


 

 

東京都三鷹市 　Mさん 
当時お子さんは中学２年生

「無遅刻無欠席で 
　無事学校に 
　通っています！」

「松井さんのサポートで、 
　無事に息子が登校する 
　ことが出来ました」

岩手県盛岡市 Kさん 
当時お子さんは中学3年生

「その後も 
　無遅刻無欠席で 
　無事学校に行ってます」

神奈川県横浜市 Yさん 
当時お子さんは中学３年生



 

 

 
 
 

 

 

「息子は中3になり 
　4月から毎日 
　学校へ通っています」

愛知県名古屋市 Iさん 
当時お子さんは中学２年生

愛知県名古屋市 Iさん 
当時お子さんは中学1年生

「中2になってから 
　1日も休まず登校しています」

「この2年間、時が止まっていた訳では 
　無かったのだなと改めて思いました」



本気で不登校を 
解決したい人のために 

こんにちは、松井和輝です

いつも、メルマガやブログを読んで
お子さんのことを考えてくださって
ありがとうございます。

今回、このページを作らせていただ
いたのは他でもない

「本気で、不登校を改善し
ていきたいお母さんのため
のコミュニティ」

が、いよいよオープンするからです。 

【メール相談件数4,000件以上、
300人以上の不登校問題を抱える家庭を改善してきた
不登校改善トレーナー松井和輝の渾身のコミュニティ】 

その名も、まっちゃんサロン。



僕がこの７年間で
不登校のお子さんを抱えるお母さんや、 
不登校の子供達と実際に何百人単位で接してきて 
得られた知識と経験を惜しみなく解放していきます。 

現状は全く関係ありません。 
今からお話しする４つのステップをきちんと正しく前に進めていく
だけで、必ずお子さんは良くなります。 

もう生きていたくない。 
なんで僕を産んだの？ 

・・・産んでほしくなかった。
 

もし、自分の子供にこう言われたら 
あなたはどんな気持ちになるでしょ
うか？ 

自分の息子に、これを言われた 
お母さんの気持ちを想像したとき、 



心がキューッと締め付けられるような感覚になりました。 

これは実際にあった相談で 
「子供にこういうことを言われました。もうどうしていいのか分かりま
せん。」 
という内容のものでした。 

僕のメールフォルダにはこういった言葉が書かれた 
切実で深刻で、真剣に悩んでいるお母さんたちのメールが、毎日何件も
届きます。 

不登校支援の活動を始め、８年。 
ブログを立ち上げてからは３年経ちましたが、 
既にもらった相談メールの件数は4,000件を超えます。 

【僕のメールボックス】 

（個人情報なので名前はお見せできませんが３年間で4000件を超えています） 



北海道から沖縄まで、全国各地から悲痛の声が毎日届きます。 

例えば、、、、 

このような悩みが、たくさん聞こえてきます。 

悩みの声に応えるために、 
これまで何度かセミナーを開催したり、通話相談会を実施したり、メー
ルで相談に乗ってきたりしました。 



しかし、それだけでは解決に至れない人があまりに多いなと感じていま
す。 

だからこそ、僕は今回 「決意」したんです。 

本気で不登校問題を解決するために、 
２００％の力でお母さんを本気でサポートをしよう 
と。 

そのためにこれを読んでいるあなたに１つ伝えさせてください。 

不登校改善のためにするべきことは、 
実は、シンプルで簡単なんです。 

不登校改善は 
シンプルで簡単！？ 
「え？そんなことない。私はこれだけ悩んでいるのに！ありえない。」 
と思う方もいると思います。 

そうですよね、その気持ちはとってもわかります。 

実は、数年前の僕も簡単だとは思えませんでした。 
むしろ、とても深刻な問題だと思っていました。 



それは、なぜか。 

何が正解かわからなかったんです。 

まだ知識や経験が乏しかった当時の僕は、 
書籍やインターネットの情報を頼りにするわけですが、 
人によって言っていることが違って、 
どれを信じたら良いのかわかりませんでした。 

それに、 
その通りに不登校の子と接してみても、 
うまくいくことはほとんどありません。 

まさに、失敗の連続でした。 

それでも、僕は歩みを止めず、 
この数年間「不登校」だけに目を向け、一人一人に本気で向き合ってき
ました。

不登校問題を解決するために、必要な知識を大学で勉強し、 

深夜３時まで居酒屋でバイトをして貯めたお金で本を大量に買いその数
５００冊以上。 



 

不登校問題解決に役立つであろうと
思い、最新の人材育成のトレーニン
グ技術についても 

累計５００万円ほどを投資し学んで
きました。 

「学ぶ」だけではありません。 

実際に、この７年間で累計３００人の親
御さんたちと関わってきました。

もちろんですが、 
「不登校のお子さんを抱える」親御さん限定で３００名です。

さらに言えば、４０００件以上のメール相談も受けてきました。

これも「不登校」のテーマ限定で４０００件です。

多くの人が改善していくのも見てきましたし、
当然ですが、中々改善せず苦しんでいる人も見てきました。

100冊ほどの本。ちなみに一部です。



僕自身、何度も失敗することもありましたし。 
うまくいくこともありました。 

そんな経験の中で、
とある事実が見えてきました。

それが、不登校改善はシンプルだということ。 

信じれないかもしれませんが、 
僕自身悩み苦しんできたからこそ、 
「確信を持って」言えるんです。

「不登校改善はシンプルで簡単です。」と。 

もう苦しむ必要は 
ないんです。大丈夫 
大丈夫です。不登校は必ず良くなります。 

それも、シンプルで簡単に。 



この理由は不登校を改善するために、 
覚えておかなければならない知識が「ほんのわずかしかない」からで
す。 

親御さんの相談にのっていて多いのは、 
「どうしたら良いかわからない」ということです。 

本や書籍には、様々な人が様々なことを主張しています。 

すると、みなさん混乱されて 
どうしたら良いのかわからなくなってしまいます。 

僕も昔はそうだったので、よくわかります。 

しかし、悩み苦しみながら、この７年かけて気づいたのは、 

「大切なことは１０個ほどしかない」といことでした。 

これを僕は「不登校改善の１０の法則」と言っています。 

まずは、不登校改善のための、 
１０個の法則を知ること。 



それが第一歩です。 

そして、その１０個の法則を４つのステップで実践していく。 
そうすれば、必ずお子さんは良くなっていきます。 

 
（４つのステップについて
はまた後でお話しします。）

するべきことは、 
たった２つしかありません。

①不登校改善のための１０の法則を知る 
②４つのステップを実践する 

これさえ頭に入っていれば、大丈夫。 

もうこれ以上、何が正解なのか悩む必要もありません。 
どうしたら良いのか不安になる必要もありません 
これ以上、相談をしに行く必要もありません。 

もう苦しむ必要はないんです。 



実際に、「１０の法則」と「４つのステップ」を実践して、 
多くの不登校の子が改善してきました。 

その一部をご紹介します。 

まずは、論より証拠！ 
こちらの改善事例の声をご覧ください 

東京都 台東区 Kさん 
当時お子さんは中学3年生

神奈川県 川崎市 Iさん 
当時お子さんは中学2年生



東京都 台東区 Tさん 
当時お子さんは中学3年生

愛知県県 名古屋市 Sさん 
当時お子さんは中学3年生



宮城県 仙台市 Sさん 
当時お子さんは中学2年生

東京都 杉並区 Yさん 
当時お子さんは高校１年生



愛知県 名古屋市 Oさん 
当時お子さんは中学3年生



改善するためには、
どうしたらいいの？ 
このように、僕はこれまで、不登校問題に苦しんでいる状態から、 
「１０の法則」と「４つのステップ」で、解決するに至った人たちを何
人も見てきました。 

ただ、解決と言っても、学校に行くことだけが解決ではありません。 
 

「大切なことは、現状から一歩前に進む
こと。」 

例えば、 

「ネットゲームをやめる」と宣言してくれる。 

これだけでもすごく大きな一歩ですよね。 

「学校に行きたくない理由を涙ながらに話してくれる」 



これも大きな一歩です。 

お母さんはどうしても、将来の不安のせいからか 

「なんで学校にいかないんだろう」 
「どうしてあんな無茶苦茶なことばかり言うのだろう。」 

と考えてしまいがちですが、 
まずは学校に行く以前の部分で様々な準備が必要なのです。 

”親御さんと本音で会話が出来るような信頼関係ができる” 

