
6 回シリーズで行ってきた「ママ・トレ ほめ上手になろう」は、いよいよ今期の最終回です。

今までの総復習「ママトレで見つけたことを確認しよう！」を行いました。 

お母さま方自身がシリーズを通して作成した今までのシートを見ながら、学んできたことを改

めて確認しあい振り返りを行いました。色々な感想を聞くことができました。 

・ママ・トレに参加する前に抱いていた悩みが改善してきた 

・まだまだ具体的な改善は実感できないが、子どもを叱る前に考えるようになった。 

・観察すること、行動で考えることのコツがつかめてきた 

・子どもが自分から動くという変化があった。嬉しい。 

・まだ身についたかどうか自分でわからないが、これからも忘れずに継続したい。 

他にも様々な意見がありましたが、『自分の視点が変わった気がする』と発言してくださる方も

いました。子育ての悩みは簡単に解決するものばかりではありません。改善に向かうには、親の

側が何をどのように考えて行動すればいいのか試行錯誤の連続です。その日々の子育て奮闘中に

時間を割いてママ・トレを受講するのは大変な時もあったはずです。最後まで通ってくださった

参加者にはそれぞれ一人ずつ終了証が手渡されました。皆様、お疲れ様でした。ここで掴んでい

ただいたコツを有効活用し、子育てを楽しまれることをスタッフ一同で願っています。 

 

2017年 11月 28日（火曜） 

実施時間：10:30 ～ 11:30 

参加者：親子 6 組（子ども 6 人）  見学者 1 名   保育士３人    

担当：院生 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しよう！」   

 

   

 

 

“ママはぼくのためにお勉強 “（写真 1） 
 

まとめの説明です（写真 2）  

 

子どもたちは学生と楽しく（写真 3）  

 

 
ポイントすっきり（写真 4）  

 

 
頑張ってくださいました（写真 5）  

 

 
一人ひとりに終了証授与（写真 4）  



第５回目「ぎりぎりセーフをきわめる！」です。 

今回もまずは宿題の確認です。「行動」をほめることが大切であること、それぞれの子どもに合

ったほめ方を知っているのは、他の人ではなくお母さん自身であることなどを宿題を通して具体

的に再確認していきました。 

前回に行った「ギリギリセーフを見つける」のは、困ったところをなくすことが目的ではなく、

褒めるポイントを見つけることが目的でした。ギリギリセーフを見つけただけでは終わらずに、

見つけたギリギリセーフをほめるためのスタート地点としていくことが大切です。『（ギリギリセ

ーフは）叱っちゃいけない・・』と考えるのではなく、『ここまでできているね』と、ほめる方

向に利用していくそうです。 

 さて、今回は、その『ギリギリセーフをきわめる』回です。ギリギリセーフが起きるのは、ど

んなときなのか、どんな場合なのかなど参加者の観察から見えてきた具体的なことを整理しなが

ら考えていきました。 

いつなのかが見えてくるとデンジャラスタイムがわかり、どこで起こるのかに気づくとデンジャ

ラスゾーンが分かります。 誰といるときに起こるのかはデンジャラスパーソン、何かをすると

きならデンジャラスタスク・・というふうに整理分類して意識をすることで、事前に対策を考え

ることができるようになるそうです。意識することでコントロールしやすくなるはずなのです。  

 こうして整理していくことで子どもの苦手なこと、得意なことが今までよりもはっきりと見え

てきます。こうして子どもをよく知ることで、何か叱りたくなる場面が起こったとしてもすぐに

叱るのではなく、『ここは苦手なんだ、今苦手なことを頑張っているんだ・・』と、許容範囲を

広げることにつながるそうです。 

次回までの宿題は自分と子どもの「デンジャラス○○○」を見つけてくること、努力をほめる

ことです。そして、次回は最終回なので、総仕上げに今までの第1回目からの観察シートと見比

べる予定です。 

2017年 11月 14日（火曜） 

実施時間：10:30 ～ 11:30 

参加者：親子 5組（子ども 6人）  見学者 1名   保育士３人   

担当：院生 2人 

内容：ママ・トレ 第 5回 「ギリギリセーフをきわめる！」   

 

   

 

 

