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まえがき

子ども会活動のしおりの有効活用を願って
皆様に子ども会・育成会についてご理解ご協力を頂くために、高崎市子ども

会育成団体連絡協議会として「子ども会活動のしおり」を作成しました。

今、子どもたちの体験活動の必要性、重要性が再認識されています。バーチ

ャルの世界ではなく、様々な体験活動を通して、お互いを尊重し、認め合い、

成長していく子どもたちであって欲しいと私たち育成者は願っています。その

中で、いじめはダメと言える子どもたちに成長してくれると信じています。

また、子ども会活動は「話し合いで始まり、話し合いで終わる」ともいわれ

ています。これは、話し合いの重要性を指摘したものですが、子どもの世界ば

かりではなく、私たち育成者にも言えることです。強く発言した者の意見が通

るのではなく、「今、必要なのは何か」を話し合うことが重要なのです。

そして、異年齢集団活動の中で、自立し自律できる子どもたち、その中で生

き抜く力を養って欲しいと考えます。

このしおりに「ＫＹＴ（危険予知トレーニング）活動」が紹介されていま

す。全ての活動において、安心安全が確保されなければなりません。しかしな

がら、安全確保のために危険と思われる場所への立ち入りを禁止し、危険と思

われる行為を禁止して活動を制限するのではなく、どの様にしたら活動が可能

になるかを視点とした、危険予知トレーニングであって欲しいと考えます。

「子ども会活動のしおり」は、高崎市子ども会育成団体連絡協議会ホームペ

ージにアップロードされております。ダウンロードしていただき、より多くの

皆様に活用していただければと考えております。

結びに、体験活動と座学が一体化され、よりよい「子ども会活動のしおり」

として、地域社会全体で子どもたちを見守り育てていただく関係者の皆様に、

活用していただけることを願っております。

2019年 4月 1日

高崎市子ども会育成団体連絡協議会



2

子ども会活動のしおりの使い方
子ども会活動にある程度の期間接すれば、誰しも自分なりの知識や意識を持

つことができると思いますが、それを経験や環境が違う多くの人に、同様に解

説し伝えるのは至難の業です。多くの育成者が役員として子ども会活動にたず

さわる期間が短くなる傾向の中ではなおさらでしょう。

その様な観点からこの「子ども会活動のしおり」では、啓発活動に必要な資料

を、それぞれの育成者に応じて活用できるよう、段階的に作成してあります。

講習会などの内容、参加する対象者に合わせて、必要な項目を引用し、使用目

的に応じた資料としてお使いください。

その為に、

・高崎市子ども会育成団体連絡協議会ホームページにアップロードしてありま

すのでダウンロードして活用してください。

高崎市子ども会育成団体連絡協議会ホームページ

http://www.takasaki-koikuren.com/

このしおりで伝えられることは活動の方法についてだけかもしれません。

子ども会活動に一番必要な情熱は、育成者の皆さんの心の中に育まれているは

ずです。行動や言葉で子どもたちにそれを熱く伝えていただけることを切に願

います。
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子ども会活動のしおり

1「入門編」

初めて子ども会活動に参加する皆さんへ
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目次
・はじめに！

・子ども会って・・・？

・遊びを通して成長する子どもたち

・育んで欲しい「生きる力」

・地域全体が活動の舞台

・子どもと一緒に大人も遊ぶ

・こんな活動しています
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はじめに！
「単位子ども会育成会」の原点

