ

ば私は自分が感じていることを表現すること

ができます。 

 
３．あなたはどのようにして子どもと親密

な対話をしますか？ 言語を使って、そし

て言語以外の手段を使って？ 
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 私を評価してくれていることをあ

なたが示してくれると、私は非常に気

持ち良く感じます。 

 

 

４．子どもがしていることに対し

て、あなたはどのようにほめ、承認

していることを示しますか？ 

    

 

 

 私私私私はははは、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが私私私私とととと一緒一緒一緒一緒にににに物事物事物事物事

をををを行行行行ないないないない、、、、あなたがやりあなたがやりあなたがやりあなたがやり方方方方をををを見見見見せてせてせてせて

くれるのがくれるのがくれるのがくれるのが好好好好きですきですきですきです。。。。    

 

５．あなたはどのようにして子ど

もと経験を分かち合いますか？ 
 あなたはどのようにして子ど
もの注意を、あなたが注意を向け
ているものに向けさせますか？ 
 

私私私私はははは，，，，物事物事物事物事がどがどがどがどののののようになっておようになっておようになっておようになってお

りりりり，，，，それがどのようにしてそれがどのようにしてそれがどのようにしてそれがどのようにして動動動動くのかくのかくのかくのか、、、、

あなたからあなたからあなたからあなたから教教教教えてもらうがえてもらうがえてもらうがえてもらうが好好好好きできできできで

すすすす。。。。    

    

６．あなたは、子どもの経験をどの

ように描写し、その意味をどう説明

しますか。 
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          Sketches by Dirk Campbell 

 

あなたがあなたがあなたがあなたが物語物語物語物語をををを聞聞聞聞かせてくれかせてくれかせてくれかせてくれ、、、、物事物事物事物事にににに

ついてついてついてついて説明説明説明説明してくれるのがしてくれるのがしてくれるのがしてくれるのが好好好好きですきですきですきです。。。。    

    

7. あなたは、子どもの経験をどのよ

うに豊かにし、それを広げ、その結び

つきを説明していますか。 

 

    

 あることが許され、他のことが許

されない理由を説明してほしいの。 

あなたのちょっとした手助けがあ

れば、私はたくさん難しいことをす

ることができます。 

    

8.あなたは，どのようなポジティ

ブなやり方で子どもの行動を規

制しますか？ 
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8 つのガイドラインと状況にそくしたアプローチ 

 

    

 8 つのガイドラインは、日々の状況から生まれる具体的な体験の中で具体化されます。下

記のカッコ内の主要なかかわり合いのガイドラインからわかるように、異なる状況は異な

るタイプのかかわり合いをもたらすように見えます。これらの状況について、絵,ポスター,

可能ならば ビデオを作成します；ケアギバーと共に行う実際の作業は、これらの典型的な

かかわり合いの状況を分析するところから始まります。これらの状況は話し合われ、分か

ち合われ、ロール•プレイとして劇のように演じられ, 再現され、改善されます。８つのガ

イドラインは、状況それ自体の分析の結果として「浮かび上がってくる」ことでしょう。 

 

典型的典型的典型的典型的ななななかかわりかかわりかかわりかかわり合合合合いいいいのののの状況状況状況状況： 

 

ポジティブポジティブポジティブポジティブなななな感情感情感情感情をををを共有共有共有共有することすることすることすること        

親密な触れ合い、戯れ、冗談、愛情のこもった顔対顔の（お互いに顔を見合わせての）か

かわり合いを呼び起こすような状況。 

（主要なかかわり合いのガイドライン：１，２, ３ , ４ , ６） 

 

 

慰慰慰慰めることめることめることめること        

慰めの状況 ,子どもは情緒的なサポートを必要としているか、求めている。 

（主要なかかわり合いのガイドライン： ２,４,1,３,６,7） 
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毎日毎日毎日毎日のののの雑用雑用雑用雑用    

毎日の雑用に参加する、大人がリードする。  

（主要なかかわり合いのガイドライン：８, ４， ６） 

a. 着衣、トイレ、食事等で子どもを助けること。 

b. 子どもは、食事の支度、掃除等の毎日の雑用で大人の手伝いをする。 

 

 

 

 

遊遊遊遊びのびのびのびの計画計画計画計画でででで子子子子どもどもどもどもををををサポートサポートサポートサポートするするするすることことことこと    

遊びの計画を実行する；子どもがリードする。大人は手助けをし、ある範囲内での遊びと

なるように規制し、子どもが計画を完成させることを助ける。 

（主要なかかわり合いのガイドライン：２，８, ６，４） 

 

 

 

 