ペアワーク（写真 1） 
 

 わかりやすい説明（写真 2）  
子

どもたちは静かに遊べました（写真 3）  



第 4 回目「ぎりぎりセーフを見つける！」です。まず、前回の宿題を通して今までの流れを

復習しました。前回の宿題にも「ほめたのは、いつ・どのように、そしてその反応はどうだった

かを観察シートに書き出すことが含まれていました。その書き込みに対して具体的に整理してい

き、ほめるときには「行動」をほめることが大切であることが強調されました。行動をほめるほ

うが、失敗した時の立ち直り方が早くなるそうです。何かが上手だ、もしくは下手だというのは

状態です。状態は性格にとても近いものなので、状態で駄目だと言われると自分自身（性格）が

駄目なのだと思ってしまう恐れがあるそうです。自分自身が駄目なのだと思い込むとやる気には

繋がりにくくなります。しかし、行動でほめられると失敗した場合も行動を変えることで成功で

きると考えてやる気が出るそうです。参加者たちは、その話を真剣な表情で聞いていました。 

今日の本題は、「ギリギリセーフを見つける」ことです。観察シートの「困っているところ」

の欄に書き込まれていることは、『困っている、でも・・』と、『でも』の後を続けることができ

たら、その『でも』に続くことから、ギリギリセーフとなることが見つかることが多いそうです。

具体的には、『お菓子を食べすぎて困っている、でも、3度に 1 度は間食を我慢している』と続

けば、『3度に 1度は間食を我慢している』ことを、ギリギリセーフと考えるそうです。このよ

うにして、量や頻度に数字を使うことを心掛けながらギリギリセーフをたくさん見つけていく練

習をしました。 

行動でとらえることは常に大切です。例えば『お菓子を食べすぎて困っている、でも、大きく

なりすぎて部屋から出られないほどではない』と続けてしまえば、『でも』の後に「状態」を続

けてしまったことになります。状態ではなく行動で考えるコツをつかむことで次にどのように行

動すればいいのかが見えてくるそうです。 

ギリギリセーフのうち、半分できていれば「いいところ」と考えていいことも説明されました。

ママ・トレの回数が進むごとに、今までは「困ったところ」として否定的にとらえていたことの

うち、いくつかは「努力しているところ」「いいところ」に昇格していきます。参加者は、ペア

ワークで相談して気づきが増えているようで、「あ、そうか・・・」と呟きながら観察シートを

整理していました。 

「ギリギリセーフ」を見つけられることで、子どもを不必要に叱らずにすむようになる、次の

目標となる行動が見えてくるなど母親にとって嬉しいことが多くありそうですが、子どもの年齢

や発達特性によっては，「ギリギリセーフ」が見つからないこともあるそうです。ですからすべ

ての項目に必ず「ギリギリセーフ」を見つけなければならないと思い込む必要はないという説明

もありました。 

次回までの宿題は自分と子どもの「ギリギリセーフを見つける」ことです。 

2017年 10月 31日（火曜） 

実施時間：10:30 ～ 11:30 

参加者：親子４組（子ども４人）  見学者 1名   保育士３人   

担当：院生 2 人 

内容：ママ・トレ 第４回 「ぎりぎりセーフを見つける！」   

 

   

 

 

