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学童⽀援員１００⼈に聞いた！”仕事で困っていること” 
「⼦どもが好きだから、このお仕事をしようと決めたのに……」 
「⼦どもたちの才能を開くお⼿伝いがしたいと思ったのに……」 
「実態は、想像とは、あまりにも違いすぎている！」 
そんなあなたのお悩みに学童経営者が答えます！  
 
 
はじめに 
 

 
学童・⼦ども教室まぁはす（以下、まぁはす）代表の 
かわさきあつこです。 

 
 
 

 
この度は、「学童⽀援員、らくらく(楽々)お助けヒント１２」の⼩冊⼦を⼿にとっていた
だき、ありがとうございます。 
 
⽀援員の皆さんからの声を受けて、どのようなお困りごとがあるかをリサーチしました。
その結果、いかに現場での悩みが深く、さらに多岐にわたっているということを知り、
私は驚きを隠せませんでした。 
  
「⼦どもが好きだから、このお仕事をしようと決めたのに……」 
あるいは、 
「⼦どもたちの才能を開くお⼿伝いがしたいと思ったのに……」 
   
実態は、想像とは、あまりにも違いすぎていると感じられている⽅が実にたくさんいた
のです。 
  
現場を任された⽀援員・指導員の皆さんが、本来やりたいことをしながら⼦どもたちと
楽しい時間を過ごせるようになるために、私が、まぁはすで⼦どもたちから教わったこ
とや、サラリーマン時代に⾝につけてきたことで、何か少しでも皆さんのお役に⽴ちた
いという漠然とした想いを持ってすごしてきました。 
  
まぁはすは、私がサラリーマンを早期退職してゼロから興した学童です。 
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おかげさまで、理解のある保護者や⼦どもたちにめぐまれ、いろんな分野のプロの⽅に
もご⽀援をいただき、今では、年間約１００以上の体験プログラムを⼦どもたちに提供
できるようになりました。 
  
コロナ禍であろうとも、まぁはすの⼦どもたちは「元気１０００％！」と⾔いながら、
のびのびと、時に泣き、時に⼤笑いをしながら、みんな仲良く⾃由を謳歌しながら過ご
しています。 
  
実は、設⽴１年⽬から、⼦どもたちから上がった“ある声”がありました。 
  
「他の学童でも、まぁはすのように⾃由に過ごせて、いろんなことができるようになれ
ばいいのに。そうすれば、まぁはすに来ることができない友だちも楽しい時間が過ごせ
るのに……」 
  
新型コロナウイルス感染拡⼤による「休校」や「⾏動制限」のために、 
これまで以上に、⽣活が抑制されたことで、私の⽿に⼊ってくる⾔葉は、決して良いも
のばかりではありませんでした。 
   
そこで、⼀⼈でも多くの⽀援員・指導員の皆さまが、少しでも⼦どもたちと過ごす時間
が楽しいものになるようにとまとめ、まぁはすの⼦どもたちの後押しを受けて、この⼩
冊⼦は誕⽣しました。 
  
皆さんから集めた声を 4 つの章に分類し、さらにお悩みトップ３を選び出して、まぁは
すでは、どのようにトラブルや困りごとに対応しているのかをお伝えしています。 
⼀部、まぁはすのノルン（⽀援員）と⼦どもたち⽤の解説イラストも差し込みました。  
     
⽬の前で起こる事象に振り回されず、他⼈の顔⾊を伺うこともなく、皆さんご⾃⾝が、
少しでも「やりたい」と思っていることに集中して、理想の実現にむけて取り組めるよ
うに願っています。 
  

学童・⼦ども教室まぁはす代表 
 かわさきあつこ 
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【１】⼦どもとの関わり⽅ 
（１）ケンカをしたり、モノを壊したりする⼦どもへの注意の仕⽅、接し⽅ 
 
「新しくモノを購⼊しても、１ヶ⽉も同じ状態を保つことは難しい」 

 
 こんなお悩みをよく⽿にします。 
いたずらや悪ふざけが過ぎて壊れたり傷つけたりは⽇常茶飯事でしょう。 
⼈は「優しさの⼼」をもって⽣まれてきています。⾚ちゃんがニコニコと笑う姿に、
ホッとしたり、⼼穏やかな気持ちになったりされた⽅も多いと思います。 
    
その⼀⽅で、「⽒より育ち」という⾔葉通り、⽣まれ育った環境で、⼈は変化をし
ていきます。 
今⼀度、その⼦が本来持っている「優しさ」を甦らせてあげると良いでしょう。 
  
まぁはすで、実際にあった「落書き」がなくなった例を⽤いて説明をします。 
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いかがでしたでしょうか。 
声を荒げることも、怒ることもなく、⼦どもは理解をしてくれたことがおわかりいただ
けたでしょうか。 
 
このケースのポイントは、⼈にもモノにも、“⾒えないところにこそ「⼈の⼼」が宿って
いる”ということを伝えることでした。 
その結果、⼦どもたちは落書きをやめていきました。 
 
ケンカやものを壊す時も、基本的にまぁはすの姿勢は同じです。 
⽀援員として、どのように思うのか、何をするとよくて、何をするとみんなが困るのか、
そのように振る舞うことを望んでいないことなどを、丁寧に伝えるようにしています。 
  
「〇〇しては、ダメ！」「なにやっているの！」などと注意をすることは簡単です
が、⼦どもたちに伝えるときのポイントは、知らないことはわからないし、できない
ということ。シンプルなルールですが、⼤切なのでぜひ覚えておいてください。 
⼦どもが理解できるように、モノゴトの良し悪しと、その理由を添えることです。 
   
⼤⼈も同じですね。 
「⾃分ならば、どのようにしてほしいか」という視点で⼦どもと接することを頭に⼊
れておくといいかもしれません。 
  
⼦どもは、毎⽇全⼒投球、全⾝全霊で、いろんなことをやっています。 
ですから、どうぞ、そのつもりで、あなたにも毎⽇を過ごしてほしいなと思います。 
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【１】⼦どもとの関わり⽅ 
（２）⼝答えをする⼦どもへの接し⽅ 
 
