YMCA

アフタースクール

ALL JAPAN YMCAs

Y MCA アフタースクールは、

こどもたちの 未 来をつくります。
放 課 後のこどもたちが 安 全で安心できる居場 所 づくりを中心に

こども、家 庭、地 域、
アフタースクールに関わるみなさんの

したい何かが『みつかり』、誰かと『つながる 』場、

そして、
ひとりひとりが『よくなっていく』未 来を目指す
かけがえのない場 所を目指します。

あなたが、
したい何かを「みつける」ために
Y MC Aのアフタースクールは、
こどもにとって、
そしておうちの方々にとっても、

新たな自分に出会えるチャンスを提 供することができます。
Y MC Aは、一人ひとりが 安心できる時間や空間をつくり、

全国の地 域で幅 広い対 象、内容の活 動を行っています。

それぞれの「したい何か」がみつかる場 所、
それが Y MC Aです。

みつかる
Encounter

ひとは、孤 立して存 在できるものではありません。
誰かとの関係性のなかで生まれるもの。

その関係性の可能 性を開き、
「 私 」を「 私たち」に進化させていくために
様々なことにトライしチャレンジを繰り返していきます。

ひとりの人 生がより「よくなっていく」と

その人と出会った誰かがうれしくなる。
そして、
その「よくなっていく」の連 鎖は

やがて社 会や世界を変えていくチカラとなる。
平和を形にし、未 来をつくる原 動力となる。

ひとりが「よくなる」と、社 会や世界はきっと変わる。
みつかる。つながる。よくなっていく。
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あなたの人 生が
もっと「よくなっていく」ために
Y MC Aアフタースクールでは、みつかり、
つながることで、

それぞれが「よくなっていく」、
そんな出会いとつながりを、大 切にしたいと考えています。
一人ひとりが自ら輝き、
まわりの人たちをかけがえのない存 在として大 切にしていくこと。

その連 鎖が、
こどもたちの平和な未 来へとつながっていく力になっていくことでしょう。
他に比べるものがないほどの特別な場 所、
それが Y MC Aです。

よくなっていく
Transform

あなたが、
「 つながる」誰かを探すために
Y MC Aのアフタースクールは、身近な人々、
そして世界の人びととつながり、

「共に分 かちあう」ことを大 切にしています。

どんな環 境にあるこどもも、
「 その子らしさ」が 受け入れられる場です。
多様な存 在がともに過ごす中で、
こども・家 庭・地 域の方々、

そして世界中の人々に出会い、
つながる場となっています。

これまで知らなかった出会い、体 験、価 値 観につながる場 所、
それが Y MC Aです。

つながる
Connect
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Voice

たくさんの出会いとつながりがある場所。
それが、
YMCA アフタースクールです。

卒業生の声

新しい居場所を見つけました

茨城YMCAアフタースクール卒業生
私がYMCAに入ったとき、
正直不安でした。この環境で過ごせる

のか、
全くわかりませんでした。でも、
いろんなリーダーたちが、
代
卒業生の声

YMCAと私

盛岡YMCAぷらいむたいむ本町校卒業生
近所の公園全部を使ってケイドロをしたり、
リーダーの顔にペイ

ントをしてアバターに変身させたり…YMCAでしかできなかった
経験を今でも友達に自慢するほどです。1から皆で考えて遊ぶ

のが本当に楽しく、
この経験が今の私の将来像にも繋がってい

新たな居場所を見つけました。毎日公園で遊び、
本を読み、
元気

Y M C Aでは 指 導 者 のことを

フォローしてくれました。学校であまり友だちがいなかった私は、
に過ごし、
勉強も進みました。リーダーや友だちがいてくれたか

らです。友だちとは、
一日を過ごすたびにつながっていき、
学校で
もYMCAと同じように明るく過ごし、
よくなっていきました。かけが

えのない場所にYMCAはなりました。私は、
YMCAに出会えてよ
かったです。

「お帰りなさい!」お迎えに行くと、
リーダーが笑顔で声を掛けてく
れます。そして、
こどもたちの顔を見て、
今日も一日頑張ったね、と

神戸市立太山寺児童館学童保育

YMCAの運営する学童クラブにこの四月からは二人目もお世話

になっています。学童クラブの先生は学校の先生とは異なり気

軽に話しができるので、
心配事が多かった一人目の時には多くの

相談に乗っていただきました。いつも親身に寄り添ってくださり、

アドバイスをいただいたので安心してこどもを預けて仕事をする

ほっとします。リーダーは、
行事から日々のトラブルまで、
こどもた

ことができました。私が安心して働くことができることで、
こども

す。こどもたちが安全に、
楽しく過ごせ、
親が安心して預けられる

校や学年のお友だちも増え、
ますます学童生活を楽しんでいま

ちに寄り添い、
話し合いをさせ、
解決できるよう導いてくれていま

環境をつくってくれることに感謝しています。様々な学年、
学校、

リーダーと接することで人との関わりが広がり、
家や学校では出

も安定した生活を送ることができていたように思います。違う学
す。親子共々学童クラブが大好きです!

