
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍のチャイルドライン活動        

 

世界を襲った新型コロナウィルス感染症は、子ども

たちの暮らしや心にも大きな影響を与えました。2月

末に全国一斉休校の要請が出され、子どもだけが家に

いなければならない状況となり、不安や、友だちと会

えなくなった、時間があるがつまらない、有名人の死

がショック、という声が多く寄せられました。 

 

4 月 7 日に政府から 7 都府県に緊急事態宣言が出

て、それが全国へ拡大した時期の 4月と 5月は、子ど

もからフリーダイヤル（全国共通）にかかってきた電

話の件数が倍増しました。一方、移動の自粛要請や、

公的機関の場所をお借りして電話を受けているなど

の理由で、全国の受け手ボランティアは激減し、チャ

イルドラインは繋がりにくい状況になってしまいま

した。しながわチャイルドラインは、対策をしっかり

取った上で、子どもの声を聴き続けることができまし

た。この時期には、感染への不安・怖さ、生活リズム

の乱れ、新学期への不安、友

だちと会えない、外出の自

粛でいろいろ考えて不安に

なる、家族との関係に悩む

などの声が多く寄せられま

した。 

緊急事態宣言が解除さ

れ、徐々に登校が始まると、

子どもたちは次第に落ち着

きを取り戻し、コロナに関

する相談も減少していきま

した。 

特別な一年だった昨年に、チャイルドラインに寄せら

れた声を一部ですが紹介します。 

 

 「卒業式、送る会も中止になっちゃってさみしい」 

 「志村けんが死んだのがショック」 

 「不登校気味なので、コロナで休校になって安心

しているけど、新学期が怖い」 

 「学校は自分にとって避難場所だった、家にいな

きゃいけないのがつらい」 

 「お母さんが看護師だっていうだけで、友だちに

「コロナ」と言われる」 

 「部活で大会を目指して頑張ってきたのに、なく

なってしまってすごく落ち込んでる」 

 「友だちができない。早く普通の生活に戻らない

かな…」 

 「友だちと遊べないし、話せないし、外出できな

いから、考えることが増えた」 
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参考資料）「2020チャイルドライン年次報告」 

https://childline.or.jp/wp/wp-ntent/uploads/2018/08/d839bc06949b4c88dfda6eeccef6bcc4.pdf 

https://childline.or.jp/wp/wp-ntent/uploads/2018/08/d839bc06949b4c88dfda6eeccef6bcc4.pdf


 

 

 

 

 こんな時ですが、仲間が 13名増えました！

 

しながわチャイルドラインは 2001年 4月 1日、

ひとりの主婦の想いから立ち上がりました。2010

年 10月には特定非営利活動法人になり、現在会員

は 90名を超える大所帯になりました。 

毎年、受け手養成研修に取り組み、ここ 5年は立

正大学心理学部サービスラーニングとコラボをさせ

ていただいています。 

毎年、年明けに次年度の研修予定を組んでいまし

た。 

2020年も、そんな風に予定を組んだ頃、「エッ、

コロナ!? 研修は開催出来るかしら？」という不安

の中、それでも準備だけは進めることにしました。

急にやめることは出来ますが、急にやることは出来

ません。リモートという開催方法に、一般の人も慣

れてきた 9月、立正大学が開催を決めてくれまし

た。募集人数 30人を 20人に減らして、広い会場を

貸していただけることになりました。 

例年の研修回数は 11回ですが、今年は 10回に減 

らし、なるべくその後も活動出来るように、近い方

に受講していただこうということになり、参加者は

学生、一般共に 9名、合計 18名となりました。 

2回の公開講座はさすがにリモート開催にしまし

た。聴くということ、子どもの現状、子どもの権

利、生・性をどう捉えるかなど。そしてチャイルド

ラインは 1人で受ける電話ではないので、仲間と繋

がるためのワークも大切にしています。 

昨年末には終了、13名が活動仲間になってくれ

ました！ そして、今年に入りリモートでのフォロ

ーアップ研修 3回、現場見学を 2回経て、いよいよ

活動です。新鮮な感覚を持った仲間が増えるのは有

難く、嬉しいことです。こんな時だからこそ、しっ

かりと対策を取りながら活動を続けることを大事に

したいと思います。 

     

 

 

 

 都立新宿山吹高校で出前授業 

 