「注意しようものなら、必ず⼝答えをしてくる⼦どもに、なんて⾔い返せばいいのか
分からずに、腹がたちます」 
  
⼈は、「⾃分存在を認めてほしい。話を聴いてほしい」という強い欲求を持っていま
す。実は⼦ども達の⼝答えは、⾃⼰承認欲求が満たされていないときのサインです。
何か起きた時だからこそ、ぜひ、積極的に⼦どもの話を聴いてあげてください。 
  
例えば、こんな感じです。 
―――――― 
⼦ども「だって、悪いのは私だけじゃないもん！」 
⽀援員「 そうなの？」 
⼦ども「 Aちゃんだって、Bくんだって、そうじゃん！」 
⽀援員「 Aちゃんも、Bくんも⼀緒にやったのね。詳しく聴かせてくれる？」 
⼦ども「 初めは、Aちゃんがやろうって⾔ったから⼀緒にやって、 

Bくんが、もっとこうすればいいじゃんって、⾔ったから、⼀緒にやったん
だもん。私、悪くないもん！」 

⽀援員「 Aちゃんも、Bくんも、アイディアを出して⼀緒にやったのね。 
あなたは、どんなアイディアを出したの？」 

⼦ども「 私は、ｘｘやったの」 
⽀援員「 あなたは、ｘｘやったのね。それで、どうなったの？」 
⼦ども「 Cくんが泣いた」 
⽀援員「 そうね。Cくん泣いちゃったのね。もし、あなたが Cくんだったらどう思

う？」 
⼦ども「 イヤな思いする」 
⽀援員「 そうね。イヤな思いもすると思う。他にはある？」 
⼦ども「 泣かしちゃった」 
⽀援員「 Cくんが泣いちゃったのね」 
⼦ども「 悪い。よくないことだと思う」 
⽀援員「 悪いと思っているのね。では、どうしたら良かったのかしら？」 
⼦ども「 もうやらない。Cくんに謝る」 
⽀援員「 そうね。謝った⽅がいいかもしれないわね」 
⼦ども「うん。Cくんに謝る」 
―――――― 
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⼦どもの⼼が落ち着いた段階で、Aちゃんや Cくんを呼んで、みんなの話をよく聞き
ます。そうして、最後はけんか両成敗とします。 
 
ポイントは、その⼦が、状況をどのように理解をしているかを、相⼿の気持ちや、⾃
分がその⽴場になったらどう思うかなども含めて確認をしていくことです。 
そうすることで、⾃分ごととして理解ができるようになっていきます。 
   
関係した⼦どもたちを呼ぶことには 2つの意味があります。 
⼀つは、相⼿は、どのような意⾒や気持ちが出るのかを知ることができます。 
もしかしたら、本当は、Aちゃんや Cくんが悪かった可能性もあります。 
次に、けんかの原因は、やった側だけが悪いわけでなく、受け⼿にも何らかの⾮はあ
ります。毎⽇、ともに⽣活をする⼤切な仲間なので、うらみつらみを残さないために
も、みんなに理解をしてもらいながら丸く収めていくことがポイントです。 
  
「⼝答え」というのは、⼦どもたちが、少しずつ⾃⽴を始めている証拠でもありま
す。⾃分の考えや気持ちを、今の⾃分なりの表現で⽰していることを理解しながら接
することは、私たちの⼤切な役割の⼀つですね。 
  
 
【１】⼦どもとの関わり⽅ 
（３）⾃分の対応が良いのか、正しいのかわからず不安 
 
「⾃分が⾔ったことや教えたことが、本当に⼦どもにとっていいのかどうか、わから
なくて不安になることがあります」 
 
⼈は、⼦どもであろうとも、ひとり⼀⼈異なったバックグラウンドがあり、ストーリ
ーを持っていると私は考えています。 
  
果たして、⼀つの良き教えやメッセージが、その⼦の“今”に必要かどうかは、私も悩
む時があります。 
しかし、私は伝えたいことがあったときは、躊躇なく伝えることを選んでいます。 
それが良いかどうかは、⼦どもから返ってくるシグナルで判断をしています。 
悪ければ、また別の⽅向からアプローチをすればいい、ただそれだけのことです。 
  



 10 

私たち⼤⼈もまだまだ⼈としては未熟です。⼈からの教えを、教えてもらった次の瞬
間からできるようにはならないように、⼦どもは「知らぬが故に、できないことはた
くさんある」と⾔っても過⾔ではありません。 
  
ためらって伝えないことよりも、いろんな⾓度からアプローチをすることで、あなた
がその⼦どもに伝えたいことが伝わっていきます。 
  
そのようにコミュニケーションを取っていくことで、その⼦は、あなたが⾃分のこと
を気にしてくれているというメッセージを受け取り、徐々に⼼を開いていくでしょ
う。そしてまた、それを繰り返すことによって、強固な信頼関係も築いていくことが
できます。 
  
⾃分のやり⽅に少しでも不安を覚えたならば、周囲の⽅々がどのようにアプローチを
されているのか、ぜひ、よく観察をしてみてください。そしてわからないことは、積
極的に聴いてみましょう。 
⾃分から⾏動をすることで、いつしか、知らず知らずのうちに、必要なことや欲しい
情報が⾃然と⼊ってくるようになります。 
 
そしてまた、良きアプローチを真似ることからも始めてみましょう。 
慣れてきたら、⾃分なりのやり⽅を知りたくなっていくものです。そして、いつの⽇
か、どのような状況であろうとも臨機応変に対応ができるようになっていきます。 
   