人々は、昔から集落を形成してお互いに助け合いながら生活してきました。そ

こには、元からいる人・転入してきた人・様々な考えを持った人たちが一緒に生

活しています。その中で、誰しもが安心安全で住みよい環境の中で楽しく生活し

たいと考えて来ました。

住みよい環境にするために、人々は自然とお互いにコミュニケーションをと

り話し合い協力しながら生活してきました。そんな環境の中で、子どもたちも自

然と地域の子どもたちと仲良くなりお互いに助け合いながら一緒に活動してき

ました。

子どもたちが、怪我をしないように危険な行動をしたり危険な場所に行かな

いように、また、争わないように地域の大人たちが見守り指導しながら一緒に活

動してきました。

そこには、子どもたちと大人たちの輪が出来ていました。それが今の「単位子

ども会育成会」の原点になっていると思います。

「子ども会組織」について
子どもたちが組織的に活動してきた点からみた子ども会の歴史は古く江戸時

代以前からと考えられている。その頃は、子ども仲間、子ども組、小若衆などと

呼ばれていました。「道祖神」「天神講」他などは、子どもたちによって行われ、

世話役がいて指導運営されてきました。

敗戦後、道徳は極度に低下し多くの子どもたちが非行に走っていった、そう

した時に子どもたちの将来を心配した大人たちが子どもたちを集めて生活指導

に立ち上がった。

国においても昭和２１年に文部省が「児童愛護班活動」について通達を出

し、昭和 22 年に「児童福祉法」の施行においても健全育成を呼びかけた。

また、昭和 23 年に厚生省が「児童指導班活動」について通達を出し、子ど

も会の結成を呼びかけた。

それを受けて、子ども会育成会組織として

  各単位子ども会育成会       創立年は各単位子ども会による

高崎市子ども会育成団体連絡協議会 昭和 28 年に創立

群馬県子ども会育成団体連絡協議会 昭和 36 年に創立

全国子ども会連合会        昭和 40 年ごろ創立

  全国子ども会安全会        昭和 47 年発足

群馬県子ども会育成団体連絡協議会及び全国子ども会連合会の創設のあらま

しについての詳細は各ホームページに掲載されております。

※子ども会育成会の発足には諸説ある中での一例です予めご承知願います。
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「子ども会」って･･･？
子ども会は、幅広い年齢の子どもたちが協力し合って遊

びや体験を通して学び成長する場です。

子ども会は、遊びを通じて成長する場

豊かな自然体験をする場です。
              ※注釈

○子ども会は仲間と遊ぶことを通して、
・様々なルールを学ぶ場

・コミュニケーションの能力を高める場

・創意工夫をする場となります。

※注釈「遊び」ここでいう遊びとは、個々が自由気ままに振る舞うものでな

く、複数の人間関係の中でルールを守り協力し合い楽しさを見いだせるもので

ある。

○子ども会は異年齢集団の遊びを通して
・他者を尊重し、優しさ、思いやりを育む場となりま

す。

○子ども会は豊かな自然体験を通して
・感性を育て五感を磨く場

・好奇心を高め、自然について学び場となります。
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子ども会活動は、子どもに様々な「生きる力」

を育んで欲しいと願っています。

○自分で生きる力
・自分で考え行動する子

・自分で責任のとれる子

・問題を乗り越えられる子

・「命」を尊び、命を大切にする子

○共に生きる力
・思いやりのある子

・他人の痛みがわかる子

・仲間と行動ができる子

・文化や年齢、能力などの違いを理解し一緒に

行動できる子

○心豊かに生きる力
・感動のできる子

・好奇心豊かな子

・郷土や郷土に住む人たちを愛する子

・自然や動物を愛し、生物すべての命を大切にする子
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子ども会活動は地域全体が参加する活動です。
家庭・学校・地域の支え、協力、愛情の中で子どもは育

ちます。子どもの健全育成には、家庭・学校・地域が手を

取り合うことが欠かせません。

子どもたちは、地域での活動を通して、自分が社会の中

で生きていることを実感し、役割を果たすことによって、

人としての成長や存在感を感じます。

親同士や、地域に住む

人たちとの交流を深める活動です。
子ども会活動を通じて親同士の交流の場、地域に住む人

たちの交流の場なります。そのつながりが、子どもや家庭

の孤立を防ぎ安全につながります。

色々な人たちとの交流は人に優しい街を作ります。

地域・ふるさとに根差した活動です。
子ども会活動を通して地域文化の伝承発展に携わること

によって地域に対する見方を深め、郷土愛を育てます。

地域の自然に触れることで郷土の素晴らしさを発見する

ことができます。

地域のみんなに理解と協力が得られる楽しい活動にしま

しょう。

大人と子どもが共に学ぶ場です。
子ども会活動は、子どもが持っている希望や意見を活動

に反映させることが必要です。個人の思いつきだけの安易

な計画で行われるとか、大人の人たちが作ったものを子ど

もに与えるだけということは極力避けたいものです。

以上のようなことを踏まえ
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子ども会はこんな活動をします

☆☆☆子ども会の活動☆☆☆

子ども会はその目的を達成するためにいろい

ろな活動を展開します。

1. 日常活動としての定例会
話し合い活動など

2. 定期的・季節的行事
定期的に行う地域の活動、お祭りなど

3. みんなで作り上げる行事・活動
  社会的、文化的、体育的なもの、その他

4. 交流活動
各種の研修会、異世代交流、国際交流など

5. 知らせる活動（広報活動）
子ども会活動情報など

6. 活動を安全に進めるための「安全教育」
「ＫＹＴ」（危険予知トレーニング）
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子ども会活動のしおり

