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まえがき 

近年、「平均寿命」とともに、充実感に満ち溢れた生活を表現した「健康

寿命」が注視されています。このような流れは、日常生活における個人の自

主・自立を促す動機の１つになっています。その理由として、健康寿命が延

長されるか否かは、自らの気力や行動力に依存する活力が係わっていると考

えられます。 

他方では、健康寿命延長を後押しするかのように、“生涯学習の充実”が

求められています。 

本市においても、健康寿命の延長を支える気力や行動力を鼓舞するため生

涯学習プログラムの編成を工夫しています。 

本年は、この工夫の１つとして、このプログラムに則った事業実践への手

引き書を作成することとしました。手引き書は、学習者や指導者・行政等が

事業を実施するにあたって共通理解を図るための、有効なツールにしようと

考えています。 

すなわち、日常生活における市民の活力向上を図るために、学習者や指導

者・行政等の協働による生涯学習プログラムが十分に機能することが必要

で、そうなることが理想です。 

以上のような願いを込めて、学習者や指導者・行政等の協働による生涯学

習のシステムづくりの突破口となるべく、できるだけ多くの市民が理解し易

い手引き書を目指して作成いたしました。 

Ⅰ 手引き書作成のねらい 

本市では、教育の振興を図るための施策に関する基本的な計画として、生

涯にわたる『人間力の育成』を掲げた、「第３期加東市教育振興基本計画」

(以下「基本計画」という。)を策定し、本年度からスタートしています。 

その中では、生涯学習を編成する、学校教育及び社会教育を含む教育施策

に関する基本的な考え方や方向性が示されています。 
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そこで、「基本計画」に記された、社会教育に関わる考え方や内容等に基

づいた手引き書の作成に着手しました。すなわち、本書作成の意図は、社会

教育に携わる学習者や指導者・行政等が各事業の実施について、社会教育の

ねらいとそれを支える事業の目標を共通理解し、より充実した事業実践にす

るための手引きになることへの期待です。 

社会教育の理念は「主体形成」（自らによる、自分づくり）であるとされ

ています。従って、スタートした「基本計画」に沿った社会教育の各種事業

は、市民の「自分づくり」を支援しなければなりません。つまり、市民が望

む多様な期待に応えなければなりません。 

そのためには、いずれの事業においても、学習者や指導者・行政等の三者

間における緊密な協働が必要になってきます。 

このような観点から、これまでの社会教育に関わる実践を顧みると、そこ

からは重要な課題が突き付けられているように思われます。確かに、これま

で多くの各種事業を実施してきました。実施すること自体は確かに成果です

が、さらに重要な成果である「市民の自分づくり」に役立っているかどうか

は、必ずしも明確にされていませんでした。 

そこには、役立っているか否かを振り返る、「反省的な実践」を困難に陥

れ、市民へのサービス向上を妨げているような状況が見え隠れしているよう

に思われます。 

このような状態は看過できない課題です。この課題をもたらした主な要因

は、実践の場において、社会教育のねらいや事業実施の具体的な目標等の曖

昧さに起因して、市民に体験させたい・伝えたい内容、方法等が明確でない

ことにあると考えられます。すなわち、実践計画作成の不十分さが、学習者

と指導者の緊密な協働を難しくさせているように考えられます。 

従って、このような好ましくない状況を打破するために、学習者や指導

者・行政等の緊密な協働を促すことができる実践手引き書を作成しました。 

本書に記載する内容は、上記の重要な課題解決に着手する意味から、次の

２点についてできるだけ具体的にまとめています。 
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１点目は、市民が年齢段階に応じて「自分づくり」を着実に進めるためには、個人

の成長・発達に対する学校教育と社会教育の“異なる役割”について理解すること

が大切になります。 

そのために、まず“異なる役割”について説明・理解し、これらを踏まえながら社

会教育の具体的なねらいを提示します。 

具体的には、「Ⅱ 社会教育のねらいと、それを支える事業の目標」の項で説明し

ます。 

２点目は、各事業の実践では、市民の期待に応えるうえで、学習者や指導者・行

政等の緊密な協働による展開が必要になります。そのため、事業実践に先立って、

指導者による指導目標づくり（目標・内容・方法）で留意する大切な事項について説

明・理解し、共通理解を図ります。 

具体的には、「Ⅱ 社会教育のねらいと、それを支える事業の目標」及び「Ⅲ 指

導目標づくりにおける、留意点活用の実際」の項で説明します。

Ⅱ 社会教育のねらいと、それを支える事業の目標

 社会教育は、学校の教育課程に沿った教育活動を除いた、主として青少年

及び成人に対する組織的な教育活動を指すと捉えられています。従って、生

涯学習は学校教育と社会教育で編成されると一般的には理解されています。 

その一方で、現実に社会教育の場を提供している実践現場では、「人間力

の育成」に果たす、学校教育と社会教育の役割の違いが曖昧になっているよ

うに思われます。 

そのため、ここでは、総合的な「人間力」を構成する要素を確認しなが

ら、学校教育と社会教育との違いを踏まえて、社会教育のねらい・目標につ

いて確認します。 
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１.「人間力」を構成する要素

総合的な「人間力」については、その概念から分析からすると、下記の要

素で構成される総合的な力と捉えられています。 

人は、これら ～ を融合させることによって、人間力を発揮していま

す。一つの例を挙げ、このことを具体的に確認します。 

日常の１日だけをみても、人はいろいろな行動をとっています。これは、

各種の行動を関連付けて実践するという、人間力による生活づくりの体現

です。 

これらについて端的に表現すると、“自らが置かれた場・位置に相応し

い振る舞い”に留意して、“自らが適切と判断した行動”を選択し実行する

ことを反復していると捉えることができます。 

すなわち、“自らの意志に従って、その場に相応しい振る舞いをする”ま

での経緯については、上記 や の要素によって想起するいくつかの行

動の中から、 の要素によって選択し実行するに至ると捉えることができ

ます。 

２．「人間力」の育成に関わる、学校教育と社会教育の役割 

前項で説明したように、「人間力」は生涯学習を通して培われると理解さ

れています。このような理解のもとで、生涯学習を編成する学校教育は「人

づくり」、社会教育は「自らによる、自分づくり」を理念にしていると一般

には捉えられています。 

（注１）フォロワーシップ・・・自律的かつ主体的にリーダーや他メンバーに働きかけ、支援すること 

 知的能力的要素（知識力、習得した知識の応用による思考力・創造

力など） 

 社会・対人関係力的要素（コミュニケーションスキル、リーダーシ

ップ・フォロアーシップ（注１）等の他者と関わる術など） 

 自己統制的要素（自分らしい目的やそれに繋がる目標達成に向け

て、計画を着実に実行する生き方の実践など） 
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すなわち、生涯学習における「人間力」の育成の観点に立てば、「人づく

り」は「自分づくり」を支援する活動であると捉えられます。 

以上のように、「人間力」を発揮する観点からみると、構成要素 ～ を

融合させることによって、人間の行動になるように支え・制御しているので

す。  

そうすると、人間である限り、 ～ を分離して機能させることはでき

ず、学校における学習活動も、 ～ が融合した「人間力」による学習であ

ることに他なりません。 

他方、「人間力」の構成要素を培う観点からみると、 は主に学校教育が

ねらいにし、 は学校教育と社会教育が協働し、 は主に社会教育がねらい

にしていると捉えられます。 

すなわち、図１のように、学校教育と社会教育は密接に絡み合いながら異

なる役割を果たしています。 

【図１】人間力の育成に関わる学校教育と社会教育の役割(概念図)

 生涯学習は生涯にわたるあらゆる学習を指している。また、学校での学び(学校教育
型学習)と社会・地域での学び(社会教育型学習)に分けられる。 
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学校教育は、主に「人づくり」をねらいとして、平和的社会・平和な生活

を営む人間として必要・大切な知識や行動様式等々の「評価基準」につい

て、共通理解を図っています。 

一方、社会教育は「自分づくり」が理念です。従って、社会教育が主に果

たす役割は、「自分づくり」をサポートすることです。 

すなわち、学校教育で学んだ「評価基準」の実体験を繰り返す“具体的な

学び”によって、“適切と判断した行動の選択”に必要な「自らの判断基

準」を学習し続けるという、「自分づくり」の過程をサポートすることが社

会教育が果たす役割なのです。 

下記の一例で、学校教育と社会教育は密接に関連し合っていることを再度

確認します。 

学校教育を中心とした場で、生活における評価基準のひとつである、“互

いに助け合うことの大切さとその理由”を学びます。次には、自らの日常生

活の中で「さまざまな助け合いを繰返し実践」する“具体的な学び”によっ

て、『人、時、場合等に応じた「助け合いの在り様や程度等々」が大切である

こと・自らの判断基準』を学んでいることとなります。 

以上のような、社会教育の役割を踏まえた実践例は、多いとは言えないま

でも、これまでにもみることはできました。これらの例では、関係者が“学

校では、できないことをしよう！”の合言葉のもとに、事業の目標、内容、

方法等について共通理解を図ろうとしています。この合言葉が関係者間で意

味するところは、“みんなで社会教育をやろう！”という意志です。 

この意志を支えているのが、次項で説明する、社会教育の役割を記した

「社会教育の機能」と「社会教育の特徴」です。

３. 社会教育の「機能」と「特徴」

「機能」は社会教育のねらいを明示しています。また、「特徴」は、社会

教育の実践に先立って、指導者の指導目標づくりで留意する事項を示してい

ます。 
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すなわち、「機能」と「特徴」を十分に反映した、確かな社会教育の実践