うまくいかないことを嘆かず、途中で諦めずに、コツコツと取り組みながら、あなた
流を⾒つけてくださいね。 
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【２】同僚（⽀援員や教員）との関わり⽅ 
（１）⽀援員、教員間での認識やアプローチが異なり⼦どもに⾒下される。 

 
「⼦どもは、私たちをよく⾒ていて、⼤⼈によって態度を変える。私は⾒下されてし
まい、どうやって関わればいいのかわからない」 
 
⼦どもが⼈を⾒下すという問題⾏動が⾒逃されていることは、⾟いですね。 
実は、私もまぁはすを設⽴当初は⾒下されていたことがありました。 
どうすればいいのかもさっぱりわかりませんでした。 
なぜ、何がいけないんだろう……。 
良いと思ったことを伝えても、ちっとも⼦どもたちの⼼に響いていないことが伝わっ
てきていました。 
そのように過ごしながら、ある時、⾃分の中のどこかで、私⾃⾝が⼦どもたちを⾒下
していることはないかと、⾃分の⾏動を⾒直しすることにしました。 
そして、「よくないな。うまく伝わっていないな」と思う点を書き出して、⾔い⽅や
態度を少しずつ変えていくことにしました。 
  
すると、⼦どもたちからこれまでとは異なった素直な反応が返ってくるようになった
のです。 
  
サラリーマンの時に、上司から「⽬の前にいる⼈は、⾃分の鏡であるということを覚
えておくと良い」と、教えていただいたことがあります。 
なるほど、そうなのですね。⾃分の腹⽴つ相⼿というのは、⾃分のイヤな部分を表し
てくれている⽅でもあるのです。⼦どもも同じなのです。 
  
私たちは、⼦どもたちの可能性を信じて、応援することが主な仕事ですね。これをき
っかけに、⾃分の態度を⾒つめ直してみるのも良いかも知れません。 
  
ここで、まぁはすの例を⼀つご紹介しましょう。 
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このように関わっていくことで、⼦どもたちからいろんな情報やアイディアなども得
られるようになっていきました。 
⼦どもにとって、安⼼できる⾝近な⼤⼈の存在として私たちが認識されるようになっ
ていった⼀つの事例です。 
  
まずは、⼦どもたちと、どのような関係を築いていきたいかをイメージすることから
はじめていくのがいいかもしれません。 
  
もし、周囲に⾒下されて困っている⽅がいたら、ぜひ、声をかけて上げてください
ね。そして、その⽅が、より良いアプローチができるように、より良い関係が築いて
いけるように、あなたの例も教えてあげてください。 
 
  
【２】同僚（⽀援員や教員）との関わり⽅ 
（２）新しいことにチャレンジをしたいけど、古参の⼿前、躊躇する。 
 
「学校や研修で、今の⼦どもたちに合ったやり⽅を教えてもらっても、⾃分の組織で
は、古い⽅が多くて、新しいやり⽅を試すことができない」 
 
このコメントを複数の⽅からお伺いした時に感じたことは、⾮常にもったいないと同
時に、積極的にチャレンジをしてほしいと思いました。 
  
私たちの育った時代と、今の⼦どもたちの置かれている環境も、社会も全く異なって
いることに気づいているあなたは、すばらしいのです。 
どのような時代であろうとも、⼈として⼤切なことは変わりませんが、古き良きもの
と新しいものをコラボさせていくことは、必要不可⽋ですね。 
そのようにして、あらゆるものが受け継がれていくのですから。 
   
ロボットを例にとってみましょう。 
これは、⾼度成⻑期に同じものを同じ品質で⼤量に⽣産するために、積極的に⼯場へ
導⼊されていきました。その結果、⼯場からは⼈間が減り、１、２名が、ロボットが
正しく動いているかをチェックするためにいるだけです。 
その技術は、先進国の問題である⼈⼝減少による⼈員不⾜を補うために、お店のレジ
や、事務員、ホテルのフロントなどへも発展しています。 
   



 14 

ロボットのように動くことを求められた時代から、ロボットの監視、さらには、より
⾼度な任務ができるロボット開発へと、⼈に課せられる仕事が変わっているのがお分
かりいただけたと思います。 
  
それに伴い、学校教育も変わっていますね。 
⾔われたことに従って⾏動をすることから、これからは、⾃らの頭で考え、仲間と⼒
を合わせて問題解決を図ったり、新しいことを⽣み出すことのできる⼈材育成へと⼤
きく舵が切られています。 
  
次に、この⼤切な変化をいち早くつかみ、問題意識をもっているあなたが、何から始
めれば、⼦どもたちのおかれている環境に時代の変化を取り⼊れていくことができる
かを考えてみましょう。 
  
本来であれば、せっかく時間とお⾦を使って学んできているのですから、次は、チャ
レンジをしてみることが求められているのですが、組織全体で新しいことを全員がす
ぐにやるというのは、⼀般的には難しいと⾔わざるを得ないのでしょう。 
  
第⼀歩は、どんなに⼩さなことでも構いません。あなたが“すぐに”できることから始
めることをオススメします。 
  
そうすることで、⾃然と理解者が現れてきます。その数を増やしていけば、組織全体
へと広がり、より良き環境を⼦どもたちのために提供できるようになっていくので
す。はじめの⼀歩は、勇気が必要となるでしょう。⼤きな⼒を振り絞る必要もあるで
しょう。常に、⼦どもにとって何が良いかを考えるあなたには、変化を⽣み出すため
のチャレンジをしてほしいと思います。 
  
⼦どもたちにとって「何が最適か」を考え、提供していくことで、あなたや⼦どもを
取り囲む⼤⼈たちの能⼒をも活かされるのです。 
  
もし、どうしても⼀⼈ではとても勇気が出ない……ということであれば、周囲に、あ
なたに近しい考えをしている⽅を探して、⼀緒に取り組んでみても良いと思います。 
すてきな環境を提供したいあなたの⾔葉に、きっと⼒を貸してくれる⽅が現れます。 
ぜひ、⼦どもたちのために、勇気ある⼀歩を踏み出してください。応援しています。 
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【２】同僚（⽀援員や教員）との関わり⽅ 
（３）⾃分の感情コントロールができない。 
 