ジョイント・アテンション(共同注視)と情報伝達 

（Joint attention とは他者と共同である対象に注意を向ける行動であり、健常児では 10 ヶ月齢ころ

から出現する。これはコミュニケーションを成立させる上で重要な能力である） 

教訓的に、あるいは、遊び風に、世界について子どもに語り伝える：大人が主導すること

もあれば、子供が主導することもある：例えば、本を読んでいる時とか、散歩している時

に。（主要なかかわり合いのガイドライン：６，７，２） 
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制限制限制限制限またはまたはまたはまたは規制規制規制規制をををを加加加加えることえることえることえること    

制限を加える状況 ― 他者との関係の中で、子どもの自己中心的なふるまいや、ネガテ

ィブな感情を規制し、その状況の中で許される範囲を定める。（主要なかかわり合いのガ

イドライン：８,７） 

 

 

 

子子子子どもどもどもどもたちたちたちたちがががが協調協調協調協調しししし合合合合うことうことうことうこと    

子どもたちは子どもたちだけで遊ぶ；緊急な出来事や危険がない限り、大人は介入しない。

（主要なかかわり合いのガイドライン：２，３，６，７，８） 

 

    

    
    

    



 17 

8888 つつつつののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインとととと３３３３種類種類種類種類のののの対話対話対話対話    

 

 

 8 つのガイドラインは、３つの異なるタイプの対話に属するかかわり合いの特性とみなす

ことができます。３つの異なるタイプの対話とは、（１）感情表現の対話 、（２）意味

を表現する理解の対話、（３）制限や規制を加える対話です。下の表は、対話、ガイドラ

イン、子どもとケアギバーとの日常生活の典型的な状況の関係を示しています。 

 

３３３３種類種類種類種類のののの対話対話対話対話        8888 つつつつののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン                        典型的典型的典型的典型的なななな状況状況状況状況 

１．感情表現

の対話 

１．ポジティブな感情を示すこと 

２．子どものイニシアティブに従

うこと 

３．親密な対話（言語を使って、

言語以外の手段で） 

４．承認し、ほめること 

身体が近接する状況（就寝時、朝の挨拶、さよなら

を言う時など） 

慰めを必要とする状況（子どもが心を乱しているよ

うに見える時、怪我をした時）、勇気づけ、 

センシティブな調整と確認（例えば、子どもが自分

だけで何かをして、困っている時） 

２．理解の 

対話 

５．注意・注目対象の分かち合い 

６．意味の仲介 

７．広がりと説明 

何が起こっているかについて情報と説明が必要な状

況：例えば、絵本の中のことについて語ること、散

歩に行き、周囲に見えることについて話すこと 

３．規制の 

対話 

８．規制 

a.段階的に支援したり、足場を作

り、一歩一歩計画すること；子ど

もの興奮をかきたてること 

b.ポジティブな仕方で制限を設

ける 

 

 

a.ゴール指向の調整、課題を解決するための戦略的

な能力や協調を必要とする状況； 

例えば、ブロックでタワーを組み上げること、紙飛

行機を作ること 

b.することが許されないことに対する行動規制を要

する状況、ハウス・ルール（一定の地域や組織にの

み適応される規則）を作ること、価値や信条を 

導入すること、他者と分かち合う状況、社会的行動

に対する規則を要する状況、動植物等を含めた 

他者に対する利他的な、共感（感情移入）を要する

状況 
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変容変容変容変容をををを促進促進促進促進するするするする手順手順手順手順――――センシタイジングセンシタイジングセンシタイジングセンシタイジングのののの７７７７つのつのつのつの原則原則原則原則    

 

 

我々の経験や他者の研究から、受け身的なケアギバーたちに単に講演を行い、言葉の知

識を与えるだけでは、彼らの習慣、この場合彼らのかかわり合いにおける習慣的なやり方

を変更させるには不充分なことが明らかになっています。トレーニングに対しては、みず

から経験し、コミュニケーションを図ろうとする活発な取り組みが要求されます。 

学びというものが存在するのは、まず自発的な意志あるいは仮定があって、それが探求

され、実際に試みられ、経験自体から、もしくは他人からのある種のフィードバックによ

って、それが評価される場合だけでしょう。この種の学習は、その人自身の知識と技能の

一部として統合されることでしょう。単に経験にさらされるだけでは、この種の個人化さ

れた知識にはなりません。 

 

従って、このプログラムの目的は、指示し教えるという教育的なガイダンスによるので

はなく、それに参加する人の活発な係わり合いを奨励する、手助け的なガイダンスによっ

てのみ達成することができます。その目標は、外からの既製の方式を課することなく、自

己発見のために多くの時間を取り、暖かい人間的な環境を創り出すことによって、ケアギ

バーたちが持っている内的資源を表面に浮き上がらせることです。 

 

