
 ママ・トレの第4回目『ぎりぎりセーフを見つける！』を行いました。 

今回も、まずはこの2週間の間に「いつ・どのように」褒めたのか、子どもの「反応」はどうだっ

たのかを報告しあいました。報告の中では、「一度そのことで褒めたら、その後は自分一人です

るようになった！」と笑顔で話すママがたくさんでした。子どもたちのエピソードを聞いてスタ

ッフもにっこりでした。 

まずは、子どものパターンを見ていきます。“得意な部分（一人でできているところ）”、“苦手

な部分（一人でできないところ）”はどんなカテゴリが多いかを見つけます。パターンを理解する

ことで、それにあった対処をすることができます。「気持ち」のカテゴリが苦手な部分というのが

発表の中で多く聞こえました。ママ・トレでは、ペアでシェアリングをしながら進めていくので、

他の人の視点で見てもらうことで新たな発見があったりします。自分では「できてない・・・」

と思っていたけど、「あ、努力できてるところだったのか」と気づいたと話しておられるママたち

もいました。“叱りサイクル”から“褒めサイクル”へ。特に苦手なところを、“褒めサイクル”

へ変えていくことで子どもの行動が変わっていきます。 

今日の本題は、『ギリギリセーフを見つける！』です。これは『困ったところのなかでも、なん

とかやれているところ』のことです。例えば、片付けが苦手だとしてもゴミ屋敷になってはない

ですよね。それは、ご飯を食べる時は散らかっているものをどけて、机の上をキレイにするし、

荷物が邪魔で歩けなさそうなら、通路の端に積んでのけたりしますよね。そういう行動をするか

ら、片付かなくてもゴミ屋敷までひどくなることはありません。子どもの行動も同じです。「困っ

ている…けど何を行動しているか」を見つけていくことがここでのコツです。困っているところ

を“消す・無くす”のが良いのではありません。消そうとするとさらに悪循環に陥っていきます。 

前回までで学んだ『カテゴリー分け』のコツをつかんだ参加者の記録シートは、カテゴリー分

けの整理ができています。それぞれのカテゴリーの中で、『困っているところ』の中にでも『ここ

まではできている』ところを見つけていきます。その部分を『ギリギリセーフ』とします。ギリ

ギリセーフは、3回に 1 回という多い頻度でなくても、たとえ 100回に 1 回でもギリギリセー

フとして認めていくことが大切です。これは、できているところを認める練習です。 

今回の宿題は、①ギリギリセーフ行動を見つける、②ギリギリセーフ行動を褒める です。次

回も、ママたちのエピソードを聞くのが楽しみです♪ 

ママ・トレは、残り2回ですが、最後まで楽しく勉強していきたいなと思います。 

2018年 11月 6日（火曜） 

 

参加者：親子 4組（子ども 5人） 

担当：村山恭朗   院生 3人 保育士：２人  スタッフ：2人  

内容：ママ・トレ 第 4回 「ぎりぎりセーフを見つける！」   

10:30～ 11:40 

 

   

 

 

 
発表中（写真 1） 

 
シェアワーク（写真 2）  

 
ギリギリセーフとは？（写真 3） 



6回シリーズで行われるママ・トレの第3回目「カテゴリーに分ける！」を行いました。 

まずは前回の宿題についてです。この 2週間の間で、子どもを褒めてみたときの様子を報告しあ

いました。宿題を通して、ママたちのなかにもなにか気づきがあったようでした。“いいところ”