「その⽇やその時の気分で、⼦どもへの対応が異なり、怒鳴ったり、叱ったり、優し
くしたりする同僚の対応に困る」 
 
⼈は、たくさんの“マスク（仮⾯）”を⾝につけて⽣きています。 
  
「例えば、親の前、⼦どもの前、パートナーの前、同僚の前、上司や部下の前、お客
様の前など、それだけではありません。その状況に応じても、全く異なったマスクを
持ち合わせ、瞬時に取り替えながらその場を過ごしているのが、⼈間なのではないだ
ろうか」 
  
これは、私が幼少期にお世話になった第⼆の親として親しんでいた⽅から教えていた
だいたことです。 
  
まず、感情をコントロールする能⼒がどのように育まれていくのかをご説明させてい
ただきます。 
  
学童期までの⼦どもたちは、想像遊びの中で仲間といろんな役割を振り分けます。 
そして、その振り分けられた役割を演じます。 
 
主⼈公ならば主⼈公らしく。脇役は脇役らしく。 
お⽗さんやお⺟さん、学校の先⽣など……。 
⼦どもたちは、リアルにその役を演じています。 
 

そのような遊びを通して、独⾃のルールを作り、守り、遊びを膨らませていきなが
ら、その場に必要なマスクを作り上げていくことと、先の⽅が教えてくださったこと
は同じですね。 
  
そしてまた、遊びのなかから仲間を思いやる⼼や譲り合いなどを⾃然と⾝につけてい
くこともできるのです。 
 
この時期には、⾝近な⼤⼈からの愛情をもったしつけを受けることも⼤切です。そう
すると、欲求や感情のコントロール能⼒を⾼めていくことができるからです。 
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このような遊びを学童期までに⾏わないと、⾃分の感情コントロールがうまくでき
ず、⼈との関係に不安を覚えてしまう⼤⼈に成⻑してしまうことが、社会問題の⼀つ
になっています。 
   
では、上記のように問題を起こす⼈に、どのように対応すればいいのでしょうか。 
⼀つには、運営者あるいは、管理職の⽅にご相談をする⽅法があります。 
もし、そこまでは……と、思われるのであれば、まずは、その⽅の⾏動観察から始め
てはいかがでしょうか。どんな時に喜怒哀楽が激しくなるのでしょうか。ご機嫌な時
は、どのようなことをしているのでしょうか。 
   
その⽅から受けたネガティブな感情をネガティブな状態のまま返すのも⼀つの⽅法で
すが、冷静に理性で返していくことは、とても効果的です。 
 
⼦どもの場合でも同じですが、ネガティブな状態のまま怒りや不安をぶつけてしまっ
ても、状況はよくなりません。 
 
あくまでも、穏やかに、ゆっくりと、相⼿がどのように感じているか、あるいは思っ
ているのかを確認しながら、返答をしていくのが良いのです。 
 
その上で、あなたが、その⽅のためにできることは何かを考え、伝えてみてくださ
い。 
怒りや不安で返すよりも、より良いゴールはどこにあるのかを共に⾒ることで、状況
を改善させることができます。 
  
  
もう⼀つ、⽇常の会話を増やしていくことも効果があります。 
何か⼀⾔添えるあいさつをしたり、何気ないやりとりを通して、お互いを知り合うこ
とができます。問題⾏動を起こす同僚との間で良好な⼈間関係を作るように努めるこ
とで、もし仮に、その⽅が問題⾏動を起こした場合であっても、後になって適切なア
ドバイスを受け⽌めてくださることが多いのです。 
 
多少時間はかかりますが、そのように過ごしていくうちに、少しずつ問題⾏動が減っ
ていくケースもあります。 
 
⼦どもたちの成⻑⽀援をする私たちだからこそ、問題⾏動を限りなく少なくすること
は⼀⼈ひとりに課せられた責務ですが、⼈は、誰もが未熟な⽣き物です。 
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たとえ、どのような⽅であっても、良き⾯を持ち、良きところがあるものです。 
 
問題⾏動をする⽅に誰か注意をする⼈が近くにいるでしょうか。仮にいないのであれ
ば、もしかしたら、その役割が、あなたに与えられているのかもしれません。 
  
なげいたり、グチを⾔ったりしながら 1⽇を終えるのも、あなたに与えられた時間で
す。 
⼀⽅で、何か、⾃分にできることがないかと探し、より良い⽅向へと進むために、新
しいことにチャレンジをする 1⽇もまた、あなたの⼤切な時間です。 
   
どのような時間を過ごしたいかは、⾃分で選ぶこともできるのだということも、ぜひ
覚えておいてくださいね。 
   
  
【３】保護者への関わり⽅ 
（１）信頼関係の築き⽅がわからない。 
 
「何を伝えても軽くあしらわれたり、スルーされているような感じがします。どうすれ
ば、信頼してもらえるようになるでしょうか」 
  
保護者だけでなく、⼈はどのように信頼関係を築いていくかを思い出していただきたい
と思います。 
あいさつから始まって、⽇常会話やその⽇あった出来事を伝えたり、新しい情報を伝え
たり、コミュニケーションをとりながら、少しずつ良い関係を築いていくのだと思いま
す。 
 
⼤切なことは、相⼿を理解すること。 
そのためには、⾃分から⼼を開いていくことも必要になります。 
  
⾃分がどんな⼈間なのか、何が得意なのか。どんなことが好きなのかなどなど、対話の
重要性が⾔われて久しいですが、対話の前には⽇常会話が⼤切です。 
 
軽くあしらわれてしまうことは、⼈として悲しいですが、どうして相⼿からそのような
態度が返ってくるかを、⼀度振り返ってみることも⼤切なことです。 
 
まずは、あなた⾃⾝が、相⼿のことを信頼できているでしょうか？ 
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寄り添っているでしょうか？ 
何か、相⼿にとって良いことを提供しているでしょうか？ 
 