（以降「確かな事業実践」という。）が期待されていると言えます。 

（１）社会教育のねらい

社会教育の「機能」は、そのねらいが『人づくり』『絆づくり』『地域づ

くり』であることを示しています。 

『人づくり』は、前述した『人間力の育成』と理解して差し支えないと考

えられます。 

『絆づくり』は、社会・集団生活の基になる、仲間同士の結びつきを強め

ることを示唆しています。これについては、本書末尾の資料（P.５２）で詳

しく説明します。 

『地域づくり』における「地域」の構成要素は、一般的にハード面（建築

物の整備、交通基盤の整備、公園整備、緑地保全等々）とソフト面（動き回

る市民の存在、市民へのサービスやサービスの仕組み等々）に分けられま

す。                  

社会教育の立場で考えると、市民に対するソフト面のアメニティ(注２)的要

素を市民間で満足させ合うことに主が置かれていると思われます。そうする

と、『地域づくり』に参画する意志の有無に関係なく、誰であろうと生活し

ていること自体が『地域づくり』に関わっている証であることを忘れてはな

りません。 

以上のように、『人づくり』『絆づくり』『地域づくり』の各ねらいは、

それぞれが密接に繋がっているということが容易に理解できます。 

(２）社会教育事業の指導目標づくりで、留意する事項 

前述のように、社会教育の「特徴」は、「確かな事業実践」を図るため

に、指導目標づくりで留意する５つの事項を記しています。 

従って、これらについての理解は、社会教育に関わる人たちが共有する必

要があります。 

（注２）アメニティ・・・心地よさ、快適性、快適に過ごすための環境が整備されている状態など 
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１）社会教育の「確かな事業実践」を図るための留意事項 

○ 留意事項 １『自発性と自主性が基本』 

社会教育で学ぶか否かは、個人の任意・自由に任されるということで

す。 

従って、この事項は、「自分づくり」を進めるうえで、学習者が学習を

継続する重要性を示唆しています。  

すなわち、「自分づくり」に向けた目標や課題に沿って、学習の継続を

図ることの大切さを指しています。 

具体的には、次のような２つの観点から、個人における学習の継続を保

障する必要性が示唆されていると考えられます。 

１つ目は、生涯にわたる学習機会の保障であり、個人の意図に応えるた

めに、多岐にわたる市民の興味・関心・期待等に応える事業による年間プ

ログラムを準備する大切さです。 

２つ目は、各事業における個人の意欲的な学習の継続を保障する大切さ

です。例えば、事業に参加した市民が学習活動の中で “次回も、学習した

い”、また“他の、学習もしてみたい”等々を感じられるように、興味や

関心等を高める展開の工夫が大切であることを指しています。 

○ 留意事項 ２『実践的、体験的な活動が主軸』 

実践的・体験的活動の教育的な意義については、前掲の図１で説明しま

した。この教育的意義は、これまで「習うより慣れろ」に類することわざ

によって表現されています。 

すなわち、見聞きの学習に留まることなく、見聞きしたことの応用・体

験・経験を介して、意味内容を深く・広く解ることの大切さを指していま

す。 

学習者が“何について、実践・体験したい！か”を活動状況の観察から

読み取って、それらを叶える展開の大切さを挙げることができます。 
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○ 留意事項 ３『社会教育の場は、学習者同士の相互教育による展開が中

心』 

学習者の実践的・体験的な活動の場が、学習者相互の教え合う場になる

ように、展開を工夫することの重要性を指しています。 

○ 留意事項 ４『自由、柔軟で、多様』 

社会教育の理念は「自分づくり」であり、その実現に向けた目標や課

題、学ぶ内容は個人の自由に任されるということです。 

従って、意図する学習機会を生涯にわたって保障するために、多様な期

待に応えることができる実施事業の年間プログラムを準備する必要性を強

く示唆しています。 

○ 留意事項 ５『生活や地域を重視』 

この項は、上記留意事項４の年間プログラムを準備する必要性を踏まえ

て、日常生活や地域の実態等々に基づいた事業実施計画の検討が大切であ

ることを示唆しています。 

２） 留意事項のつながりが示唆する、留意点 

「確かな事業実践」を図るためとは言え、留意事項１～５を個々に活用

することは、現実的でないと思われます。 

そのため、実践の場でできるだけ容易に活用できる工夫を試みました。

その結果として「留意事項１～５のそれぞれが示唆する内容のつながりを

解釈することによって、留意点として２つにまとめることができました。 

１つ目の留意点は、１、２、３及び４のつながりの解釈から、各事業に

おける個人の意欲的な学習の継続を保障するための方策が示唆されます。 

２つ目の留意点は、１、４及び５のつながりの解釈から、個人が意図す

る学習の継続を生涯にわたって保障する方策が示唆されます。 

すなわち、これら２つの留意点を活用した方策を講じれば、「確かな事

業実践」を図るために、１～５を漏れなく活用できることになります。 

以下、事項間のつながりの解釈を確認しながら、２つの留意点について

説明します。 
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【Ａ】事業における、意欲的な学習の継続を保障するための留意点  

年齢段階に応じて個人が「自分づくり」を着実に進めるには、各種事業

の中で意欲的な学習を継続することが必要です。この必要性を指摘する留

意点は、次のような各事項に示された内容のつながりの解釈から導かれま

した。 

すなわち、 

まず、学習の目標・課題や内容を、「自分づくり」の主体・当人の自由に

委ねること（留意事項１・４） → 次いで、学習活動の継続を促す動機とし

て必要な、快さ・充実感（本書末尾の資料－P.５２）を享受できる実践的、

体験的な活動を中心にすること（留意事項２） → さらに、学習活動の場

が学習者相互の教え合いの場になる展開を仕組み、主体性を保ちながら

快さ・充実感の体験を促すこと（留意事項３） 

のように解釈できると考えられます。 

 また、このような解釈の経過は、「確かな事業実践」を図るために、留

意点活用の手順を強く示唆していると考えられます。 

これらの詳細については、後掲(P.１３)の図２に掲載します。 

【Ｂ】生涯にわたる、学習の継続を保障するための留意点

年齢段階に応じて「自分づくり」を着実に進めるには、生涯にわたる学

習の継続が必要になります。この留意点は、次のような各事項間のつなが

りの解釈から導かれました。 

すなわち、生涯にわたる「自分づくり」を支援する観点から、 

学習の継続を保障するためには（留意事項１）、学習の目標・課題や学

ぶ内容を当人の自由に委ねること（留意事項１・４） → また、そのため

には、多岐にわたる市民の興味・関心に応える事業実施の年間プログラ

ム作成の必要性（留意事項５） 

のように解釈できると考えられます。 

このような解釈の経過は、「確かな事業実践」を図るために、留意点活

用の手順を示唆していると考えられます。 

これらの詳細については、後掲(P.１４)の図３に記載します。 
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Ⅲ 事業の指導目標づくりにおける、留意点活用の実際 

ここからは、「確かな事業実践」を図るために、 

１.留意点活用の手順に沿った、指導目標づくりで配慮するポイント 

２.実践における、留意点活用の実際

について、それぞれ説明します。 

１．留意点活用の手順に沿った、指導目標づくりで配慮するポイント 

「確かな事業実践」を図るために、前記の留意点【Ａ】を活用する手順

は、各種事業実践で共通して使われ、また【Ｂ】を活用する手順は、年間

プログラム作成に臨んで共通して使われる必要があります。 

しかし、現実的には、とりわけ【Ａ】を活用する場合、実施事業がそれ

ぞれの特徴を反映して多岐にわたるため、各種事業で“共通使用”するこ

とが困難を極めることは明らかです。 

そのため、活用手順に対応して、“共通使用”できるようにするための

手立てが必要になります。 

これに応える新たな手立てが、図２では「指導目標づくりで配慮するポ

イント」（以降「配慮ポイント」という。）、図３では「年間プログラム

作成で配慮するポイント」として、それぞれ右欄に提示しています。 

従って、各種事業の実践では、「確かな事業実践」を図るために各「配

慮ポイント」ごとに、指導者の具体的サポートを計画する必要がありま

す。 

以上のように、「指導目標づくりで配慮するポイント」と「年間プログ

ラム作成で配慮するポイント」は、留意点の活用手順を、それぞれ“共通

使用”するための“使用説明書”になります。  

しかし、この“使用説明書”に沿って「配慮ポイント①～⑧」のそれぞ

れを各事業で“共通使用”する場合、「配慮ポイント」に対応する具体的

サポートは、各事業の特徴を反映していることが重要であることは言うま

でもありません。このことについては、次項「２．実践における、留意点

活用の実際」で説明します。 
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【Ａ】 事業における、学習の継続を保障するための留意点  

 図２は、左欄に各事業で共通する「留意点活用の手順」、右欄に、使用説

明となる「配慮ポイント」を示しています。 

通し番号①～⑧の各「配慮ポイント」は、末尾に目標づくり、内容づく

り、方法づくりのいずれで活用されるかを示し、２つの観点で活用される

「配慮ポイント」もあります。 
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【Ａ】事業における、意欲的な学習の継続を保障するための留意点 