 ケアギバーは、子ども時代の意味について話し合い、自分がケアする子どもたちにつ

いてポジティブなイメージを持つようにし、地域の子育て習慣を調査し、子どもたちが今

彼らに求めているものを理解するために自分の子ども時代を振り返り、ケアギバーとして

の自分の役割や子どもたちに対する将来の期待について考えていることを言葉で表現し、

子どもの発達の潜在的な可能性や、その可能性をどう育み、強化するかについて見解を分

かち合うという機会を与えられることからスタートします。そして彼らは、子どもとのか

かわり合いの新しいやり方を試すと共に、子どものふるまいとそれに対する彼ら自身の反

応について観察し、その観察を話し合い、分かち合うようよう奨励されます。 

 

ケアギバーに対してＩＣＤＰプログラムを実施する人（ファシリテーター）は、以下に

要約される一定の教育原理を用いるよう訓練を受けます。 
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センシタイジングセンシタイジングセンシタイジングセンシタイジングのののの７７７７つのつのつのつの原則原則原則原則    

 

１ ケアギバーたちと信頼関係を確立すること。 

２ 子どもをポジティブに再定義すること ― 子どもを人間として見ること。 

● ケアギバーに、彼らの子どもたちのポジティブな特徴や資質を指摘すること。 

● 子どもたちのネガティブな特徴として見えるところを、ポジティブに定義し直

すこと。 

● 子どもたちとポジティブなかかわり合いを持った過去の良い記憶を、ケアギバ

ーに生き生きと思い起こさせること。 

● 子どものポジティブな資質と能力を見つけ出す練習をケアギバーに課するこ

と。 

 

３ 下記のようにして話し合われたテーマやガイドラインに沿って、ケアギバーを活性

化させること。 

● ケアギバーに、子どもとの個人的なかかわり合いについて、８つの良いかかわ

り合いのガイドラインに基づいて自己評価するよう求める。 

● 例示させる：ケアギバーに、子どもと彼らのかかわり合いについての実例を提

示するよう求める。 

● ケアギバーに、彼らの子どもとの関係を観察して述べるという課題を与える。 

● どれが最も良好な結果を生むかを見つけるために、コミュニケーションやかか

わり合い新しい方法を試し、テストするようにケアギバーに求める。 

 

４ 現に行われているケアギバーと子どもとのかかわり合いの中で、既にポジティブで

あるものを指摘することによって、ケアギバーの能力を確認すること。 

５ 何が良いかかわり合いであるかについてのケアギバーたちの議論を導くために、質

問形式を用いること。 

６ 互いの経験から学ぶために、グループ・ミーティングにおいては、ケアギバーたち

が互いに注意深く分かち合う気持ちで話を聞くように奨励すること。 

 

７ ケアギバーたちとの関係では、２つのスタイルのコミュニケーションを用いること。 

● 個人化されたスタイルで説明し、あなたの個人的な経験から例を挙げる。 

● 共感的（感情移入的）で解釈的（説明的）なスタイル、すなわち、子どもがそ

の状況をどのように経験するかを述べ、その子どもの経験と類似の状況を大人

がどのように経験するか比較する。 
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プログラムプログラムプログラムプログラムのののの構成要素構成要素構成要素構成要素    

 

 

１）ケアギバーに、自分自身の役割やケアする子どもたちをどう見るかについて、ポジテ

ィブな考えを心に抱くように促すこと 

２）良いかかわり合いのための８つのガイドライン／３つの対話 

３）７つのセンシタイジングの原理 

４）エクササイズ（練習課題） 

５）実施 

    

持続性を確保するために実施前のチェックリストを準備しておくこと 

ケアギバーのグループとのミーティングのための議題 

モニタリング（チェックリストと現場日誌） 

評価の手順 

    

－このプログラムの出発点は、ケアギバーに対し、彼らの子どもについてポジティブなイ

メージを心に抱くように促しながら、どのように子どもを見るかケアギバーと共に探るこ

とであり、子育てに関する彼らの地域の文化的な概念を調べ、ケアギバーに自信と意欲を

もたらすことを目的に、ケアギバーとしての彼らの役割について熟考することです。 

 

－ケアギバーに対するこのプログラムのメッセージは、「良いかかわり合いのための８つ

のガイドライン」に表現されています － それは、ケアギバーと子どもとの間のコミュ

ニケーションに関することです。これらのガイドラインは、熟考（内省）し、話し合い、

観察し、実際に試し、それを他人と共有するための話題として使われます。 

 

－どのようにメッセージをケアギバーに伝達するかは、メッセージそれ自体と同程度に重

要です。“センシタイジングの７つの原則”は、ケアギバーたちにプログラムを実施する人に
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対する一連のガイドラインです。それは、ファシリテーター（進行係）とケアギバーの間

のコミュニケーションに関することです。 

 

－このプログラムは、グループでの作業においても、家庭学習においても、多くの示唆に

富んでいて、非常に実用的にできています。 

 

－プログラムを実施する前に行なうことは、どのような状況下で実施する際にも、プログ

ラムをスタートさせる前に注意深く考慮するべき重要ポイントのチェックリストに目を通

すことです。これは、長期間にわたって、持続性のある実施を確実にするために重要です。 

 

