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PTSD（Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害）は、強烈

なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたっ

てからも、その経験に対して強い恐怖を感じるものです。震災などの自然災害、火

事、事故、暴力や犯罪被害などが原因になるといわれています。

突然、怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、めまいや頭痛がある、眠れないと

いった症状が出てきます。とてもつらい体験によって、誰でも眠れなくなったり食

欲がなくなったりするものですが、それが何カ月も続くときは、PTSDの可能性が

あります。ストレスとなる出来事を経験してから数週間、ときには何年もたってか

ら症状が出ることもあります。こうしたつらい症状が続いているときは、専門機関

に相談しましょう。

◎PTSDは、とても怖い思いをした記憶がこころの傷となり、 そのことが

何度も思い出されて、恐怖を感じ続ける病気です

◎人によって、怖い経験は異なります

◎その症状が PTSDだと気がつかないこともあります

◎突然、つらい記憶がよみがえる

◎常に神経が張りつめている

◎記憶を呼び起こす状況や場面を避ける

◎感覚が麻痺する

◎いつまでも症状が続く

 

はじめに 

 

・ＰＴＳＤを知っていますか？ 

 

・村山学園１年をふり返って 

 

・不登校になった息子を持つ母の体験記 

 

・相談機関紹介 

 

・ＰＴＡ会長あいさつ、編集後記 

～はじめに～ 

２０１８年は、記録的な大雪に始まり、豪雨、台風、地震と自然災害に 

見舞われた１年でした。 

近年このような災害が多く発生しており、明日は我が身と備えをしなけ 

ればと改めて思います。 

このような災害などで、被災した方や、子供たちの心のケアについてど 

のように考え、対処したらよいのか．．．今回は、PTSDについて取り上げ 

たいと思います。 

 

また、不登校になったお子さんとのやりとり、親としての心の葛藤を綴っ 

たお手紙を頂きました。 

同じような悩みを抱えている方へ少しでも手助けになればと提供してく 

ださいましたので、掲載させて頂きます。 
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小中一貫村山学園では「人にやさしく、自分に強く、英知を磨く、村山の子」を教育目標とし

１年生から９年生までが学校生活を送っています。子供たちの様子や学年での取り組みを知って

いただき、今後も学校行事等に気軽に参加していただけたらと思います。

♪入学式 ♪始業式

♪1年生を迎える会 ♪7年生歓迎会
4月

♪陸上記録会 ♪運動会

♪クリーン作戦
5月
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その体験が犯罪被害の場合は、犯罪被害者の会や支援組織など、多くの相談窓口が

用意されています。地震などの大きな天災の時は、救護チームの中にカウンセラー

が派遣されることもありますので、救援スタッフに尋ねるのもひとつの手段です。     

その他、地元の精神保健福祉センターや、精神科や心療内科など、PTSD に知識

のある専門医やカウンセラーのいる施設もあります。とはいっても、性的被害や家

庭内の虐待などは人に相談しにくく、とくに女性や子供など立場の弱い人の中には

誰にも相談できず一人で悩み、がまんしている人が少なくありません。

PTSD でなくてもいいのです。今つらい思いをしているのなら、がまんせず、思

い切って相談窓口のある施設に連絡をとってみてください。

◎保健所

◎市町村（保健センター）

◎精神保健福祉センター

◎いのちの電話

こころの傷の回復を助けることと、苦しい症状を軽減することが PTSD 治療の基

本となります。

◎心理的・精神的アプローチでこころの傷の回復を

◎薬による治療

出典：厚生労働省 「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_ptsd.html
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10月
♪10組マラソン ♪合唱コンクール ♪3～9年地域清掃

♪9年修学旅行 ♪1・2年校外学習 ♪10組校外学習

♪8年修学旅行

11月・12月
♪4年校外学習 ♪5年連合音楽会 ♪展覧会

♪5・6・7年生東京アドベンチャー ♪2学期終業式

♪みかん狩り ♪大縄大会
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6月 
♪ヤゴ救出作戦 ♪2・3年校外学習 ♪10組球技大会 

♪6年日光移動教室 ♪職場体験 

9月 
♪2学期始業式 ♪4・5年生移動教室 

♪オレンジ遠足 

7月・8月 
♪水道キャラバン ♪大縄大会 ♪七夕集会 

♪7年校外学習 ♪1学期終業式 ♪水泳教室 
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活きて生きて

