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思春期の子育て 

City of Subiaco と Head Space が主催する Par-

ent information seminar に参加しました。今回は 

Supporting Young People To Bounce Back From 

Exam というテーマで Spark for life, Educa-

tional and Developmental Psychologist の Carla 

Crossman さんがお話しした内容から思春期の子供

を持つ親に役立つポイントを紹介します。 

 

■ 脳の発達 

脳は１２歳で大人とほぼ同じ大きさに成長します

が、発達が同等に達するまでに女性で２０代前半男

性で２０代後半と言われています。思春期の脳は急

速に発達していくと同時に使われない機能が衰退し

ていく傾向にあります。この時期に学力はもちろん

ですが精神面、特にストレスへの抵抗力や社交性、

情緒的成熟など、将来に必要なライフスキルを培っ

ておくことが必要です。この時期の子供たちは先を

見越した物の考えができません。そのためその場の

雰囲気や周りのプレッシャーから明らかに危険な行

動をとったり、その後に起こるであろう弊害を予測

虹の会会員 オタウェイめぐみ 

することができないのです。大人にとって些細な

出来事も思春期の子供たちには危機的な事態であ

るのもそのためです。 

 

■ 計画を立てる 

子供に勉強しなさいと言っても忙しいとか後でと

返されてしまうことが度々あるのではないでしょ

うか？そこで計画表を作ることが役立ちます。曜

日と時間（朝、午前、午後、夕方、夜）に区切

り、日々の活動（学校、アルバイト、スポーツ、

友達、宿題など）を書き入れていきます。目に見

えるようにすることで、いつ、何時間勉強する時

間があるのか、するべきなのかが明確になりま

す。あくまでも目標でありそれに従うことがスト

レスになってはいけません。柔軟に対応し勉強や

社交、運動などがバランス良くなるように心がけ

て下さい。この時期子供たちは睡眠不足になりが

ちです。睡眠時間が十分であるかも確認して下さ

い。また、勉強する環境も大切です。試験を受け

る姿勢で勉強した記憶が試験で生かされると言わ
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れています。勉強ができる環境を整えてあげ、

ベットの上でラップトップを見ながらの勉強は止

めさせましょう。 

 

■ ストレス？？ 

親はアドバイスを与えるのではなく子供たちが話

しやすい環境作りを心がけましょう。短い質問を

してきっかけを作るのもいいでしょう。注意深く

観察し、危険な兆候がないか見守ることです。私

たちのストレス解消法が子供たちに有効とは限り

ません。規則正しい生活やバランスのとれた食

事、適度な運動、ポジティブな言葉遣いなど親が

見本になりましょう。コンピューターゲームがリ

ラックスできる時間の子供もいれば、友達と出か

けるのがリフレッシュの子供もいます。いつ何を

どれだけするのが良いのか、また何を得意とする

のか、子供にとって様々です。彼らのありのまま

を受け入れる勇気を持って下さい。我が子の長

所、強さを理解し積極的に褒め、伸ばす努力をし

てあげて下さい。私たちには口が一つ、耳が二つ

あります。話すことの二倍聞く必要があるからで

す。 

 

■ 最後に 

幸せの考え方は人それぞれです。まず、子供たち

が今幸せと感じているか考えてみてください。多

くの人が幸せとは？と聞かれて安心できる家族や

信頼できる友達、楽しめる趣味を持つことと答え

るのではないのでしょうか。  

特に思春期の子供たちにとって親以外の大人から

の助言、励ましはとても大切なことです。失敗か

ら学び、そこから立ち直る強さを養うことは将来

のゴールに向かい進み続けることや自分を信じる

力を育てます。親が悩み、進む道を見失ってもき

ちんと助けを求めていく姿を見せて下さい。子供

たちに心配させたくない、弱いところを見られた

くないと思う方もたくさんいると思いますが、き

ちんと向き合い助けを求めることで子供たちにも

不安、悲しさ、怒りなどのネガティブな感情が誰

にでもおこりうる普通のことだと理解していくの

です。イライラしてしまう時もその気持ちを伝え

たり、深呼吸したり、散歩に行くことでコント

ロールできることを私たちが実践し見本となるの

です。 

 

また、バランスのとれた考え方をすることを心が

けてください。ポジティブすぎてもネガティブす

ぎてもいけません。ネガティブに考えてしまうこ

とも普通であり、それにどう対応するかが大切な

のです。 

 

勉強は選択です。子供たちに自己責任と自主性を

持たせて下さい。親は真剣に子供の話を聞いて意

見ではなく、現実的な選択肢を与えてあげること

です。最初の選択肢が失敗しても次の選択肢があ

る。そしてまた頑張れることができることを教え

てください。 

 