－ＩＣＤＰプロモーターは、毎週開かれるグループ・ミーティングで、ケアギバーにこの

プログラムを伝えます。プロモーターたちは、ケアギバーとのそれぞれのミーティングの

前に、一緒になって前回のミーティングの議題を修正し、次のミーティングに備えるため

の計画作成会合を持ちます。この時、ファシリテーターは、彼らを手助けします。それぞ

れのミーティングで、プロモーターたちは、ファシリテーターの現場日誌を参照し、チェ

ックリストと照らし合わせます。こうすることで、プロジェクトの進展や、その方法論を

使いこなすファシリテーターの技量をモニターすることができます。 

 

－あらゆるＩＣＤＰプロジェクトは、プログラムの効果がそれに参加しているケアギバー

と子どもたちに定着するように、通常、アンケートや、インタビューや、事例研究によっ

て評価されます。またプロモーターとファシリテーターは、プログラムの方法論が自分た

ちの仕事にとって有効であったと見ているかどうかを確かめるために、インタビューを受

けます。評価研究は、地域の大学の専門家チームによって実施されます。 
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コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・ベースベースベースベースでででで無資格無資格無資格無資格専門家専門家専門家専門家ををををトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングするするするする    

 

 「専門家たちは、有益な知識を守るために知識を独占する代わりに、地域住民に人生を

コントロールする能力が自分にあることが信じられるようにし、必要な技能を身につける

ように奨励することによって、自分たちの知識の領域内で、予防教育の推進者になること

ができるでしょう。彼らは、最良の才能を選び、人々に、彼らの能力の及ぶ限りにおいて

実際に機能するように教え導いて、人々に自分の本来の能力を発揮し、実用に供する機会

を与え、それに挑戦させることができます。これは、大きな規模で、コミュニティに自分

自身の問題を処理する能力を賦与することになるでしょう。」 - Hundeide, K. (1991), 

p.132, Helping Disadvantaged Children, Jessica Kingsley Publishers，London 

 

 

 

 我々は世界のいたるところで、文化の剥奪や、幼少期に愛情が失われたのが原因で、子

どもが正常な発達過程から逸脱してしまうという難題に直面しています。この難題に立ち

向かう最も効果的な方法は、伝統的な、施設重視のアプローチではなくて、より根本的な

アプローチで、非常に多数のケアギバーが達成することのできる方法です。 

 

 直接参加型グループを使うことは、そのような解決法の一つです。そこでは、その地域

の人的資源、時には母親たちが、他の母親やケアギバーのグループを指導することができ

るように、無資格専門家的な補佐役としてトレーニングされます。ＩＣＤＰのトレーニン

グは、この方法を使って、子どもの発達にとって必要なものや、人間的なニーズについて、

ケアギバーたちをセンシタイズします（感受性を高めます）。無資格専門家を使うこのや

り方は、コミュニティ全体に広がることのできる広汎な効果をもたらします。 

 

 広汎な研究の結果得られた一般的な結論は、適切にトレーニングされた無資格専門家は、

専門家と同程度に、時には、それ以上と言えるほど良い仕事をするということです。この

アプローチは、それに参加する人たちに、ポジティブな付加的効果をもたらします。参加

者たちは、子どもたちの発達状況を改善できるだけではなく、より自信を持ち、より未来
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志向的になることで、彼ら自身の人生の状況と立ち向かう勇気を発達させるように思われ

ます。 

 

 無資格専門家のトレーニングと、仕事の現場での指導は、注意深く行わなければなりま

せん。従って、始めるのに最も良い方法は、パイロット・プロジェクトによる小規模な実

験的方法で、それについては評価が行なわれます。大規模にプログラムが実施され、コミ

ュニティに多面的な影響を与える前に、パイロット・プロジェクトは地域における専門知

識の発達を可能にするでしょう。 

 

 大学と協力関係を結ぶことは、その地域で資格のある人々を確保する 1 つの方法です。

彼らには、ニーズを評価することと、センシタイジング・プログラムの発展効果を評価し

てもらうことの両面で、計画に関わってもらうことができます。評価を重視するパイロッ

ト・プロジェクトにおいて専門家の手助けを求めなければならないのは、そこでの評価が

その後の発展効果の評価の基礎となるからです。 

 

 しばしば見過ごされている一つの重要な評価は、その地域の人々がどれだけ必要性を感

じているか、どれだけこの種のプロジェクトを欲しているかということです。トレーニン

グの全てのポイントは、既存の育児システムのメンバーたちをセンシタイズし、能力と自

信を持たせることです。この種のプロジェクトは、充分に安価でなければなりません。そ

うすれば、地域のコミュニティが計画を引き継ぐことができます。このように働くことに

よって、しばらくした後で（ＩＣＤＰは）引き上げて、プロジェクトを地域の人々に移譲

することができるようになります。 
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活動中活動中活動中活動中ののののＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰ    