その上で、相⼿のためになる情報やアドバイスなどを積み上げていくことも必要です。 
良き⾏動を貯蓄していくことが、信頼を得るには必要なことの⼀つでもあります。 
 
知識や資格を振りかざすよりも、親⾝になって、相⼿のことを考えていけば、⾃ずと結
果は変わってくるようにも思います。 
   
  
【３】保護者への関わり⽅ 
（２）不満を爆発させた保護者の対応⽅法がわからない。 
 
「何かあるたびに、爆発をしたかのように怒鳴る保護者に、どのように対応して良いの
かわからず困っています。なかには、泣き出す同僚もいます」 
 
⼈の持っている感情のなかで、“怒り”ほどエネルギーが⼤きなものはありません。 
そしてまた、その怒りスイッチの⼊⼒は、⽴場や資質によっても異なります。 
 
はじめに、怒りはどこからくるのかを考えていきたいと思います。 
それは、⼀⼈ひとりのなかにある「理想」と「現実」の間に、⼤きなギャップが⽣まれ
た時に沸き起こってきます。 
 
例えば、あなたが A さんに、“B”の仕事を頼んだとします。（Ａさん、B さんにして、
仕事に名前を与える必要はないのでは？） 
Aさんは⾃分の仕事を抱えつつも、Bをやり終えた上に、頼まれていないにもかかわら
ず、あなたが、やっておいてくれたら嬉しいなと思う“＋α”をつけて返してくれたとし
ましょう。 
 
同じように、あなたは Cさんに“B”の仕事を頼んだとします。 
Aさんも Cさんも業務量は同じです。 
C さんなりに時間を⼯⾯しながら、“B”の仕事を終えようとがんばったのですが、頼ま
れた⽇までに半分しか終わらせることができませんでした。 
 
さて、あなたは Aさんと Cさんの仕事に、どのくらい満⾜をするでしょうか？ 
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多くの場合、Aさんには満⾜をし、Cさんには不満を覚えるのではありませんか？ 
簡単に⾔うと、これが怒りの元です。⾃分の頼んだことをやってくれない Cさんに怒り
を覚えてしまう。 
 
おそらく、あなた⾃⾝もそのような怒りを感じたことは、⼀度や⼆度ではないと思いま
す。 
 
「爆発をしたかのように怒鳴る保護者」とありましたが、この⽅は、あなたやあなたの
組織に期待を持っているけれど、その期待が裏切られたと感じられているように思いま
す。 
 
かつて、まぁはすでもご利⽤者さまとの間で、考えの相違が起きたことがありました。 
その際に、こちらからの説明をしても難しかったため、仲介を横浜市に⼊っていただい
たことがあります。 
 
働く⼈たちを守り、他のご利⽤者さまへの責任も、運営者にはあります。 
誠意ある対応に努めても、⼈間には限界があることを学びました。 
  
その経験を活かし、私たちもどのような対応が誠実なのかを常に考え、いろいろな⽅の
やり⽅を拝⾒したり、レクチャーを受けながら取り組んでいます。 
   
また、近年問題になっている「虐待」という観点を取り⼊れることも⼤切です。 
これまで、あまり問題視されてこなかった⼦どもの前での⼤⼈の対応が、わが国でも注
⽬をされはじめています。 
 
⼦どもの前でけんかをすることも、「虐待」の⼀つであるという考え⽅です。 
この⽅のケースのように、預かっているお⼦さまが⾒ている前で、⼤⼈が怒っている姿
は、⼦どもの情緒の安定という点においても、なんとしても避けていきたいところです。 
  
各地⽅⾃治体には、「虐待相談窓⼝」も設けられていますので、ご相談をされるのも良
いかもしれません。 
 
より良き関係を築くことができるように、まずは、⾃分がすぐにできる⼩さなことから
始めてみてくださいね。 
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【３】保護者への関わり⽅ 
（３）⽂句を⾔う親に対して、何も⾔えない。⼦どもが天狗になって困る。  
  
「悪いことをした⼦どもを注意すると、“親に⾔うから”と、⾔い返されてしまう。そう
いう⼦の親に限って、細かなことにも⽂句を⾔ってくるので、⽀援員たちは、それ以上
⼦どものことを注意できなくなってしまっている。結果、⼦どもが図に乗る」 
 
この場合は、親と⼦どもの問題を混同させてしまっているため、まずは、それぞれ引き
離して考えていくほうが、物事をスムーズに進めることができるでしょう。 
 
まずは、私たち⽀援者は、あくまでも、親や学校の先⽣ができない⼦どもの成⻑を⽀え
ている⽴場だということを思い出しましょう。 
そのため、問題⾏動を起こしている⼦どもに対して、その⼦どもが理解できるように、
ていねいに伝えていく必要があります。 
 
しかし、その⼦の⼼の扉は閉ざされているようなので、その⼦のためと思って何かを伝
えても、残念ながら、⼼には届きません。 
 
そこで、まずは、その⼦どもとの信頼関係を作ることから始めてみてください。 
そのためには、あいさつの仕⽅をほんの少し⼯夫してみてください。 
  
その⼦が来た時に、⽬の前に⽴って、その⼦の⽬を⾒て、微笑みながらあいさつをして、
その⼦の今⽇の様⼦をほんのひと⾔そえてみてください。 
  
例えば、 
「こんにちは、今⽇も元気で安⼼したよ。」 
「さようなら、また明⽇。早めに寝ようね。」 
少し体調が優れない様⼦の時は、「どうしたの？」 
など、あなたが感じたことを⾔葉で伝えることです。 
 