＜留意点活用の順序＞         ＜指導目標づくりで配慮するポイント＞ 

図２．留意点の活用手順に対応した、指導目標づくりで配慮するポイント 

事業における目標と課題をクリアするためには、意欲的な学習の継続が必要 

意欲的な学習の継続には、学習者の

目標と、それに到達するための課題を

設定することが必要になる。 

快さ・充実感を実践的に体験してい

る学習活動の場が、学習者相互の教え

合いの場になるように工夫する。 

学習者相互で、快さ・充実感を与え

合う場が絆づくりの場になるように工

夫する。 

快さ・充実感の体験を伴う学習活動になるように、

指導者は、次のことに配慮する必要がある。 

③ お互いがどの動きを注視するか知るために、学習

者は自ら掲げた目標や課題に沿った活動ができて

いるかどうかを、グループの仲間と確かめ合いが

できるような展開を図る。【内容】 

④ その学習活動の中で、快さ・充実感の体験ができ

るように、賞賛する点、修正・改善点を繰り返し

伝え合う。【内容・方法】

学習者自身が目標や学ぶ内容をつくるためには、指

導者は、次のサポートをする必要がある。 

① 本人に目標を作らせるために、お互いに相談がで

きるように、できれば少人数のグループを自分た

ちで作らせる。【目標・方法】

② 相互の教え合いができるようにするために、グル

ープ内で、個人で作った目標や課題を伝え合い、

共有し、理解し合う場を設定する。【目標・方法】

⑥ グループ内で、お互いが励ましたり、褒めたり、

アドバイスしたりできるような展開に導く。 

【内容・方法】

⑦ 快さ・充実感の与え合いに偏り(一方的に教えられ

るだけや教えるだけ)がないようにするため、学習

者に工夫させる必要がある。【方法】

⑤ 学習者は自らの目標や課題に沿っていると信じて

練習しているが、相互に教え合って、続けてもよ

い点や改善点等を明確にする。【方法】

学習者が掲げた目標と課題に沿い、

快さ・充実感の体験を伴う学習活動に

なるような展開を工夫する。 

学習者相互の教え合いの場が、学習

者相互で快さ・充実感を与え合う場に

なるように工夫する。 

⑧ 快さ・充実感を与え合う場が絆づくりの場になる

ようにするために、個人個人が練習に全力で取り

組み、教え合いや励まし等が形式的な行動になら

ないようにさせる必要がある。【方法】
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【Ｂ】 生涯にわたる学習の継続を保障するための留意点について 

前項でまとめられた、生涯にわたる学習の継続を保障するための留意点は、

その概略を図３のようにまとめることができます。 

生涯にわたる学習の継続を保障するための留意点 

＜留意点活用の順序＞       ＜年間プログラム作成で配慮するポイント＞ 

図３．留意点の活用手順に対応した、年間プログラム作成で配慮するポイント 

なお、図３に関わる記載は、これ以降割愛します。主な理由は、実施事業

の年間プログラム作成の主担が行政等の側にあるからです。 

「自分づくり」を支援するためには、生涯にわたる学習の継続が必要 

 市民の興味・関心、余暇の使い方、地域環境等に

ついて、各々の実態を把握し、市民が何を学習した

いかをつかむために、各種団体、参加者等々に連携

することが必要である。 

「自分づくり」を進めるための学習

の継続には、学習の目標や内容を個人

の自由に任すことが大切。 

市民の期待に応えるために、現状の事業につい

て、何がふさわしく、さらに何を追加するかなどに

ついて分析し、各事業を計画することが必要であ

る。また、社会情勢等を踏まえ内容を、現行のどの

事業に生かせるか、あるいは新たにどのような事業

を計画するか等々の検討が必要である。 

実施事業に対して、多様な期待をも

つ市民のために、日常生活や地域の実

態等に基づいた事業による年間プログ

ラムの作成が大切。

検証による修正・改善を経た事業、

及び市民の興味・関心等を踏まえた、

新たな事業実施による年間プログラム

を作成することが重要。 

修正・改善、新規事業の検討にあたっては、地域

の実情や特性等を考慮する必要がある。 

そのためには、地域の実情に詳しい自治会等、各

種組織や団体と連携し、地域の実情や特性等を把握

する必要がある。すなわち、市民に対してできる限

り、いつでも、だれでも、参加できるように事業実

施の年間プログラム作成を求めることが大切であ

る。 
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次項「２.実践における、留意点活用の実際」では、全般にわ

たって「快さ・充実感の体験」と密接に関連します。そのため、

本書末尾資料(P．５２)を熟読後に、以下に進んでください。 

２．実践における、留意点活用の実際 

この項では、社会教育の「確かな事業実践」を図るために、図２「指導目標づくりで

配慮するポイント①～⑧」に対応した、指導者の具体的サポートについて確認しま

す。 

その際、「配慮ポイント」によっては、２つの観点で活用されるため、具体的サポー

トの記載は、目標づくり、内容づくり、方法づくりに区分して進めます。 

また、実践と評価はセットで考えるのが一般的であることから、指導者の具体的サ

ポートごとに、それの評価を併せて説明します。 

以上のような要領で進めるに先立って、実践（指導者の具体的サポート）を評価す

る観点と方法に関する、一般的な事柄について説明します。 

実践についての評価は、一般には「学習者個人」と「指導者の具体的サポート」に

ついて、それぞれ実施されます。 

◇「学習者個人」についての評価 

社会教育に関わる事業の評価では、学習者個人の変容、いわゆる「自分づ

くり」自体に関わる成果については捉えないなど、慎重な配慮が必要になり

ます。 

従って、学習者については、学習継続の保障に直結する、各回の学習活動

(練習)における「快さ・充実感」体験の状況観察が中心となる評価になりま

す。 

その方法は毎回ごとの観察（形成的評価）と初回から最終回まで全体のま

とめ（総括的評価）がありますが、学習継続の保障の観点による意義を考慮

すると、形成的評価が有効であるように思われます。 

従って、指導者は、当日の活動終了時に、可能な数の学習者に対して “今

日の活動では、「快さ・充実感」として「挑戦」「向上」「理解」「承認」
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を体験できましたか？”と問い、学習者は指導者に “〇×”で答える形式も

あり得るように思われます。 

事業の実施期間にわたって、このような調査を一人当たり回数がほぼ同じ

になるよう配慮して実施すれば、調査の趣旨は生かされるように思われま

す。 

◇「指導者の具体的サポート」についての評価 

各回の学習活動において、指導者が講じた「具体的サポート」の評価は、

次回に備えるための重要な情報となるものです。 

この「具体的サポート」に関する評価は、次項で説明します。 

以上のような要領で、以降の説明を進めます。ただ、本書では、便宜的に

「技能の習熟」「仲間づくり」をそれぞれ目標にしている事業を例にして、

説明を進めます。 

上記以外の事業においても前掲図２「指導目標づくりで配慮するポイン

ト」は同じように使用されます。しかし、「配慮ポイント」のそれぞれに対

応する「具体的サポート」は、例えば、盆踊りのような“舞踊を学ぶ”、ま

た“演劇を学ぶ”等々のように、その事業の特徴に応じて必要な支援でなけ

ればなりません。 

（１）「『スポーツ』における技能の習熟」を目標にした事業の場合 

ここから以降、指導者が計画する「具体的サポート」の実際を中心に説明

しますが、それに先立って、注意して欲しい重要事項について、再確認して

おきます。 

 すなわち、いずれの事業でも、図２の各「配慮ポイント」ごとに「具体的

サポート」を計画します。しかし、前にも述べたように、各事業の特徴を踏

まえた「具体的サポート」を計画する必要があります。 
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「スポーツ」の例として野球を借りると、事業を通して、学習者は「野球

が上手になるために、打つのが上達する・守るのが上手くなる」のような目

標を掲げるのが一般的なようです。しかし、目標はいずれであっても到達す

るには、いくつかの課題を練習(学習活動)することによってクリアしなけれ

ばなりません。すなわち、学習者は、目標と課題を明確にしなければなりま

せん。 

また、ここでは、現実の具体的サポートを確認する必要から、この事業の

特徴の一端として、「初心者程度の学習者に対して１回/週による１０回程度

の練習」を想定しています。 

このように、事業の特徴を明確にして、それらを踏まえた具体的サポート

を計画しなければなりません。従って、事業の特徴によって、必要となるサ

ポートの件数に違いがあっても気にかける必要はないと思われます。 

「配慮ポイント①」

学習者個人の目標・課題づくりの場において、図２「配慮ポイント①」

は、事業における個人の全体計画について、グループ内で共通理解を図るた

めに指導者のサポートを望んでいます。 

これに応えるためには、下記のような具体的サポートが期待されていま

す。 

    ＜具体的サポート＞ 

事業での練習回数を見通した目標として、学習者に「打つのが上達する」と

「守るのが上手くなる」のいずれかを選択させ、目標が同じである者同士による

できるだけ少人数のグループを作らせます（少人数グループを優先するため、

同じ目標の班が複数になる可能性は大です。また、以降、目標「打つのが上達

する」を例にして説明します）。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“学習

者一人ひとりが得心するグループができたか”どうかです。 

＜学習者による目標・課題づくりにおける、具体的サポート＞
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また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で良

いように思われます。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習にお

ける活動状況、教え合い、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基に評価する

ことになります。この場合、複数の指導者による評価が一般に望まれますが、

事情によっては、これにこだわる必要はないと思われます。

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。この習慣が、次からの実践につ

ながります。 

＜具体的サポート＞ 

学習者一人ひとりには、グループ内でお互いに相談しながら、まず「打つのが

上達する」ための課題をいくつか作らせ、次いで、取り組む順序を明確にするよ

う促します。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “個

人の課題とそれへの取り組みについての計画ができたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習での活動状況、相