まずはここが全ての土
台だと思ってください。

ここさえ達成出来れば、
不登校問題は解決した
も同然です。 

では、どうすればお子さ
んと信頼関係を築いたらいいのでしょうか？ 

それが今回お話する、不登校解決のための４つのステップです。 



不登校を解決する 
４つのステップ 

ステップ１ 
正しい知識を学ぶ 
 
ステップ２ 
正しい対応を身につける 

ステップ３ 
正しい対応を継続する 
 
ステップ４ 
良い状態でいる 



ステップ１ 
正しい知識を学ぶ 
「不登校改善はシンプルで簡単である」

この理由は不登校を改善するために、覚えておかなければならない知識
が「ほんのわずかしかない」からです。

数えたことはないですが、数にすると両手で数えられるほど。

そう１０個くらいです。
これを僕は不登校改善の１０の法則と呼んでいますが、これらの知識を
学ぶことで、様々な問題に対応出来るようになっていきます。 

これらの必要最低限の「知識」を知ることで 

あなたの子どもに対する世界は１８０°変わります 

もうイライラする必要はありません。 
もう不安になる必要はありません。 
もう何をしたらいいのか分からないと悩むことはなくなるのです。 

お子さんが良くなるための最短ルートを歩んでいくことが出来ます。 



ステップ２ 
正しい対応を身につける 
ダイエット方法を知っても、実行しなければスリムになれないように 
不登校も対応を実行しなければ、うまくいきません。 

不登校を改善していく過程では学んだ「子どもに対する対応」を 
キチンと身につけるということが重要になってきます。 

不登校で、中々よくなっていかないご家庭の特徴は 

「知識はあるのに、全然実行できてない」 
「対応を実行してるけど、形だけ」 

というパターンに陥っている場合があります。 

そこで、まっちゃんサロンでは「正しい対応」を伝えると同時に、 

正しく実行するトレーニングを 
音声などを使って行っていきます。 

正しい知識を使って、実際に練習してみる。 
その練習の中で知識が身について、できるようになっていきます。 

正しい対応を学ぶだけでなく、学んだことを練習して身につけていくこ
とで、お子さんへの対応が変わっていきます。 



ステップ３ 
正しい対応を継続する 
ただし、いくら正しい対応を身につけて実践していても、それがたった
１日だけだとしたら全く意味はありません。むしろ逆効果と言っても過
言ではないでしょう。 

不登校を改善してきた親御さんの特徴を１つあげるとするならば、しっ
かりと僕の教えたことを実践「し続けてくれた」という点が一番強いで
す。 

「知識を学び、行動を継続する」これはどんな業界でも大切なことです
よね。受験勉強でも、スポーツでも、仕事でもなんでもそうです。 

だけど、一番むずかしいのがこの「継続すること」ですよね。 
なにせ僕も、継続は得意な方ではありません。笑 

継続が難しいと感じてしまうのは 
皆「一人で」継続しようと頑張ってしまうからです。 

人間は、一人で努力し続けることのできる強い人ばかりではありません。

普通は、継続なんて皆できないのです。 

だからこそ、僕は継続するための「環境」が必要だと思っています。 
またそれは後ほどお話しますね♪ 



ステップ４ 
状態を良くする 
状態を良くするとは一言で言うと 
「自分は自分で大丈夫だ」と思えること。 

もし、お母さんが自分自身のことを「このままじゃヤバイ。子どももヤ
バイ！」と思っていたとして、その状態で「不登校改善のテクニック」
をしたらどうなるでしょうか？ 

それこそ、「あなたと話したくない」となってしまいます。 

物事を良い方向に変えていきたいのであれば、 
まず「自分の状態を良くする」ということがとても大事です。 

究極的に言うと、自分の状態さえよくなれば周りの人にその状態が移っ
ていきます。状態は周りに伝わるのです。 

だから、息子・娘さんがよくなって欲しいと思うのなら、 
まずは「自分」を良くしていく。 

自分を満たしていく。自分が自信満々の存在になっていく。 
そうすることで、状況は驚くほど変わっていくんです。 



 

①Aくん/神奈川県横浜市/中学３年生 
毎日「死にたい」と言い、友達に呼ばれても中々学校に行けず… 
→　高校入学後、無遅刻無欠席でオール５達成！スクールライフを楽し
む。 

②Tくん/福岡県/中学３年生 
１日中スマホゲーム 
→１日７～８時間の勉強の末、第一志望の高校に進学！ヒッチハイクに
もチャレンジし、名古屋から東京への横断も成功。 

③Kくん/愛知県名古屋市/中学３年生 
不登校。包丁を持って、お母さんを殺そうとしたK君。 
→毎日１０時間以上の学習、学校にも行けて第一志望の高校にも合格。
なんと、彼女もできて青春を謳歌する。 

実際に不登校を 
解決した成功事例



①Aくん/神奈川県横浜市/中学３年生 

毎日「死にたい」と言い、友達に呼ばれても中々学校に行けず… 
→　高校入学後、無遅刻無欠席でオール５達成！スクールライフを楽し
む。 

こちらの出欠表は当時中学３年生のときに出会ったA君のものです。 

成績表全体は、プライバシー保護の為お見せで
きませんが、この成績表・出欠表を見ると、本
当に元不登校だったの！？と思うほど。 

成績も５ばかりで、無遅刻無欠席。 
先生からのコメント欄には、 
「学習意欲にあふれ、積極的な態度で全ての授
業に参加していて、教員からも厚い信頼と期待
を寄せられている。」とも書かれています。 

でも、彼も１年前は、死を考えてるほど自分を
追い込んでいたんです。 
２０１６年の５月６日。 

その日はA君が頑張って学校に行こうとした日です。 
先生とも会うことができて、当日の朝は友達に迎えにきてもらって、準
備は万端でした。 

その日の朝、お母さんからこんなLINEが届きました。 



 