そうすることで、⼦どもの⼼の扉が、少しずつ開いていくのを感じると思います。 
 
次の段階で、問題が起きたことへ、あなた⾃⾝が感じたこと、気がついたこと、思った
ことなどを優しく、穏やかに、静かなトーンの⾔葉で伝えてみてください。 
 
例えば、 
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⽀援者「何があったか、教えてくれる？」 
⼦ども「うるさい！」 
⽀援者「あなたが、そのまま悪いことを続けることで、私は悲しいのよ」 
⼦ども「・・・」 
⽀援者「悪いことをして、怒られるのは誰でもイヤだと思う。Aは、どう思う？」 
⼦ども「イヤに決まっている！」 
⽀援者「私はね。あなたが悪いことをしたのには、何か特別な理由があると思うの。 

それがわからないから、教えて欲しいんだけど」 
⼦ども「なんで？」 
⽀援者「だって、あなたに悪いことをしてほしくないんだもの」 
⼦ども「あんたになんて、関係ない！」 
⽀援者「そうかもしれないけれど、私は、あなたの味⽅になりたいと思っているの」 
⼦ども「うるさい。迷惑だし」 
⽀援者「だって、この間、良いことしていたのを知っているのよ。⾒ていたんだもの」 
⼦ども「・・・」 
⽀援者「⼈はね。だれでも良いところも、悪いところも必ずある。 
    でもね。悪いことをしていると地獄に⾏くのよ」 

「地獄は⼊り⼝が広くて中は狭くてぎゅーぎゅーづめなの。 
いろんな⼈が、あちらこちらで喧嘩をしたり、殴り合いをしたり、怒鳴ったり。 
良いことをしていると天国に⾏くのよ。 
天国の⼊り⼝はとても狭いけど、中は広々としていて、みんな仲良しなの。 
譲り合ったり、笑いあったり、楽しく過ごせるの。 
あなたは、どっちに⾏きたい？」 

⼦ども「どっちでもいいじゃん」 
⽀援員「そう？私は、あなたにも天国に⾏けるようになってほしいと思っているのよ。 

だから、何か困ったことがあったら⼒になりたいなぁって思うの」 
 
⼦どもの反応を⾒ながら、このような会話をしていくことで、⾃分が良き⾏動をするこ
とで、どのようになるのかをイメージづけていく⽅法もあります。 
まぁはすでは、具体的に天国と地獄の絵を描いたり、想像をしてもらうことで、良き⾏
動をしていくようになった⼦どももいます。 
 
⼦どもによっては、過度に、怖いイメージを恐れる場合もありますので、紹介する事例
やアプローチは、その⼦どもに合わせて対応できるように、複数のお話を⽤意しておく
のが良いでしょう。⾃分のできごとや、他の⼦どもたちの成⻑などの例をあげて紹介を
することも効果的です。 
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ポイントは、声を荒げることなく、ていねいに⼦どもと向き合い、穏やかに説明をして
いくことです。そうすることで、⼦どもの⼼に届き始めていきます。 
 
⼈は、習慣を変えることにはとても⻑い時間がかかるものです。それは、⼦どもでも同
じです。気⻑に、いつかきっとわかる⽇が来ることを信じて、伝え続けてください。 
 
そうすることで、その⼦にとって、あなたと出会えたことに感謝を⽰してくれるように
もなります。 
 
問題⾏動を起こすには、⼀つには⼼の寂しさや悲しみを抱えていることが多いという研
究結果もあります。 
 
あなたの優しい⼼で、その⼦どもを包んであげることで、⼦どもの⼼の中に安⼼感が芽
⽣え、問題⾏動が少しずつなくなっていきます。 
 
それは、その⼦だけでなく、周囲の⼦どもたちにとっても、あなた⾃⾝にとっても、良
い状態になるための⼀歩でもあります。 
 
なお、保護者対応については、⼦どもの状況を⾒ながら、事実だけを伝えるようにする
⽅法もあります。あまりにひどい場合は、管理職に相談をしながら、場合によって⾏政
など中⽴な⽴場の⽅に間に⼊っていただくことをオススメします。 
  
ぜひ、試してみてくださいね。 
  
  
【４】運営者や管理職との関わり⽅ 
（１）事務作業が多くて、⼦どもたちとゆっくり遊べない。 
 
「⾏政への提出書類やその⽇の連絡など、1⽇の⼤半を書類作成や伝票の整理などで
使ってしまい、⼦どもたちと⼀緒に遊んであげたくても、時間が取れない」 
 
まずは、管理職や運営者に、事務作業についてはシステム導⼊をすることをオススメ
します。まぁはすでは、設⽴当初から、⼊退室から、会計、出勤簿、報告書などの事
務作業のほとんどはシステム化しています。 
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費⽤対効果も⾼く、仕事もスピーディーに進めることができます。 
印刷、プリンター、ファイル、場所の確保など無駄な経費も⼤幅に削減することがで
きます。 
  
テレワークが主になってくる時代です。 
これからは、ますます紙からデータ化へと時代が進むでしょう。 
    
⼀緒に働く皆さまには、「“⼈”にしかできない仕事」に取り組んでいける環境を積極
的に提供していきたいですね。 
     
限られた時間の中での事務作業と、⼦どもたちの成⻑⽀援のバランスをとるのは、本
当に⼤変なことです。 
 
いかんせん、⼦どもたちの成⻑はまったなしですからね。 
  
バラエティー豊かなクラウドサービスもたくさん販売されていますので、ぜひ、チェ
ックをして、使いやすものを導⼊していただけることを願っています。 
  
  
【４】運営者や管理職との関わり⽅ 
（２）補助員にも必要な知識や技能を学ぶ機会を与えてほしい。 
   対応にバラつきがでて困ることがある。 
 
「補助員たちの知識やスキルがないために、⼦どもたちへの対応にバラツキがでて、
⼦どもたちも迷ったり、私たちもどうして良いのか困っています。補助員たちにも研
修や、⼤切なことを学ぶ機会を与えて欲しいのですが、具体的には⽀援員は何に気を
つけ、何をすればいいのでしょうか」 
 