互の教え合い、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基に評価することになり

ます。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

＜具体的サポート＞ 

グループ内でお互いに相談しながら、一人ひとりは課題に取り組む順序と配

当時間の概略を作成するが、その過程が、個人の課題についてグループ内で

共通理解を深めていく過程になるように導くことが期待されます。 

そのため、指導者は、学習者の課題、取り組みの順序と配当時間などが当人

の実態に対して適切かどうかについて、巡回しチェックする必要があります。 



19 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“一人

ひとりの課題とそれへの取り組みについて、グループ内で共通理解できたか”ど

うかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習における活動状

況、相互の教え合い、「快さ・充実感」体験状況などの観察結果を基に評価する

ことになります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント②」

学習者個人の目標・課題づくりに対応するための、２つ目の「配慮ポイン

ト②」は、グループ内で相互の教え合いができるように、課題について伝え

合い、理解し合う場を設定するために、指導者が実施するサポートを示唆し

ています。 

これに応えるには、下記のような具体的サポートが期待されています。 

＜具体的サポート＞ 

グループ内で学習者相互の教え合いができるように、各回の練習開始前に、

一人ひとりに、課題とその練習で特に留意する点を明確に説明させることが大

切です。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “グ

ループ内で相互の教え合いが活発にできたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者相互の教え合い

の様子、練習での活動状況、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基に評価し

ます。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 
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＜具体的サポート＞ 

一人ひとりが「留意する点」は、当人の実態に対して適切かどうか、また他者

から視覚的に捉えることができるかについて、巡回してチェックする必要があり

ます。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである、“一

人ひとりが練習で「留意する点」を仲間が視覚的に捉えることができたか”どうか

です。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習での相互の教え合い状

況、練習における個人の活動状況、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基に

した評価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント③」

内容づくりの場において、図２「配慮ポイント③」は、指導者は学習者一

人ひとりが課題に沿って練習できるように導くことを望んでいます。 

これに応えるには、指導者は下記のような具体的サポートを期待されてい

ます。 

＜具体的サポート＞ 

練習開始前に、グループ内で個人の課題とその練習で留意する点を確認し

合い、練習での相互チェックを促します。   

そのために、一人ひとりの「留意する点」は、学習者の実態に対して適切かど

うか、また仲間から視覚的に捉えることができるかについて、巡回してチェック

する必要があります。 

＜内容づくりにおける、具体的サポート＞
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＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“個人

の課題と「留意する点」がグループ内で共有できていたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者相互の教え合いの

様子、練習での活動状況、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基にした評価

になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

＜具体的サポート＞ 

一人ひとりの練習が課題に沿っているかどうかを相互にチェックし合うように

伝えます。 

そのために、体内的な感覚に基づいて制御する本人の予想するフォームと

仲間が視覚的に実際に捉えるフォームとの間には、ズレ・違いのあることを知ら

せておくことが大切です。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “感

覚に基づくフォームと視覚で捉えたフォームとのズレが学習者に伝わっている

か”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合い状況、練習

における個人の活動状況、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基にした評価

になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント④」

内容づくりに対応するための、２つ目の「配慮ポイント④」は、快さ・充

実感の体験を促すうえから、学習者が相互に賞賛する点、修正・改善点を繰
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り返し伝え合うような展開に導くための、指導者の具体的サポートを指して

います。 

これに応えるために、指導者は次のような具体的サポートを期待されてい

ます。 

＜具体的サポート＞ 

仲間同士の教え合いは、お互いの「快さ・充実感」の体験に通じることを繰り

返し実感させることが大切です。すなわち、仲間からの賞賛は「快さ・充実感」に

おける「承認」の体験であり、修正・改善の提示は「理解」の体験に通じることを、

学習者は練習の中で繰り返し実感できることが大切です。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “教

え合いが「快さ・充実感」体験に通じることを繰り返し実感できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、練

習での活動状況、「快さ・充実感」体験などの観察結果を基にした評価になりま

す。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

教え合いの中で、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないか

を、学習者に確認させる必要があります。 

   ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “相

互の教え合いが賞賛や修正・改善のいずれかに偏っていなかったか”どうかで

す。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの状況、

「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 
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さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

指導者は、「承認」や「理解」を与え合うことが練習を続ける動機になること

を、学習者が実感できるように努めることが大切です。 

   ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “「承

認」や「理解」の与え合いによって、お互いが練習意欲の高まりを実感できたか”

どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習での活動状況、相互の

教え合いの様子、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果を基にした評価に

なります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント⑥」

内容づくりに対応するための、３つ目の「配慮ポイント⑥」は、グループ

内で、お互いが励ましたり、褒めたり、アドバイスしたりできるような展開

を図るための、指導者の具体的サポートを指しています。 

すなわち、当人が感覚で制御したフォームと仲間の視覚で捉えるフォーム

との間には一般にズレがあり、そのために仲間同士の教え合いとそれに伴う

「快さ・充実感」体験を促すために、指導者は次のような具体的サポートが

期待されています。 

＜具体的サポート＞ 

仲間同士の教え合いにおける、賞賛は「快さ・充実感」の「承認」体験であり、

修正などの励ましは「理解」の体験に通じることを、学習者に繰り返し実感させ

ることが大切です。 
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  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “教

え合いがお互いの「快さ・充実感」体験に通じることを実感できたか”どうかで

す。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの状況、

「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

   ＜具体的サポート＞ 

指導者は、「承認」や「理解」の与え合いが練習を続ける動機になることを、学

習者が実感できるように努めることが大切です。 

＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “「承

認」や「理解」の与え合いによって、お互いが練習意欲の高まりを実感できたか”

どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、

「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することが大切です。 

＜具体的サポート＞ 

教え合いの中で、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないか

を、学習者に確認させる必要があります。 

   ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “賞

賛や修正・改善のいずれかに偏っていないか”どうかです。 
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また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点とし、相互の教え合いの様子、「快

さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評価に

なります。 

さらに、このサポートが「期待に十分に応えた・応えられなかった」について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント①」

方法づくりの場において、図２「配慮ポイント①」では、一人ひとりに目

標を作らせるうえで、お互いに相談しやすい少人数のグループを自分たちで

作らせるために、指導者は次のような具体的サポートを期待されていると思

われます。 

＜具体的サポート＞

目標を同じくする学習者でグループを作り、また相談しやすいようにできるだ

け少人数のグループを作らせます。 

そのため、同じ目標であってもいくつかのグループに分かれるなどのように、

学習者がグループ編成で悩むような場合には、指導者は目標・課題の難易度

にまで踏み込んだ参考等を与えることが必要です。

＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “学

習者が相談しやすい、少人数のグループができたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、

「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、上

記観察結果を用いて分析することです。 

＜方法づくりにおける、具体的サポート＞
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「配慮ポイント②」

方法づくりに対応するための、２つ目の「配慮ポイント②」は、相互の教

え合いを促すうえから、個人の目標や課題の伝え合いによって、グループ内

で共有し理解し合う場を作るために、指導者に対して次のような具体的サポ

ートを期待しています。 

＜具体的サポート＞

グループ内で学習者相互の教え合いができるように、各回の練習開始前

に、一人ひとりに、実演を交えて、課題とその練習でとくに他者からチェックして

欲しい点を明確に説明させることが大切です。 

＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである 

“課題とその練習で「留意する点」についてグループ内で共通理解できたか”

どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、

「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 

    ＜具体的サポート＞ 

一人ひとりが「留意する点」は、当人の実態に対して適切かどうか、また仲

間から視覚的に捉えることができるかを巡回して確認します。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである、練

習における“個人の「留意する点」を、仲間が視覚で捉えることができたか”ど

うかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、
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「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント④」

方法づくりに対応するための、３つ目の「配慮ポイント④」は、学習活動

によって快さ・充実感を体験できるように、賞賛する点、修正・改善点を繰

り返し伝え合うための、指導者による次のような具体的サポートを期待して

います。 

＜具体的サポート＞

仲間相互の教え合いと「快さ・充実感」体験とは通じ合う関係であるため、

与えられた教えや励ましなどに対してその都度反応するように伝える必要が

あります。 

    ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである 

“学習者が教えや励ましなどを与えられたときに反応しているか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互に教え合っている状

況、「快さ・充実感」を体験している状況、練習での活動状況などの観察結果

を基にした評価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 

＜具体的サポート＞ 

学習者同士が教え合う中で、重要なポイントを抜かしているようであれば、

巡回中の指導者は参考として適切な情報を与える必要があります。 
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＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである 