ーーーーー 

「死にたいと何回も書いたLINE
を送ってきました。」 

責めるつもりはないけれど、 
やっぱりつらいです。 

頭が真っ白です。 

ーーーーー 
 
「死にたい」という言葉は 
それでも止まりません。 

ーーーーー 

昨日行けなかったことから、 
また死にたい死にたいと言うよう
になりました。 

「僕は必要とされていないから 
消えるよ」掛ける言葉が分からな
いので、放っておくとそんなこと
を言います。 

ーーーーー 



このような状態からでも、１年後には無遅刻無欠席で、楽しそうに高校
に通っています。 

右の写真のように、仲良しの友達も出来て、
お泊り会も楽しんでいるようです。 

なぜ、A君は 

「死にたい」という状態から 
「オール５」「無遅刻無欠席」 
「友達が沢山出来て、学生生活を楽しむ」 
という方向にいけたのか？ 

それは、A君のお母さんが 
不登校改善の「4つのステップ」をしっか
り実践したからです。 

僕のプログラムに参加した当時、 
A君のお母さんは疲れ切っていました。 

色んな人に色んな意見を言われて、どうすればいいのか分からない 
状況だったのです。 

何が正解なのか分からない私はどうすればいいの・・・ 

そんな状態でずっと頭を抱えていました。 



そんなお母さんに対して僕は 

「やることはシンプルですよ」と声をかけ 
「不登校改善のために知っておく１０の法則」 
について、話し、何度も伝え続けました。 

その結果、お母さんは自分のやることが明確になり、 
意識して、実践し続けてくれました。 

もちろん、ブレてしまって気持ちが揺れるときもあったみたいですが 
その時は「状態を安定させること」を僕と繋がりの中でしていきました。

結果として、 

・良い状態を保ちながら、 
・正しい方法を身に着け、継続的に実践する 

という不登校改善の4STEPを歩んでいったのです。 

お母さんが良い状態になり、良い対応をしてくれたおかげで 
A君に愛が伝わり、無遅刻無欠席オール５という 
信じられない結果を得ることができたのです。 



②Tくん/福岡県/中学３年生 

１日中スマホゲーム 
→１日７～８時間の勉強の末、第一志望の高校に進学！ヒッチハイクに
もチャレンジし、名古屋から東京への横断も成功。 

A君と同じように１年前、僕のプログラムにお
母さん・お父さんが参加していたT君も変わり
ました。彼は九州在住です。 

彼は不登校になって、勉強は一切しないで、１
日中スマホゲームをしていましたが、１日７～
８時間勉強するようになりました。 

猛勉強の末、なんと勉強が遅れていたにも関
わらず第一志望校に合格してしまったのです。
笑 

この写真は、不登校の男の子 T くんと僕と一
緒に 
ヒッチハイクをやった時の写真です。 

「不登校の子」がヒッチハイク！？ 

と皆声を揃えて言うのですが、 
これは事実です。 

彼はもともとずっと家に引きこもってゲームばかり 
やっており、引っ込み思案で自分のことを話すのが 
苦手な少年でした。 



なぜT君は変わることが出来たのか？ 

それは「状態が良くなった」からです。 

多くの不登校の子どもと向き合ってきて思ったのは 
そもそも、人と会えない状況の子が非常に多いということです。 

これは何故、そうなってしまうかというと、 

親子間の信頼関係が構築できていないことが原因です。 

親と信頼関係が作れなければ、世界に対する恐怖も日に日に増していき
ます。親に認められない、すなわち、世界にも認められない 

となってしまうのです。 

だからこそ、まず最初は「家の中で安心できる」という状況を 
作ってもらうことから始めました。 

T君のお母さんは、僕のプログラムで学んだことを 
素直に実行してくれました。 

そのかいもあって、お母さんの様子が変化していったため 
T君も、恐怖の状態から安心の状態に変わっていったのです。 



T君の世界が恐怖から安心に変わることによって、 
外部の人である、僕との出会いが実現し、 

そして、ヒッチハイクや勉強といった新たなチャレンジをしていけるよう
になり 

最終的には第一志望に合格
するという大きな結果を得
ることが出来ました。 

結果だけを見ると、ウソの
ような凄まじい成長ですが、

難しいことは一切やってい
ません。 

T君のお母さんがやってくれ
たのは 

ただ、僕が話した簡単でシンプルな内容を学び 
そして継続して実行し、T君が安心してチャレンジで
きる環境を作ったということだけなんです。 

お母さんからのLINEメッセージが届きました！



③Kくん/愛知県名古屋市/中学３年生 

不登校。包丁を持って、お母さんを殺そうとしたK君。 
→毎日１０時間以上の学習、学校にも行けて第一志望の高校にも合格。
なんと、彼女もできて青春を謳歌する。 

２年半前に出会ったK君は、包丁を持って、
お母さんを殺そうとしていました。 

そのような状態から、１日１０時間以上勉
強するようになり、学校にも行けるように
なってしまったのです。 

今では第一志望の高校で青春を楽しんでい
ます。彼女ができたそうで、、、なんかいい
ですね。笑 

K君が包丁を振り回していた大変な状況から
不登校を克服できた理由は、 

「お母さんの頑張り」があったからです。 
必要な時に、必要なタイミングで、 
僕が教えた方法を実践してくれた。 

「こんな時はこれをしてください」 
「こんな時は絶対これをしないでください」 



と僕は、何度も何度も口を酸っぱくして 
伝え続けました。 

お母さんは自分のエゴや感情に負けずに 
子どものためを思ってやり続けてくれた。 

これが、最も大きな改善ポイントです。 

焦らず、ゆっくり、 
自分の良い状態をしっかりと保ちながら、 
お子さんと向き合えた。 

そのおかげで包丁を持って暴れまわってい
たK君は、お母さんの「真の愛」を感じる
ことが出来て包丁を持つことをやめたので
す。 

これはお母さんが息子さんに対して「良くなって欲しい」 
と想う「愛」の勝利なんです。 

良い状態で、正しい取り組みをすることを 
愚直に実践してくれたおかげで家族がよくなることが出来たのです。 



実際に不登校を 
解決した人の声 

息子が不登校になってからの半年間、ずっと松井さんのメルマガで、不登校に対するやり方、
あり方などを学んできました。 
子供の状態や気持ちを理解出来るようになったこと、実際に不登校を問題視しないように接し
ていたら、本当に息子の状態が良くなってきました。 
そして… 

ついに、先週の月曜日から学校に通い始めました！ 
絶望感を感じていた息子の気持ちがここまで回復出来たのは、私が松井さんのメルマガと出会
えたからだと思っています。 
松井さんの本気な取り組みに本当に感謝しています。 
これからも、よろしくお願いします。応援しています！

松井さんのサポートで無事に息子が登校することができました。 
少し前を考えると「死にたい」とばかり言っていて、私も苦しい毎日を過ごしていましたが、 
松井さんのアドバイスを実行することで親子関係が改善しました。 
親子関係が改善すると、みるみるうちに子どもが前向きになって、 
学校に行きたいと話してくれるようになったんです！ 
今では元気に「いってきます！」と言って、登校しています。 
「いってらっしゃい」と笑顔で言えるようになったのは松井さんのおかげです。 
本当にありがとうございます！

息子ですが、あのあと父親と私の三人で話し合い、 
学校は中退するものの大学進学に向けて頑張ると決心したようです。 
最近、塾に通いだしました。 
外出するようになってから以前より表情も明るくなったように感じます。 
学校には戻れませんでしたが、 

息子が将来に向けて頑張る姿に満足です。



 

松井さんから教えていただいたことを実践したら、 
あんなに学校に行く事を躊躇していたのに、 

先日息子が学校に行くことができました。 
いまでは休むことなく、楽しそうに通っています。 
私も今は気分が軽く、幸せな毎日を過ごしています。 
本当にありがとうございます。

全く話す事がなかった息子が、 

「留学に行ってみたい」と教えてくれました。 

息子にとって留学は良いのかはまだわかりませんが、 
話してくれたことに感謝して、息子の話を受け止めながら話を進めていきたいと思います。 
これも松井さんのおかげです。

な、なんと、合格しました！しかも！ 

チャレンジで受験した一つ上のコースにも合格しました！ 
進学コースでやっていけるかどうかも含めて、じっくり考えます！ 

一つの成功体験！大きな出来事です！ありがとうございました(^ ^)

これまで松井さんのメルマガを読んでいても、時々辛くて張り裂けそうになる心が癒され、 
励まされ、おっしゃっていることがスーっと入ってくるのを感じてきました。 
本当に本当にありがとうございます。 
今日は昼近くから元気に登校しました。 
不登校になる前の夏休以前は、いってきます！と言わなくなっていましたが、 
今日はとても元気にいってきます！と行って、家を出たそうです。帰っ
てきてからも機嫌もよく、意欲を行動に移せるようになってきたのを感じます。



SLMの感想を送ります！

中学３年生の息子は生活保護を受けるからニートになると言って毎日暴言を言っていました。

でもカウンセリングをしたときに教えていただいたことを実践していったら、だんだんと調子
がよくなってきて、そのようなことは言わなくなりました。


そのタイミングで松井さんに会っていただいたことがきっかけで、みるみるうちに
元気になっていき、学校に行き始めました。 

これほど早く学校に戻れるとは思っていなかったので、驚きです！

いつもカウンセリングありがとうございます。 
カウンセリングを受けて私が変化してきたからか、子どもも少しずつ変わってきました。 

そして、ついに冬休みあけから学校にいくことができました。 
友達が朝迎えにきてくれることもあってか、休まずに登校ができています。 
昨日、学校にいっていないときに、暴力をふるったことを謝ってくれました。 
不登校だったときを考えると今の息子が嘘のようです。

松井さんから教えていただいたことを実践したら、 
あんなに学校に行く事を躊躇していたのに、 

先日息子が学校に行くことができました。 
いまでは休むことなく、楽しそうに通っています。 
私も今は気分が軽く、幸せな毎日を過ごしています。 
本当にありがとうございます。

今日、息子が朝から学校に行きました。 

新たな一歩を踏み出せてすごく嬉しかったです。 
息子と向き合ったときは特に反応はありませんでしたが、 
何か感じていたのかもしれません。 

一喜一憂せずに、どんな息子でも受け入れていくことを 
忘れずにこれからも頑張って行きたいです。



息子はいまニュージーランドで高校生活を楽しんでいま
す♪松井さんが海外留学の話しをしてくれなかったら、今ごろまだ引きこもってい
たと思います。かなり楽しそうで毎日のように写真が送られてきます。