私は現在思春期の子育て真っ最中です。子育てに

は絶対がありません。このような記事を書いてい

るのだからさぞかし立派に子育てをしているのか

というと、全くの逆です。毎日喧嘩をし、悩み、

かなり泣いています。でも、知識は力です。今は

見えないけれどいつか解ってくれると信じ、子供

の心にたくさんの種を蒔こうと奮闘中です。 
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コミュニティーサービスを学んで 

虹の会会員 恒松雄一郎 

North Metropolitan TAFE でCommunity Service 

を勉強している恒松雄一郎です。 

 

勉学について 

私はCertificate IIIとIV をそれぞれ半年間履修

し、現在勉強しているDiplomaは今年の１２月ま

で続きます。 

 

Community Serviceはホームレス、薬物服用者、

シングルペアレント、ネグレクトや虐待を受けた

子供、不登校生徒、先住民、難民、そして障がい

者などといった社会的弱者を支援し、自立を目指

すことを目的とする分野です。この分野に関連す

る職業は、Community Service Worker, Social 

Worker,  Disability  Support  Worker,  Child 

Care Worker, Juvenile Justice Officerなど実

にさまざまです。 

 

この分野は特別難しいわけではありません。必要

な知識、たとえば人間の発育、精神疾患、関連法

規、オーストラリア先住民の歴史、プログラムマ

ネジメント、職務上の安全などを学びます。ただ

何より求められるのは、おそらく思いやりです。

困っている人をサポートするための知識及びスキ

ルを学び、身につけます。 

 

学校の授業はとても興味深いことが多く、充実し

ています。例えば、クラスメイトとの会話で新し

い知識を身に着けたり、ディスカッションを通

じ、オーストラリアらしい価値観の多様性を学ん

だりできます。一年以上前のことですが、薬物の

使用や売買をしているクライアントがいたらどう

思うか、という講師からの問いかけに対し、クラ

スメイトの大半は「気にしない」という立場だっ

たので、私はあっけにとられてしまいました。日

本人の私は、薬物＝悪という、日本社会の価値観

に依拠して議論に参加しましたが、クラスで一人

明らかに浮いていました。その後で知ったのです

が、薬物依存で苦しい思いをしたり、逮捕歴が

あったりする人をはじめ、様々な問題を乗り越え

てきた人間がクラスメイトの大半を占めていまし

た。同じような経験で苦しんでいる他者を支援す

ることを学びに来ている人が大勢いることに気づ

かされ、私はこの国の多様性をより一層理解する

に至りました。 

実習について 

ところで私は、若者を支援するYouth Workに興味

があります。昨年は実習でその分野のCommunity 

and  Youth  Training  Service（CYTS）でボラン

ティアをしました。CYTSは様々な理由で登校でき

ない学生たちが学びにくる場です。私は学習支援

のボランティアスタッフとして、微力ながら彼ら

の宿題のサポートなどを担当しました。想定して

いましたが、わざとトラブルを起こしたり、ス

タッフを完全無視する子供たちに悩まされまし

た。そのような子供たちには特に丁寧に親切に対

応することで、思った以上に信頼関係を構築する

ことができました。また今年は、Multicultural 

Services  Centre  WAの Multicultural  Wellbeing 

Centreで高齢者支援のボランティアをしました。

ここには曜日ごとに違う国の高齢者が集まり、

ゲームや食事、会話、体操などを通じて彼らの心

身の健康支援をしています。私が担当した曜日の

クライアントはほぼ全員イタリア人だったので、

彼らの名前を覚えることが本当に大変でした。こ

のボランティアにおいても、問題の多いクライア

ントに出会い悩みましたが、前回同様に丁寧で親

切な対応で乗り越えました。 

 

実習外のボランティアについて 

現在は障がい者支援のInterchange WAでボラン

ティアをやっています。ここには様々な障がいを

持ったクライアントがいます。毎日異なる行事

（ミニゴルフ、水族館、アニマルファーム見学、

映画鑑賞、水泳、トランポリン、料理など）を通
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じ、彼らの社交性や生活の質の向上を図っていま

す。初めは戸惑うことも多かったのですが、ボラ

ンティアを始めて数か月が過ぎた今、クライアン

ト一人ひとりの性格や行動パターンを理解してお

くことで、より円滑で満足度の高いサービスの提

供が可能になりました。 

 

支援団体の紹介 

読者の方の生活に役立つと思われる Community 

Serviceの団体を二つ取り上げて紹介します。 

 

●YouthFocus 

http://youthfocus.com.au/ 

目的：主に12歳から25歳までの若者の鬱、不安、

自傷行為、自殺衝動などを乗り越えるための支援

を行う。 

サービス内容：有資格カウンセラーによるカウン

セリング、メンターによるメンタリング

（Mentoring）、同種の問題を乗り越えた体験者

（Peer）によるピアサポートなど 

コスト：無料 

紹介その他：医師などによる紹介は不要。直接電

話などで予約を入れる。何度でも利用可能。 

連絡先：Phone(08) 6266 4333/Fax(08) 6266 4300 

オフィス： 

 Albany (Office 7, 70 Frederick Street, AL-

BANY WA 6330) 