“学習者同士の教え合いの中で、誤解や紛らわしい点がなかったか”どうかで

す。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、教え合いの様子の観察結

果を中心にした評価になります。ただし、「快さ・充実感」体験の状況、練習で

の活動状況などの観察結果を補足資料にする必要がある場合も考えられま

す。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 

＜具体的サポート＞ 

教え合いの中で、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないか

を、学習者に確認させる必要があります。 

     ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである 

“教え合いの内容が賞賛や修正・改善のいずれかに偏っていなかったか”どう

かです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、

「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することです。 

「配慮ポイント⑤」

方法づくりに対応するための、４つ目の「配慮ポイント⑤」は、当人が目

標・課題に沿っていると信じている練習について、継続する点や改善する点

等を相互に教え合うために、指導者には次のような具体的サポートを期待し

ています。 
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＜具体的サポート＞

仲間と相談・教え合いながら、自らに対する課題の難易度や練習時間の適

否について考えさせることが大切です。変更の程度に関係なく、それは早期

であることが望ましいと思われます。（見直しが必要になる理由の多くは、そ

れまでに培った、体内の運動調節・個性等の個人差によるものとされていま

す。従って、指導者は、一人ひとりの個性的な打撃フォームを前提にして、お

互いの長所を生かして教え合うよう導くことが大切になります。） 

    ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“お

互いに教え合う中で、課題の難易度やその練習時間において、当人にそぐわ

ない事項があったか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、教え合いの様子の観察結

果を中心にした評価になります。ただし、「快さ・充実感」体験の状況、練習で

の活動状況などの観察結果を補足資料にする必要がある場合も考えられま

す。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント⑥」

方法づくりに対応するための、５つ目の「配慮ポイント⑥」は、仲間相互

の教え合いと「快さ・充実感」体験との密接な関係を踏まえて、教え合いを

促すことで積極的な学習活動に導くための、指導者の具体的サポートを期待

しています。 

＜具体的サポート＞

練習中において、お互いに「快さ・充実感」体験の動機になる「承認」や「理

解」を与え合うことができるか、また与えられた側の反応を確認することがで

きるかなどを、巡回してチェックすることが大切です。 
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＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである、学

習者が“練習中に「承認」や「理解」を与え合うことができたか、また与えられ

たときには素直に反応できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、「快さ・充実感」体験の状

況の観察結果を中心にした評価になります。ただし、相互の教え合いの様

子、練習での活動状況などの観察結果を補足資料にする必要がある場合も

考えられます。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。

「配慮ポイント⑦」

方法づくりに対応するための、６つ目の「配慮ポイント⑦」は、快さ・充

実感の与え合いに偏り(一方的に教えられるだけや教えるだけ)が起こらない

よう、学習者に工夫させるために、指導者の具体的サポートを期待していま

す。

＜具体的サポート＞

練習中において、一人ひとりは一方的に教えるだけ、教えられるだけのよう

な状態、すなわち「快さ・充実感」体験の動機４種(注３)に偏りを感じているか否

かを、常に確認しなければなりません。（必要に応じて、個人の練習位置を変

えたり、フォームのチェック位置・方向を変えたりするなどを、指導者はアドバ

イスすることも必要です。） 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“相

互に教え合う中で、教える側、教えられる側に分離していないか”どうかで

す。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの観察 

（注３）「快さ・充実感」体験の動機４種」・・・「挑戦」、「向上」、「理解」、「承認」の４種 
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結果を中心にした評価になります。ただし、練習における活動状況や快さ・充

実感体験の状況などの観察結果を補足資料にする必要がある場合も考えら

れます。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。

「配慮ポイント⑧」

方法づくりに対応するための、７つ目の「配慮ポイント⑧」は、快さ・充

実感を与え合う場を絆づくりの場にするうえから、一人ひとりが練習に全力

で取り組むなど、その中での教え合いが形式的な行動にならないように導く

ために必要な、指導者の具体的サポートを期待しています。 

＜具体的サポート＞ 

「快さ・充実感」を素直に与え合うためには、一人ひとりが懸命に練習しなが

ら、同様に頑張る仲間を素直に激励する、その激励を素直に受け取った嬉しさ

で、一層頑張りながら仲間を褒める・励ますというような過程を繰り返し実感で

きるような展開を図ることが大切です。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “精

一杯頑張っている者同士では、お互いに「承認」や「理解」を与え合うことが容易

であることを実感しているか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、相互の教え合いの様子、

「快さ・充実感」、体験の状況、練習での活動状況などの観察結果を基にした評

価になります。 

さらに、このサポートが「期待に応えた・応えられなかった」理由について、

上記観察結果を用いて分析することが大切です。 
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（２）「仲間づくり」を目標にした事業の場合

いずれの事業で学習するにしても、掲げた目標に到達するには、いくつか

の課題をクリアしなければなりません。 

「仲間づくりを目標にした事業」では、学習者の目標は「みんなと仲良く

なりたい」・「仲間づくりがしたい」等で表現されることが多いようです。

しかし、これらを目標として掲げただけでは、指導者は事業実施中に何をど

うサポートするかを想定するのが難しくなってしまいます。 

これを避けるためには、「仲間づくり」の例の場合にも、具体的目標・課

題を明確にする必要があります。前項「『スポーツ』における技能の習熟」

の場合と同様です。

そうすると、「みんなと仲良くなりたい」・「仲間づくりがしたい」で留

めないで、「仲間になる」ために必要な方法に焦点を当てた目標・課題が必

要になってくるように思われます。すなわち、「仲間づくりの方法を習得す

る」を目標に置くと、到達するためにクリアする課題が見えやすくなってき

ます。 

仲間づくりの方法はコミュニケーションを用いることが基本とされている

ようです。コミュニケーションは、言語、文字、態度、表情、行動、声など

を手段に用いた、精神的交流です。

精神的交流(コミュニケーション)の基本について概略的に示すと、下記図
４のようになります。

つまり、精神的交流は、心の内を体現し（自己開示１、２、３）、それを理

解し合う（受容１、２、３）ことの繰り返しが基本です。

自己開示１    →    受  容１

↓

受  容２    ←    自己開示２

↓

自己開示３    →    受  容３

・

・

図４． 精神的交流（コミュニケーション）の基本
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図４のように、心の内をお互いが体現し合う精神的交流では、お互いに似

たような話題が心の内に存在していれば、交流が活発になることを誰もが経

験しています。これらの経験を踏まえたかのように、仲間の作り方において

は、「何らかのコミュニティに所属する」、また、「その集団の中で自分を

発信する」等が大切とされています。そうすると、事業に参加し交流するこ

と自体が、既に“コミュニティに所属”“自分を発信”を満たし、精神的交

流を図るうえで適切な場ということになります。

しかし、精神的交流を促すためのさらに“適切な場”として、お互いに共

通する話題を心の内にもたらすような活動の場が重要になることは言うまで

もありません。

このような一例は、懇親会と称するパーティと併せて、いろいろなゲーム

を楽しみ“話題づくり”をしていることです。

従って、「仲間づくりを目標にした事業」では、“話題づくり”に相当す

るゲームのような学習活動を伴った、精神的交流（自己開示   受容）を繰

り返すことが大切であるように思われます。

そうすることによって、相互に理解が促され、この相互理解の促進はさら

に相互信頼感の醸成につながることを実感することが、「仲間づくりの方法

を習得する」に到達する道筋であるように考えられます。

以上のように、ここまでに捉えてきた仲間づくりを踏まえて、現場におけ

る指導目標づくりの試みを進めていきます。

「配慮ポイント①」

学習者個人の目標・課題づくりの場において、図２「配慮ポイント①」

は、学習者間の精神的交流を促すうえで、少人数のグループを作らせるため

に、指導者に望まれる具体的サポートを指しています（ここでは、１回/週に
よる、１０回程度の事業開催を想定しています。）

これに応えるためには、下記のような具体的サポートが期待されていま

す。 

＜学習者による目標・課題づくりにおける、具体的サポート＞
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  ＜具体的サポート＞

精神的交流を促すうえで、事業開催期間を通してチーム対抗戦形式のゲー

ムを実施するために、全員で相談しながら、チームで実施できるゲーム２～３種

目を考案し決めさせます。併せて、練習に取り組む順を決めさせます。また、各

種目の特徴等を考えて、全員で相談しながら、１チームを１グループとして編成

させます。（少人数グループを優先し、試合数が多くなる可能性があるため、結

果的に種目の数が減少することもあります。また、以降、種目の例に「三人制バ

スケットボール」を用います。） 

＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“学習

者が２～３種目を考案できたか”どうかになります（この場合には、“できた”とな

ります）。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、指導者のサポートが学習者

の主体性を妨げなかったかを視野に置いて、学習者間における相談や教え合

いの状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいた評価になりま

す。（指導者による観察記録です。一般には、複数の指導者による協同が望ま

しいでしょうが、これにこだわる必要はないと思われます。） 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。この習慣が、次からの実践につながります。 

  ＜具体的サポート＞

「三人制バスケットボール」対抗戦で勝つために、お互いに相談しながら、一

人ひとりには攻めと守りにおけるグループの課題と自らの課題を作らせ、どのよ

うな順で練習するかを明確にするよう促します。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“グル

ープの課題と個人の課題がチーム内で共通理解されていたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者相互の教え合
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いの状況、「快さ・充実感」体験の状況、練習での活動状況などの観察結果に

基づいた評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

チームの課題を踏まえた個人の課題を伝え合い、その練習に充てる時間や

取り組む順序を決めさせます。また、これらを決める過程が個人の課題をグル

ープ内で共通理解できる過程になるように導くことが期待されます。それは、相

互の教え合いをスムーズにさせることにつながるからです。 

そのためにも、指導者は、個人の課題、取り組みの順序と配当時間などが当

人の実態に対して適切かどうかを巡回しチェックする必要があると思われます。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである、相互

の教え合いによる精神的交流を促すため、“個人の練習課題について共通理

解できており、また時間も十分に充てられていたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、お互いの教え合いについて

の状況、練習中の活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果を基

にした評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

以上は、事業における個人の全体計画について、グループ内で共通理解を

図るための指導者のサポートです。 

以降は、事業における各回の学習活動に対する、具体的なサポートの説明

になります。 

「配慮ポイント②」

学習者による目標・課題づくりに対応するための、２つ目の「配慮ポイン

ト②」は、学習者相互の教え合いが積極的にできるようにするうえから、グ
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ループ内でお互いに課題を伝え合って共通理解を図る場を設定するために、