私も自分の人生を楽しく生きることが腑に落ちてきて、少しずつですが楽しめるよう
になりました。

松井さんと出会えて本当によかったです！

松井様 、ご連絡ありがとうございます。気にかけて頂き恐縮です。 
あれから 昼夜逆転でネット通信ゲームをしていた息子は、１１月30日に突然、 

僕、ネットゲーム辞める。高校受験で普通校に入っ
て、新しくやり直す！と宣言しました。

松井さん、お久しぶりです。 

なんと、○○は休むことなく学校に通っています！ 
半年以上部屋に引きこもっていたのに。そこからよくここまでこれたなと思います。 
松井さんのカウンセリングと、学校へ行く前の電話が○○にとって勇気になったのだと思いま
す。 
本当にありがとうございました

プライドが高かった息子ですが、 
高校のランクを下げることに決めたようです。 

前より勉強をする時間が増えました。 
いままで学歴が大事だと教えプレッシャーをかけてきてしまったので、 
これからは松井さんから教えてもらった学校が全てではないことを伝えていきます。



4STEPを実践していくの
に必要なことって？ 
正しい知識を学ぶ。正しく行動をする。正しい行動を継続する。 
自分の状態を良くする。 

これら全てを実践できる環境って、日本中を探してもありません。 

話を聞いてくれるカウンセラーや市の相談員は、不登校に関する「専門
的な知識」「正しい知識」を持っていないケースが多いです。 

本を読んでも、具体的に「こうしましょう。」という正しい知識はもっ
ていません。 

４STEPを実践していくためには 

・継続的に「正しい知識を教えてくれる」先生 
・一緒に実践できる仲間とその環境 

が必要だと僕は感じました。 

そこで、今回「まっちゃんサロン」を立ち上げることにしたのです。 

これらの４ステップを全て満たしながら不登校改善を目指していく 
全く新しい不登校改善コミュニティです。 



僕の７年間で得てきた経験と知識を総動員した 
まさに渾身のプログラムです。 

まっちゃんサロン 
では具体的に何をするの？ 
まっちゃんサロンでは主に次の４つのコンテンツがメインのコンテンツ
になります。 

・毎週１本配信される音声セミナー 
・何でもメールで相談可能！音声で回答します 
・まっちゃんサロン限定！お母さんサポートメルマガ 
・毎月１回実施！カフェでのグループセッション 

この４つのコンテンツを使って 

あなたの不登校改善の４つのSTEPを支えていきます。 

１．正しい知識を学ぶ 
２．正しい知識を身につける 
３．正しい行動を継続する 
４．状態を良くする 

それでは早速一つ一つ説明していきましょう。 



コンテンツ１ 
毎週１本配信される
音声セミナーで 
正しい知識を学ぶ！
まずは、あなたに正しい知識を学んでいってもらい、そして身につけて
いってもらいます。 

本は一回読んだら終わり。人の話
は一回聞いたら終わりですが、 
音声でのセミナーは何度も何度も
繰り返し聞くことが出来ます。 

他の本を読んだり、講演会に行っ
たり、カウンセラーの人に話を聞
きに行ったりする必要はありませ
ん。 

500万円の投資、300冊の心理学本 
4,000件以上の相談経験、そして300人の改善から生まれた 
独自の「不登校改善メソッド」を限定メルマガと音声でお届けします。 



セミナーで話す内容 
まず、参加後、一番最初に、
 「不登校改善のための１０の法則」
に関する音声を３つ 聞いていただきます。

 人によっては、
２時間くらいで何をすれば良いのか今後の見通しが全て見えるし、
 今後お子さんと接する際に毎回これを意識するだけで、
 確実にお子さんは良くなっていきます。

 しかも、単に不登校を改善させ
るだけでなく、

「親子関係も抜群に良くなり、」

「お子さんが自信あふれた表情
にもなり、」

 「家庭内が驚くほど明るくな
り、」

あなたの身の回りの環境が、
驚くほど整っていく。

それをあなたが実現できるようになれます。

 なので、これをまずは聞いてもらって、 

不登校の対応の基礎を学んでもらいます。 




すでに参加された方は、 






という感想までいただいています！ 

この音声は今の私にものすごくタイムリーでした。 
まっちゃんサロン、金欠ながらも、やっててよかった。 
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（愛知県名古屋市　Sさん　小５男子）

この音声を聞くまでは正直不安でしたが、 
まっちゃんサロン、思い切って申し込んで本当に
良かったです。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　（山形県山形市　Kさん　中３女子）
　

今日の講座だけでも、まっちゃんサロンに参加し
て良かった！と思いました。  
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　（東京都荒川区　 Tさん　中３男子）



その後は、
１０の法則に関する補足説明や、
みなさんのあり方を整えるための内容を
定期的にセミナーやメルマガで配信していきます。

様々な内容をお話していく予定ですが、一部を紹介します！ 
 

　　「明日から学校に行くよ」と子供が自分から言うようになるテク
ニックとは？（僕が見てきた不登校を解決したお母さんは９９％このテ
クニックを使っています） 

 

　　あっという間に親子の絆を取り戻し、信頼関係を取り戻す方法。
（信頼関係さえあれば、不登校問題は短期間で解決の方向に進んでいき
ます。  ) 

 

 　　不登校の子が勉強を突然始め出すたった１つの「合言葉」とは？
（一日中ゲームばかりをしていた子供が、人が変わったように勉強に熱
中する。そこにはとある「スイッチ」があるのです。） 

 
  
　　解決しない不登校の捉え方、解決に向かう不登校の捉え方 
（今の状況を親がどう捉えるのかで、子どもの状態は変わってきます。 
どう捉えるのが良いのか？そしてどうしたら捉え方を変えることができ
るのか。） 



 
　　９割の親がしてしまう絶対にやってはいけないコミュニケーション 
（お子さんとの関係がうまくいかない親御さんは、これを絶対と言って
いいほどしています。このコミュニケーションを辞めるだけで、子ども
の反応はガラリと変わります。） 

 

　　 不登校改善のための３つの居場所を作る方法 
（不登校の子が前に進んで行くためには、３つの居場所がポイントにな
ります。家の中の居場所、外の居場所、自分の心の中の居場所があるこ
とで、恐怖にも立ち向かえる強い心を持つことができるのです。） 

 

 　　不登校の子が家の中で安心できるようになるための方法 
（不登校の初期段階では、子どもが安心して引きこもれる環境が必要で
す。では、どうしたら家の中で子どもが安心して引きこもれるでしょう
か。） 

 

　　 不登校の解決は「失敗→改善」の繰り返しでうまくいく（はじめ
から、お子さんに正しく接することは誰だってできません。トレーニン
グを重ねてはじめて上手な対応ができるようになるのです。） 

 
 　　子どもに良い影響を及ぼせる親、そうでない親 
（子どもに良い影響を及ぼせる親とそうでない親の決定的な違いとは？ 



 
　　 子どもに相談されたときの理想的な答え方 
（話を聞くのか、それとも何かを教えてあげるのか。会話というコミュ
ニケーションは一歩間違えれば深い闇に入るきっかけになり、正しく使
えば光を見るツールになります。相談に対してどう答えるのが正解なの
かを知りましょう。） 

　　不登校の子どもが昼夜逆転するメカニズム 
（不登校の子が昼夜逆転するのには理由があります。まずは、無理に生
活習慣を正そうとするのではなく、なぜ昼夜逆転になってしまうのかを
知りましょう。 ） 

 

　　昼夜逆転は治そうとしたら治らない！？本当の治し方の２つのルー
ト。（昼夜逆転を改善するには、生活習慣を直すだけではうまくいきま
せん。子どもがあるものを持つと昼夜逆転は自然と改善していきます。）
 

　　 不登校の子供は特殊な心理状況になっている？ 
（子どもに寄り添った対応をするためには、不登校の気持ちをまず知る
ことが大切です。 
不登校経験者の僕の当時の気持ちと、今まで僕が関わってきた子どもた
ちの本音をお伝えします 



 　　いじめが原因で不登校になった子の接し方 
（いじめが原因で不登校になった場合は、特殊な解決法が必要になって
きます。その解決法とは？） 

 

　　 子どもが死にたいと言ったらこうすればいい！ 
（子どもが暴れれたり、死にたいといってきたときに慌てず冷静に対応
するためには、 
事前にどうすればいいか知っておく必要があります。） 

　 　不登校の子どもがゲームばかりやるのはなぜか？ 
（子どもがゲームをずっとしているからといって、いきなり取り上げる
のは、親じょの信頼関係を悪化させる良くないことです。まずは、子ど
もがゲームをしてしまう理由を知りましょう。） 
 