2「入会編」

子ども会活動に参加してみましょう
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目次
・入会・・（entry）エントリー

       まずは入会してみましょう

・ふれあい・・（contact）コンタクト

       共に育みたい「生きる力」

・交流・・（communication）コミュニケーション

       仲間と共に成長する子どもたち

・行動・・（action）アクション

       積極的な活動参加

・学ぶ・・（study）スタデイ

       子どもと一緒に大人も学ぶ

・実践・・（work）ワーク

       皆で共に
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入会・・（entry）エントリー

まずは入会してみましょう
皆さんの地域にも子ども会活動の組織があるはずです。

地域によって多少の違いがあり自治会単位や学校区で構成

されている場合があります。

子どもが就学すると（地域によっては乳幼児から）入会の

誘いがあるとおもいます。

「必ず得るものがあります」

是非入会しましょう



2-4

ふれあい・・（contact）コンタクト

共に育みたい「生きる力」
子どもたちは集団での遊びや自主的活動を通じて成長し

ます。家庭や学校と違った形での、異なる年齢の子どもた

ちと群れ、遊び、子ども会活動に子どもと一緒に参加しま

しょう。

自然の中での他愛もない遊びや、地域のお祭りなどは大

人になっても忘れられない思い出となっているはずです。

子どもを育む大人たちは、異なる年齢の子どもたちが群れ

遊ぶ「場所」「時間」「仲間」を確保し、見守りましょう。

そのためには保護者だけでなく、より多くの理解者が必

要です。子どもたちが安全に活動できるよう地域の協力を

得て育成会活動をしましょう。

子どもたちは 3 つの環境に触れ、体験し、学び、感受

性、表現能力のある子に成長します。
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交流・・（communication）コミュニケーショ

ン仲間と共に成長する子どもたちと保護者大切

な「話し合い活動」
会員みんなで知恵を出し合い楽しい活動にしましょう。

活動を円滑に進めるためには、よく話し合うことが必要で

す。しっかり話し合うことで、子どもが中心となった活動

を進めることができ、仲間と共に成長することができま

す。

育成者も与えるだけの子ども会活動にならないよう子ど

も、育成者共に役割を分担しながら活動を進められるよう

話し合いましょう。

大切な「日頃からの交流」
子ども会活動を安全、かつ活発に進めるためには地域の

方々が必要不可欠です。「あいさつ運動」などを行って日頃

から和やかな地域づくりを目指しましょう。

子ども会活動を通じて「自分で考え判断し実行できる子

ども」「意欲的・創造的で思いやりのある子ども」に育てま

しょう。

行動・・（action）アクション

積極的な活動参加
何か得るものがあるはず・・・

子ども会活動の内容は地域によって様々ですが、異なる年

齢の子どもたちが集まって群れ遊ぶことが基本で、「夜会」

「文化」「自然」に係わる全てが活動の対象となります。そ

れぞれの地域で

・定例会（活動を進めるための話し合い）

・地域とのふれあい、社会参加をすすめる活動

多くの人たちとの交流、社会貢献活動



2-6

・文化的な活動

伝承遊び、学習会、伝統行事（お祭りなど）

・自然とふれあう活動

自然の中での遊び、キャンプ、自然観察

・体育的な活動

スポーツ、レクレーション活動

まず積極的に参加してみましょう。

子どもと、保護者が共に参加することで、より早く打ち解

け、地域の実態を把握することもできるでしょう。

学ぶ・・（study）スタデイ

子どもと一緒に大人も学ぶ
近年多くの地域で子どもたちだけによる子ども会の結成

が難しくなっています。

子どもたちの意見は大事にしていながら、どちらと言え

ば育成者の組織が中心の子ども会活動になりがちですが、

やはり子どもたちの主体性を重視した活動を展開したいも

のです。

なぜなら

誰でも子どもの時、大人や仲間からほめられたり、難し

い事に挑戦したりして「やったー」と思えた時は、大人に

なっても自分の宝物で、それを契機に飛躍できたという経

験をお持ちでしょう。

・子どもたちは喜びを感じ、自らの成長を意識しメンバー

として力を発揮できる場所に魅力と生きがいを感じます。

・仲間とともに体験し、共感しまわりに認められたとき

・アイディアや創造性を発揮し思い切り挑戦できたとき
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感受性豊かな子ども時代
◎自分が皆から信頼されていると感じたり自らの成長を感