    

 

 アルゼンチン、ブエノス・アイレスのＩＣＤＰファシリテーターとしてトレーニングさ

れた人のレポートからの抜粋： 

 

 「私の２回目のフィールドワークの間、私は、「友愛」という地域のコミュニティ・セン

ターを通してＩＣＤＰを実施しました。「友愛」はブエノス・アイレスの近郊にあり、貧

しい移民の家庭や子どもたちに無料の食事を支給し、互いに知り合うことができる機会を

与えてくれます。 

  

 私は、６人の子どもを持つ母、ジュアナとの体験を通して、ＩＣＤＰを実践することが

どのような意味を持つのかを明らかにしたいと思います。 

 

 私たちのＩＣＤＰミーティングで、ジュアナは、子どもに言うことを聞かせる唯一の方

法は、体罰だけだと打ち明けてくれました。彼女は、誇りがないわけではありませんが、

彼女の「方法」をさらに詳しく話し続けました。彼女はまた、夫は、子どもの世話の責任

を全て彼女に押しつけ、仕事が終わるとすぐ友達に会いに行き、酔っぱらって帰ってくる

と、家の皆と喧嘩するだけだと語りました。 

 

 私はジュアナが心の痛み、苦しみ、孤独感、家庭状況に対する無力感を表現するのを聴

いていました。私は、完全な受容と共感の態度を保ち、判断も批判もしませんでした。私

は、そのような困難な状況下で、彼女が子どもたちを気づかい、できる限り最善を尽くし

て教育し導こうと努力していることを、私が高く評価していることを彼女に感じてもらお

うとしました。ミーティングでは、ジュアナは愛情を持って扱われ、理解が示され、私た

ちが気づいたすべてのポジティブな面について、賞賛を受けました。しばらくすると、彼

女が変り始めたことに気がつきました。彼女は髪を手入れし、顔の表情が変わりました。

全てについて怒っている様子がなくなりました。 

 

 あるミーティングの間、私たちは典型的なローカル・ダンス、「クンビア」を踊りまし

たが、ジュアナは心からそれに加わり、明らかに楽しんでいました。その後、彼女は帰宅

し、身だしなみを整えて、夫の帰宅を待っていました。彼が帰宅すると、彼女は夫にビー

ルを差し出しました。その日、夫は家にいて、友人と飲むために外出しませんでした。彼

らはポジティブな仕方で話し合い、それ以来、2 人の関係は改善に向かいました。ジュアナ

は子どもたちに対しても振舞い方を変えました。体罰を使うのを止め、相互関係の新しい
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道を見出し、それが徐々に子どもたちをより幸福にし、彼女自身にも自信だけでなく幸福

をもたらしました。 

  

 私の事例が示していることは、ＩＣＤＰが成功するか否かを決める最も重要な要素は、

一緒に働くケアギバーたちとの関係のなかで、私たちがＩＣＤＰプログラムのファシリテ

ーターとして、どれだけ共感能力を発揮し、どれだけ良いかかわり合いのための８つのガ

イドラインを使いこなせるかにかかっているということです。センシタイジングの練習、

説明、話し合い、宿題、ロールプレイ、ビデオや写真によるかかわり合いの事例分析は、

すべて非常に重要です。しかし、その全てがうまく働き、参加しているケアギバーたちの

なかに内的な変化のプロセス、すなわち永続的で、コミュニティの他の人たちにも影響を

及ぼすことができるような変化が起きるためには、私たちは自分自身が忍耐強く、人を愛

する人間の見本になる必要があります。愛を実践することが、ＩＣＤＰで最も重要なこと

です。」 

 

 

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴ 

 

 南米コロンビア、ナリノ州ツケレのＩＣＤＰファシリテーターはこう語っています。 

 「 私 は あ る 養 母 の グ ル ー プ を 訓 練 し て い ま し た が 、 そ の 中 の 一 人 が 、                                                                                                                                                                                                  

ボランティアとして、その地方の監獄で服役中の６人の母親にＩＣＤＰを実施しようと決

心しました。後になって、その６人の母親は、ＩＣＤＰプログラムに参加したことで、恐

れることなく愛を表現できるようになり、子どもが必要としていることを理解し始めるこ

とができたので、希望を取り戻したと話しました。」 

 しばらくして、ＩＣＤＰは、監獄所長から１通の手紙を受け取りました。そこには、Ｉ

ＣＤＰは非常に大きな恩恵をもたらすことが分かったので、獄中の他の母親たちにもＩＣ

ＤＰコースを実施してもらえないか、と書かれていました。 
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トレーニングトレーニングトレーニングトレーニングののののレベルレベルレベルレベル    

 

  

 ＩＣＤＰの目的は、既に存在している子育てネットワークの内部の人材の能力を高めるこ

とです。とりわけ興味を持っているのは、多数の子どもたちのケアを行なうネットワーク

です。 

 