と“困ったところ”は両面を備えているそうです。例えば、人見知りをせず誰にでも向かってい

く子は落ち着きがないとも捉えられます。逆に言えば、“困ったところ”は“いいところ”とも取

れるということです。 

3回目となる本日は、今までのことを「カテゴリーに分ける！」ことで整理をしていきました。

観察シートに書き込んできたことを、各家庭に合わせて実際にカテゴリー分けを行います。カテ

ゴリーには、一般的なものとしては、家事・習慣・育児・人付き合い・仕事・健康管理・趣味・

気持ちの調節などがあります。そこにママたちが、それぞれの生活に合わせてカテゴリー分けを

していきます。例えば、パニックやこだわりなどのカテゴリーが出てくる場合もあるかもしれま

せん。カテゴリー分けのポイントは、①一つのカテゴリーの中に、たくさんの内容が含まれてい

る場合は、さらに分ける（例：家事を食事・掃除などに分ける）、②カテゴリーの内容が一つだけ

の場合は、他のカテゴリーとまとめるです。カテゴリー分けに正解はありません。オリジナルの

ものを作ってもOKです。そこから、“いいところ”、“困ったところ”はどんな傾向があるかを分

析していきます。ママたちの発表を聞いていると、“困ったところ”では＜気持ちの調節＞や＜習

慣＞のカテゴリーが多くでていました。“困ったところ”を見て見ぬふりして、“いいところ”を

褒めるだけではなく、“困ったところ”を直視することで適切な配慮ができるようになります。 

ママ・トレのワークでは、すぐに子どもの行動を見ていくのではなく、まずはママ自身のこと

を考えてから子どもたちの行動を見ていきます。それによりコツが掴めるようになっていきます。

初めは、「自分のことかぁ・・・」となかなか書けていなかったママたちも、3回目となるとスラ

スラと書けるようになってきていました。少しづつコツを掴んでいる様です。ペアワークでは、

ママ同士の楽しそうなやりとりが聞こえていました。やり取りをしながら相手のことについて一

緒に考えていく中で、自分自身にも新しい発見があったり、悩みを共有できることもあると思い

ます。次への宿題は、自分シート・子どもシートに各項目を増やしてくること。観察してくるこ

と、褒めてくることです。 

2018年 10月 23日（火曜） 10:30～ 

 

参加者：親子 5組（子ども 6人） 

担当：村山恭朗   院生 2人 保育士：２人  スタッフ：2人  

内容：ママ・トレ 第 3回 「カテゴリーに分ける！」  

 

   

 

 

 
ポイント！（写真 1） 

 
例えば…（写真 2）  

 
ペアワーク（写真 3） 

 
ママの近くで（写真 4）  

 
遊ぶよ～（写真 5）  



 2018年度後期のママ・トレが始まりました。第 1回目は、「現状把握表を書く！」です。 

ママ・トレは、子どもとのコミュニケーションの質を高めるために、ほめ上手になることを目

指して６回シリーズで学んでいきます。 

子どもを“褒めましょう”とメディアなどでもよく取り上げられています。しかし、褒め方が

分からなかったり、褒めてるのに変わらない・・・と、“褒め疲れ”を感じている方もいらっし

ゃると思います。このママ・トレでは、日常生活での体験を通して、子どもへの反応の仕方、声

掛けの仕方を作っていきます。子どもの言動に適切に反応することで、子どもがやる気になるや

りとりをしていきます。知識だけではなく「体験」を重視するトレーニングです。 

初回となる今回は、全体の流れの説明と、今後使用していく「現状把握表」の記入方法などに

ついての説明がされました。「現状把握表」は、それぞれの参加者がご自身の現状を的確に把握

するためのものです。書き込んでいく過程からがトレーニングは始まっています。 

・いいところ・・・普段続けてできているところ 当たり前にできているところ（適応行動） 

・努力しているところ・・・工夫や手助けがあればできるところ 

・こまっているところ・・・すぐに解決できないところ 

そして、記入するために思いついたことを具体的に“動詞”で表現するようにします。「だらし

がない」ではなく、「服を脱ぎ散らかす」などです。こうして具体的に動詞で表現しなおすこと

で対処方法が見つけやすくなるそうです。“動詞”で書くことで、子どもに対しても適切な指示

ができるようになります。例えば、「お片付けをちゃんとしなさい！」では、＜ちゃんとするっ

てどうしたらいいの？＞と子ども自身も混乱します。そこで、「おもちゃは、箱に入れて棚に片

付けようね」と伝えることで、＜あ、そうすればいいのか＞と理解することができます。 

ペアワークで参加者同士が話し合ったり、発表の時間もとりながら進めるなかで笑顔も多く出て

いました。それぞれ真剣に考え、メモを一生懸命とられているのが印象的でした。 

ママ・トレでは毎回、ちょっとした宿題が出されます。今回の宿題は、①子どもを観察するこ

と、②旦那さんを褒めることでした。ママさんからは、「えー‼」という声や表情が起こりまし

たが、先生いわく“褒め文化”を家庭に広げていくことが大切とのことでした。 

６回を通して、それぞれのママさんらしく、そして子ども一人一人に合ったやりとりを見つけ

ていきましょう。今後もリラックスして楽しみながら参加していただきたいなと思います。 

2018年 9月 18日（火曜） 

 