じたりすることができる活動とは？

・多少の困難性があり、それを仲間とともに乗り越えた

とき

・自分の力を発揮できる役割を持って挑戦しそれを達成

できたとき

・うまくできた体験を、仲間・周りの大人・両親・兄弟

と共有できたとき

◎創造性が発揮でき、新しい体験、発見がある活動？

・異年齢による遊びや自然体験

・非日常的な新しい体験

・子どもたち自身が考えた活動

保護者が同席し実際見てもらえたら子どもの喜びは倍増

するでしょう。

また大人としても新たな発見に気付くことが必ずあるで

しょう。
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実践・・（work）ワーク

皆で共に
みんなで作る子ども会活動のために

・入会・・（entry）エントリー

   

・ふれあい・・（contact）コンタクト

   

・交流・・（communication）コミュニケーション

できるだけ活動には参加するよう

心掛けましょう。

   

・行動・・（action）アクション

         役員だけに仕事を任せずみんなで

協力しましょう。

・学ぶ・・（study）スタデイ

   

・実践・・（work）ワーク

   

子ども会活動で子どもも大人も心豊かになりましょう。

試み

馴染む

気付き

体験・分析

理解

企画・立案・率先行動
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子ども会活動のしおり

3「活動編」

地域で行われている子ども会行事に

参加しましょう
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目次
・子ども会活動の基本

・子ども会活動の四季

・子ども会活動の支え

・子どもと一緒に大人も参加
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子ども会活動の基本
地域によって子ども会活動は様々ですが、次の

ようなことが活動の基本となっています

◎活動を進めるための話し合い

・定例会・役員会・打合せ会・定例総会

◎活動内容を知らせる

・連絡網の活用・通知文配布・広報誌発行

◎活動を安全に進めるための教育

・研修会・「ＫＹＴ（危険予知トレーニング）」

◎行事の実施

・アンケート・反省会・広報誌発行

「何をいくつやったか？」ではなく、活動プロ

セス（過程）を大事にしましょう。
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子ども会活動の四季
実際行われている具体的な活動例を見てみまし

ょう

○春
定期総会・歓送迎会・お花見会・ひな祭り

春休み・卒業式・入学式・こどもの日・母の日

みどりの日・愛鳥週間

○夏
七夕まつり・盆踊り・キャンプ・海水浴・父の日

夏休み・お盆          

○秋
お月見・スポーツ大会・敬老の日・体育の日

読書週間・ハロウィン・文化の日・七五三

○冬
クリスマス会・お正月・かるた大会・餅つき大会

凧揚げ大会・書初め・どんど焼き・節分（豆まき）

冬休み

伝統行事（お祭りなど）・郷土文化の継承（お囃子踊りな

ど）・学習会・研修会・研修旅行・遠足・資源物回収・清掃

活動・広報誌発行などたくさんの行事が行われています。

四季を通じて
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       ＋    ＋

単位子ども会、育成会

子ども会活動の支え
基本は子どもと保護者からなる家庭です。接する二兎が増

えることで社会性を養うことができます。

研修会、ＫＹＴ、機関誌の発行

ジュニアリーダーの養成

全子連では、子ども会活動を支えるための共済事業と賠

償責任保険を行っており、各県子連が取次事務を担当して

います。

全国子ども会連合会（全子連）

地区、校区の子ども会育成会

高崎市子ども会育成団体連絡協議会

群馬県子ども会育成連合会

保護者 子ども 地域の協力者
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子どもと一緒に大人も参加
子ども会活動の内容は地域によって様々ですが、異なっ

た年齢の子どもたちが集まって群れ遊ぶことが基本です。

しかし、一部の指導者に頼り子どもたちだけを活動に送

り出すだけの活動参加は、保護者として避けましょう。子

どもと、保護者が共に参加することで情報を共有すること

ができくるばかりでなく、多くの人とより早く打ち解け、

地域の実態を把握することもできるでしょう。

保護者も積極的に参加し子どもたちに手本を示し活動の中

から多くのことを学習し合いましょう。
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子ども会活動のしおり

4「推進編」

子ども会活動をより良いものにするために
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・仲間と共に子どもたち自身の手で