ファシリテーター・レベル 

 ＩＣＤＰのファシリテーターは、ケアギバーたちについてプログラムを実施する人です。

彼らは、小人数のケアギバーについて仕事を始め、ケアギバーが実践経験を積むにつれて

徐々に人数を増やしていきます。 

 ファシリテーターになるためには、正規の教育や、予め心理社会的なトレーニングを受

けている必要はありません。しかしながら、ある種の資質が要求されます。例えば、コミ

ュニティに受け入れられる人であること、社会的な感受性、明るい性格、熱意や共感を表

現する能力などです。 

 

 

 ＩＣＤＰのファシリテーターになるためには以下のことが要求されます： 

             

● ４日間続くトレーニングのワークショップに参加すること 

● ３ヶ月間以上、少人数のケアギバーと子どもについて、ＩＣＤＰプログラムを

適用して自己研修プロジェクトを実行すること 

● 評価ワークショップにおいて、プロジェクトについて文書または口頭でレポー

トすること 

 

トレーナー・レベル 

 ＩＣＤＰのトレーナーは、ＩＣＤＰでトレーニングされたプロフェッショナルであり、

その仕事は、他の人たちを、ＩＣＤＰのプログラムのファシリテーターになるようトレー

ニングすることです。これは通常、その人たちの組織の中で行われます。これには、新し
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いファシリテーターのためにトレーニング・ワークショップを開くことだけではなく、彼

らがケアギバーと共に行なうファシリテーターとしての実際の仕事をサポートし、指導す

ることが含まれます。 

 

 ＩＣＤＰのトレーナーとなる資格を得るためには、ファシリテーターとしての資格証明

書を取得することが必要ですが、それに加えて以下のことが必要です： 

 

● トレーナー・レベルのワークショップに参加すること 

● ４ヶ月以上、ファシリテーターのグループをトレーニングし、指導することに

よって、２番目の自己研修プロジェクトを実行すること 

● 評価ワークショップで、プロジェクトについてレポートすること 

● １５の基準問題に対して文書による答案を作成し、プログラムの理論的な背景

について４ページの小論文を書くこと 
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        いかにしていかにしていかにしていかにしてスタートスタートスタートスタートするかするかするかするか    

    

 

 

１ ICDP とは何かを紹介する 

 この最初の段階では、ＩＣＤＰプログラムは、談話として、あるいは１日セミナーとし

て、興味を持っている機関に対して提示されます。その目的は、一般的に、持続可能な仕

方でプログラムを実施するのに好ましい条件があるかどうかを見出すことです。 

       � 

２ 実行可能性を調査する 

 その地域のコミュニティにとってＩＣＤＰプログラムが必要であるかどうか、両者はど

のような関連を持ち得るかについて知るために、ＩＣＤＰの実施前チェック・リストに従

って地域の状況を調査します。持続可能な仕方でそのプログラムを広めることができる組

織と契約を結びます。将来、評価に関わってもらう可能性を開くために、その地域の大学

と接触します。それに続いて、２段階のトレーニングが行われます。 

    � 

３ ファシリテーター段階 

 ３~４日のワークショップが、２５人までの参加者またはトレーニングを受ける人に対し

て開催されます。トレーニングを受けた人は、その後ＩＣＤＰを実施します。 

    � 

４ 自己研修プロジェクト 

 トレーニングを受けた人は、まず、子どもにＩＣＤＰを適用し、次いで、少人数のケア

ギバー・グループにプログラムを実施します。それに３ヶ月かけ、その間、ＩＣＤＰから

サポートを受けます。その後、彼らは、そのプログラムの経験についてレポートを提出し

ます。基準を満たした人々に対してはＩＣＤＰファシリテーター・レベルの資格証明書が

交付され、協力同意書がＩＣＤＰとの間で交わされます。 

    � 

５ トレーナー段階 

 ＩＣＤＰによって資格を賦与されるトレーナーになるためのトレーニングに進むことを

望むファシリテーターのために、ワークショップが開かれます。 

    � 
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６ ２番目の自己研修プロジェクト 

 ワークショップの後で、実際に仕事をすることが求められます。すなわち、自己研修プ

ロジェクトです。それは、新しいファシリテーターのグループをトレーニングし、ケアギ

バーたちについての彼らの仕事を指導することであり、３,４ヶ月を要します。 

    � 

７ 証明書 

 トレーニングを受けた人は、自分のプロジェクトについてレポートし、ＩＣＤＰトレー

ナーの資格証明書を受ける前に、標準的な文書作成作業を行います。協力の同意書がＩＣ

ＤＰとの間で交わされます。 

    � 

８ 地域のトレーナーは年１回の会合を持つことによってネットワークを構築する 
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ベルゲンベルゲンベルゲンベルゲン学術調査学術調査学術調査学術調査    

 

 