ペアワーク（写真 1） 
 

 本日のポイントの説明（写真 2）  
 

子どもたちも楽しそうでした（写真 3）  



後期ママ・トレの第３回目は、「カテゴリーに分ける！」です。 

コツをつかむために、まずは自分自身について考えてきた観察シートを使って練習をしました。

観察シートにはこの 4週間で多くの「いいところ・努力しているところ・こまっているところ」

を行動で書き込んでいます。かなり数多くの行動を書き込んだ参加者が増えてきました。その行

動を今回はカテゴリー分けするという段階の説明がされ、そのコツをつかむために実際に練習し

ていきました。 

一般的なカテゴリー分けのごく一部の例として「習慣・育児・健康・感情」などを挙げていま

したが、カテゴリーは、各自、各家庭、それぞれ子どもの状況に合わせて自由に決めていいそう

です。ひとつのカテゴリーの中に分類された行動の数が多くなりすぎた場合は、カテゴリーを増

やして分けていくことを考えるそうです。例えば「家事」を「家事」「育児」に分ける、または

「身支度」を「トイレ」「衣服の着脱」に分けるなど、それぞれの状況に合わせて自由に考えて

いくそうです。このようにして母親（養育者）が、自分の子どもに合わせて行動をカテゴリー分

けしていくことで、その子のもつ強み・弱みがよく見えるようになるそうです。 

こうしたカテゴリー分けの説明を聞くときにはうんうんと頷きながら聞いていた参加者も、実

際にそれぞれの書き込みをカテゴリー分けしていく時間帯になると、首を傾げたり、時にはじっ

と考え込んだりする様子が見られ、時間をかけて整理をしていました。 

ママ・トレが体験型のトレーニングであるという最初の説明通り、参加者は宿題を考える 2

週間や講習中のペアワークを体験していくことで、観察し、分類し、そこから発見していくとい

うコツを少しずつつかんで進んでいるような印象を受けました。 

次回までの宿題は、今までと同様に観察シートを書いてカテゴリー分けすることと、子どもを

どんな時にどのように褒めたのか、そしてその反応はどうだったかを観察してくることです。 

 

2017年 10月 17日（火曜） 

 

参加者：親子 3 組（子ども 3 人）  見学者 1 名   保育士 2人   

担当：院生 2 人 

内容：ママ・トレ 第 3回 「カテゴリーに分ける！」   

10:30～  

 

   

 

 

ペアワークも慣れてきました（写真 1） 
 

 カテゴリー分けを考えます（写真 2）  
 

子どもたちは静かに遊べました（写真 3）  



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

まず、前回の宿題としてパートナーを褒めたことについて、いつ、どのように、そして反応がど

うだったのかを報告していただきました。 

『いつも家族のために働いてくれてありがとう』などの言葉で感謝を伝えられたパートナーの

多くは、『何？どうしたの？』と、少し戸惑われたそうですが、その後は以前より進んで家事を

したり、子どもと一緒に遊ぶ時間を増やしてくれたり・・などの変化が見られたそうです。パー

トナーに宿題内容をはっきりと伝えて違和感があることを言葉にされ、あえて今回の宿題は試し

てみないことを選択した方もいらっしゃいました。先生は、それでも構わないこと、それぞれの

ご自分のペースでママ・トレを進めてコツをつかめばいいことなどを説明され、ほめ上手になる

のは、コツさえつかめば誰でも必ずできることであることを強調していました。 

本日の「行動で見る」ことを身に着けるため、本日もワークシートに自分と子どもの「いいと

ころ」「努力しているところ」「困っているところ」を多く書き出していきました。褒めるコツを

つかんでいくために、多くの材料がある方がやりやすいので、できるだけ多く書き出し、書き出

したことで意識化していくことが大切だそうです。書き出すのは長い文章ではなく、ひとつの文

章にひとつの行動になるように書き出すように練習を行いました。具体的には、「洗い物をさぼ

らない」を「洗い物をする」と置き換えるように、「～ない」という表現を「～する」という表

現に置き換えることをペアワークで互いに確認しながら行いました。 

ペアワークでは、互いの書き込みを見て自分の書き方について何かを気づいたり、話しをしな

がら自分で思いついたりするなど、人と話すことでヒントをもらうことも大切だそうです。それ

ぞれのペアでの会話は、与えられた時間中途切れて困っている様子は見られず、自分で話しては

考え・・ペアの言葉を聞いて考え・・と、少しずつシートに書き込む量を増やしていました。 

書き込みが増えてきたところで、努力しているところについては、『60～70％できていたら

いいところ』に格上げするように指示が出されました。『半分できていたらいいところ！』とと

らえて、できているところに焦点をあてるそうです。NGワードとして『普通・当たり前』とい

う言葉を挙げて、認める項目を増やすために今までの意識を変えていく練習を行いました。 

2 週間後となる次の回までの宿題は、観察シートに自分と子どものことを記入してくること

と、子どもを褒めることです。この 2週間という間に実践してみて感じたことから、また次回、

少しずつさらに学びを深めていきます。 

2017年 10月 3日（火曜） 

 

参加者：親子 8組（子ども 8人）  見学者 1名   保育士：3人   

担当：院生 3人 

内容：ママ・トレ 第 2回 「行動を見る！」   

10:30～  

 

   

 

 