昨年 10月 22日開催された「都立新宿山吹高校・

健康講話」で、「寄りそうということ～経験を力に

変えて恩送り～」というテーマで、100名近い生徒

たちに出前授業を行いました。 

内容は、①挨拶、北島副代表②チャイルドライン

の紹介矢吹副代表、③電話のロールプレイ④講話

Ⅰ、Ⅱ「大事なのは感謝と恩送り」（佐藤・坂元）

⑤質疑応答でした。 

講話Ⅰでは、子供の頃の

経験が現在の仕事やボ

ランティア活動に繋が

っていることや「ボラ

ンティア」への考えなどを、講話Ⅱでは、人間を支

える 3つの柱「時間」「自立」「関係」について図を

示しながら説明し、「寄りそう」ことが力になるこ

とを、話しました。生徒たちは熱心に耳を傾け「将

来、チャイルドラインで活動をしたい！」との感想

もいただきました。この日の出会いが、いつか役立

ち「恩送り」に繋がれば嬉しいです。 

都立新宿山吹高校教職員の方をはじめとする皆さ

まのご協力に感謝いたします。 

ありがとうございました。 

養成研修・活動報告 

【講和Ⅱの様子】 

【手作り携帯電話を耳

にしてのロールプレイ

の様子】 



 

 

 

 

【集計期間：2020/1/1～2020/12/31】 

 電話 

 

総受信数   4,689件 （前年度 3,832件）（全国 146,295件） 

会話成立   1,363件 （前年度 1,420件）（全国 43,196件） 

                              

   

 

 

 

 

 

・ 受信件数は増加しましたが、会話成立件数は微減しました。 

・ 属性別では、高校生年代の男子からの電話がもっとも多くなっています。 

・ 電話の主訴は男女ともに「自分」に関することがトップですが、男子で「性」に関することが多くなっているのが特

徴的です。 

・ 小学校低学年では「学校」に関する電話が多く、年齢が上がるにつれて「自分」に関することが多くなっています。 

・ 虐待やいじめなどの深刻な主訴の電話がある一方で、「学校でカードをもらったからかけてみた」「今日、こんな

ことがあった」といった電話もかかってきます。  

 

 

 オンラインチャット  

 

総受信数 260件 （全国 4,717件） 

会話成立 217件 （全国 4,026件） 

 

しながわチャイルドライン電話概要 



 

 

 

 『子どもの権利を考える 2021春』オンラインでの開催のお知らせ 

 

 私たちは日ごろ、ついつい大人の都合で子どもたちに接していないでしょうか。チャイルドラインの活

動は「子どもの権利条約」の理念・精神を基本として、子どもの声に耳を傾けています。 

 まもなく活動 20年を迎える私たち「しなチャイ」

は、子どもの権利の専門家や、地域の最前線で子ども

たちと奮闘されている仲間を迎えて、みんなで一緒に

学び、考えるオンラインシンポジウムを開催します。

参加ご希望の方は事務局にお問合せいただくか、しな

チャイのホームページをご確認ください。              検索  

◼ 2020年 7月～12月  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

集計期間 ： 2020/7/1～2020/12/31 

寄付金・賛助会費・助成金の総額 

➢ 588，000円 

個人のご支援者：13名（集計期間内） 

ご支援いただいた団体の皆さま（集計期間内） 

立正佼成会 品川教会 

一般社団法人 昭和会館 

 

しなチャイの運営は正会員の会費、賛助会員さまの会

費、寄付金、助成金によって成り立っています。 

【賛助会員】年会費「1口 2,000円」から何口でも  

銀行名：ゆうちょ銀行 

口座名義人：トクヒ）シナガワチャイルドライン 

記号：00160-5／番号：664278 

※ゆうちょ銀行以外からお振込みいただく場合 

支店名：〇一九（ゼロイチキュウ） 

預金種別：当座預金／口座番号：0664278 

 

会費、ご寄付の使途は、子どもたちに配布するカード

作成費（1枚 0.7円）、公開講座の開催費などです。 

 

主訴 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 

学校・フリースクール 16 19 25 16 25 25 126 

性 26 20 21 20 17 20 124 

家庭 20 18 13 16 15 11 93 

自分 82 43 49 61 65 64 364 

その他 5 3 3 3 5 2 21 

（無言・会話不成立） 334 319 373 298 224 229 1,777 

合計 483 422 484 414 351 351 2,505 

【日 程】 ★2021/2/22（月）講演会 

      ★2021/3/4（木）シンポジウム 

【時 間】 各日 19：00～21：00 

【参加費】 無料 

ご支援ありがとうございます 

しながわチャイルドライン電話実績 

オンラインシンポジウムのお知らせ 
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