 　　ゲームばかりやっている場合、やめさせるべきなのか 
（ゲーム依存の問題は親御さんからしたら深刻です。 
ただ、ちょっとした「やり方」を変えればゲームも不登校改善のための
強力な道具になります。） 
 

 　　不登校の子どもは将来のことをどう思っているのか 
（不登校の子が将来について何を考えているかを知るだけで、これから
の接し方が変わってきます。） 



 　　子ども将来がうまくいくために、親は何ができるのか 
（不登校という課題を乗り越えたあとも、子どもが目標や無目に向かっ
ていけるために親ができるたった１つのこととは？） 

 　　３００人以上の不登校解決の経験談 
（今まで僕が解決のサポートをした経験をお伝えします。お子さんによ
り良い対応ができるようになるには、 
様々なパターンの解決事例を知ることも大切です。） 

　　不登校の子どもが日に日に自信を失っていく理由と対処法 
（不登校の子は日が経つにつれて自信を失っていきます。失われた自信
はなかなか戻ってきません。失い切る前に対処法を知ってください。） 
 

　　不登校の子が変われない本当の理由 
（◯○が子どもの意欲をなくしている場合がよくあります。子どもが動
き出すためには、まず子どもの心にある○○を取り除いていきましょ
う。） 

　　試行錯誤の回数が不登校を変える 
（不登校改善の鍵は、どれだけ子どものことを考えることができたです。
試行錯誤をすればするほど、子どものことがわかってきます。） 
 



　　親の悩みがなくなるたった１つの方法 
（これを知っているだけで、イライラすることがなく、安定した状態で
お子さんと接することができるようになります。） 

　　子どもが暴言や暴力をふるうときどうすればいいのか 
 （子どもの暴言は○○○すれば、面倒なことにはなりません。） 

　　子どもが自らの意思で学校に向かう「正しい登校刺激」の与え方 
（登校刺激はいつ、どのように与えたらいいのか？ということで悩んで
いる方が多いようですが、実はタイミングや何を言うかは問題ではあり
ません。） 

　　３００人の解決事例から編み出した「不登校の変化過程」 
（この変化過程を知っているかいないかで、自分が「今」何をしたら良
いのかの答えがわかります。） 
 

　　子どもを変える不登校の５段階支援 
（不登校のサポートは５つの段階を経て、解決に向かっていきます。段
階に合った対応をすることで、お子さんは前に進んで行きます。） 
 

 
　　二度も不登校を経験した松井和輝が実際に乗り越えた方法 
（この方法を使って、不登校を改善に至ったケースもあります。  



　　子どもの話を聴かないほうがいいときもある？ 
（子どもの話しを聴くことはいいことだと言われていますが、実は聴き
続けることで逆効果になるときもあるんです！） 

　　不登校が再発しないために親ができること 
（ここを間違えると、ある日は学校に行けたけど、別の日は行けなくな
るの繰り返しになってしまいます。） 

　　不登校の対応の心構えは【自分であり方を決める】こと 
（この心構えがないと、いつまでたっても子どもの不安は消えないでしょ
う、、、子どもに対する不安がなくなって安定して子どもと接すること
ができる方法をお教えします。） 

　　不登校を解決する鍵は「食事」にあり！ 
（実はあまり言われていないことですが、食事にもお子さんが良くなる
ヒントが隠されています。） 

　　子どもがひとりでにどんどん前に進んでいく！そんな勇気を子ども
が持つための励まし方 
（言葉一つ変わるだけで、子どもが動くのか、動かないかは変わってき
ます。） 

 
など、僕が不登校解決に必要と思うことは全てお話していきます。 



実際の内容サンプル（上記でご紹介している講義内容の実
際の一例です） 



コンテンツ２ 
何でもメールで相談可能！ 
週１回の音声質問コーナー 

不登校のお子さんを抱えていると、人に相談したくなることが沢山出て
くると思います。 

この問いに対して、まっちゃんサロンでは 
１週間の中で頂いた音声に対して、週末に１本音声で
回答します。 

（個別相談ではなく、全体に対して一本の音声で答えていくような形で
す。） 

あなたはもう一人で「分からない」と悩む必要はありません。 

カウンセラーの先生にたった１つの質問をするために、６０分１万円の
カウンセリング料を払う必要もありません。 

音声セミナーを聞き、わからなかったことは質問コーナーで質問する。 

このサイクルを回していくことで、 
お母さんの知識は身につき、状態はドンドンよくなっていくはずです。 



質問の具体例 
・学校に行ったり行かなかったりしているけど、どうしたらいい？ 

・ゲームばかりしているのですが、これでいいんでしょうか…… 

・このままずっと行かなくなってしまうんじゃないかと心配です 

・勉強が遅れることが心配です。家で少しでもやらせたいけど…… 

・このままではひきこもりになってしまうのではないかと心配です。 

・学校に行けないことは仕方ないけど、友だちがいないことが心配です。

・なかなか話してくれないし布団からも出てこない。 
　何をしたらいいのか、、、 

・生活リズムが崩れ始まりました。 
　休んでいても規則正しい生活をしてほしいのに…. 

・「明日は学校に行く」と言いましたが、行けませんでした。 
　どうしたらいい? 

・人の目は気になって、 
　外に出られない息子に何ができるのでしょうか？？？？ 

・高校や大学に行けるのでしょうか?将来自立できるのか不安です。 



・この状態で受験勉強はどうなってしまうのか？ 

・高校には進学出来るんでしょうか・・・？ 

・高校に進学しても不登校が続いてしまうのか？ 

・とにかく先のことが心配で心配で溜まらない 

・いつ勉強を始めるんだろうと勉強の遅れが気になる 

・いつまでこの状態が続くのが不安で夜も眠れない 

・葛藤している息子になんと声をかけたらいいのか、、、 

・ずっとゲームに依存しているので、何とかしてあげたい 

・息子の心を救いたいのに、方法が分かりません。 

・生活リズムが乱れっぱなしの子どもに何ができるのでしょうか？ 

・今年が受験です。進路に向かって勉強するためにはどうしたらいいの
でしょうか？ 

どんな質問、お悩みでも構いません。 

ドンドン質問して悩みを一緒に解決していきましょう。 

（※質問相談コーナーは、不登校改善のための１０の法則に関するセミナーをお届
けした後から、ご利用可能です。） 



 

 

まっちゃんサロンでは、音声セミナーと同様に 
限定メルマガを使って、不登校改善をサポートします。 

知識を学ぶだけではなく、実行し続けていくためには継続的に知識を入
れて、自分の考え方をアップデートしていく必要があります。 

また、たった一人で学んだことを実行し続けるのはとても大変なことで
す。そこで、まっちゃんサロンの「お母さんサポートメルマガ」では 
お母さんの頑張りをメールでサポートします。 

音声セミナーは週に１本ですが、このメルマガは不定期に配信します。 

週に１本かもしれませんし、もしかしたらもっと沢山送られてくるかも
しれません。 

その時の学びのタイミングや頑張りどころのタイミングに応じて 
コラムのような形で配信していくので、 
楽しみにしていてください。 

コンテンツ３ 
まっちゃんサロン限定！ 
お母さんサポートメルマガ



 

これもまっちゃんサロンの目玉のコンテンツです。 

まっちゃんサロンでは、僕、そして親同士の繋がりを重視します。 

そこで、カフェで４～５人ずつ集まり、グループでグループセッション
（相談会）を実施します。 

１回あたり２時間で、お母さん
達の悩みや近況報告を聞いてい
こうと考えています。 

大学教授の論文によると、 
親の会のような「コミュニティ」
に参加することでお母さんはみるみる状態がよくなり不登校問題解決の
流れを作っていけます。 

コンテンツ４ 
毎月１回実施！カフェでの 
グループセッション



このカフェセッションでは主にお母さんの状態を良くすること、を目的
としています。お母さんの状態がよくなれば、不安に押しつぶされそう
になったり焦ったり、することが減っていくのはもちろん 
お子さんへの対応がよくなっていきます。 