まず初めに、バラつきをどのように解消していくかというお話をさせていただきま
す。組織としての⼀枚岩になって取り組んでいくことが必要なことは、あなたが⼀番
感じていらっしゃることでしょう。 
  
⼦どもたちの成⻑を⽀援するためには、サービスの質を⾼められるように、最新情報
を集めたり、より良いアプローチを共有していくことが必要になります。 
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お気づきの通り、それぞれの団体には“事業⽬的”があり、そこに集う⼈たちとは、何
を⼤切に取り組めばいいのか共有しておくことは、とても⼤切です。 
⼀⽅で、勤務時間が異なったり、正社員やパートタイムのように働き⽅も異なってい
る組織も多いのが現状ではありませんか？ 全員が⼀堂に集まって話し合いをしなが
ら、組織を作り上げていくことが理想でしょう。 
でももしそれが不可能ならば、何ができるでしょうか。 
 
それを、考える良いチャンスでもあります。 
ぜひ、運営者や管理職、そしてそこで働く皆さんが⼀緒に、そのために、どのような
ことができるかアイディアを出し合うことから始めてみてはいかがでしょうか？ 
そして、出されたアイディアを実際にやってみてください。 
   
参考までに、まぁはすでの取り組みをご紹介します。 
  
まぁはすには“たった⼀つ”、ここに集う全員に守ってほしいルールがあります。 
それは、「全員が、まぁはす、Make a Happy Smile」で、過ごせる場を、⼀⼈ひとり
が考え、みんなで取り組んでいくことです。 
 
そのための⾏動指針としては、「三⽅よし」を理解し、⾏動していけばいいのです
が、⼈間ですもの。なかなかうまくはいきません。 
  
⼦どもから、ノルン（⽀援員）、さらには外部講師の皆さまにもわかるように、模造
紙に書き出して、誰もが⾒えるロビーに張り出しています。 
 
具体的には、毎年、新しい⼦どもたちが参画する 4⽉から 5⽉にかけて、⼦どもたち
とノルンと⼀緒に、まぁはすルールのワークショップを⾏います。 
 
⼦どもたちはすでに⼩学校⼊学までには、モノゴトの良し悪しは理解をしています。 
  
「どんな⼈と⼀緒に過ごしたいか」 
「その⼈は、どのような考えをしたり、⾏動をしているか」 
この 2つの命題で、模造紙２枚に書き出すのです。 
 
全員が、ポストイット１枚に 1つの⾔葉で書き出していきます。 
 
例えば、どんな⼈と⼀緒に過ごしたいですか？という模造紙には、 
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いつも笑顔でいる⼈。優しい⼈などと書き出されていきます。 
 
もう⼀⽅の模造紙には、「その⼈は、どのような⾏動をしていますか？」という内容
を書き出します。 
 
「どんな時にも、冷静でいる。いつも話を聴いてくれる。困っていたら声をかけてく
れる」 
 
このような⾔葉が並びます。 
 
書き出したものを整理して、グルーピングをして、みんなで読み上げます。 
 
翌年 2 ⽉ごろに、⾃分の１年の⾏動を振り返るためのワークショップをこの模造紙を
⽤いて⾏っていきます。 
  
その結果、⾃分が選んだ、まぁはすという空間をどのように考え、⾏動していくか
は、そこに集う⼀⼈ひとりの責任のもと、成り⽴っているという⾃律した精神も芽⽣
えていきます。 
  
そしてまた、⼦どもたちはお互いに注意をしあったり、⽀え合ったりしながら、先⽣
となり、外部講師へもちゃんと伝達をしてくれています。 
  
⼦どもたちにも、ともに働く仲間にとっても、より良い環境作りは、どのような組織
においても、とても⼤切なことです。 
  
コロナ禍によって、テレワークも増えてきていますので、みんなでいろんなアイディ
アを出し合いながら、⾃分たちの組織にあったやり⽅を⾒つけて、取り組んでみてく
ださい。 
   
仕事時間は、1⽇の⼤半を占めるからこそ、楽しくて⼼地よい場所にしていきたいで
すね。 
  
  
【４】運営者や管理職との関わり⽅ 
（３）⼦どもたちにいろんなことをさせてあげたい。 
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   危険が伴ったり、準備時間が確保できないという理由で却下される。 
 
「研修に参加して、講師の⽅から、いろんな活動を紹介されたり、⾯⽩いことに取り
組んでいる団体を教えてもらったりしたので、所属している放課後キッズでも取り⼊
れたいと思っているけど、運営者から、いろんな理由をつけて断られる。せっかく学
んだことを活かして、⼦どもたちに楽しい時間を過ごしてもらいたいのに残念です」 
 
まぁはすでは、年間約１００以上の体験プログラムを提供していますので、⼦どもた
ちに楽しい時間を過ごしてほしいと願っているあなたのお気持ちはよくわかります。 
  
危険が伴うこととして、まぁはすでの活動のなかに、⽊登りやサイエンス・ラボがあ
ると、横浜市からの監査で指摘を受けたことがあります。しかし、⽊登りは横浜市も
⽀援をしているプレイパークでも、他の放課後キッズでも⾏っていますし、顕微鏡や
ガラスビーカーなど専⾨器具を使うサイエンス・ラボは、専⾨家のメンバーが安全に
サポートしてくださっています。 
  
もちろん、安全に過ごすことは⼤切ですが、それだけでは⼦どもたちの才能を伸ばす
⽀援ができているかといえば、そうとも⾔い切れません。何をしても常に、危険は伴
うのです。そこで、危険を回避するために、何ができるかを考えることから始めると
良いでしょう。 
 