親子同じお部屋で安心（写真 1） 
 

 話す順番に犬のぬいぐるみを利用してリラッ

クスした雰囲気づくり（写真 2）  

 
集中しています（写真 3）  



 まなび―での今年度新企画ママ・トレの 2 期目です。今回は後期ママ・トレ第 1 回「現状把

握表を書く！」を行いました。 

まず、講師の村山先生から、6回シリーズで行うママ・トレで、子どもとのコミュニケーショ

ン上手になるためのコツを、どのように学ぶのかについて、おおまかな話を聞きました。 

ママ・トレの大きな目標の一つは「ほめ上手になること」ですが、多くの母親たちは、すでに

ほめることが大事であることを知っています。今は、子育てに関する本や雑誌がたくさんありま

すから、それらの情報を知っている母親たちは多くいるはずです。ほめ方も知っているはずです。

それでも実際に子育ての場面となると、なかなかうまくほめることができないという悩みを多く

聞きます。それは、「知っている（知識）」ことと、「できる（体験）」ということがイコールでは

ないからだそうです。このことのわかりやすい具体例としてダイエット本を例に挙げられていま

した。ダイエットが健康に必要であることもダイエットの方法も知っているのに成功しない、そ

のことと似ているのだと説明があると、真剣な表情で聞いていたお母さま方は、ハッと気づかれ

たような表情を見せて、納得したように頷かれていました。 

子育てで言ってしまいがちな「なぜ、できないの？ どうしてもっと～できないの？」などの

言葉が、いかに言われた側のやる気を無くさせてしまうかも、具体的に例を挙げながら少しずつ

理解が深まるように説明されました。 

一通り説明を聞いた後、観察シートの作成を行いました。まず、いいところ、努力していると

ころ、こまっているところとはどのようなことかの言葉のとらえ方を整理しました。 

・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 

その後、具体的に観察シートに子どもや自分について書き出し、ペアワークで話し合っていきま

した。ペアワークで人の書き込みを見て真似ることも励まされ、「パクることは適応行動ですよ、

どんどん人のを見て自分の気づきを増やしてくださいよ」と、楽しくリラックスさせる雰囲気で

冗談交じりで声をかけて書き出すことを促していきました。 

実際に練習を重ねる「体験」を重視するトレーニングのため、軽い宿題もでました。今回の宿

題は、生活のパートナーを褒めることです。「一番ハードルが高いかもしれませんよ」という先

生の説明に、参加者の皆さんは明るく笑われたところで今回は終了時間となりました。 

 

2017年 9月 19日（火曜） 

 

参加者：親子 8組（子ども 8人）  見学者 1名   保育士：2人   

担当：院生 3人 

内容：ママ・トレ 第 1回 「現状把握表を書く！」   

10:30～  

 

   

 

 

みなさん熱心に聞いています！

（写真 1） 

 
ペアワークの時間（写真 2）  



ママ・トレ第 6 回「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・トレの最終回となる本日は、今までの総まとめを行いました。 

今回も強く確認されたのが、「行動で見る」ことの大切さでした。例えば「うるさい大声を出

している子」という状態で見てしまうと、その状態を性格としてとらえがちで、性格ととらえて

しまうと、性格だから治せないことだとして改善することを諦めがちになるそうです。しかし、

「〇〇スーパーでは、静かに買い物できたね」「声を出さずに待てたね」と、具体的に行動で考

えると、親の方も子どもの方も、『行動は変えられる、その行動を変えれば良くなる』というこ

とを理解して取り組みやすくなるそうです。それを積み重ねて改善していくそうです。 

「叱るだけでは効果が半減する」ことも再確認していきました。自分自身に置き換えて考える

と、叱られることで自発的に改善したいという意欲が出にくいことは想像がつきますが、それで

もつい安易に子どもを叱ってしまいがちです。そのような反省も含めながら、ペアワークで学び

をまとめていきました。 

困ったところの中にギリギリセーフをみつけ、ギリギリセーフをほめる場面にもっていくに

はどうすればいいのかを考えて実行し、ほめる場面を増やしていくことで親御さんにとってもお

子さんにとっても望ましい状況に変えていけるそうです。 

最後の結びとして、ひとりで抱えず仲間と話してみることの大切さも話されていました。 

子育て中、悩んでしまう場面は数多くあるものですが、そのひとつひとつを冷静に観察し、行動

で見るという視点で見つめて分析し、困ったところを細分化して具体的に行動で見つけて対処し

ていくという考え方のコツをマスターできれば、親も子もずっと楽なおおらかな気持ちで過ごす

ことができるはずです。参加者の感想を聞いていると、ママ・トレを実際に実行していく過程で

気づいたことが見えてきました。当たり前の簡単そうなことでも実行することは難しいこと、し

かし、実際に実行していくと新たに見えてくることがあることなどです。 

次回は秋に行う予定です。子育ての悩みが新たにでてくるたびに、その都度冷静な視点を思い

出すためにママ・トレを利用していくのもいいのではないかと思えました。 

 