 Burswood (54 Goodwood Parade, BURSWOOD WA 

6100) 

 Bunbury (34 Wittenoom Street, BUNBURY WA 

6230) 

 Joondalup (1/93 Grand Boulevard, JOONDALUP 

WA 6027) 

 Rockingham (Unit 5 5 Goodard St, ROCKING-

HAM WA) 

（以上、YouthFocusの公式ホームページより） 

 

●Dads in Distress 

http://www.dadsindistress.asn.au/ 

目的：オーストラリア全土において、パートナー

と離婚して独りになった男性に対し、ピアサポー

トグループ（その様子の動画がこちらhttps://

www.youtube.com/watch?v=hhlDq9fj1gY）など各種

サービスを通じて精神面などの支援を行う。 

サービス内容：ピアサポート、ヘルプライン、ウ

エブサイト上での情報提供、他団体からサービス

を受けるための紹介 

コスト：無料。ただし、ピアサポートの場を借り

るために必要な資金を賄うために、ゴールドコイ

ンを任意で提供。 

連絡先：1300 853 437 (月曜から金曜、オースト

ラリア東時間で午前9時から午後5時まで。) 

ピアサポート：Perth – Clayton St Bartholo-

mew's House, 7 Lime Street, East Perth – 火曜

日の午後７時から(週一回) 

（以上、Dads in Distressの公式ホームページより） 

「ずっと いっしょ」自主上映会報告 

虹の会会員 高野優子 

８月１３日、「ずっと いっしょ」の自主上映会が開催されま

した。「ずっと いっしょ」は昨年自主上映された『うまれ

る』のシリーズ第二章に位置付けられた作品で、「家族のつな

がり」をテーマにしています。 

 

上映会開始前には平山総領事より、虹の会の日本国外務大臣賞

受賞発表とご挨拶を賜りました。 

 

３歳以下のお子様の入場を許可した「ママさんタイム」を導入

した第一部は大人72名、子供（12歳以下）35名が観賞されまし

た。上映前は小さなお子さんで場がにぎわいましたが、いざ上

映が開始されると、会場に静けさが訪れたのには驚きました。

会場内のお母さんと外のプレイグラウンドで待機するお父さん

との間を元気に行ったり来たりするお子さんもいて、「ママさ

んタイム」ならではの光景だと思いました。 

夕方開始の第二部は大人50名、子供５名が会場に足を運んで下

http://youthfocus.com.au/
http://www.dadsindistress.asn.au/
https://www.youtube.com/watch?v=hhlDq9fj1gY
https://www.youtube.com/watch?v=hhlDq9fj1gY
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あなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エスあなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エス  

 

各種格安航空券をご用意して、 

皆様のご来店をお待ち申し上げております。 

「急な帰国が決定。大至急航空券が必要だ！」 

そんな時でもお任せ下さい！ 

 その他にもホテル、各種オプショナルツアーの手配も 

お気軽にご相談下さい。 

 
   電話：08 9221 5588     FAX：08 9221 3194 

   E-Mail：per@his-au.com.au 

   オフィシャルサイト：www.his-oceania.com 

   日本からのツアー情報サイト：www.his-j.com  

 

   

H.I.S. AUSTRALIA  PTY LTD  A.B.N. ABN 81 011 037 577 

PERTH OFFICE  : 2/26 St George’s Terrace, Perth  W.A.  6000 

Ph : (08) 9221-5588    Fax : (08) 9221-3194    Lic. No. : 9TA1497  
B Y O  

Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

さいました。上映後も余韻に浸ったり、一生懸命

にアンケートにご記入して下さる姿が散見され、

感動が場外にも押し寄せてくるようでした。 

実行委員は毎度直前までお客様が来て下さるかド

キドキしている訳ですが、今回も計約160名が上映

会にご来場くださったことに感謝しております。 

映画の感想を多々お寄せいただいたのですが、そ

の中からいくつか紹介させて頂きます。 

 

「５年前、死産を経験して苦しくてつらかった時

に『うまれる』を知り映画を見ました。人生をや

めない為に海外で生活をする。色んな景色・この

世界の素敵なところをいっぱい見て、いつか自分

が天国へ行って娘に会えた時、自分が生きたかの

様にたくさんのお話をしよう、そう思い、あれか

ら６年。ここオーストラリアに来ました。そし

て、この上映会を知りました。来れて見れて良

かったです。ありがとうございました。」 

 