お子さんへの対応がよくなるということは、 
お子さんが良くなっていくことにも繋がるのです。 

実際にこのような感想もいただいています。 
↓ 



カフェセッションでは、 
僕と直接あって、相談してもらうのはもちろんのこと 

お母さん同士でつながって頂き、お互いに相談し合え
る、仲間になっていただけたらいいなとボク個人とし
ては思っております。 
 

特にまっちゃんサロンでは、共通
の学び（知識）や 
共通のやるべき行動があります。 

お互いに励まし合いながら、状態
を良くしていく 
そんなことをカフェセッションで
は実現していきます。 
（カフェでのご飲食代はお客様各自でご負担くださいますようお願い致します。）

※開催場所は現在「東京」のみですが、 
地方からの参加もドシドシお待ちしております。 



料金設定 
不登校の親御さんへのカウンセリングは、相場が1万5000円ほどで
す。 例えば、1ヶ月に3回受けたとしたら、4万5000円です。  
それを6ヶ月続けたら、27万円です。  

ただ、多くの不登校の子は、 それだけ親御さんが 
金銭的に苦労されても根本的な解決には至らず、 
 (カウンセリングだけでは解決しない場合が多いので)  

なんとか高校や大学に進学したものの、  
友達と馴染めなかったり、勉強についていけずに 
退学または転校になることが多いです。  

すると、入学金や授業料などが無駄になってしまい、  

さらに50万~100万円以上かかってきてしまいます。  

そうなると、親御さんの金銭的な負担は相当なものになってしまうと思
います。  

僕は母子家庭で貧乏な家庭に育ったので、お金の苦労は人一倍知ってい
ます。  
  



だから、多くの親御さんに 
何百万もの金銭的苦労をかけたくありません。 

お金を無駄にするなら、 
お子さんのための輝かしい将来に使って頂きたいのです。  

そのためにも、お母さんの「成長」は必要不可欠です。 

今回のまっちゃんサロンでは、付け焼き刃的なカウンセリングや 
一発限りのセミナーのようなものではなく 

根本的な解決を目指していきます。 

根本的な解決とはズバリ 

「不登校を解決し、子どもの成長を
支え続けることの出来る親になる」 
ということです。 



不登校を解決していくのはもちろんのこと、不登校が再発せず、子ども
がやりたいことにドンドンチャレンジしていく、そんな子どもの明るい
未来を支えていける親御さんになってもらいます。 

他のカウンセリングに行ったり、 
転校に転校を重ねて、 
５０万円、１００万円とお金を使う必要もありません。 

まっちゃんサロンは、月額２万円で参加することが出来ます。 
月額２万円で参加できる半年間のプログラムです。 

これはカウンセリングを２回受けるだけの料金よりも安い、圧倒的な値
段設定になります。度重なる、入学、転校にかかるべらぼうに高い学費
にも困ることももう心配する必要はありません。 

まっちゃんサロン料金 

入会金：１万円 

月額コース：月額２万円×６か月＝120,000円 

一括コース：115,000円（５０００円割引） 



 
まっちゃんサロンオープンにあたって、 
オトクなキャンペーンを行います。 

キャンペーンをするのには理由があって、 

・少しでも多くの「今」困っているお母さんに参加をオススメしたい 
・お母さんが増えることで、親同士の繋がりは大きく・強くなる 
・中学３年生と高校３年生の子は、この冬に準備ができれば、 
進学して楽しい学生生活を送ることができる可能性がぐっと高まる 

ということです。 

少しでも入りやすくするために、僕の方も 
慣れない「キャンペーン」を考えて、頑張りました（笑） 

ただ、キャンペーン価格はお得なのですが、 
僕からの条件があります。 

それは次の２つです。 
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２つの条件 
※お子さんやお母さんの途中の変化、 
　改善した時の感想を頂くのが条件です。 

まっちゃんサロンはスタート段階のため、改善した方の声や体験談が欲
しいというのが正直なところです。なので、キャンペーン価格で入られ
た方は、こういった「声」をインタビューさせて頂けることが参加条件
になります） 

※お子さんの成長に参加期間中は 
　コミットして頂きます。 

まっちゃんサロンでは、お母さんにとって厳しい教えがあることもある
かと思います。 
感情を一旦押入れに詰め込んで、お子さんに接してもらう場面もいくつ
かあるでしょう。しかし、これはお母さんとお子さんが共に成長してい
くための、「過程」には絶対に必要不可欠です。 

ですので、キャンペーン利用で参加される方は、まっちゃんサロンで学
んだことを、絶対に活かすと約束して頂きたいです。 

以上の２つの条件を約束してくれた方のみ、 
キャンペーン価格で、まっちゃんサロンに入会することが出来ます。 



次の３つのキャンペーン 
を用意しました 

１．入会金が０円に！ 
（通常入会だと１万円必要になります！） 

通常まっちゃんサロンに参加するためには、入会金を頂いています。 
ですが、これをオープン記念価格で無料にします。 

２．11月分が０円に！ 
　（11・１2月分合わせて１ヶ月分の料金！） 

さらに、11月中に参加された場合限定で 
11・１2月分の料金は実質０円になります。 

３．オープン記念特別割引 
　　６か月一括参加で１ヶ月分が無料に！ 

通常２万円×６＝１２万円かかるところが、 
一括参加で、１０万円（２万円引き！）になります。 



料金一覧 
●キャンペーン価格（月々コース） 
・入会金0円＋11月分無料＋１2月分2万円＝初期費用が2万円 
（６か月間で１２万円。月額２万円ずつの分割で参加したい方はこちら
のコースを。ただし２つの条件を約束して頂ける方のみのコースです。）

※キャンペーン価格の場合、原則途中退会はできません 

●キャンペーン価格（一括コース）←オススメ！ 
・入会金0円＋11月分無料＋１2月～5月までの料金120,000円-値引き
20,000円＝100,000円 
（このプランが最もお得でオススメです。ただし２つの条件を約束して
頂ける方のみのコースです。） 

※キャンペーン価格の場合、原則途中退会はできません 

●通常プラン（月々コース） 
・入会金1万円＋11月分日割り料金＋１2月分のお振込 
＝初期費用3万円＋α（以後、月々2万円。全体で13万円+α） 

●通常プラン（一括コース） 
・入会金1万円＋11月分日割り料金+１2～5月分一括115,000円 
＝125,000円+α 

不登校改善コミュニティ 
「まっちゃんサロン」 
お申し込みはこちら▶

※銀行振込とPayPalによるクレジットカード決算がご利用できます。

https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK


もう一度 
コンテンツをまとめます 
まっちゃんサロンでは主に次の４つのコンテンツがメインのコンテンツ
になります。 

・毎週１本配信される音声セミナー 
・何でもメールで相談可能！音声で回答します 
・まっちゃんサロン限定！お母さんサポートメルマガ 
・毎月１回実施！カフェでのグループセッション 

この４つのコンテンツを使って 
あなたの不登校改善の４つのSTEPを支えていきます。 

 

不登校改善コミュニティ 
「まっちゃんサロン」 
お申し込みはこちら▶

※銀行振込とPayPalによるクレジットカード決算がご利用できます。

https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK
https://kazu-psy.net/p/r/dIJKdYnK


・毎週１本配信される音声セミナー 
・何でもメールで相談可能！音声で回答します 
・まっちゃんサロン限定！お母さんサポートメルマガ 
・毎月１回実施！カフェでのグループセッション 

