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CAP プログラム実施のためのガイドライン 

SAP（性暴力防止）子どもサポートセンター 

CAP 部門「ＣＡＰ Ａｃｔｉｏｎ」  
 

★SAP 子どもサポートセンター プロフィール 

前身の CAP グループ「C サポート・こうべ」は 1996 年設立、兵庫県下において子どもの安全と安心を守

る活動を 22 年間展開の後、大阪に拠点を移し「SAP 子どもサポートセンター（事務局：「※ウィメンズセン

ター大阪」内）」と合併。子どものからだと心と性を守る地域づくりのために、3 つの部門「CAP Action 部

門」「SAP Action 部門」「サチッコ（電話相談）部門」を設け、大阪府下ならびに兵庫県下において、あら

ゆる暴力の未然防止・発生防止・悪化防止・再発防止に向けたアプローチをおこなっています。 

 
※ウィメンズセンター大阪…1984 年設立。女性の健康支援センターとしてウィメンズクリニックを併設、各種講

座の企画・運営・講師派遣、相談事業他、活動は全国各地多岐にわたる。また日本初の性暴力被害者をサポートす

る病院拠点型ワンストップセンター「性暴力救援センター・大阪 SACHICO」の事務局を担っています。 

 

★CAP(キャップ)プログラムについて・・・ 

CAP プログラムは、1978 年にアメリカ・オハイオ州コロンバスにあるレイプ救援センターで開発された子

どもへの暴力防止プログラムです。子どもへの暴力の事実調査に充分時間を取り、児童発達の専門家・心理療

法家・医師・教育者、さらには演劇の専門家に協力を仰ぎ、子どもの視点に立ち研究と改良を重ねたカリキュ

ラムです。現在世界 1２か国で実施され、子どもに対する包括的予防教育プログラムとして社会的な評価を得

ています。 

CAP プログラムの著作権および使用権、Safe, Strong & Free「安心・自信・自由」のスローガンの登録標

語の使用権は ICAP(International Center for Assault Prevention New Jersey, USA)が持っており、CAP

プログラムの提供活動は、認定を受けた CAP スペシャリストに限られています。 

現在日本では NPO 法人 CAP センター・JAPAN が、ICAP から委任されたトレーニング機関として、東京

から沖縄までの３５都府県での CAP スペシャリストの養成・育成、および CA`P プログラムのクオリティ管

理を担っています。 

私たちＳＡＰ子どもサポートセンター「CAP Action」は、NPO 法人 CAP センター・JAPAN の認可を受

けたグループとして CAP プログラムの提供活動をおこなっています。CAP プログラムのクオリティを維持

するために、CAP モデルやカリキュラムの変更はできませんので、この点を充分ご理解いただいた上で、以

下の実施のためのガイドラインにご協力下さい。 

 

★「３つのワークショップ」について・・・ 

CAP プログラムは、「教職員ワークショップ」と「保護者ワークショップ」、そして 

「子どもワークショップ」の３つのワークショップで成り立っています。 

これらすべてが実施されてはじめて、CAP 本来の効果をあげることができます。 

 

第 1 段階・・・教職員ワークショップ（専門職対象） 

第 2 段階・・・保護者ワークショップ（養育者および、市民・地域対象） 

    ＊第 1 段階、第 2 段階の各ワークショップは、必ず子どもワークショップ実施の前におこないます。 

     但し、研修等で「教職員ワークショップ」「保護者ワークショップ」のみの実施は可能です。 
  ⇓ 

第 3 段階・・・子どもワークショップ（トークタイム／個別の復習の時間を含む） 
       ＊子どもワークショップのみを単独で実施することはできません。 



 

「教職員ワークショップ」「保護者ワークショップ」 

★子どもワークショップを実施する場合、事前に必要な２つのワークショップです。 

＊学校単位で、「教職員ワークショップ」と「保護者ワークショップ」の２つを必ず設定してください。 

 

