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地域 こども教室 の開設、体 験活動の充 実、防犯活 動への取組 など、今日 の子どもの 教育課
題に 対応した事 業に指導者 や協力者と して参加す る人が増え ている。大 部分は、子 どものた
めに なるものな らと思って 参加してみ たが、「話を 聞いてくれ ない」「でき ないとあき らめて
しま う」「 厳しく 指導すると 来なくなる 」「学 校だと 喜んで参加 してくれる のに地域で は上手
くい かない」な ど思いがけ ない子ども の対応に戸 惑い、子ど もたちをど のように指 導してい
った らいいのか 、悩んでい る人が少な くないとい われる。
佐賀 県がコーデ ィネートし た事例は、 子どもの指 導で苦労し ている活動 支援者たち の「子
ども の心を引き 付ける指導 技術を学び たい」とい う要望に応 え、日ごろ 悩んでいる ことを、
「聞 いて、見て 、やって、 考える」過 程を通して 、体験的に 問題解決の ヒントを得 る、実践
的な 事業として 行われたも のである。 一芸に秀で たプロの講 師が、優れ た技術とと もに、説
得力 のある語り 口で受講者 を魅了する 中で、受講 者にとって は、実技を 伴う体験の プロセス
に、 子どもの立 場になって 参加できた 楽しい時間 であったと いう。人は 「聞いて忘 れ、見て
覚え 、やって理 解する 。」という。この 場合も受講 者は、講師 の手取り足 取りの初歩 からの指
導で 、子どもへ の接し方、 話し方、説 明の仕方等 の方法や技 術などを学 び、指導に 自信を持
つこ とができた と述べてい る。
「子 どもの心を 引き付ける 指導技術」 とは、単な るテクニッ クの習得に とどまらず 、どう
すれ ば子どもの 活動意欲を 引き出すこ とができる かというこ とを包含し た考えであ る。言い
換え ると、子ど もの興味、 関心、意欲 、態度をは ぐくむ指導 技術を身に つけること が子ども
の心 を引き付け るというこ とになる。 例えば、事 業の企画段 階で、子ど もの学習ニ ーズを受
け入 れた計画で あったかど うか、活動 内容に子ど もたちの意 志や意見が 反映される 場面があ
るか どうかは、 子どもの活 動意欲を促 す重要な観 点である。 以下は、子 ども指導教 室などで
指摘 された子ど もの意欲に 関連した事 例である。
＜子 どものやる 気を損ねた 事例＞
子どもの行動をいつも観察（監視）していた。子どもの態度を一定の「先入観、教育観、
子育 て観」で評 価していた 。子どもが 主人公であ るというこ とを忘れお 客様にして いた。子
ども の出番をつ くることが できなかっ た。指導し なければな らないとい う気持ちだ けが先行
し空 回りしてい た。子ども の行動が待 てなくて自 分でやって しまった。 けじめのな い子ども
に基 本的生活習 慣を身に付 けさせよう と思った。
＜子 どもがやる 気になった 事例＞
やっ てみたかっ た・知って いたことが 体験できた 。型苦しい と思ってい た教室で自 分のや
り方 （発想法、 創意工夫） を認めてく れた。憧れ ていた先輩 や友達と一 緒に遊び勉 強するこ
とが できた。お 年寄りから 昔話を聞き ながらもの づくりをし た。知って いることを 友だちと
教え あった。親 子共同作業 で家族の絆 を感じた。 悩み事等の 相談を真剣 に受け止め てくれる
大人 、先輩、友 達がいた。 一言の励ま しの言葉。 自分がした いと思って いた目標が かなえら
れた （読書、ボ ランティア ）。自 分のし たことが人 のためにな ったことを 知った。
事例 からも伺え るように 、地域で「教え る」という ことは、子どもへの働 きかけを通 して、
子ど もの意欲や 共感を引き 出していく ことを意味 している。 一方、教え を受ける子 どもは、
出会 った指導者 の資質（使 命感や責任 感、子ども の成長・発 達について の深い理解 、教育的
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な愛 情、確かな 指導、教養 に基づく豊 かな人間性 など）に共 感し、ある いは影響を 受け、さ
らに 活動意欲を 高めていく ことになる 。今後、子 どもの指導 に当たって は、子ども との良好
な人 間関係づく りとともに 、一人一人 の子どもの 特性を理解 し、考えさ せる・表現 させる等
の子 どもの欠損 体験を補い 、活動意欲 を刺激する 実践的な指 導方法・指 導技術の研 修機会の
充実 が重要にな る。この意 味でも、佐 賀県の実践 事例は参考 になると思 われる。
（坂 東
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佶司）