この４つのコンテンツがあれば、あなたは最高の状態で、 
お子さんと接することができるので、必ず良い結果がでてきます。 

実際に、すでに「まっちゃんサロン」に参加された方からは、 
さまざな結果がでています。 

お子さんに変化が見られるのはもちろん、 
お母さんの価値観が変わることで、 
お母さんに触れるもの全てが良くってきています。 

例えば、夫婦関係が改善したり、会社での人間関係が楽になったり。 
お母さんの周りがどんどん良くなってきています。 

このように、 
あなたにも、お子さんだけでなく、 
周りの人に自然と元気を与えられる 

いま、参加する方限定 
特典を受け取ることができます。



光のようなお母さんになってもらうために、 

４つのコンテンツにプラスして 
さらに２つのサポートを用意しました！ 

【特典その１】 
78の質問に対する音声が今すぐ聞ける！ 
まっちゃんサロン特設サイトにご招待します。

まっちゃんサロンメンバーは、会員専用サイトにご招待します。 

ここで、コンテンツ２の質問コーナーでいただいた質問に対する回答音
声をお届けしていきます。 



すでに、「まっちゃんサロン」メンバーからは、このような質問をいた
だいています。 

Q1   不登校について学んでいることを、子供に知られても大丈夫なのか？

Q2   子どもをカウンセリングに連れて言った方が良いのでしょうか？ 

Q3   ワガママを聞くべきなのか？それとも我慢させるべきなのか？ 

Q4   家の中では安定しているのに、動き出さないのは現実逃避なのか？ 

Q5   父親が不登校を理解してうまく関わってもらうためにできることは？

Q6   うちの子は(まっちゃん式不登校変容過程において） 
        どの時期なのか？ 

Q7   年上の男性を怖がる理由とその対処法 

Q8 「お兄ちゃんずるい！」 
　　弟も学校に行き渋ったらどうしたら良いのか？ 

Q9 「ひまだ～ひまだ～」という子供に何を言ってあげたらいいのか？ 

Q10  松井さんのオススメの本を教えてください。 

Q11  約束事は守らせた方が良いのでしょうか？ 
　　守らない場合、強く叱った方が良いのでしょうか？  

Q12   不安症な息子にどう接したら良いのでしょうか？  

Q13  主人と仲良くなるコツとかあるんでしょうか。。 



Q14  家族と不登校の調和をどうとれば良いのか 

Q15  不登校で向き合うタイミングはいつあるのか 

Q16  分かっているけど、子供にイライラしてしまうときの対処法 

Q17  暴言暴力的な時はどんな対応をしたら良いのでしょうか 

Q18  このまま見守り続けていいのか？ 
　　動きだすきっかけを遠ざけていないのか不安 

Q19  高校卒業を諦めようとしている息子に 
　　　私はどんな気持ちや態度で息子に接すれば良いのでしょうか？ 

Q20  １年ぶりに２日も登校。 
　　そのあと行きたいのに行けなかった息子に親はどうしたらいい？ 

Q21  子供の長所をどうしたら見つけられるのか 

Q22  学校に行けなくて、落ち込んでYouTube、ゲーム三昧な息子に 
　　どう接したらいいのでしょうか？ 

Q23 「暇～どこか行きたい」というけど、 
　　「どこも行きたくない」と言う息子にどうしたらいいのか？ 

Q24 『学校行きたい。どうしたらいいのかわからない』という息子に 
　　親としてどうすれば良いのでしょうか？ 



Q25『今年の卒業は諦めて来年頑張る』という息子に 
　　　何ができるでしょうか？ 

Q26　質問６本立て！行かない習い事の月謝を払うべきでしょうか？ 

Q27　不登校の息子の前で、  
 　 　姉のことを褒めたり姉の学校の話をしても良いのでしょうか？」 

Q28「不安を訴え続ける息子にどうアドバイスしてあげればいい？」 

Q29「ゲームを制限した方が良いのか、しない方が良いのか」　　 
　　　　　　　　 

Q.３０「スマホの制限をした方が良いか？ 
　　　　それともストレス軽減のためにしない方が良いか？」 

Q.３１ 不登校の息子がストレスを 
　　　　妹に暴力暴言でぶつける場合どうしたらいい？ 

Q.３２罰を自分で作る息子に対して 
　　　スマホの制限をどうしたら良いのか？ 

Q.３３「第三者との出会いのきっかけはどうしたらいいの？」 

Q.３４「質問３本だて！赤ちゃん返りする我が子の心境と対応」 



Q.３５「ぼく、学校に戻れないかもしれない」 
　　　　悩みを打ち明けてくる息子にどう接したら良いのか。 

Q.３６ 自分の世界を見つけて、居心地が良くなっていると思われる今の  
生活から、戻ってくる、抜け出してくることはあるのでしょうか。 

Q.３７  漠然とした不安感が広がってきて、  
　　　なかなか眠れない、自分の状態をよくするにはどうすればよいか？

Q.３８　進路についての話し合い、 
　　　　自分で考える事を全く放棄している息子の対応 

Q.３９　急に動き出した子供をどのように支えればよいのか。 

Q.40　留年が確定した娘が  
　　　何を考えているのかわからず困惑しています。 

Q.41　続編！留年が確定した娘は立ち直れるのか？ 

Q.42　お兄ちゃんと妹の質問それぞれ２つ！  
　　　　　答えは意外にも同じでした。 

Q.43　対人関係の悩みと不安を訴える息子への対応はどうしたら良いか 



Q.44　不安や心配になってしまうときにオススメの  
　　　　５つの行動テクニック 

Q.45　家の中の生活が楽しくて、学校からどんどん離れていくようで 
　　　　不安です。このまま見守っていていいのでしょうか？ 

Q.46　新学期も学校へ行けない小学生の息子の  
　　　　　今後の居場所探しをどうすればよいか。 

Q.47　春から高校に行けるようになったものの、  
 　　　あさ腹痛を訴える息子に何かしてあげることはあるでしょうか？ 

Q.48　小さな目標の継続を試みるも、 
　　　　続かない場合の対応はどうしたらいい？ 

Q.49 子どものワガママを親はどう接してあげればよいでしょうか？ 

Q.50 中１の娘が何から何まで私に頼ってきます。  
　　　　どうしたらいいでしょう？ 

Q.51 子どもが自分の気持ちをコントロールできないときの対応法 
 

Q.52 学校との連絡を息子に伝えるべきなのか？  
　　　学校とのやりとりはどうしたらいいか？  



 
Q.53 【質問５つ！】不登校の息子と登校している娘、 
　　　　　二人の対応をどうしたらいいでしょうか？  
 

Q.54「登校刺激」と「わがまま対応」のお悩みについて 

Q.55  私が落ち込んでしまい、どうしようもない時、どうすればいいのか？

Q.56  「深夜のお菓子食べあさり」 
 　 　 　&「ネットゲーム課金」どうすればいいのか？ 
 

Q.57  子どもに「学校、どうしよう」 
　　　と言われた時にどう答えていいのか困っています 

Q.58  学校に行かないのを  
　　　「先生」のせいにする息子の気持ちをどう変えればいいのか？ 

Q.59  毎朝が地獄のよう、、、 
　　　２時間かけて起こしても起きない娘にどう対応したらいいの？  
 
Q.60  安定剤を服用している状況で、海外留学させても本当に大丈夫？ 

Q.61  筋金入りの不登校！長期引きこもりに打開策はあるのか？ 

Q.62 親による登校刺激のさじ加減はどんなものなのか？ 



Q.63 「不登校時代の親の発言は絶対許さない！」  
 　 　  ということはどうすることもできないのでしょうか？ 

・・・Q78まで続く 
 

これら全ての質問に対する答えを、 
いま、まっちゃんサロンに参加された方
全員にプレゼントします。

実際に不登校で悩めるお母さんが相談さ
れたものなので、あなたにとってもお役
に立てるものばかりです。 

不登校で悩む同じ親御さんの悩みとその
回答が７８個もあるというのは、正直いっ
て、これだけでも相当価値が高いです。

あなたの悩みの９割は特設サイトだけで
解決されると言えるくらい自信がある特
設サイトになっています！
 

特設サイトはスマートフォン対応！ 
パソコンでも携帯でもご覧になれます。



【特典その２】 
オンラインで相談できる！ 
まっちゃんサロン限定フォーラム（掲示板）
にご招待します。 

「東京は遠くて、カフェセッションに毎回行けな
い！」 

という方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

でも、安心してください。 

まっちゃんサロンの掲示板があるので、 
オンラインで親御さん同士の交流をすることができ
ます。 

愚痴を言うのもよし！ 
悩み相談をするのもよし！ 
雑談をするのもよし！ 

参加者のことを悪く言ったり、否定をしなければ、 
何をしても大丈夫な安心な場です。 

　　　　　　ときに、愚痴をこぼし、 
　　　　　　ときに、相談をしあって、 

　　　 ときに、励ましあって、 

まっちゃんサロンメンバーで支えあって、不登
校を乗り越えていきましょう。 



 

最後に 
長くなりましたが、最後まで
読んで頂きありがとうござい
ます。 

これまで話してきたように、 
お子さんが良い状態になって
不登校が解決していくために
は 
４つのステップが必要です。 

お母さんが、 
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・「正しい知識を持つこと」 
・「正しい対応をすること」 
・「正しい対応を継続すること」 
・「自分の状態をよくすること」 