例えば、⽊登り、サイエンス・ラボの活動だけでなく、⽇常的に鉛筆削りなどではカ
ッターを使います。これらはほんの⼀例ですが、⼦どもたちの脳や神経、⾝体や⼼の
発達に有効です。例えば、指先を使うことで神経が発達していき、細かな動きもでき
るようになっていきます。 脳に刺激を与えてくれるので、思考⼒や⾔語⼒、運動能⼒
を育てるためにも指先を使うことも積極的に取り⼊れていきたいですね。 
  
⼦どもたちの成⻑のために取り組んでいますので、あらかじめ、どんな危険があるか
をはっきり伝えます。 
お⼿本も⾒せます。その上で、少しずつ練習を重ねていきます。 
そうすることで、どんな危険が眠っているのかも、⼦どもたちは理解をすることがで
き、危険を回避することにもつながります。 
   
道を歩いていても、１００％危険を回避することはできません。 
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⾃分が⻘信号で渡っていても、⾚信号で突っ込んでくる⾞を⽌めることはできないよ
うに、⽇常⽣活を過ごすなかには、⾒えないところにたくさんの危険がひそんでいる
のです。 
  
⼦ども⾃⾝が、危険を回避できるように、⽇頃から教えておく必要があります。 
その準備が整った上で、実際に体験プログラムの企画書を作ってみてはいかがでしょ
うか。 
  
何をしたいか。 
その活動を通して、⼦どもたちにどんな体験を提供できるのかなど。 
⽬的、理由、費⽤、サポート⼈数などを具体的に、運営者の⽅にわかるような企画書
を書くことで、運営者が、その活動の必要性がわかるように書いてみることです。 
  
「そんなことしたことがないから、ムリ！」と⾔うあなたへのオススメは、 
安全なことや、簡単なことから始めるのがいいと思います。 
それを積み重ねていくうちに、あなた⾃⾝もいろいろな知識や経験が積み上がり、誰
かを紹介してくださる⼈が現れたり、いろんな団体との繋がりが⽣まれていったりし
ます。 
 
そうなるまで、できることに取り組んでみる。 
  
同時に、万が⼀の場合の⼿当て⽅法や対応なども、少しずつ学んでいってください。 
そうすれば、運営者もあなたへの信頼度が⾼まり、少しずつバリエーションのある体
験を⼦どもたちに提供していくことができるようになっていきます。 
  
ぜひ、好奇⼼旺盛な⼦どもたちが、楽しめるような体験の機会を提供してあげてくだ
さい。応援しています。 
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おわりに・・・ 
 
皆さんにとって、学童とは、どのような場所でしょうか。 
  
「お⺟さんやお⽗さんが、仕事をしている間に⼦どもたちが過ごす場所」でしょうか？ 
  
少なくとも、まぁはすの⼦どもたちは、そのようには思っていません。 
「⾃分が過ごしたい場所が、まぁはす」なのです。 
  
好奇⼼旺盛で、天真爛漫な⼦どもたち。 
知的好奇⼼もめばえ始め、学校でいろいろ学んだことを試したくなったり、 
いろんな⼈から教えてもらったことを⽣活の中に取り⼊れて⾏ったり。 
家でも、学校でもない時間や仲間がいて、できないことができるのが学童です。 
  
まぁはすには、 
⾃他共に認めるバラエティー豊かな⼦どもたちが集まってきてくれています。 
    
恥ずかしがり屋であいさつができなくても、しだいにできるようになったり、 
「そんなのムリムリ」と、何に対しても無気⼒だった⼦どもが、 
積極的にいろんなことに興味を広げ、発想⼒を広げ、 
みんな「優しい⾃分」を思い出しながら、個性をも伸ばして⾏ってくれます。 
  
⼦どもと接するなかで⼤切なことは、 
難しい専⾨書を読んで、いろんな分野の知識を⾝につけたり、 
専⾨の資格をとることではありません。 
    
どのような⼦どもであろうとも、 
きっといつかは、必ずできるようになると信じ、ほんの少し⼀緒に考えたり、やってみ
たりして、安⼼してその⼦がチャレンジし、できるまで⾒守り続けることのできる環境
を整えてあげるだけでいいのです。 
  
そうすれば、⼦どもの背中から美しい⼤きな⽻が伸びてきて、 
グライダーのように、⼤空を⾃由に⾶ぶことができるようになっていくのです。 
  
ここにあげた例は、ほんの少しですが、⽇常の⾵景が、少しでも改善されていくことを
願っています。 



 29 

 
そうなれば、まぁはすの⼦どもたちも喜ぶと思います。 
 
2021年 1⽉ 
 
 
  



 30 

 

著者プロフィール： 
学童デザイナー、学童・⼦ども教室まぁはす代表。「⼦どもたちが社会に出た時
に、思う存分能⼒を発揮してほしい！」という思いで、経営も学童の実態も知ら
ずサラリーマンを早期退職し、まぁはすを開所。「体験に勝る学びなし」をキー
ワードに、国内外いろんな分野のプロとの交流や、たくさんの体験を提供してい
る。⼼の育みと個性と才能開花をサポート。 
  
⼤切にしていることは、「⼤⼈が何かを与えるのではなく、あるものに光を当て
ること」と「三⽅よし」。 
    
経歴：国内外企業の役員秘書、⼈事、営業などを経験。⼦育て中に「才能の伸ば
し⽅」に興味をもち、哲学、⼼理学、教育学、栄養学などを学ぶ。 
⼦どもたちに社会で活躍するための能⼒を育んでほしいと願いを込め、2015 年
4 ⽉、学童・⼦ども教室まぁはすの活動開始。まぁはすの⼦どもたちからの要望
を受け 2020 年 10 ⽉から、⼤⼈向けの⼦育て塾「まぁはす式⼦育てメソッド“ゆ
かいな⼦育て塾”」を始める。 
 
 
学童・⼦ども教室まぁはすの連絡先： 
住所：横浜市神奈川区六⾓橋 2−27−2 
URL：https://www.kmahasu.com  