参加者：親子 5組（子ども 7人） 

担当：村山恭朗   院生 4人 保育士：２人  スタッフ：2人  

内容：ママ・トレ 第 1回 「現状把握表を書く！」   

10:30～  

 

   

 

 

 
少人数制です（写真 1） 

 
ペアワークの時間（写真 3）  

 
書き込んでいきます（写真 6） 

 
子どもたちは学生と（写真 4） 

 
ママの近くで（写真 2） 

 
先生の説明（写真 5） 



 第6回目『ママ・トレで見つけたことを確認する！』を行いました。 

今期ママ・トレの総まとめです。 

2週間おきに6回シリーズで学びながら、日常の具体的な生活場面で工夫をして実践を

続けてきたことで、参加者全員がご自身の変化を実感されたようです。第1回目で作成し

た観察シートを改めて見直すと、書き込み量や内容が変化していることに気づくことがで

きます。具体的には、次のような感想の報告がありました。 

・自分目線でしか子どもを見ていなかった。・視野が広がった気がする。 

・目からうろこが剥がれたようだ。・今まで自分になかった視点に気づけた。 

・ママ・トレでのことを伝えることで、パートナーの言動も嬉しい方向に変化してきた 

・親子の関係が変わってきた。・子どもの発言が多くなった。 

・子どもの個性を受け入れていなかった自分に気づいた。 

・『ま、いいか、』とおおらかな気持ちで見守ることができるようになった。 

・子どもには、子どもなりの理由があることに気づけた。 

 

これらの感想をふまえて、行動で見ること、努力していることを認めること、ギリギリ

セーフ行動を見つけることの大切さについて再度確認を行いました。一人で抱え込まずに

相談をする大切さについても丁寧に話がありました。 

考え方の本質的なコツをつかみ、柔軟性や応用力をさらにつけていくことが目標です。

子どもの行動を観察するということはどういうことなのか、ご自分の感覚でコツをつかむ

ことで、ママ・トレで学んだことを今後も続けていけるように願っています。 

 最後に一人一人に修了書を手渡して終了とすると、またもう1度受講したいと名残を惜

しむ声も聞こえました。子育てには色々な悩みが出てくるかもしれませんが、参加者の皆

さんは、きっとママ・トレでの学びを役立てて前向きに進んでいかれるだろうと思えまし

た。参加者の表情が明るくなったように感じたことをスタッフ一同で喜んでいます。 

2018年 7月 3日（火曜） 

 

参加者：親子 6 組（子ども６人） 

担当：村山恭朗   院生 3 人 保育士：２人  スタッフ：2 人  

内容：ママ・トレ 第 6回 「ママ・トレで見つけたことを確認する！」   

10:30～  

 

   

 

 