2017年 7月 4日（火曜） 

 

講師：村山先生 

参加者：親子 2 組 （子ども 1 人）  スタッフ：1 人   保育士：2 人   

担当：院生 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～  

 

 

   

 

 

 
6回シリーズ最終回 

総まとめも楽しく！ (写真１) 

 

 
修了書をいただきました (写真 2) 

 
3か月ちかくかけていただけた修了証 

(写真 3) 



ママ・トレ第５回「ギリギリセーフをきわめる！」を行いました。 

 前回、ぎりぎりセーフを見つけるところまで行い、ご家庭でそれぞれ実践を行い、そろそろマ

マ・トレに慣れてきたところで、今回はいよいよ山場の「きわめる」です。今回も楽しみながら

学んでいきました。 

 「困ったところ」がいつ起きているのか、観察から見えてくることをさらに丁寧に考えていき、

特定の時間・場所・人などが見つけられないだろうか・・と考えを深めていきました。そのよう

にして見つけた時間・場所・人は、困ったことを改善していくヒントとなるそうです。 

ポイントとなる時間・場所・人が見つかれば、それらのことを基にして、困ったことを改善する

方向にもっていきやすくなるそうです。 

例えば、忘れ物を困ったことだとすると、朝の急いでいる時間帯に起こるなら急いでいる朝を

デンジャラスタイムと考えるそうです。よく忘れるのが電車の中だとすると、電車の中をデンジ

ャラスゾーン。特定の人とおしゃべりしているときに忘れるなら、その人がデンジャラスパーソ

ンです。 

そのように冷静に観察し、危ない時間：デンジャラスタイム、場所：デンジャラスゾーン、人：

デンジャラスパーソンのいくつかをはっきり見つけ出せると、それらを意識することで、「困っ

たところ」を未然に防ぐことができるよう気をつけて行動できるようになるそうです。 

聞くと簡単で当然のことのようですが、実際に自分たちの生活の中で具体的に考えて実践する

のは、実際にやってみるとなかなか難しく感じる方が多いようです。だからこそ時間をかけての

ママ・トレでの練習が有効になるようです。 

さて、いよいよ次回は最終回です！ 楽しみにしながら練習を続けたいと思います。 

2017年 6月 20日（火曜） 

 

講師：村山先生 

参加者：親子 2 組 （子ども 3 人）  スタッフ：1 人   保育士：2 人   

担当：院生 2 人 

内容：ママ・トレ 第 5回 「ギリギリセーフをきわめる！」   

10:30～  

 

 

   

 

 

 
ママトレのスタート！(写真１) 

 

 
説明はわかりやすくすっきり！ 

大切なのが実行すること (写真 2) 

 
メモをとりながら確認♪(写真 3) 