・子ども会と育成会とは

・子どもに託す

・大きな心で、待てる大人に

・お互いの違いを認め共に生きる

・子どもでも、大人でも
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仲間と共に子どもたち自身の手で
地域によっては、子どもたちだけで組織する子ども会が

減少していますが、できるだけ子どもたちが自ら考え、行

動できる機会を与えましょう

子どもたちだけで
・何がしたいのか？

・どうしたらそれができるのか？

・自分たちでだけではできないところは？

・誰にどれだけてつだってもらう？

・自分たちで役割分担

などをみんなで検討することで、大人から与えるだけでは

ない行事にすることができます。

子どもたちの自発的な活動は大切ですが、必ず育成者が付

き添い安全は活動を見守りましょう。
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子ども会と育成会とは
昭和 40 年ごろから、子どもたちだけで話し合い、やり

たい事を決めて行事を行っていく「子どもの手による子ど

も会」を目標にして各地域でこの活動が発展されました。

それを側面から見守りサポートするための組織として保

護者が中心となり育成会が結成されたのです。

時代の流れと共に本来の子ども会活動は形を変えて、育

成会が主体となって活動を続けている所が多くなりまし

た。子どもたちの生活も大きく様変わりし子ども会活動を

安全、かつ活発に進めるためには地域の方々の協力が必要

不可欠です。本来の目標であった「子どもの手による子ど

も会活動」を子どもたちが感じることができるよう、会員

みんなで知恵を出し合い楽しい活動にしましょう。

育成者の与えるだけの子ども会活動にならないよう子ど

も、育成者共に分担しながら活動を進められるよう心がけ

ましょう。
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子どもに託す
年代を問わず活動を円滑に進めるためには、よく話し合

うことが必要です。しっかりした話し合いの中で子どもが

自分でしたこと、するべきことを理解して活動を進めるこ

とで、仲間と共に成長することができます。子どもたちの

意見は大事にしていると言いながら育成者の考え方が中心

の子ども会活動になりがちです。やはり子どもたちの主体

性を重視した活動を展開したいものです。

  思い返してみれば誰でも少年少女時代に、とても大き

な課題に挑戦し押しつぶされそうになりながら頑張ってや

り遂げられ、満足感を抱いたり、そうでなく悔しい思いを

したりしたことが思い出となっていることがいくつもある

はずです。

その時優しく見守り、ほめてくれたり、慰めてくれたり

する大人がいてくれたおかげで、今の私たちはいるので

す。今度は私たちが子どもたちを信じ、託して、私たちが

してもらったように子どもたちを見守っていきましょう。
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大きな心で、待てる大人に
子ども会活動を通じて、命の大切さを理解できる子ど

も、自分で考え判断できる子ども、意欲的に創造的で思い

やりのある子どもに育てましょう。バーチャルリアリテ

（仮想現実）のあふれた現代社会の生活環境の中で育って

いる子どもたちの中には、自分を過信し現実とのギャップ

に戸惑う子もいます。自分が「できる」と思っていたこと

ができずに戸惑って子どもを、急かしたり中傷したりせ

ず、焦らず最後までやり抜くことを見守り、待てる育成

者、指導者になりましょう。困難を仲間とともに乗り越

え、自分の役割を達成できて、自らの成長を感じることが

できれば、仲間を信頼することができ、周りの大人の優し

さに気付くことができるようになりましょう。

お互いの違いを認め共に生きる
★私たちは、日常生活において誰もが得意な事や不得意

な事に直面します。そのなかで、お互いに違いを認め、補

い助け合いながら社会生活が繰り広げられています。

適切な支援が必要な子
★家庭・学校・地域で育つ子どもにも、日常生活で様々

な理由でつまずいたり、生きにくさを感じたりするため、

周囲から適切な支援が必要な子どもたちがいます。

★私たちは、どの子どもたちも社会を構成する一員として

尊重し、自立と社会参加をめざし、明るい未来と幸せを実

現させるために努めなはなりません。
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共に生きていこう
★子ども会は、学校以外の場で地域すべての子どもたち