指導者に次のような具体的サポートを期待しています。

  ＜具体的サポート＞

グループ内で学習者相互の教え合いができるように、各回の練習開始前に、

学習者一人ひとりに、チームの課題とそれに向けた自らの課題に沿った練習で

特に留意する点を明確にして説明させます。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “一

人ひとりの練習で「留意する点」をチーム内で共通理解できていたか”どうかで

す。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者間の教え合いの状

況、練習中の活動状況、「快さ・充実感」体験状況などについての観察結果を基

にした評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

一人ひとりの「留意する点」は、当人の実態に対して適切かどうか、また仲間

から視覚的に捉えることができるかについて、巡回しチェックする必要がありま

す。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “一

人ひとりが指摘した「留意する点」は適切か、また他者から視覚的に捉えること

ができたか”どうかについてです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、教え合いの状況、練習中の

活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果を基にした評価になりま

す。 
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さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント③」

内容づくりの場において、図２の「配慮ポイント③」は、一人ひとりの練

習が課題に沿っているか、また練習でチェックして欲しい点を共通理解でき

ているかについて、グループ内で確かめ合いができるように導くために、指

導者には次のような具体的サポートを期待しています。

  ＜具体的サポート＞

一人ひとりが練習でチェックして欲しい動きをグループ内で共通理解するた

めに、練習開始前に、一人ひとりの課題とその練習で留意する点を確認し合う

場が大切になります。 

    ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “練

習の課題や留意する点を共通理解できたか、留意する点を仲間は捉えること

ができたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者における、練習

の状況、教え合いの状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づい

た評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞

当人が体内的な感覚に基づいて制御したフォームと仲間が視覚的に捉える

フォームとの間には、ズレがあることを予め知らせることが大切です。そのた

め、一人ひとりの練習がそれぞれ課題に沿っているかをお互いにチェックし合う

よう促すことが重要です。 

＜内容づくりにおける、具体的サポート＞
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  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “当

人が体内的な感覚に基づいて制御したフォームと仲間が視覚的に捉えるフォー

ムのズレが伝わっていたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、教え合いの状況、練習の状

況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいた評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント④」

内容づくりに対応するための、２つ目の「配慮ポイント④」は、学習活動

の中で快さ・充実感の体験を促すうえから、賞賛する点、修正・改善点等を

繰り返し伝え合うことができる展開を図るために、指導者には、次のような

具体的サポートを期待しています。 

  ＜具体的サポート＞ 

仲間同士の教え合いは、お互いの「快さ・充実感」の体験に通じることを内容

として伝えるために、仲間からの賞賛は「快さ・充実感」の「承認」の体験であり、

修正・改善の提示は「理解」の体験であることを、活動の中で繰り返し実感でき

るよう導くことが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “教

え合いの場における、仲間からの賞賛が「承認」、修正・改善の提示が「理解」

を、それぞれ与えられていることを実感できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者における、「快さ・充

実感」体験の状況、練習の活動状況、教え合いの状況などの観察結果に基づ

いた評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。
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  ＜具体的サポート＞

教え合いの中で、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないか

を、学習者に確認させる必要があります。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “教

え合いが賞賛、あるいは修正・改善のいずれかに偏っていなかったか”どうかで

す。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者における、教え合い

の状況、練習での活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基

づいた評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。

  ＜具体的サポート＞ 

指導者は、「承認」や「理解」を与え合うことが活動を続けるための動機になる

ことを、学習者が実感できるように努めることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである  

“「承認」や「理解」の与え合いが練習への意欲の高まりを学習者が実感できた

か”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習の活動状況、教え合い

の状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づく評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。（ここでは、学習者の負担にならないように

配慮して、「承認」や「理解」を与えられた時の心情を確かめて、裏付け資料に

することも考えられます。）
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  ＜具体的サポート＞ 

指導者は、相互の教え合いを繰り返すことが、相互の精神的な交流を促すこ

とを、学習者に実感させるように努めることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“教え

合いを繰り返すことによって、学習者は気楽に精神的交流できることを実感した

か”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、教え合いの状況、「快さ・充

実感」体験の状況、練習の活動状況などの観察結果に基づいた評価になりま

す。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント⑥」

内容づくりに対応するための、３つ目の「配慮ポイント⑥」は、グループ

内でお互いが励ましたり、褒めたり、アドバイスしたりできるような展開を

図るために、指導者に望まれる具体的サポートを指しています。

すなわち、本人が体内的な感覚に基づいて制御したフォームと仲間が視覚

的に捉えるフォームとの間にはズレがあることから、相互の教え合いが必要

になるため、仲間同士による協力・協働を促すよう、指導者は次のような具

体的サポートを実施する必要があると思われます。

  ＜具体的サポート＞

仲間同士の教え合いが、お互いの「快さ・充実感」の体験に通じることを実感

として伝えるために、仲間からの賞賛は「快さ・充実感」の「承認」体験であり、修

正・改善の提示は「理解」の体験に通じることを、学習者に繰り返し実感させるこ

とが大切であると思われます。 
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  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“教え

合いの場において、賞賛は仲間からの「承認」、修正・改善の提示は仲間からの

「理解」を、それぞれ与えられてくれたと、学習者が実感できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、教え合いの状況、「快さ・充

実感」体験の状況、練習の活動状況などの観察結果に基づいた評価になりま

す。併せて、学習者の負担にならないように配慮して、「承認」や「理解」を与え

られた時の心情を確かめて、裏付け資料にすることも考えられます。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

指導者は、「承認」や「理解」の与え合いが活動への意欲を高めることについ

て、学習者に繰り返し実感させるように努めることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである  

“「承認」や「理解」の与え合いが練習への意欲の高まりを学習者が実感できた

か”どうかです。    

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、練習の活動状況、教え合い

の状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいた評価になりま

す。併せて、学習者の負担にならないように配慮して、「承認」や「理解」を与え

られた時の心情を確かめて、裏付け資料にすることも考えられます。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞

教え合いの中で、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないか

を、学習者に確認させる必要があります。 
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  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである “相

互の教え合いにおいて、賞賛、あるいは修正・改善のいずれかに偏っていなか

ったか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者における、教え合い

の状況、練習での活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基

づいた評価になります。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞

指導者は、相互の教え合いを繰り返すことが、相互の精神的な交流を促して

くれることを、学習者に実感させるように努めることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“学習

者が教え合いを繰り返すことによって気楽に精神的交流できることを実感でき

たか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームや練習での教え合い

の状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいた評価になりま

す。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント①」

方法づくりに対応する、図２の「配慮ポイント①」は、お互いに相談しな

がら一人ひとりに目標を作らせるうえで、できれば少人数のグループを作ら

＜方法づくりにおける、具体的サポート＞
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せることを指しています。そのために、指導者には、次のような具体的サポ

ートが望まれています。

  ＜具体的サポート＞

種目の特徴、また相談や教え合いを考慮して、学習者に少人数のグループ

を作らせます。そのとき、同じ種目であってもいくつかのグループに分かれてし

まうなど、学習者がグループ編成に悩むような場合には、指導者は、グループ

仲間の特徴を考え合わせて、「三人制バスケットボール」の対抗戦におけるル

ールにまで踏み込んだ参考資料を与えることも必要になります。 

  ＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“１チ

ーム数人でできるゲーム２～３種目を立案する学習者に対して、指導者が提供

した参考資料が有効であったか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心になります。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習活動の各段

階（立案に向けて、ルール模索から種目を想定したゲーム創作、２～３種目に絞

るなど）における、相談し合う様子、教え合いの状況、「快さ・充実感」体験の状

況などの観察結果の分析から、指導者が提供した資料がサポートになったかど

うかを評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。

「配慮ポイント②」

方法づくりに対応するための、２つ目の「配慮ポイント②」は、相互の教

え合いを促すうえから、チームや個人の目標や課題について、共通理解を図

る場づくりのために、指導者に望まれる具体的サポートを指しています。 

  ＜具体的サポート＞ 

グループ内での相互の教え合いやそれに伴う「快さ・充実感」体験を促すた

めに、各回の練習開始前に、一人ひとりに対して、チームの課題や自らの課題

とその練習で「留意する点」を明確に説明させます。 
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  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“チー

ムの課題と個人の課題や「意識する点」がグループ内で共有されていたか”どう

かです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者における、教え合い

の状況、練習の状況、「快さ・充実感」体験の様子などの観察結果を基にして評

価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞

一人ひとりが練習で「留意する点」は、当人の技能的な実態に照らして適切

か、その点を仲間から視覚的に捉えることができるかについて、巡回しチェック

する必要があります。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“個人

の課題と「留意する点」を教え合いの中心に据えることができたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、学習者における、教え合い

の状況、練習での活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基

づいて評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント④」

方法づくりに対応するための、３つ目の「配慮ポイント④」は、学習活動

の中で快さ・充実感を体験できるように、賞賛する点、修正・改善点を繰り

返し伝え合う展開を期待しています。

すなわち、チーム内でのお互いの協力・協働によって、賞賛・改善方法の

提示・励ましなどを繰り返し伝え合うことが快さ・充実感の体験を促すこと
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につながるように図ることが大切です。そのために、指導者には、次のよう

な具体的サポートが望まれているようです。

  ＜具体的サポート＞ 

「三人制バスケットボール」の練習やゲーム中において、仲間の協力・協働・

信頼を必要とする「役割分担」が取り入れられているかをチェックし、すべてのグ

ループで「分担制」が採用されるように努めることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“「三

人制バスケットボール」の練習中やゲーム取り入れた「役割分担」が、チーム内

の協力・協働・信頼の雰囲気を高めることにつながったか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価で