ママ・トレ第４回「ギリギリセーフを見つける！」を行いました。 

まず前回からの 2週間で、「いつ・何を・どんな風に」ほめたのかを具体的に報告しあいまし

た。自分自身のほめ方やほめられる側の様子が、少しずつ変化してきているという報告もありま

した。参加者がママ・トレ効果を少しずつ感じているという印象をうけました。 

しかし、ママ・トレで必要とされる考え方やものの見方をマスターするところまではまだ到達

していません。自分自身や家族の普段の何気ない行動を、細かく細分化してひとつひとつの行動

としてとらえてカテゴリーに分けていくという考え方は、コツをつかむまでには戸惑うことが多

くあります。ペアワークでお互いの観察シートについて、「ここはどう考えたらいいのだろう・・、

あ、そうか、そう考えたら整理できるのか・・」と、具体的に話し合っていく中で、参加者は皆

それぞれのペースで徐々にコツをつかんでいる様子でした。 

 今回新たに進んだことは、「ぎりぎりセーフを見つける！」です。行動をカテゴリー分けする

ことで見えてきた弱み・強みなどの偏りのうち「弱み（困ったところ）」について考えていきま

した。「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。例えば、

「よく忘れ物をする」という困ったところも、「時には忘れず持っていく」ということをギリギ

リセーフとしてとらえて「努力しているところ」、さらには「いいところ」と見直すそうです。

すると、困るところだらけだった観察シートに、ギリギリセーフ（努力しているところ）が増え

ていきました。 

多くの人が「困ったところ」に悩んでいるわけなのですが、その部分からうまくギリギリセー

フ部分を見つけ出すことで「努力しているとこと」に目が向き、ほめる機会を増やすことができ

ます。ギリギリセーフの部分ができたときを、ほめる絶好のチャンス！ととらえるそうです。そ

してそのチャンスを逃さずにほめる場面として有効に利用することで、伸ばすことができるそう

です。そうしてコツをつかんでいくことで怒る回数が減り、ほめる機会が増え、子どもが伸び

る・・そんな期待が膨らむからか聞いている側の表情が明るくなっていくような気がしました。 

 

2017年 6月 6日（火曜） 

 

講師：村山先生 

参加者：親子 4 組 （子ども 3 人）  スタッフ：1 人   保育士：2 人   

担当：院生 2 人 

内容：ママ・トレ 第 4回 「ギリギリセーフを見つける！」   

10:30～  

 

   

 

 

本日もリラックスしながら楽しくママトレ

スタートです！(写真１) 

 内容は、ママ・トレの大事なポイントがた

くさん入ってきました！(写真 2) 

 
子どもたちは院生と遊べて 

ごきげんです♪(写真 3) 



ママ・トレ第３回「カテゴリーに分ける！」を行いました。 

1～2回目で書き込みを増やしてきた観察シートをもとに、さらにほめ上手になる引き出しを

多く増やすための練習を重ねました。引き続き「いいところ」「努力しているところ」「困ってい

るところ」について行動で書き出すことを繰り返しました。 

参加者の中には、『以前は、何気なく見過ごしていたような小さなことの中にも褒めるポイン

トを見つけることができ、心からほめることができました。子どもがとても嬉しそうでした。』

と話してくださる方もいました。 

 今回新たに進んだことは、「カテゴリーに分ける！」です。カテゴリーの例として大人用とし

ては「習慣」「仕事」「育児」「家事」「健康」、子ども用としては「言葉」「食事」「トイレ」「気持

ち」「行動」「友達」などを挙げられました。このカテゴリーにも決まりがあるわけではなく、そ

れぞれが自由に考えていいそうです。観察シートに書き出したものをこれらのカテゴリーに分け

ていくときに分けられないと感じる場合は、カテゴリーが少なすぎるか多すぎるかのどちらかだ

そうです。その際に自分に合ったカテゴリーにしていけばいいのだそうです。 

 カテゴリーに分けていくと、弱み・強みや偏りが見えてきました。見えてくると、それに対応

するにはどうすればいいか考えることができます。このようにして、自分やほめる相手について

の見かたを整理分類していくと、そこから新たに気づくこともありました。次回までに、さらに

家族の観察を続け、カテゴリー分けをしていくことが宿題です。 

ほめ上手に一歩ずつ近づいていけそうな予感です。 

2017年 5月 23日（火曜） 

 

講師：村山先生 

参加者：親子 4 組 （子ども 3 人）  スタッフ：1 人   保育士：2 人   

担当：院生 3 人 

内容：ママ・トレ 第 3回 「カテゴリーに分ける！」   

10:30～  

 

   

 

 

少人数でリラックスしながら(写真１) 
 

ママたちは楽しくママトレ中(写真 2) 
 

子どもたちは院生と遊びながら 

待てます(写真 3) 