ができれば不登校の問題はどんどん解決していきます。 

この４STEPを 

・不登校改善のために知っておく１０の法則 
・カフェセッション（親御さん同士のつながり） 

を通して、 
６ヶ月間継続してサポートしていきます。 

そのために今回このプログラムを作りました。 
  

嬉しいことに、この４STEPをクリアすることで、 
これまで、たくさんの不登校の子が自分らしさを取り戻していく姿を 
何度も見てきました。 

不登校の子の悲しみが喜びにかわっていく姿は、 
本当に嬉しいことです。 

でも嬉しい反面、 
まだまだやらなければいけないことが 



たくさんあるなと悔しがっています。 

僕のメールには、 
多くて２０～３０通の相談メールがきます。 

それも１日にです。 

どれも、悲痛な叫びが書いてあって、 
心が本当に痛みます。 

だって、目の前に 
もがき苦しんでいる人がいるのに、 

それにその人は本当に頑張っていて、 
それでもどうしたらいいか悩んでいるのに、 

手を差し伸べることが 
できないんです。 

川に溺れている人がいたら、 
なんとかして助けようとしますよね。 

でも、目の前の川に、 
２０～３０人くらいの人が溺れているんです。 



それも毎日。 

自分の力量では、 
到底手を差し伸べることができないどころか、 
自分が死んでしまいます。 

結果、誰も助けられない。 

本当に悔しいんです。 

悔しくて悔しくてたまらない。 

メール相談が来すぎて、 
答えたいのに答えることができないんです。 



臨床心理士、 
スクールカウンセラーが 
相談に来る事態に 
「そんなに一人で抱え込まなくても 
いいんじゃないですか？」 

そう思う方もいるかもしれません。 

それはそうです。 

みんなで不登校をよくしていけたら、 
最高に良くなっていくでしょう。 

ただ、「不登校」を本当の意味でわかっている人が 
ほとんどいないんです。 

市の相談員も、 



スクールカウンセラーも、 

全てが悪いというわけではないですが、 
圧倒的に「不登校に関して」経験不足だと思います。 

もちろんなかには、不登校の子をたくさん見てきた 
スクールカウンセラーさんもいます。 

でも、残念ながら 
そんな人は１％もいません。 

最近は、スクールカウンセラーさんや、 
臨床心理士さんに相談されることも増えました。 

２０代の僕がですよ、資格も何もない僕がですよ。 

別にこれは僕がすごいとかいいたいわけではなくて、 

悔しいんですよ。 

本当に悔しくて、悲しいんですよ。 

一番不登校の子供や親と関わる窓口として 
大きなスクールカウンセラーさんや 



市の相談員が経験不足。 

そのせいで、問題が複雑化している。 

別にこれは誰が悪いって話ではないです。 

スクールカウンセラーさんも、 
不登校専門ではないわけですから、 
わからなくても当たり前です。 

だから、スクールカウンセラーさんや 
市の相談員が悪いわけではありません。 

でも、不登校で悩む方が 
一番に頼る場所で、 

そうなってしまうことで、 
事実、問題が複雑化してしまうんです。 

例えば、、、 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



色々読み漁り、調べ、 
相談に出向き、病院に行き、そ 
れでも出てこなかった事。 

ホントそうなんです。 

具体例、無いんです… 

無いわけですね。 
スクールカウンセラーさんも、 
病院の先生も、知らないんですね(^^;) 

右往左往し、時間と労力とお金を使っても 
結局いい方向に進まず、 

また迷って… 
本当に疲れましたね～… 

     （Yさん） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

こういうことになってしまいます。 

経験談シリーズでも、 



こんなことを話しました。 

不登校が改善していく家庭の共通点は、 

・親御さんがたった１つでも良い出会いを持つ 
・親御さんが本質をついたアドバイスをもらう 
・親御さんが子供と離れる環境を持つ 

でしたね。 

ただ、これって、 
結局運命なわけですよ。 

不登校に関して、 
経験をたくさんしている人に会えるか。 

今の時代は、 
まだまだ不登校支援が乏しいので、 
そこが運任せになってしまうんです。 

対談音声でも話しましたが、大切なのは、 



・経験豊富な方に出会えるかどうか。 
・たった１つでもいいから、本質をついた「知識」を手にいれるかどう
か 

でしたね。 

僕は運が良くて、社長さんに出会えました。 

でも、あのとき出会えていなかったらと思うと、怖いです。 

この世にはいなかったかも、、、と思ってしまう自分もいます。 

じゃあ、結局運なのか。 

不登校を運命で片付けて良いのか。 

良いわけないじゃないですか。 

そんなことをしていたら、 
社長さんにぶん殴られます。 



社長さんは僕が学校に行けるようになったその日に、 
こう言いました。 

「将来、お前と同じように、 
不登校で苦しむやつが目の前に現れる。 

そのときは助けてやってな＾＾」 

人生は不思議なもので、 
社長さんが予言したように、 

今は１０００人近い親御さんが、 
目の前に現れています。 

子供も含めたら、 
２０００人。 

家族も含めたら、 
５０００人以上です。 



少しでも不登校で悲しむ人が減るように、 
現在は４STEPというプログラムを 
やっていますが、 

正直言って、今の少人数で精一杯で、 
これ以上増やすことはできません。 

じゃあ、残りの人全てを見捨てるのか。 

そんなことしたら、 
社長さんに本気でぶん殴られます。 

だからなんとか、公式メルマガを使って、 

見捨てることなく目の前の人がよくなっていくように、 
頑張ってきました。 

でも、相談メールの通知音はやむことがなく。 

目の前に苦しんでいる人がいるのに、 
手を差し伸べることができない。 



実はそんなことがこの１年２年、 
おこっていました。 

本当に悔しくて、 
自分の能力の低さに何度も泣きました。 

自分の使命を果たせない自分が 
ふがいなくてたまりませんでした。 

目の前に助けを求めている人がいるのに、 
自分の能力の低さで、、、 

悔しくて、毎日のように泣
いて、、、辿りついた光 

悔しくて、手に負えなくて、失敗ばかりして、 

もう不登校のことは 
手を引こうと思ったことも実はあります。 



でも、そんなときは 
社長さんの言葉や不登校時代にもらった 
お母さんの愛を思い出して、 

諦めることなく 
ここまでやってこれることができました。 

悔しくても、 
失敗をしても、 
何があっても、 

辞めずにここまで頑張ってくると、 
一筋の光が見えてきました。 

なんと、不登校の親子 
３００人以上の子と関わって、 

１０００以上の相談メールを見て、 
不登校支援を７年間やってきたのに、 

ここ１年でやっと 
不登校の本質がわかってきたんです。 



本質というか、 

「ああ、こうすればいいのね。」 
「ああ、この子はこのあとこうなるね」 
「この子はここでこうすると良くなるな」 

というようなことが 
すぐに見えるようになってきました。 

これは本当に多くのお子さんの経験や、 
親御さんの気持ちを何千件と 
毎日のように接してきたからだと 
思っています。 

毎日のように不登校のことを考え、 
毎日にように不登校の本を読み、 
毎日のように親子と接してきて、 

やっとここまでやってこれました。 

本やネットの情報には 
ごちゃごちゃ書いてありますが、 
大切なこと簡単でシンプルでした。 



頭に入れておく必要があることも、 
そんなに数は多くありません。 

ここまでにくるには、 
相当なお金と労力がかかりました。 

時間だってものすごくかかりました。 

だから、すでに頑張られている 
みなさんに同じことをしろとは言えません。 

もちろん同じことをすれば、 
見えてくるものはあるし、 

お子さんからしても最高の親に 
なることができると思います。 

でも、時間もかかるし 
お金もかかる。 

だから、今回、 
僕はそれをみなさんに伝えていこうと思います。 

お子さんが将来、幸せになっていく可能性 



お子さんが将来、人に感謝される可能性 
お子さんが笑顔でみんなに愛される可能性 
お子さんが人の役に立って活躍していく可能性 

絶対にこの可能性はつぶしちゃいけませんし、 
僕が絶対につぶさせません。 

その気持ちと、 
今まで多くの不登校で悩む方と向き合ってきた 
経験を全てこのプログラムに詰め込みます。 
  

まっちゃんサロンを通して 
親御さんそしてお子さんも笑顔になることができる。 
そんなプログラムにしていきます。 

では、「まっちゃんサロン」であなたと共に 
成長していけることを楽しみにしています。 
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