や保護者等が分け隔てなく共に活動することで、子どもた

ちが社会生活に必要な大切なことを学ぶ貴重な体験の場と

なります。

★互いに違いや共通点を理解し、手を取り合って共に生

きることにより「共生社会」が作られていくものとおもい

ます。

子どもでも、大人でも
多くの人が集まれば、必ずその中にリーダーが必要になっ

てきます。

子ども会活動を行っていくために必要なリーダーとしての

心構えを

1. 自分の子とは自分でする。

2. 人からされた嫌だと感じたことを人にはしない。

3. 人からしてもらってうれしかったことは他人にもしてあ

げる。

としたらそれほど難しいことではないでしょう。

皆ができることを目標にすれば、みんながリーダーになれ

るのです。
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子ども会活動のしおり

5「指導編」

子ども会活動の中であなたが出来ること
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目次
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・最も有力な指導者

・掘るか？掘らぬか？地域の宝

・指導の実際

  イン・リーダー（高学年児童）

  

イン・リーダーでもあり

ジュニア・リーダーでもある中学生

  

イン・リーダー（高学年児童・中学生）を初めて体験

する子ども達へ

ジュニア・リーダー（高校生）

ジュニア・リーダー（青年）
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指導するということ
子ども会活動の中での「指導」とは、学校で子どもたち

が受けている「指導」とは違うのかもしれません。例え親

切からでも「いつまでに出来るようになろう！」という強

い姿勢で有期限の取り組み方をしたら、子どもも、保護者

も子ども会活動が嫌いになってしまうかも知れません。

「自分が誰のために何かできることは？」という純粋な

気持ちで協力したとしても、受け取る側にその気持ちが伝

わるとは限らないのです。だからこそ、指導者という形で

活動に携わるなら、真摯な姿勢で情報を収集し、自ら学び

を深める必要があります。

もしあなたが誰かから物事を教えてもらうとして、上か

ら目線で指図をするだけという様な方法を採られたら、そ

れが仕事だとしても良い気持ちはしないでしょう。反して

「私はこんな所が難しくてうまく出来なかったけど、いろ

いろ試してきた中でこの様にしたらうまく出来たよ」など

と教えてくれたら、素直に聞くことが出来るのではないで

しょうか。
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良き指導者とは？
自分がまず楽しんでみせること

活動に楽しさを見いだせず義務的に参加している人たち

がいることを忘れてはなりません。その様な人たちにさら

に追い打ちを掛ける様な指導を繰り広げても受け入れても

らえないでしょう。率先して自らが活動を楽しみながら、

「活動が楽しいもの」と感じてもらえることから始めまし

ょう。

少し前を行く、まわりを気遣いながら

指導者自らが楽しむことは大切ですが、一緒に楽しんで

いるだけでは指導はできません。まわりの状況を確認しな

がら、自分が持っている知識や技術を「一緒にやってみ

る」的な形で伝えることは有効だと思います。人にものを

教えることは自分の中でそのことをより深く理解すること

になることに気付くはずです。

相手の思いをくみとれる指導者になろう！

知識技術に優れた指導者であったとしてもそれぞれの人

が何を望んでいるか気付くことは至難の業です。訊きやす

い雰囲気を作ることができれば相手が本当に知りたいこと

を指導することができ、指導効果も高く、活動に活用され

るものとなります。まず、自分が受け入れられるコミュニ

ケーション術、それが指導という扉を開けるための鍵にな

ると思います。
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最も有力な指導者
それは子どもたちと最も身近に生活している保護者で

す。

子どもにまけるな
子どもたちは日々多くのことを吸収し成長しています。

もう学ばなくても誰かから叱られることがないとのんびり

していると昔話「ウサキとカメ」になってしまうかもしれ

ませんよ！

自分が持っていないものは分け与えられない
自分が持ち合わせてない知識や技術を子どもたちから求

められると、引け目を感じ困ってしまう真面目な保護者が

います。でもそこで止めてしまっては手本になれません

よ。子どもと一緒に修得することを提案して努力してみて

ください。そんな前向きな姿勢を示せば子どもに幻滅され

ることはありません。

頑張って見せちゃえば・・
油断していると子どもに負けちゃいますよ。必死に頑張

らないと。楽しみながらやることを忘れずに。
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掘るか？掘らぬか？地域の宝
子どもたちからすれば地域のおばさん、おじさん、おば