来ない経験を通し、
こどもたちの成長を感じています。

地域の声

スタッフの声

地域の中にある
YMCAアフタースクール

「ただいま」
「おかえり」を交わす幸せ

西宮市浜脇地区青少年愛護協議会会長／

「ただいま!」という元気な声に、
「おかえり」を返すことができる

私たち地域住民は、
こどもや孫がいる、
いないに関わらず、
そのこ

神戸YMCAスタッフ／太田ひかりさん

米山清美さん

日々に、
しみじみと幸せを感じることがあります。アフタースクー

どもたちを見守ることが責務です。夕方に遊ぶこどもたちと共

交わすことができる贅沢な場所はないのではないでしょうか。学

とする組織作りを進めています。

る。そんな居場所をこどもたちと保護者のみなさまに提供するこ

んですが、
YMCAリーダーの皆さんが地域の宝であるこどもたち

ルの現場ほど、
こどもたちとたくさんの「ただいま」
「おかえり」を
校でも家でもない、
しかし自然と
「ただいま」を言い、
ホッとでき

とが私たちの使命です。そして私たちYMCAのリーダーは、
こども
たち一人ひとりから、
毎日幸せのおすそ分けをもらっています。
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に、
同じ頃に帰宅する学童保育のこどもたちを積極的に見守ろう
学童保育は、
在籍するこどもたちの生活の場であることはもちろ

を育んでくださる場としてくださっていることに感謝いたします。
私自身も同居の孫2人がお世話になっており、
なおさらです。

平和教育への取り組み

YMCA 伴走サポート

戦争や自然災害、
貧困や格差

YMCA伴走サポートは、
ひとりの

問題などさまざまな社会課題を

こども、
一つの家庭に寄り添い

どもたちが日常生活においてで

ちを応援し続けるYMCAオリジ

ダーは単にこどもたちを指導し

「自分のこと」として受け止め、
こ

なく、
こどもたちが主体的に考

きることについて考える機会を

たり、
遊びを与えたりするのでは

え、
創造する環境を創ります。こ
ニケーション能力獲得のプロセ

保護者の声

環境教育・
自然体験への取り組み

「リーダー」と呼びます。リー

ども同士の関係づくりやコミュ

保護者も安心して預けられる場所

横浜YMCAとつか学童クラブ1・4年生保護者

YMCA リーダーと

グループワーク

よろしくお願いします!

日々、
こどもたちの成長を感じます

アフタースクールの取り組み

わりに安心と希望を植え付けてくれました。困っても、
悲しくても、

ます。これからも時々遊びに行こうかなと思っているので、
末永く

保護者の声

YMCA だからできる

YMCAでは、
普段の遊びや長期

持ちます。

世界のYMCAとのつながりの中

休暇中の特別プログラムなど

で、
多様な文化や習慣に触れる

わたり培ってきたグループワー

プや野外活動、
生き物を育てる

豊かさに気づいていきます。具

自ら育つ力を育みながらより効

き合っていこうとする能力」=

スにおいては、
YMCAが長年に
クの手法を用い、
こどもたちが
果的な関わりを行います。

を通して「本物の体験」、
キャン
経験などにより、
人や自然と響

ながら、
一貫して子育てと子育

機会をつくり、
「多様性」という

体的な取り組みの一つとして、

「響き愛の心」が育つ環境をつ

ナルプログラムです。その子に

合った成長を長い目で見守り、
保 護 者やご家庭に定 期的に

（ 持続可能
くります。また、
SDGs

フィードバックします。YMCAで

こっている様々な課題を自分た

教 育を大 切にしてきました 。

は長い歴史の中、
常に全人一貫

な開発目標）
を学び、
今世界で起

ちの生活に引き寄せて考えま
す。その学びを通して、
地球の
環境に配慮し、
多文化共生社

会の中で地球市民として育って

いけるような場を創ります。

YMCAオリジナルの指標に基づ

みんなでいじめについて考える

き、
その子ならではの個性や良

公正で平和な世界の実現を目

をサポートしていきます。

「ピンクシャツデー」を通して、
指しています。

いところを見つめ、
さらなる成長

日本全国に展開する
YMCA アフタースクール

全国62拠点、約6,000⼈が参加。

YMCAとは……1844年、
ロンドンで12名の若者によってはじめられた祈り

と社会貢献の活動、
それがYMCAの始まりでした。現在では120の国と地

域に広がる、
世界最大の青少年育成団体です。日本では、
1880年に東京

で始まり、
現在では北海道から沖縄まで227の拠点で約15万人の会員と

ともに活動を行っています。YMCAは、
その時代の社会のニーズに応え、
さ
まざまなプログラムを提供しています。

全国にあるYMCA
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ALL JAPAN YMCAs

北海道YMCA／盛岡YMCA／仙台YMCA／ぐんまYMCA／とちぎYMCA／茨城YMCA／千葉YMCA／埼玉YMCA／東京YMCA／

在日韓国YMCA／横浜YMCA／山梨YMCA／熱海YMCA／富山YMCA／金沢YMCA／名古屋YMCA／三重YMCA／滋賀YMCA／京都YMCA／
奈良YMCA／大阪YMCA／和歌山YMCA／神戸YMCA／姫路YMCA／YMCAせとうち／広島YMCA／松山YMCA／
北九州YMCA／福岡YMCA／長崎YMCA／熊本YMCA／鹿児島YMCA／沖縄YMCA