す。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームでの一人ひとりの活

動状況、練習での活動状況、教え合いの状況、「快さ・充実感」体験の状況など

の観察結果に基づいて評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

学習者相互の密接な協力・信頼などをもとにして、相互の教え合いと「快さ・

充実感」体験を相通じさせるため、仲間から教えや励ましなどを与えられたとき

には、その都度反応するように伝えておく必要があります。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“教え

や激励などを与えられたときには、その都度反応するように伝えたことが、生か

されているか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。ゲームでの活動状況、教え合いの状況、練習での活動状況、「快さ・充

実感」体験の状況などの観察結果に基づいて評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 
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  ＜具体的サポート＞ 

教え合いの中で、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないかを

学習者に確認させる必要があります。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“教え

合いの際に、賞賛ばかり、あるいは修正・改善ばかりに偏っていないか”どうか

です。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームや練習での教え

合いの状況、練習での活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果

に基づいて評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

指導者は、「承認」や「理解」の与え合いが活動への意欲を高めることを、学

習者に実感させるように努めることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“「承

認」や「理解」を与えられると学習活動への意欲が高まることを、学習者が実感

できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームや練習での活動

状況、教え合いの状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいて

評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。

  ＜具体的サポート＞ 

指導者は、学習者相互の教え合いを繰り返すことが、精神的な交流の促進に

つながることを、一人ひとりに実感させるように努めることが大切です。 
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＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“相互

の教え合いを繰り返すことによって、学習者は気楽に精神的交流ができるよう

になったと感じたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームや練習での教え

合い他活動状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいて評価

します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

  ＜具体的サポート＞ 

学習者同士が教え合う際に、重要なポイントを抜かしているようであれば、巡

回中の指導者は参考として適切な情報を与えることが必要です。 

＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“学習

者同士の教え合いに関わって、指導者が適切に対処できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームや練習における

教え合いの状況などの観察結果を中心にして評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。

「配慮ポイント⑤」

方法づくりに対応するための、４つ目の「配慮ポイント⑤」では、個人は

自らの練習を信じているが、他者からの視点で、続けてもよい点や改善を要

する点等の教え合いが期待されています。 

すなわち、自らの感覚に基づいて制御したフォームが仲間の視覚的チェッ

クでは不十分・改善する必要があると判定され、その動きの修正・改善に長

時間を要する等のような場合には、練習計画の見直しについても教え合うこ
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とが大切になります。そのため、指導者には、次のような具体的サポートが

望まれています。 

  ＜具体的サポート＞

「三人制バスケットボール」の練習中やゲーム中における、グループ内での

役割分担を踏まえて、一人ひとりが作った課題の難易度やその課題に充てた

練習時間が当人の実態に対して適切か否かを考えさせ、お互いに教え合うこと

の大切さを伝える必要があります。 

  ＜評価＞

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“グル

ープ内での役割分担が、ゲーム展開の様相、練習の状況、教え合いの状況、

「快さ・充実感」体験の状況などに有効に反映していたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームの戦況、練習の

状況、教え合いの状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいて

評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。

「配慮ポイント⑥」

方法づくりに対応するための、５つ目の「配慮ポイント⑥」は、グループ

内で、お互いが励ましたり、褒めたり、アドバイスしたりできるような展開

を図るために、指導者に望まれる具体的サポートを指しています。 

  ＜具体的サポート＞ 

活動中において、グループ内で導入している役割分担を練習の場で活かす

ために、指導者は、一人ひとりの「快さ・充実感」体験の動機になる「承認」や「理

解」の与え合いができているか、また与えられたときにはその都度反応できてい

るかなどを巡回しチェックすることが大切です。 
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＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“グル

ープ内での役割分担制の導入が「承認」や「理解」の与え合いを促進させたか”

どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、ゲームの戦況、練習の

状況、教え合いの状況、「快さ・充実感」体験の状況などの観察結果に基づいて

評価します。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 

「配慮ポイント⑦」

方法づくりに対応するための、６つ目の「配慮ポイント⑦」は、「快さ・

充実感」の与え合いに偏り（一方的に教えられるだけや教えるだけ）がない

ようにするための工夫を、学習者に期待しています。

すなわち、学習者相互の「快さ・充実感」の与え合いを手助けするため

に、指導者には、次のような具体的サポートが望まれています。

  ＜具体的サポート＞

「快さ・充実感」の与え合いに対する「役割分担制」導入の妨げをチェックする

ため、一人ひとりは「快さ・充実感」体験の動機４種を偏りなく感じているか、つま

り一方的に教えるだけ、教えられるだけのような状態になっていないか常に確

認する必要があります。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“グル

ープ内で「役割分担制」を導入した練習において、個人は動機に偏りのない「快

さ・充実感」体験できたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、「快さ・充実感」体験の

状況、ゲーム展開の様相、練習の状況、教え合いの状況などの観察結果に基
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づいて評価します。また、重要なことは、サポートが「巧くいった・いかなかった」

理由について、上記観察結果を用いて分析することです。

「配慮ポイント⑧」

方法づくりに対応するための、７つ目の「配慮ポイント⑧」は、快さ・充

実感を与え合う場が絆づくりの場になるようにするために、一人ひとりが練

習に全力で取り組み、教え合いや励まし等が形式的な行動にならないことを

期待しています。

すなわち、「快さ・充実感」の与え合いが、形式的・儀礼的にならないよ

うにするために、指導者には次のような具体的サポートが望まれています。

  ＜具体的サポート＞

「快さ・充実感」体験の動機を素直な気持ちで与えたり、与えられたりするに

は、相互の尊敬・信頼を高める上から、一人ひとりは精いっぱい活動に取り組み

ながら、同様に頑張る仲間を素直に激励する、その激励を素直に受け取った嬉

しさで一層活動を頑張りながら仲間を褒める・励ますというような、仲間間で協

力の必要性を適宜伝えることが大切です。 

  ＜評価＞ 

このサポートの場合、評価対象にする中心は、サポートのねらいである“精い

っぱい活動している仲間から激励されると、その優しさを素直に受け取ることが

できて、その嬉しさで一層頑張れたか”どうかです。 

また、ねらいに応えたか否かを調査する方法は、指導者による自己評価が中

心です。すなわち、上記サポートのねらいを観点として、「快さ・充実感」体験の

状況、ゲーム展開の様相、練習での活動状況、教え合いの状況などの観察結

果に基づいて評価します。ただし、１回当たりの調査対象人数を絞り、調査回数

を増やすことで、調査資料を補うやり方が望ましいように思われます。 

さらに、サポートが「巧くいった・いかなかった」理由について、上記観察結果

を用いて分析することが大切です。 
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あとがき

本書作成のねらいは、市民の「自分づくり」に対する、社会教育事業によ

る支援の充実を図ることにあります。すなわち、学習者を主体にした指導者

と行政等の連携を促すツールになるよう、期待を込めて作成しました。 

従って、今後の事業実施で本手引き書を活用し、社会教育のねらいに沿っ

て、学習者や指導者・行政等の共通理解を図ることで、充実した事業が展開

されていくことを願っています。 

しかし、本書がその域に辿り着くまでには、市民からの情報が未だ不足し

ていることは否めません。 

このような観点を踏まえ、市民の意見や社会情勢等の変化に応じて、市民

に対して充実したサポートを提供できるよう、本書の改善を重ねていきま

す。 
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≪資料≫ 

【日常生活で、体験できる「快さ・充実感」】 

本書で用いる「快さ・充実感」は、喜び・嬉しさ・幸せ・成就・達成・親

和等々の動機による心や体の“ここちよさ”を総称した表現です。 

従って、誰もが日常生活で幾度となく「快さ・充実感」を体験しているこ

とは容易に理解できます。実際に、「快さ・充実感」を体験する瞬間には、

“アッできた よかったーッ！”“ああ 幸せ―ッ！”“嬉しいーッ アリ

ガトウ！”“仲間にナレタ よかったーッ！”等々の言葉で表現していま

す。 

近年、この「快さ・充実感」の体験は、人が物事への取り組みを粘り強く

続ける動機になることが確かめられています。 

すなわち、社会教育における学習過程で体験する「快さ・充実感」は、そ

の後の学習継続への意欲を高めるなど、著しく影響するということです。 

 以降、順を追って、「快さ・充実感」体験が持つ、重要な意義について説

明します。 

（１）いろいろな動機による「快さ・充実感」の体験と、その意義 

「快さ・充実感」は、前述したような“アッできた よかったーッ！” 

“ああ 幸せ―ッ！”等々のような感覚を呼び起こす、喜び・嬉しさ・幸

せ・成就・達成・親和等々の動機によるものです。 

これらの動機は便宜的に４種に大別することができます。それぞれは「挑

戦」「向上」「理解」「承認」と称され、それぞれを体験する意義を反映し

ている名称です（資料編図１参照）。 

以下、４種の各動機による「快さ・充実感」体験とその意義について説明

します。 
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「挑戦」は、自ら掲げた目標の到達に向かって、意欲的・積極的に取り組