 ママ・トレ第2回「行動を見る！」を行いました。 

前回に引き続き、『行動に着目した観察の方法』とはどのようなことなのかを具体的に練習を重

ねながら深めていきました。 

本講座は、何事も楽しくなければ続かないという考えから、笑いを交えてリラックスして楽しみ

ながら学んでいけるように進められています。学んだことをしっかりと身に着けるために、「実

際に実行する・体験する」ことを重視し、参加者同士のペアワークの時間をたっぷりととってあ

ります。今回も、そのペア・ワークの時間帯に、お互いの話や書き出したものを参考にしながら

自分の気づきを増やしていきました。例えば「早起きしてご飯を作る」のような日常のことを取

り上げた場合は、「早起きする」「ご飯を作る」と、行動ごとに分けて整理していく方法を学び、

観察から見つけられる数を増やしていきました。ペア・ワークの際、話し手がマイクの代用で持

つのは犬のマスコット(写真)です。明るいリラックスした雰囲気の中で行われ、時おり笑い声が

聞こえていました。講師の先生は、『正解なんて無いんですよ、なんでもいいんです、』と、参

加者が安心して取り組めるようにサポートしてまわっていました。参加者は、穏やかに楽しみな

がらペア・ワークを行っている様子でした。 

今回、「いいところ」とは10回のうち６～7回できているところ、「努力しているところ」と

は半分くらいできているところ、と、具体的な数字で説明がありました。すると参加者は、『そ

うなると・・これとこれは、いいところに入れることができるわ・・』と、自分の見方が厳しす

ぎるのかもしれない、と気づくことができた様子でした。 

ママ・トレが 2 週間ごとのプログラムになっているのは、2 週間の間に、実践してみることが

大切だからだそうです。次回までに、観察シートを書くことや、子どもを具体的に行動で褒め、

いつ、どこで、どんな風にほめて、その反応がどうだったのかを意識してみることになりました。 

2017年5月9日（火曜） 

 

講師：村山先生 

参加者：親子３組（子ども２人）  スタッフ：1人   保育士：2人 

担当：院生3人 

内容：ママ・トレ第２回「行動を見る！」 

10:30～ 

  

 

   

 

 

 
話す順番は犬のぬいぐるみを持った人！ 

とにかく楽しく進めていきます。(写真 1) 



 まなび―での新企画 ママ・トレ第 1 回「現状把握表を書く！」を行いました。 

最初に講師の村山先生から、これから今期 6 回シリーズで行うママ・トレについての話を聞き

ました。 

ママ・トレの目標である『ほめ上手になる』ために、まず強調されたのが、相手の行動に着目

して観察することがとても大切であるという考え方でした。行動に着目することを日常生活の中

で意識することが少ないため、その考え方を学ぶだけでなく実行し続けられるようになるため、

具体的な例を挙げながら少しずつ理解が深まるように進められました。 

 

今回は、日頃何気なく使用している下の言葉を改めてとらえなおしました。 

 

・得意なことと・・・あまり努力をしなくてもできること 

・苦手(不得意)なことと・・・具体的なコツをつかめばできること 

 

・いいところ・・・普段続けてできているところ 

・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 

 

不得意なことを性格や状態としてとらえてしまうと、あなたは〇〇〇なのだから・・、といっ

た好ましくないラベル付けをすることにつながりやすく、好ましくないラベル付けをしてしまう

ことで成長するチャンスを逃しているという説明のときには、大きくうなずきながら聞いている

参加者もいました。 

  

説明を聞いた後、参加者に保育士を加えたペアをつくりました。ペアワークとしてお互いに実

際にそれぞれ自分の家族を思い浮かべながら、いいところ、努力しているところ、こまっている

ところ、などを書き出しました。そして、ペアで互いの書き込みを参考にして自分の気づきを増

やしていき、『行動に着目した観察の方法』とはどのようなことなのかを具体的に練習していき

ました。 

 

ダイエットなどの他様々な分野で非常に多くの講習形式のプログラムがあります。しかし話を

聞くだけでは結局「実行」されずに講習に参加した効果を感じられないことが多いという話はよ

くあります。そのことと比較すると、ママ・トレシリーズ 6 回の中では、話を受け身で聞くだ

けでなく実際に実行して練習を重ねていくので、身に着きやすく応用もしやすく長く続けていき

やすいという説明がありました。 

2017年 4月 25日（火曜） 

 

参加者：親子３組 （子ども２人）  スタッフ：1 人   保育士：2 人   

担当：院生 ５人 

内容：ママ・トレ 第 1 回 「現状把握表を書く！」   

10:30～  

 

   

 

 

ママトレスタート！(写真１) 

 

 
わかりやすい説明があります(写真 2) 
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