 
（写真 1） 

 
（写真 2）  

 
（写真 3） 



 ママ・トレの第5回目『ギリギリセーフをきわめる！』を行いました。 

まずは宿題の実施報告から始めました。報告をする参加者の様子が、回を追うごとに明る

くなっている印象を受けます。自分の子どもを褒めるときに、どんな表現だとより気持ち

が伝わるのか、自分の子どものタイプが見えてきたという報告をきくことが多くなってき

ました。黙って抱きしめることで伝わるタイプなのか、『見ているよ』と視線を送るだけ

の方がいいタイプなのかなど、より効果的な表現に気づけることで親子の意思疎通がスム

ーズにいくことを実感されているようです。 

ほめるタイミングは、行動の開始直後、終了直後、他の家族の前などが一般的にはお勧

めですが、お子さんに応じて、また発達段階に応じて変えていくことが必要です。母親側

の言葉かけや褒め方の種類を増やして様々な働きかけを知っておくことで、無駄に叱らな

くてもすむ子育てができるようになります。また、子どもの行動に着目して観察すること

を意識することで、今まで気づけなかった子どもの姿が見えてきたと報告してくださる参

加者もいました。今まで弟を泣かしているのかと思っていた場面が、弟を手助けしたいの

にまだ幼いためうまく手助けできず、その結果として泣いていただけで、兄には全く悪気

がなかったことに気づけたそうです。 

本日の本題のギリギリセーフを極めるでは、観察シートの困ったところある項目が、ど

んな時にギリギリセーフにならないのかについて詳しく考えていきました。うまくいかな

いのが、いつ、どこで、だれと、何を なのかが見えてくると、そのデンジャラスタイム(時

間帯)・デンジャラスゾーン(場所)・デンジャラスパーソン(相手)・デンジャラスタスク(課

題)を見極めて、事前に大人側の対応を工夫することができます。こうして冷静に観察し

て分析をしていくと、発達上無理なことを要求していたことに気づけることもあります。

成長を待とうと落ち着くことで無駄に叱らずに、ほめる場面を探すための心の余裕につな

がるようです。ギリギリセーフが見つからないこともよくあることですし、もしもデンジ

ャラスパーソンが母親自身だと思うことがあったとしても、一番身近な人にあまえがある

のは当たり前のことなので、落ち込む必要もないそうです。 

不安にならずに取り組んでください。いよいよ次回は最終回です！  

 

2018年 6月 19日（火曜） 

 

参加者：親子 5 組（子ども 5 人） 

担当：村山恭朗   院生 3 人 保育士：２人  スタッフ：2 人  

内容：ママ・トレ 第 5回 「ぎりぎりセーフをきわめる！」   

10:30～ 11:40 

 

   

 

 

 
グループワークも熱心です。 

（写真 1） 

 
子どもたちも楽しみながら 

（写真 2）  

 
皆さんコツをつかんだようです！ 

（写真 3） 



 ママ・トレの第4回目『ぎりぎりセーフを見つける！』を行いました。 

今回も、まずは前回からの2週間の間に「いつ・何を・どんな風に」ほめたのかを報告しあいまし

た。ママ・トレを受けたことで子どもに対するほめ方(認め方)のバリエーションが増えたと感じて

いる参加者が多いようです。親の方が今までとは違った言葉かけをしたことで、反応する子ども

たちの様子が明るい方向に変わったそうです。同様の報告がいくつもありました。ママ・トレの

実践をしていく中で、母親と子どもとの間に、前向きな新しいやり取りが生まれているようです。

『１回しか成功しなかった』いう報告に対しては、『１回だけでも成功したことはすごい』と、

前向きにとらえるアドバイスがありました。また、『褒める』時には、母親のテンションを最高

に上げる必要はなく緩急が大切であること、『認める』だけで十分な場面もあることなど、ママ・

トレ第1回～第5回で学んできたことの細部を丁寧に確認していきました。 

本日の本題は、『ギリギリセーフを見つける』です。 

前回までで学んだ『カテゴリー分け』のコツをつかんだ参加者の記録シートは、カテゴリー分け

の整理ができています。それぞれのカテゴリーの中で、『困ったところ』として挙げている項目

を困っているだけで終わってしまわないように大事に考え、困ったところと同じ領域で『何とか

やれていること』を探していきました。『困っているところ』の中にでも『ここまではできてい

る』ところをグループワークで見つけていきます。その部分を『ギリギリセーフ』とみなします。

ギリギリセーフは、3回に1回という多い頻度でなくても、たとえ100回に1回でもギリギリセー

フとみなして認めていく方がママ・トレとしてはうまくいくそうです。 

ギリギリセーフ部分を見つけ出すことで「努力しているとこと」に目が向くようになり、褒める

チャンスを増やせるそうです。ただ、子どもの発達に関する課題は、ギリギリセーフが見つから

ないことも当然のことです。ですから『ぎりぎりセーフ』が見つからなくても決して焦らず、観

察する習慣を続けることが重要だそうです。 

ギリギリセーフを見つけるコツをつかむと、強みとなる部分と苦手なことの両方の傾向とパタ

ーンを見つけやすくなります。何がどう苦手なのかを具体的に知ることで先手が打てるようにな

り、叱る回数が減るそうです。コツをつかんでいくことで、怒らすにほめる機会を増やし、子育

て中の悩みが軽くなると、親子双方にとってプラスになります。それらの説明を聞きながらメモ

をとる参加者の真剣な表情が印象的でした。 

2018年 6月 5日（火曜） 

 

参加者：親子 6 組（子ども 6 人） 

担当：村山恭朗   院生 3 人 保育士：２人  スタッフ：2 人  

内容：ママ・トレ 第 4回 「ぎりぎりセーフを見つける！」   

10:30～ 11:40 

 

   

 

 

 
静かに待てます（写真 1） 

 
ポイントの説明（写真 2）  

 