子どもへの暴力の問題は、子どもの責任ではありません。おとなが暴力に対する正しい知識、情報、スキルを

学び、地域全体で子どもたちの安心・安全のために、おとなとしての適切なサポートのあり方を知っておくこ

とが重要です。子どもの人権を守るため、子どもを孤立させないため、おとなができることをそれぞれの立場・

役割において考えていく大切なワークショップです。子どもに対する暴力の未然防止のために必要なことや、

また早期発見と適切な早期援助のための具体的な方法を知り、スキルトレーニング等をおこないます。 

（所要時間：「教職員ワークショップ」「保護者ワークショップ」各 90 分～120 分） 

 

参加対象者：教職員ワークショップ・・・担任の先生だけでなく、教職員全体でご参加ください。 

      保護者ワークショップ・・・対象学年の子どもの保護者＆その他の学年の保護者、また 

                   地域の方々も一緒にご参加いただけます。 

                   

子どもワークショップ  ※子どもワークショップのみを単独で実施することはできません。 

★ベーシック(小学生)プログラム 

子どもワークショップは発達理論をベースにつくられています。子どもにとって普段はあまり聞いたことのない暴

力というテーマについて、恐れを抱かずに楽しみながら参加できるよう工夫されています。寸劇や話し合いなどで

構成され、子どもたちひとりひとりが自分の考えや思いを出し合い、友だちの多様な考え方に触れながら、自分や

友だちの大切さについて学んでいきます。 

 

実 施 形 態  ：小学校 1 年生～6 年生（各学年、発達段階に応じた内容になっています。） 

           ・学校で学年ごとクラス単位で、実施します。（1 クラスにスタッフ 3 名で実施） 

 

ワークショップ時間：授業時間 2 時限分必要 

           ・簡単な出会いの挨拶から、ワークショップ終了後に子どもたちに冊子を配布し、簡 

            単なアンケート記入の時間を含めて授業時間 2 時限分（90 分弱）必要です。 

 

トーク タ イ ム ：復習の時間（話をしたい子どもが CAP スタッフと自由に話をする時間） 

           ・昼休みの時間帯（30～40 分間）に実施します。 

 

CAP ベーシック（小学生）プログラムの内容 

[約９０分弱＋トークタイム]（クラス単位で実施） 

  

 

 

 

 

 

 

 

担任の先生との振り返り：子どもワークショップ実施日の放課後、先生の都合の良い時間帯（30 分程度）

で、ワークショップ・トークタイムに関する振り返りをおこない、今後の子どもの安

心・安全について共有します。 
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▼その他のお願い 

１．すべてのワークショップはワークショップという性質上、ビデオ撮影やテープ録音はご遠慮ください。    

 ２．クラスの担任の先生は、教職員ワークショップ終了後、子どもワークショップ実施のための事前打ち               

   合わせ（約 30 分程度）にご協力ください。 

 ３．子どもワークショップ実施から 2、3 ヶ月後に、簡単なアンケートを郵送しますのでご協力ください。 

       

～ベーシック（小学生）プログラム料金設定について～ 

「子どもワークショップ」は、学校単位で学年ごとに１クラス目が ¥30,000 です。「子どもワークショッ 

プ」の数が 1 クラス増えるごとに、1 クラスにつき¥20,000 をプラスしていただきます 

 ・学校で子どもワークショップを実施する場合、教職員ワークショップは無料提供いたします 

 ・学校で子どもワークショップを実施する場合、保護者ワークショップ料金として¥10,000 いただきます 

（別途スタッフ交通費として、１名につき¥1,500/ 1 日×のべ人数） 

 

 

★中学生暴力防止プログラム 

日本の中学生の状況を考慮し、子どもたちと一緒に考えながら、 自由な意見や気持ちの発言をとり入れて進

めていきます。最初に、正しい答えや間違った意見はないこと、どんな意見も尊重されることを強調します。

ワークショップの中で自分の気持ちを人に伝える、人の気持ちを聴くという練習もします。グループワークを

通じて、子ども同士の助け合い－ピア・サポートを勧めていきます。 

 