 １９９２年、ベルゲン・ヘルス・クリニックと連携したプロジェクトにおいて、ＩＣＤ

Ｐプログラムは、ノルウェー、ベルゲン大学の専門家チームによって学術的に調査され、

ポジティブな評価を受けた。 

 

 試験グループとコントロール・グループの評価は、同じクライテリア（基準）に従って、

プログラムの実施の前後の評価を比較することによって行われた。 

 

 全部合わせて７５組のケアギバーと子どもが参加した － ４５組が試験グループで３

０組がコントロール・グループであった。 

 参加者は、ベルゲン地域の４つの異なるヘルス・クリニックから選ばれ、人数が等しい

３グループ（A,B,C）に分けられた。３グループに対して、心理社会的リスクの段階を決め

るために次の変数が用いられた：子どもの出生時の母親の教育、結婚歴、母親の年齢、障

害の有無、病気、子どもに対する適応能力の欠如。 

 

❖ プロジェクトの最初の部分で、全ての参加者が遊んでいる状況のビデオが撮影され、母と

子のかかわり合いが記録され、コード化された。全ての母親に、子育てについての見方や子ども

の発育についての考え方についての質問と同時に、人口統計上の情報に関する広汎な質問表が与

えられた。看護師が母と子のかかわり合いの質に関する評価を行った。母親たちから集められ

た、自分自身と自分の子どもについての見解の情報は、リッカート尺度を用いて記録された。 

 

❖ 第２の部分で、試験グループに対して、３ヶ月間に渡ってＩＣＤＰプログラムが実施さ

れた。それは看護師たちとのミーティングから成り、子ども抜きのグループ・ミーティン

グと、母と子が一緒の個別ミーティングを交互に行なうものであった。グループ・ミーテ

ィングには、５~６人の母親と看護師１人が出席した。 

 

❖ プロジェクトの第３の部分では、それぞれの母親の自分の子どもとのかかわり合いについ

て、新しいビデオが撮影され、もう１度同じ質問表が使用された。 

 

 プログラムの実施の前後に使われた質問表とビデオは、その前後の結果を体系づけて比

較するために、すべてコード化された。 
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結果結果結果結果    

    

 ベルゲン・プロジェクトは、参加した母親たちをＩＣＤＰプログラムがセンシタイズ（敏

感化）することができ、以下の結果が起こるかどうかを知るために立案された。 

 

１． 一定の基準に従って、子どもとのかかわり合いを改善すること 

２． ポジティブな意味で、子どもについての彼らの見方を変えること 

３． それに加えて、このプロジェクトは、個々の母親１人ひとりがいかにして、この

センシタイジングのプログラムから、子どもと共に自分自身も恩恵を受けたかど

うかを知るためのものであった。 

 

結果は次ページをご参照ください。 

 

結論結論結論結論    

 

 評価の結果は、総じて、非常にポジティブであることが明らかになった。これによって、

子育てに関する既存のヒューマンケアのパターンを再活性する簡単なセンシタイジング・

トレーニング・プログラムを通して、いかなる新しいテクニックを外部から導入すること

なく、子どもたちに対する心理社会的ケア（もちろん、その本質部分として感情面を含ん

でいる）の質を著しく高めることができるという仮説が確認された。 
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ベルゲンベルゲンベルゲンベルゲン学術調査学術調査学術調査学術調査のののの結果結果結果結果    

 

かかわり合いの改善に関する結果が下記の図表で示されている。 

 

 

  

 

 

１． 試験グループとコントロール・グループを比較すると、感情表現的対話に対する

基準（最初の４つの基準）に関する限り、明らかな改善が見られる。仲介に関する基

準については、最初の基準（注意対象への集中）で減少が、最後の第３の基準（意味

の仲介、ふるまいの拡張と制限）で増加が見られる。意味の仲介の増大は注意集中の

減少につながるので、これは採点の仕方に起因するのかもしれない。あるいは、コン

トロール・グループでもそれが起こっているので、発育上の変化によるものかもしれ

ない。 
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２． 試験グループの母親たちは、彼らの子どもに対する認識において、次のような変

化があったと述べた。彼らは、今や子どもを、より活気のある、独立した、知的な、

より社会的な傾向のある、信頼できる、平和な、近くにいても気楽な、より可愛らし

く幸福な存在として見ている。これは、よりネガティブであるように見えたコントロ

ール・グループにおける変化とは対照的であった。 

 

３． 母親たちは、ＩＣＤＰプログラムのコースがどれくらい自分のためになったかを、

５段階のリッカート尺度で判断するよう求められた。：非常に少ない、少ない、中く

らい、多く、非常に多く。 

  結果は、母親の６０％が「多く」、４０％が「非常に多く」ためになったと答えた。 

  母親たちが、ＩＣＤＰプログラムのコースが子どもたちにどれくらいためになったと 

   判断するかを問われた時、65％が「多く」、7.5％が「非常に多く」、27％が「中くら

い」と答えた。 
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ICDPICDPICDPICDP    

    国際国際国際国際子子子子どもどもどもども発達発達発達発達プログラムプログラムプログラムプログラム    

    