 
グループワーク（写真 3） 



 6回シリーズで行われるママ・トレの第3回目「カテゴリーに分ける！」を行いました。 

まずは前回の宿題についてです。この 2 週間の間で、子どもをほめてみたときの様子を報告しあ

いました。参加者自身が、観察する姿勢を意識しながら行動できたことで、ご自身の褒め方が変

わったと実感された方が数名いました。以前なら叱るだけの場面で叱ることなく前向きな言葉か

けができたと話された方もいました。前向きな言葉をかけられると、それに対するお子さんたち

の様子にも変化が見られたようで、その変化を大変喜ばれていました。 

 

3回目となる本日は、今までのことを更に整理していきます。本題は、「カテゴリーに分ける！」

です。観察シートに書き込んできたことを、各家庭に合わせて実際にカテゴリー分けを行います。

カテゴリーには、一般的なものとしては、家事・習慣・育児・人付き合い・仕事・健康管理・趣

味・気持ちの調節などがあります。そこに、参加者が、ご自身のそれぞれの暮らしの中での実際

の困りごとに合わせて、自由にどんどんとカテゴリーを追加していきます。 

パニックやこだわりなどのカテゴリーが出てくる場合もあるかもしれません。それぞれご自分

が書き出した項目を ご自身が整理しやすいように工夫していきました。そのようにしてカテゴ

リー分けの作業を進めていくと、「あ、そっか・・」と何か気づくことが増えてきた様子が伺えま

した。 

・「半分できたらいいとろ」 

・観察するといいところも苦手なところもよく見えてくる。 

・観察したことを書き留めることで褒めるポイントがわかってくる。 

・褒めるために「偉いね」という単語が必要なわけではない。できたねと認めるだけでいいこ

ともある。また、ありがとうと言葉に出して感謝の気持ちを伝えることも非常に大切となる。 

など、今までの学びの中でのポイントを何度も確認しながらペアワークで人の視点も入れて話し

合っていくことで、今までひとりでは気づくことができなかったことが次々と見えてきているよ

うでした。 

次への宿題は、自分シート・子どもシートに各項目を増やしてくること。観察してくること、

褒めてくることです。 

2018年 5月 22日（火曜） 

 

参加者：親子 5組（子ども 5人） 

担当：村山恭朗   院生 3人 保育士：２人  スタッフ：2人  

内容：ママ・トレ 第 3回 「カテゴリーに分ける！」   

10:30～ 11:40 

 

   

 

 