あさん、おじいさんに至るまでみんな子ども会活動のリー

ダーになってもらいましょう。

遊びえを通して味わう楽しさ、友達の大切さ、地域に望

まれる子どもたちの役割、社会の一員としてやって良いこ

と、悪いこと等は、いつの時代でも変わることはないでし

ょう。

年長者は「歩く図書館、博物館」とも言われます。「知恵

袋」から欲しいものを分けてもらいましょう。

もしかしたら簡単に分けてもらえないかも知れませんが

「ひも」を緩めるのに一番効果的なのは情熱だと思いま

す。
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指導の実際
イン・リーダー（高学年児童）

子どもたちの中で率先して行動をとらなければならない

立場にいる児童をイン・リーダーと言います。

子どもたちの中からリーダーを探す時、育成者が選ぶと

大人の見方やルールで決めることがあります。大人が決め

てあげることは悪いことではないのですが、子どもたちが

受け入れやすい形かどうか様子に着目して検討することも

必要です。

最上級生の中から自発的に出てくることが理想的で、育

成者の固定観念などから強制的に指名担当させることをし

なくても良い様に子どもたちに選ばせましょう。積極的で

行動も活発な子に頼りがちですが、地道で仲間の様子を良

く観察できる子に任せてみるのも良いでしょう。

特定の子に常時リーダーを任せることをせず「代わりば

んこ」に役を体験させ評価してあげることで、多くの子に

「自分もできる」という、自らの力を発見させましょう。

「最初が肝心」です。子どもたちに過度の負担を強いた

り、リーダーとして指名されながら役割を果たせずがっか

りさせたりすることが無いよう、育成者は適切にアドバイ

スを与えましょう。「やり遂げた快感」は子どもたちにとっ

て大きな自信となり、次の機会を受け入れ易いものとしま

す。
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イン・リーダーでもありジュニア・リーダーで

もある中学生
中学生は子ども会員でありながら、小学生からすれば明

らかに「大きな子」です。同じ学校で顔を合わすことのな

い「お姉さん、お兄さん」として小学生からは、大人より

頼りやすい存在です。

小学生の頃に子ども会活動で体験したことと照らし合わ

せることができるというメリットを有しており、小学生の

考えや、小学生が何を望んでいるかなどをくみ取る力は大

人より優れているといえましょう。同時に育成者である大

人の都合も少しずつ理解できる様にもなってきます。中に

は大人顔負けのコミュニケーション技術を持った子や、指

導することが上手な子が出てきます。役割を与えることで

能力は飛躍的に向上しますが、頼りすぎないように注意が

ひつようです。

学業や部活などで時間がいくらあっても足りない時期

で、子ども会活動から遠ざかって行く子が多くなると、「自

分だけ参加し続けていること」が不安になり、皆と同じ行

動を取りたくなるのでしょう。そんな障害を乗り越えてジ

ュニア・リーダーとしての活動を続けられる楽しさ、やり

がいを育成者側が与えることが必要不可欠です。
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イン・リーダー（高学年児童・中学生）を初め

て体験する子どもたちへ

挑戦しよう
「ちょっとの勇気」それさえあればＯＫ

思い切ってまずはあなたが楽しんで見せましょう。

気負わず
誰でも最初からうまくできる人ばかりではありません。リ

ーダーに指名されたからと言って頑張りすぎないで。みん

なと一緒に楽しく行動しよう。

めげず
もしかしてうまくいかないことがあったら、人に相談する

などして違ったやり方を試してみよう。投げ出したらだ

め。うまくいかない時こそ大きな声を出そう。

くじけず
失敗は誰にでもある。次はうまくやれるよう頑張ろう。失

敗の原因を他人に指摘されると腹が立つが、自分で考える

と自分を見直し、成功につなぐことができる。

うぬぼれず
うまくいったら、そこには必ず仲間の協力があるはずで

す。感謝の気持ちは大げさなくらいはっきりと伝えましょ

う。自分で協力してもらったより多くみんなに協力しよ

う。
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ジュニア・リーダー（高校生）
受験という大きなヤマを越えても子ども会活動に興味が

残っていれば、リーダーとしてますます力を発揮できるよ

うになります。

育成者や指導者からの指示などを子どもたちに伝えた

り、子どもたちの遊び相手になったりすることだけでな

く、育成者や指導者が気付かないところが見える様にもな

ってきます。中堅リーダーとして仲間が集まって意見交換

をしたり、必要なスキルを身に付けるための研修会に参加

したりするなど、自分を高める機会を、あまり無理をさせ

ず体験させましょう。育成者や指導者と情報交換すること

は活動を展開して行く上でとても有意義ですが、子ども会

活動に多くの時間を費やすことは簡単ではないので、ＳＮ

Ｓなどを有効に使う方法を取り入れるのも良いのではない

でしょうか。活動を通じて気付いたことがあれば、仲間と

話し合ったり、育成者や指導者に提案し検討したりするこ

とで皆が多くのことを学べ、問題解決のもつながります。

育成者や指導者は中堅リーダーであるジュニア・リーダー

が提案したり意見が言えたりする状況作りに努め真摯に対

応することが不可欠です。
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シニア・リーダー(青年)
理想は「ガキ大将」