実 施 形 態  ：中学校 1 年生～３年生（各学年、発達段階に応じた内容になっています） 

           ・学校で学年ごとクラス単位で、実施します。（１クラスにスタッフ 3 名で実施） 

 

ワークショップ時間：約 100 分＋トークタイム×２日間必要 

           

 トーク タ イ ム ：復習の時間（話をしたい子どもが CAP スタッフと自由に話をする時間） 

           ・昼休みの時間帯、もしくは放課後の時間帯（30～40 分間）に実施します。 

 

中学生暴力防止プログラムの内容 

〔約 100 分＋トークタイム〕×２日間（クラス単位で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 

暴力とは何か 

人権について（安心・自信・自由） 

３つの権利が奪われる例１（痴漢） 

 ・護身術（セルフディフェンス） 

３つの権利が奪われる例２（いじめ） 

 ・友だちからの援助（ピアサポート） 

アクティビティ「気持ちを話す・聴く」 

トークタイム 

２日目 

３つの権利が奪われる例３ 

（親からの体罰・ジェンダーの偏見） 

３つの権利が奪われる例４ 

（知っている人からの性暴力） 

※中学 3 年生には「３つの権利が奪われる例４」を

「恋人間の暴力（デートレイプ）」に替えられる 

 ・友だちからの圧力（ピアプレッシャー） 

アクティビティ「動いて選択」 

トークタイム 



担任の先生との振り返り：子どもワークショップ２日目の放課後、先生の都合の良い時間帯（30 分程度）

で、ワークショップ・トークタイムに関する振り返りをおこない、今後の子どもの安

心・安全について共有します。 

 

 ▼その他のお願い 

１．すべてのワークショップはワークショップという性質上、ビデオ撮影やテープ録音はご遠慮ください。    

 ２．クラスの担任の先生は、教職員ワークショップ終了後、子どもワークショップ実施のための事前打ち               

   合わせ（約 30 分程度）にご協力ください。 

 ３．子どもワークショップ実施から 2、3 ヶ月後に、簡単なアンケートを郵送しますのでご協力ください。 

 

 

～中学生暴力防止プログラム料金設定について～ 

「子どもワークショップ」は、学校単位で学年ごとに１クラス目が ¥４0,000 です。「子どもワークショッ 

プ」の数が 1 クラス増えるごとに、1 クラスにつき¥2５,000 をプラスしていただきます 

 ・学校で子どもワークショップを実施する場合、教職員ワークショップは無料提供いたします 

 ・学校で子どもワークショップを実施する場合、保護者ワークショップ料金として¥10,000 いただきます 

（別途スタッフ交通費として、１名につき¥1,500/ 1 日×のべ人数） 

 

 

★子どもワークショップにおけるトークタイムとは・・・ 

トークタイムは、話をしたい子どもが CAP のスタッフと個別に話をする特別な時間です。どの年齢でも、子

どもワークショップの直後に「トークタイム」（約 30 分程度）をとります。 

トークタイムは、子どもワークショップの復習を個別にする時間です。子どもの話をしっかり聴き、子どもの

持つ問題解決力が発揮できるよう支援をしています。 

                            

トークタイムの目的 

①子どもワークショップの復習と練習。 

②子どもの心配事の相談にのる。 

＊深刻ないじめや虐待を訴えに来ることもあり、その場合は迅速に学校につなぎ子どもの身の安全を図ります。 

 

 

 

 

        安 心            自 信            自 由 

 

 

ＣＡＰプログラム実施に関するお問い合わせ、ご依頼等は・・・ 

「SAP 子どもサポートセンター」までご連絡ください。 

〒545－0051 大阪市阿倍野区旭町２－１－１２３ 

TEL06-6632-7011（事務局：月～土 10:00～17:00 ウィメンズセンター大阪内） 

E-mail：wco@wco-net.jp FAX：06-6632-7012 メール、FAX は 24 時間受付 

mailto:wco@wco-net.jp