～不登校の子を持つ母親の体験記～

小学校 年の 学期の始業式から突然、行けなくなる。原因は不明。中学は入学式から卒業ま

で一度も登校できず。高校、通信制 年のところを 年かけて卒業。高校の授業で夢に気付き、専

門学校へ。無遅刻無欠席主席で卒業。就職、結婚を果たすも、夢に向かう道のりは山あり谷あり底

無し沼ありの旅の途中の 歳。

不安が押し寄せる。未来は何処へ。夢は何処へ。

人の目と戦う。「何やってんの！」と姑。育つ過程を何度説明すれば良い？壊れていくのは誰？

大晦日。大爆笑の家族。こんな時に、と私。

今の母も、過去の母も気持ちは一緒だ。そう私たちは、こうして共感しあえます。だとしたら守るべ

きは、『子供の今日一日の笑顔』なのかもしれません。学校に行けなくても、笑って良い。楽しい時

間を過ごして良い。好きな事に集中して良い。せっかく出来た自由な時間、笑顔になる時間にしな

きゃ損だ。なんて、書きましたが、笑顔になるのさえ難しいのが事実です。

まだ小さかったら「かわいい！大好き！」ってぎゅっと出来る。学校に行けない事から思いっきり心

を離して、仕草がかわいい！笑顔がかわいい！って抱きしめられる。大きくなったら、やっぱり学校

に行けない事から思いっきり心を離して 『誉める。誉める』 時間もゲームやり続けてる、すごい

ね！ 時間寝てたよ！笑える。 の動画第 回から今週分、全部見たの？集中力半端

無いね。最近、部屋綺麗になったね。電球切れたの直してくれたんだ、有難う！姪っ子甥っ子と遊

んでくれてとても助かった！有難う。

それと、もっと大切な事。 『お母さん』 と呼ばれたら 『はい』 って元気に返事。お母さんが元気

で楽しくいてくれるのが、一番の薬。抱きしめたり誉めたりしているうちに、子供が笑顔になって思い

出しました。学校に行けなくなって不安な我が子。駄目なヤツだと自分でレッテルをはってしまった

息子。一番、壊れそうだったのは子供の方だったと。そんな我が子が笑顔になったら、私も本気で

嬉しくて本当の笑顔になれた。

最後に

『親が信じなくて誰が信じる！』

人は、学校へ行けたり行けなかったり、まともに働けなくなったり、愛はあるのに何故か家庭が崩壊

したり、トニカク活きて生きるのは難しい。ダメな時にも活きて生きられたら、なんか凄い。

親としての私の小さな胸は心配でつぶれそうになるけど、まるごとまとめて「この子は大丈夫！」って

信じたい。信じていたい。

せめて誰かが上手くいかなくなった時の気持ちの一番の理解者にはなれるはずだから。
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♪3学期始業式 ♪10組スキー教室 ♪もちつき大会

♪4年キッザニア ♪節分集会 ♪7年スキー教室

♪3年校外学習 ♪持久走大会

3月
♪6年生ありがとうの会 ♪立志式 ♪二分の一成人式

♪大縄大会 ♪卒業証書授与式 ♪修了式

1月・2月
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武蔵村山市窓口

武蔵村山市役所 市民相談

法律・人権・母子・父子相談な

ど。まずは武蔵村山市役所へ電

話相談してみましょう。

－ －

時半～ 時 分

（土日を除く）

子ども家庭支援センター

子どもとその家庭に関する

こと。まずは子ども

家庭センターへ電話してみ

ましょう。

－ －

時半～ 時

（月～土）

月

武蔵村山市教育委員会

教育相談室

教育・就学相談など。まず

は武蔵村山市教育相談室へ

電話してみましょう。

－ －

－ －

時～ 時

（土日祝を除く）

緑が丘ふれあいセンター

市民相談

法律・なやみごと一般相談

など。まずはふれあいセン

ターへ電話してみましょ

う。

－ －

時～ 時

（第一月曜日・年末年始を

除く）
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いじめや、困りごとがあったとき、

自分でかかえずに相談しましょう。

相談内容を伝えれば、内容にあった機

関を紹介してもらえます。

東京いじめ相談ホットライン

時間対応

－ －

東京都教育相談センター

平日 時～ 時

土日祝日 時～ 時

（開庁日・年末年始を除く）

－ －

東京都児童相談センター

平日 時～ 時

土日祝日 時～ 時

（年末年始を除く）

－ －

子供の権利用擁護専門相談

事業

平日 時～ 時

土日祝日 時～ 時

（年末年始を除く）

－ －時間子どもＳＯＳダイヤル

全国統一 時間対応

－ －

東京いのちの電話

時間対応

－ －

東京小児療育センター

こころの電話相談室

月～木 時半～ 時半

時～ 時半

（祝日、年末年始を除く）

－ －

警視庁少年相談

平日 時半～ 時

土日祝日 時半～ 時

（年末年始を除く）

－ －

東京都立多摩総合精神

保健福祉センター

平日 時～ 時

（土日祝日、年末年始を除

く） － －
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PTA会長挨拶 

日頃より、ＰＴＡ活動に御理解と御協力いただきありがとうございます。 

本年度も様々な活動をしてまいりました。保護者、先生方、児童生徒、 

地域の方々の御協力もあり無事に活動することができました。御協力いた 

だきました皆様に心より感謝申し上げます。 

昔は学校行事の手伝いは役員がしていました。現在は PTAヘルパーを募 

集して役員以外の方にもお手伝いいただいています。これは、PTA各会員が 

PTA活動に関われるようにと始められました。お陰で役員の負担を減らすこ 

とができました。今後もヘルパーを募集してまいりますので、御協力いただ 

けます様お願い申し上げます。 

最後になりますが、広報誌発行にあたり取材、編集をしていただいた広報 

部の皆様、ありがとうございました。 

                （平成 30年度村山学園ＰＴＡ会長 羽鳥直美） 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 

PTSDや体験記を取り上げ、災害に対する意識や準備、また、体験記を通して 

何か気付きを得られればという思いを込め編集させていただきました。 

御協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

今後とも広報部をよろしくお願いいたします。 

 