んでいる（挑戦している）過程において、自らの精いっぱいの頑張りに満足

して“ヨッシャー この調子！ これなら イケルッ！”のような感覚で感

じ取る「快さ・充実感」を指しています。この「挑戦」の体験が意欲・やる

気と表裏一体の関係にあることは容易に理解できます。 

従って、「挑戦」の体験が意欲・やる気をさらに高め、学習活動への積極

性をいっそう促すことは、日常生活での体験としても珍しくありません。こ

のように、「挑戦」を体験する意義は、学習活動を積極的・意欲的にさせる

点に見出されています。 

資料編【図１】快さ・充実感 
快さ・充実感は、「挑戦」、「向上」、「理解」、「承認」の４つの体験によって得ること

ができる。目標に向けてやる気になったり、無我夢中になったりする「挑戦」の過程で

得られる楽しさ。挑戦することで、目標を達成し、自分の成果や達成感に満足すること
で、次の目標に向けてさらに頑張ろうという気持ちになる「向上」の楽しさ。これら２つ
は、個人で得られる快さ・充実感である。また、「挑戦」「向上」の過程で、周りの人か

ら、気遣ってもらったり、励ましてもらったりすることで得られる「理解」や自分の成果
を褒めてもらったり、価値を認めてもらったりすることで得られる「承認」により得られ
る快さ・充実感もある。 
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「向上」は、目標到達に向けて意欲的に取り組んでいる過程（「挑戦」を

体験）において、目標到達に近づく着実な成果を実感できたときに、“アッ 

できたーッ！ よかったー！”あるいは目標に到達できたときに“ヤッター 

バンザーイッ！”のような感覚で感じ取る「快さ・充実感」を指していま

す。 

この「向上」の体験は、次のステップへの意欲・やる気を促す等の好影響

をもたらします。これが「向上」を体験する中心的な意義とされています。 

「理解」は、自らが目標に向かって意欲的に取り組んでいる過程（「挑

戦」を体験）において、他者が励ましてくれる・手助けしてくれるようなと

きに“嬉しいーッ アリガトウ！ モット 頑張るッ！”などの感覚で感じ

取る「快さ・充実感」を指しています。 

この「理解」を体験する意義は、目標到達に向けた取り組みへの意欲・や

る気がさらに高まることにあります。 

しかし、励ましてくれる他者の優しさなどの真心を“汲み取れない・理解

できない”ときには、せっかく与えられた「快さ・充実感」（「理解」）を

体験することはできません。他者の優しさを理解する大切さを指して、「理

解」と称されています。 

「承認」は、仲間に認められた充実感です。すなわち、目標に到達したと

きに、他者が拍手等々で賞賛してくれるような場合に“仲間として認めても

らえて、ヨカッターッ！”“自分って スゴイッ！”などの感覚で感じ取る

「快さ・充実感」を指しています。 

この「承認」も、次のステップにおける学習活動への意欲・やる気を促

すなどの好影響をもたします。これが「承認」の意義として確かめられて

います。 

以上、４つの動機による「快さ・充実感」体験とその意義についてみて

きました。その結果として、人が物事に取り組む過程で体験する快さ・充

実感は、その後における取り組み継続へのさらなる動機になることが改め

て確認できました。  

逆に表現すると、公私の別を問わず、人がいろいろな事に取り組み頑張

るのは、快さ・充実感の体験を望んでいる証のように思われます。 
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いずれにしても、各事業の学習者にとって極めて大切なことは、快さ・

充実感をもたらす動機４つのそれぞれを自覚できるようになること、並び

にそれぞれを体験する意義を実感できるようになることであると考えられ

ます。 

（２）「快さ・充実感」を体験するために必要な条件

前項で説明した、「快さ・充実感」をもたらす４種の動機は、動機の元

がどこから発せられるかの観点から、大きく２つに類別できます。 

１つは、動機の元が内発的（本人）である「挑戦」と「向上」であり、

自作自演の体験と言うことができます。 

２つ目は、動機の元が外発的（他者）である「理解」と「承認」であ

り、他者に依存した体験と言うことができます。 

以降、２つに類別された体験の違いについて確認します。 

「挑戦」と「向上」を体験するには、目標到達に向けて意欲的・積極的

に取り組んでいる過程が必須の条件です。つまり、これらを体験できるか

否かのすべては自分にかかっています。 

「理解」と「承認」は、意欲的・積極的に目標達成に挑んでいる自らに

対して、他者が与えてくれるところに特徴があります。 

そのため、「理解」と「承認」を体験するためには、先ずは自らが目標

達成に積極的に挑んでいることが前提条件で、次には他者が優しさ等を与

えてくれる真心を素直に感じ取ることが必須の条件になります。 

すなわち、前項で説明したように、「理解」の場合には自らへの励ま

し・手助けを、また「承認」の場合には拍手等々による賞賛を、それぞれ

手掛かりにして他者の真心を素直に感じ取ることができなければなりませ

ん。感じ取ることができて、初めて「理解」や「承認」の「快さ・充実

感」を体験できることになります。 

以上のように、仲間が相互に「理解」や「承認」を与え合うためには、

一人ひとりが備える条件として、目標到達に向けて積極的に取り組んでい

ること、並びに他者の優しさを素直に感じ取れることの、２つの条件を決

して忘れてはなりません。 
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また、「他者の優しさを感じ取れた」ときには、与えてくれた他者に感

謝を込めて応えることがきわめて大切になります。このことについては、

次項で説明します。 

（３）絆づくりにつながる、「理解」や「承認」の与え合い

前項で説明したように、仲間が相互に「理解」や「承認」を与え合うう

えで、各個人に必要な条件２つは、目標到達に向けて意欲的・積極的に取

り組んでいること、並びに他者の優しさを素直に感じ取ることができるこ

とです。 

ここでは、他者の優しさを素直に感じ取ることができるようになる方法

を習得する、つまり、精神的交流（コミュニケーションを成立させる、自

己開示と 受容の繰り返し）の方法を習得する過程について説明します。 

図２に示す、精神的交流の基本（方法）を習得するには、先人の知恵に

学ぶと、自らが先に他者に対して優しさを与えるよう（自己開示１）に努

めることが先決のようです。自己開示の手段は、言語、文字、態度、表

情、行動、声などです。 

すなわち、このような行動・努力を繰り返えせば、自らに向けられた他

者の優しさ（自己開示２）を次第に理解できる（受容２）ようになり、ま

たこのような理解の促進は優しさの与え方（自己開示３）を豊かにして伝

わり易くする（受容３）と考えられています。 

自己開示１    →    受  容１

↓

受  容２    ←    自己開示２

↓

自己開示３    →    受  容３

・

・

資料編【図２】．精神的交流（コミュニケーション）の基本

（本書 P.３２から転載）
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具体的には、「自己開示   受容」を繰り返すと、仲間に対して優しさ

を与える場面では、どのような励まし・手伝い等を、どのタイミングで、

与えればいいかを想定しやすくなってくると考えられています。逆に、優

しさを与えられた場面では、仲間の優しさを素直に感じ取ることができる

ようになってくると考えられます。 

以上のように、目標達成に積極的に挑む者たちによる “同じような立場

の仲間同士”では、尊敬や信頼感の醸成に連れて、相互の優しさを理解し

やすくなり、この理解の促進が相互の尊敬や信頼を強めることにつなが

り、この尊敬・信頼の促進が優しさへの理解をさらに促すという好循環を

辿る様相が考えられます。 

ただし、この好循環を辿るか否かのカギは、図２の「自己開示２」が握

っていることを忘れてはなりません。これは、前頁でも指摘したことで

す。 

すなわち、“与えられた優しさを理解できた”ときには、その都度、喜

び、感謝等々を言語、表情、行動などによる「自己開示」として、与えて

くれた他者にはっきり伝える必要があります。 

従って、社会教育の実践における指導者は、前述の“好循環”に沿った

「快さ・充実感」体験に導くために、他者から優しさを与えられたときに

は、その都度反応しているか否かを、一人ひとりについて注視することが

大切になります。 

また、前述の “好循環”に沿った「快さ・充実感」の体験学習の経過

は、精神的な交流の過程に他なりません。そうすると、人間同士の結びつ

きを深めようとする「絆づくり」の経過は、正に精神的交流にそのもので

す。 

精神的交流の手段は言語、文字、態度、表情、行動、声などです。しか

し、これらの手段によって体現する「自己開示   受容」を容易にさせる

ような話題が心の内に存在しなければ、精神的交流は困難に陥ることにな
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ります。従って、精神的交流を図ろうとする場合には、お互いの興味・関

心が似ているなど、「共通の話題」が必要になります。 

その好例は、生活の中でよく見かけるように、懇親会と称して、パーテ

ィと併せて“話題づくり”のゲームをしていることです。 

このように、お互いが共通・共有できる活動を通して「自己開示   受

容」を反復するにつれて、相互の理解が促され、相互理解の促進はさらに

相互信頼感の醸成につながるように考えられます。 

以上のように、社会教育における、学習者仲間が「快さ・充実感」を相

互に与え合う体験学習は、絆づくりにつながると考えられます。 

また、絆が強くなるにつれて、「快さ・充実感」の与え合いも促進され

るように考えられます。従って、社会教育事業では「快さ・充実感」体験

と「絆づくり」の好循環を強く意識しなければなりません。 

ちなみに、「挑戦」～「向上」の体験に不可欠な、目標到達に向けて意

欲的・精力的に取り組む過程での活動実態は、当人の「精神的健康」の状

態を強く反映している１つの指標と捉えられています。 

また、「理解」や「承認」を与え合う実態は、当人の「社会的健康」の

状態を強く反映している１つの指標と捉えられています。 

これらについても心して、事業実践における指導目標づくりに取り組ま

なければなりません。市民の「自分づくり」をサポートするのが役割です

から。 