    国際国際国際国際子子子子どもどもどもども発達発達発達発達プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（ICDPICDPICDPICDP））））は、１９８５年に、危機に瀕している子どもたちの

ために、心理社会的介入のプログラムを開発し始めましたが、組織は、１９９２年、ノル

ウェーのオスロに、国際的なＮＧＯとして登録されるまでは設立されませんでした。 

 ＩＣＤＰのエトス（精神、特質）は、ケアギバーと彼らの子どもの両方を教育すること

によって、共感（感情移入）を活性化し、ヒューマンケアをもたらそうとするものです。

ＩＣＤＰの仕事は、子どもの権利に関する国連条約によって定められた原則に基づいてい

ます。ＩＣＤＰは、目的を同じくする他の人道主義的な組織が運営する活動に、直接的あ

るいは間接的に参画するかもしれません。 

 

 １９９３年に、ＩＣＤＰプログラムは、ジュネーブの世界保健機関（ＷＨＯ）の精神衛

生部門によって評価されました。そのプログラムは、後に採択され、そのマニュアルはＷ

ＨＯの文書として出版されました。ユニセフ（国際児童基金）との緊密な協力関係が数カ

国において、特にコロンビア、グァテマラ、エル・サルバドルで確立されています。 

 ＩＣＤＰは、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、ロシア、キルギススタン、ウク

ライナ、マケドニア、ボスニア、ポルトガル、英国、イタリア、パレスチナ、ジャマイカ、

ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、パラグァイ、ウルグァイ、エル・サルバドル、グ

ァテマラ、アンゴラ、エチオピア、コンゴ、モザンビーク、ジンバブエ、南アフリカ、イ

ンドネシア、スリランカ、オーストラリアを含む多くの国の個人、非政府および政府組織

にトレーニング・ワークショップを提供してきました。 

ＩＣＤＰは、アンゴラ、ノルウェー、マケドニア、コロンビアで大規模なプロジェクトを

展開しました。数カ国で地域支部が登録されました：ＩＣＤＰノルウェー、ＩＣＤＰデン

マーク、ＩＣＤＰスウェーデン、ＩＣＤＰアンゴラ、ＩＣＤＰモザンビーク、ＩＣＤＰコ

ロンビアです。 

 

私私私私たちたちたちたちのののの焦点焦点焦点焦点：：：：    

    

 極端な窮乏状態にある子どもたちに係わって仕事をしているほとんどの機関は、当然の

ことながら、彼らの身体的な必要事に注意を奪われがちです。しかし、彼らの肉体を生き

続けさせることは、第一歩に過ぎません。子どもは、自分を愛してくれ、子どもが必要と

する生活技術や、社会的なふるまいや、モラルを教えて気づかってくれる大人がいなけれ

ば、彼の精神的、感情的な発達が阻害されることは、今ではよく知られています。最近の
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研究では、脳神経の正常な発達は、ケアする大人と成長する子どもとの適切なかかわり合

いに依存することが示唆されています。正常な環境下では、これは自然に起こります。し

かし、社会的変化、移住、大惨事を通して家も土地も失うようなストレスが起こり、親を

なくしたり、厳しい窮乏や感情的なショックによって子どもが無感覚になると、このケア

はしばしば破綻し、熟練した助力によって再活性されなければなりません。もし子どもが

幼少のうちに充分に愛され、注意を払ってもらえないと、彼らは後に不適格な親になるた

めに、問題はまた繰り返され永続化していきます。 

 

     

    

    

ＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰＩＣＤＰ本部事務所本部事務所本部事務所本部事務所    

ICDP, Anne Mariesvei 14b, 0373 Oslo, Norway  

Tel. +47 21 39 34 16  

icdp@icdp.no 

 

英国事務所英国事務所英国事務所英国事務所    

ICDP, PO Box 262, Watford, Herts. WD1 7GS, England 

 Tel. +44 1923 230 121 

lailah@icdp.info 

 

ICDP Charity Registration No. 92/04227ICDP Charity Registration No. 92/04227ICDP Charity Registration No. 92/04227ICDP Charity Registration No. 92/04227    

Org. no. 9712599Org. no. 9712599Org. no. 9712599Org. no. 971259906 N06 N06 N06 N    

www.icdp.infowww.icdp.infowww.icdp.infowww.icdp.info    

［ＩＣＤＰ研究会訳］ 

 

それゆえ、ＩＣＤＰの焦点は、この循環を絶とうとす

ることに置かれています。 

ＩＣＤＰは、家庭の内部と、子どもと家庭の恩恵のた

めに働いている適切な地域のネットワークの内部で、

ケアの技術を再活性化させ、促進させることによって

行います。 

 