「すばらしい映画でした。家族に感謝するととも

に新しく家族を持つことが楽しみになりました。

大切に生きたいです。毎日を。」 

 

「75歳、70歳の二人にとって、辿ってきた道と重

なること多しで、感動の涙で観させていただきま

した。生きる元気が充電されましたよ。ありがとう

ございます。」 

 

「出産して２か月目でホルモンのせいか涙うるうる

でした。＜中略＞ちょっとどんよりしますが、今の

自分の人生にまた感謝し、頑張って生きて行こうと

いう気持ちになれました。」 

 

「Very touching and very glad to have attended 

today’s screening」 

 

「（10歳娘）少し悲しいと思った。」 

 

「本当に感動的なドキュメンタリー映画ですね。多

くの人に見て頂きたいと思います。」 

 

「こういうドキュメンタリー、日本でないと観られ

ない映画をまた観たいです。」 

 

「娘をもっと愛そうと思いました。」 

 

「自らの経験がよみがえる。」 

 

「とても優しい気持ちになれる素敵な映画でし

た。」 
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事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

寒さが益々厳しく感じる今日この頃ですね。 

虹の会では8月13日に自主上映の映画会を催し、日本から映画配信の準備やチケット販売、宣伝広告と担

当者は忙しく活動しました。一年を通し、虹の会はいろいろな行事を催したり参加しますが、会員皆さん

忙しい中、大変楽しく、そして有意義に活動しています。 

ボランティアに興味のある方、仲間と一緒に活動したい方、パースにきたばかりで友達を作りたい方、虹

の会に参加しませんか？ 

虹の会の今年度の活動は９月で終わり、10月より新年度が始まります。 

10月14日に定期総会が開かれる予定になっており、新役員の選出や会計報告、活動報告が行われます。 

虹の会は今年度総領事館の推薦により、外務大臣賞を受賞いたしました。お骨折りいただきました方々に

御礼申し上げます。 

受賞のお祝いは総会後の親睦会にて行いたいと思いますので、多くの会員のご出席をお願いします。 

  メンバーズコーナー 

大戸（ねぎ）美佐子 （旧姓 市之瀬） 

 

皆さん、こんにちは。虹の会とは、設立当初からかか

わってきましたが、１０年前にタスマニアのローンセ

ストンに引っ越し、ご無沙汰していました。このた

び、パースに帰り、虹の会の会計補佐を務めることに

なりました。よろしくお願いします。 

虹の会も１０年前とは比較にならないほど会員も増

え、活動も充実してきたように見受けられますが、虹

の会のサポートを現在必要としている、または今後必

要とする同胞達が、ここパースにはまだまだ潜在して

いると感じているこの頃です。私自身、最近は年を重

ねたせいか、生まれ育ってきた日本の文化、日本の食

べ物、日本語、同胞による支え、そういったものへの

傾倒を否定できない一人と言えます。 
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メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前８時～ 午後５時 （土） 午前９時～午後１２時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 
お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

回転寿司＆テイクアウト 

Town Hall 店 
Shop 4, Equus Arcade 

580 Hay Street 

T- 9221 3255 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9218-8973  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 

日曜礼拝 
日曜日：１３時から 

 

聖書の学び会 
   火曜日：１３時から１４時まで 
 

無料英会話教室 
月曜日－木曜日：１０時から１２時４５分まで 

金曜日午前クラス：１０時から１２時４５分 

金曜日午後クラス：１５時から１７時３０分まで 

土曜日：１４時から１６時３０分まで 

（授業の最後３０分は聖書に関するお話があります。） 

 

プレイグループ 
水曜日：１０時から１２時まで 

 

 

連絡先：0479 176 232 （パース日本語教会 森本まで）  

住所：101 Kimberley. St, West  Leederville 

Facebook: West Leederville Presbyterian Church 
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編集だより 

 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016-363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

（１）生活情報の提供        移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供        医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援            一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談           子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援   日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート       （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談            上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ    

                     たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち 

                     で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 

久しぶりに太陽が顔を出した８月の週末、娘が大学を卒業しました。パイプオルガンの演奏で式が始ま

り、アカデミックガウンと角帽を着用した娘を見た時に、ふと自分の卒業式を思い出しました。日本が

バブル経済真っ只中の３月、桜色の着物に濃紺の袴、黒のロングブーツ、大きなピンクのリボンを髪に

飾り、漫画「はいからさんが通る」のヒロインになりきり卒業式に出席しました。艶やかな袴姿の学生

で溢れた卒業式は、女子大らしい華やかさがありました。懐かしい思い出に浸りながら娘の「はいから

さん姿」を想像し、式の最中に少しクスッとしました。どうか新社会人の皆様の未来が希望と愛に満

ち、毎日が笑顔でいられますように！                                    （編集委員：太田晴美） 