 
しっかりメモを取っています 

（写真 1） 

先生からコツを伝授！ 

（写真 2）  

 
子どもたちものびのび 

（写真 3） 



 6回シリーズで行われるママ・トレの第２回目「行動を見る！」を行いました。 

前回出された宿題は「パートナーを褒める」でした。まずは、その宿題について報告をしていた

だきました。言葉かけを変えたことで言葉数が増えた、反応が大きくなった、感謝の言葉を口に

してくれるようになったなど、パートナーの言動に変化があったことが多く報告されました。参

加者の皆さんは、実際に実行してみることの大切さを実感されたようです。 

 今回の本題は「行動で見る」ことです。まずは、自分について考えていきます。自分のことは

よく知っているため「いいところ・努力しているところ・困っているところ」をみつけやすいも

のです。そこで、自分の行動を書き出してみてその捉え方を学ぶことで、子どもに対しても応用

しやすくなるそうです。 

「行動で書く」ためのポイントを具体的な例に添って整理しました。 

まず、一つの文章には 1 つの行動について書きます。例えば「早起きしてご飯を作る」という文

章は、「早起きをする」「ご飯を作る」と、動詞が一つになるように文章を分けます。そして、否

定形をできるだけ使わないようにします。例えば「ケンカしない」という文の場合は、「仲よく遊

ぶ」という表現に書き変えます。このようにしてママ・トレでの「行動を観察して書き出す」コ

ツをつかむことで、子どもに対しての言葉かけを変えることができるそうです。「もうやめて！」

から、「～しよう」と具体的に言えるようになれば、親の方のストレスが減りそうですし、子ども

の変化も期待できます。 

観察していく際に、「NG ワード」があるそうです。それは、「普通・当たり前」という言葉で

す。目の前の行動を当たり前なことだと流さずに、60～70％できていれば「いいところ」なの

だと認めていくことが重要だと繰り返し説明がありました。講師の先生は、「半分できていたらい

いところ！」と参加者にも声に出すことを促し、明るく楽しい雰囲気の中でキーワードとなる言

葉を印象付けていました。そうして学びを進めていくと、今まで参加者が記入してきた観察シー

トの「努力しているところ」の多くは、「いいところ」へと昇格できることに気づかされました。

ペアワークで相談しながら、互いのシートに書かれている項目について分類し直していくと、「い

いところ」と、「困ったところ」に比べて「努力しているところ」の空白が多くなってきました。

これまで「努力しているところ」を多く見つける習慣がないことが多いため、多くの参加者がそ

うなるそうです。この「努力しているところ」を 6 回シリーズで徐々に見つけられるようになる

ことで、「困ったところ」への対応のコツがわかってくるそうです。本質的なコツをつかむことが

できれば思春期にも対応できそうです。お母さま方の期待度が高まっていることは、その真剣な

表情からうかがうことができました。また次が楽しみです。 

2018年 5月 8日（火曜） 

 

参加者：親子 6組（子ども 6人） 

担当：村山恭朗   院生 3人 保育士：２人  スタッフ：2人  

内容：ママ・トレ 第 2回 「行動を見る！」   

10:30～  

 

   

 

 

 
ポイントの整理（写真 1） お子さんと同室で安心（写真 2）  

 
ペアワークが大切（写真 3） 



 2018年度前期のママ・トレが始まりました。第 1回目は、「現状把握表を書く！」です。 

ママ・トレは、子どもとのコミュニケーションの質を高めるために、ほめ上手になることを目

指して６回シリーズで学びます。そして、学んだことを日常生活で確実に実行できるように、し

っかりと練習を繰り返します。知識だけではなく「体験」を重視するトレーニングです。 

「ほめる」ことは誰でも知っているはずですが、「知っている（知識）」ことと「できる（体験）」

ことは必ずしもイコールではありません。例えはダイエットや料理など本から得られる知識を知

っていても、時間をかけた試行錯誤の練習が無ければ「できる」ところまでいきません。それと

同様に、「ほめ上手になる」にも、ゆっくりと身につける時間が必要だそうです。ママ・トレで

は、受講者が「できる」ようになるために、時間をかけてトレーニングしていきます。 

初回となる今回は、全体の流れの説明と、今後使用していく「現状把握表」の記入方法などに

ついての説明がされました。「現状把握表」は、それぞれの参加者がご自身の現状を的確に把握

するためのものです。書き込んでいく過程からがトレーニングは始まっています。 

まず、冷静に客観的に考えていくためにも言葉の整理を行いました。ママ・トレでは「いいと

ころ」「努力しているところ」「困っているところ」を下のように考えます。 

・いいところ・・・普段続けてできているところ 当たり前にできているところ（適応行動） 

・努力しているところ・・・工夫や手助けがあればできるところ 

・こまっているところ・・・すぐに解決できないところ 

そして、記入するために思いついたことを具体的に「動詞」で表現するようにします。「だらし

がない」ではなく、「服を脱ぎ散らかす」などです。こうして具体的に動詞で表現しなおすこと

で対処方法が見つけやすくなるそうです。ペアワークで参加者同士が話し合う時間もとりながら

進めるなかで笑顔も多く出ていましたが、それぞれ真剣に考えている様子でした。 

毎回軽い宿題が出ます。今回の宿題は、子どもを観察することと、子育てのパートナーを褒め

ることです。大人をほめることは難しそうですが、その反応を観察することで新たな気づきが増

えていくことになるそうです。 

第２回目まで数週間の時間があります。その間、少しでも実行できる機会を見つけて試行錯誤

を繰り返していただくことで、学びがより深まりそうです。６回目まで、リラックスして楽しみ

ながら参加していただきたいと思います。 

2018年 4月 17日（火曜） 

 

参加者：親子 6組（子ども 6人） 

担当：村山恭朗   院生 3人 保育士：２人  スタッフ：2人  

内容：ママ・トレ 第 1回 「現状把握表を書く！」   

10:30～  

 

   

 

 

 
少人数制です（写真 1） 

 
ペアワークの時間（写真 3）  

 
まとめ（写真 6）  

 
子どもたちは学生と（写真 4） 

 
お子さまも安心（写真 2） 

 
遊びに夢中（写真 5） 
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