現代ではこの言葉さえ忘れ去られています。

「悪童」という意味でなく多くの仲間と共に行動する中で

仲間に認められて必要な指示を出せたり、行動の手本を見

せたりする力をもっている子どものことを指しての「称

号」です。

自分を慕ってくれる年下の子どもたちに知識や技術を伝

承し、大人たちからの中傷には自らを盾にして仲間を守

る。仲間にはある程度の上下関係があり、暗黙のルールを

誰もが理解している。

現代の子ども社会ではとても受け入れられないと思うか

も知れませんが、遊びの中で社会を学ぶことを考えると理

にかなっている所も多い。

「ガキ大将」を子どもたちにどう発信するかは指導者の

アレンジ次第ですが、詰め込まれた「ノーハウ」はとても

優れたものが多く、うまく活用し、もしあなたが「現代的

ガキ大将」になれたら、時代を超えて多くの人たちからの

「あこがれの的」になることができるでしょう。
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子ども会活動のしおり

6「ＫＹＴ（危険・予知・トレーニング」

「ＫＹＴ」の活用で安全に

子ども会活動を進めよう
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目次
・安全と健康は子ども会活動の要

・与えられる安全だけでは子どもは守れない

・活動の一つとして「ＫＹＴ」を実施しましょう

・5～10 分間の現場「ＫＹＴ」

・子どものための「ＫＹＴ」
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安全安心は子ども会活動の要
子ども会活動に参加した子どもたちに楽しさを与えるた

め、安全確保は絶対不可欠です。

子どもたちは時として活動に夢中になると「ケガ」を伴

う行動を取ってしまうことがあります。万全の注意を払っ

ていっても事故は起こることがありますが、万が一「ケ

ガ」が発生してしまうと活動の楽しさが半減するだけでな

く、子どもたちの日頃の生活にまで支障をきたすことにも

なりかねません。育成者や指導者は活動の中に潜む危険や

健康維持への細心の注意が必要です。

その対策として「KYT」活動は大変有効と思われますの

で各活動実施の際は必ず「KYT」を行いましょう。

  K ＝ 危険

Y ＝ 予知

T ＝ トレーニング

与える安全だけでは子どもたちは守れない
活動に参加してくる大勢の子どもたちの一挙手一投足に

注意を怠らないことは至難の業です。

子どもたち自身に「安全に対する心構え」を持たせるこ

とがとても重要です。

安全 ＝ 与えられるものから

安全 ＝ 自ら確保するもの

を強く意識することで多くの危険を回避することができま

す。

子どもの安全確保は活動に立ち会っている育成者指導者

ばかりにまかせることなく、子ども自らが安全を意識して

活動するよう、各家庭での注意や教育が不可欠です。
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活動の一つとして「KYT」を

実施しましょう。
子ども会「KYT」の方法として全子連が推奨している 4

ステップの研修を指導者・育成者は積極的に取り入れまし

ょう。でも、子どもたちにはこの方法は少し難しいとも思

われます。

1 時間程度で 4 ステップを子どもたちに経験させるため

の方法をある指導者が考え、小学校での授業で実施したも

のを皆さんに紹介します。

「KYT」は、どう指導したかではなく子どもたちの中に

安全意識を植え付けることに留意しましょう。

5～10 分間の現場「KYT」
各活動を行う際、毎回正規の「KYT」を行うのが理想で

すが、子どもたちに安全行動を意識させるためには、長々

と注意喚起を行うより 5～10 分間の短い「KYT」を実施

することが有効です。

・子どもたち自身に考えられる危険を挙げさせる。

・「その危険を避けるためにどうするか」についても

子どもたちに発表させる。

・子どもたち全体の注意事項として意識させる。

・だらだらと長くするとかえって意識散漫を招くので注

意する。

子どもたちとうまくやり取りすることが目的ではなく子

どもたちに安全を意識させることが最重要であることに心

がけましょう。

子どものための「ＫＹＴ」
  全子連が推奨している 4 ステップの研修につては、別冊

「子ども会 KYT」を参照してください。


