
◆01‗創造性とイノベーション／episode01 

 

 大阪大学の学生に「イノベーション」の授業をしたときのことです。 

 

・イノベーションとは「問いを再定義すること」自分の思考の枠を超えて、問い直すこと 

・世の中にはどんな問題があるか？ 

・どうしてそのままではいけないのか？ 

・しつもんをつくりかえてみる 

 

例えば、ある女性は駅のホームで途方にくれていた。「どこにエレベーターがあるんだろ

う？」ベビーカーを押しながら荷物を抱え、汗だくになってホームの端から端まで歩き、

中央にエレベーターがあることに気づいた。「前もって、車両の真ん中に乗れば良いって

わかっていたら無駄足にならなかったのに」 

 

こうして生まれたのが都内ではおなじみとなった「乗り換え案内図」です。 

 

「どこにエレベーターがあるんだろう？」と問いを持ち、各駅で右往左往していた 1人の

主婦が、「どうすれば、乗り換えをスムーズにできるだろう？」と問いを再定義し、各駅

をまわり地道にマップを創りあげ、いまはそれを元にスムーズな乗り換えをしている人が

たくさんいる。 

 

参考：https://woman-type.jp/s/vitamin03/03/ 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

https://woman-type.jp/s/vitamin03/03/


◆01‗創造性とイノベーション／episode02 

 

イノベーションと聞くと大きなことを考えてしまいがちですが、自分の身近にあることか

ら考えることができます。 

 

Clayton M. Christensenは著書、イノベーション・オブ・ライフの中でハーバード大学に

通う学生たちにこう語りかけます。 

 

“どうすれば幸せで成功するキャリアを歩めるだろう？ どうすれば伴侶や家族、親族、

親しい友人たちとの関係を、ゆるぎない幸せのよりどころにできるだろう？ どうすれば

誠実な人生を送り、罪人にならずにいられるだろう？ 三つの質問は、一見簡単に思える

が、わたしの同級生の多くが、一度も考えることをしなかった質問だ。あるいは考えはし

たが、そこから学んだことを忘れてしまったのだ” 

 

“一〇歳のとき、大きくなったら何になりたいと聞かれたら、何にでもなれる気がしただ

ろう。宇宙飛行士。考古学者。消防士。野球選手。アメリカ初の女性大統領。当時のあな

たは、何をすれば自分が本当に幸せになれるかだけを考えて、答えていたはずだ。あなた

を制約するものは何もなかった。 もちろん、自分にとって本当に意味のあることをした

いという気持ちを見失わない、意志堅固な人たちもいる。だがわたしたちの多くは、年を

重ねるごとに、夢を一つ、また一つと失っていく。間違った理由から仕事を選び、そのま

ま妥協する。心から愛することを仕事にするなどしょせん無理な話と、やがてあきらめる

ようになる” 

 

普段、身近にあるのに当たり前になりすぎて問いかけを忘れてしまうモノがあります。 

 

「幸せとは何か？」 

「自分はどんなときに幸せを感じるのか？」 

「どんな自分でありたいのか？」 

 

自分自身に問い直すことが大切 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



◆01‗創造性とイノベーション／episode03 

 

●自分自身に問い直す 

 

海士町の観光と学びを通じて、自分自身に問い直す旅としてチャレンジしていることのひ

とつに「海士の島旅 ライフイズラーニングツアー」があります。 

 

これは海士町のシンボルでもある「マリンポートホテル海士」代表の青山敦士さんと 

全国初の「学校経営補佐官」である島前高校魅力化プロジェクトコーディネーターである

大野佳祐さんのアイデアに僕も参加させてもらったものです。 

 

◆Life is Learning ツアーについて 

https://oki-ama.org/life-is-learning-tour/ 

◆対談記事 

前半：https://oki-ama.org/教育-x-観光-クロストークから見える学びの本質-【/ 

後半：https://oki-ama.org/教育-x-観光-クロストークから見える学びの本質-【-2/ 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆01‗創造性とイノベーション／episode04 

 

●子どもの創造力は「どうして？」という疑問からスタートする。http://shimt.jp/?p=6552 

 

創造する力のある人の特徴の１つが、 

「知らない」ことを知っていること。 

 

自分には知らないことがあることを認め、 

自分の中にある常識や固定概念に対し、 

「本当にそうだろうか？」と問いかけることで 

創造力を発揮しています。 

 

街を歩けば 

 

「なぜ、あのお店は人気があるのだろう？」 

「なぜ、みんな下を向いて歩くのだろう？」 

https://oki-ama.org/life-is-learning-tour/
https://oki-ama.org/教育-x-観光-クロストークから見える学びの本質-【/
https://oki-ama.org/%E6%95%99%E8%82%B2-x-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%AE%E6%9C%AC%E8%B3%AA-%E3%80%90-2/
http://shimt.jp/?p=6552


「なぜ、あの子は困った顔をしているのだろう？」 

と、まるで４歳児の子どものように 

物事に興味や好奇心を持って探求しています。 

 

けれど、反対に、 

一度「知っている」と頭が判断してしまうと、 

その先の答えを考えなくなるもの。 

 

 

答えのわかった迷路をわざわざ、 

「他のルートもあるかもしれないぞ！」 

と、やり直すことはあまり多くないように、 

 

答えが見つかった途端、 

僕らの頭は思考が停止してしまいます。 

 

 

知らないと平気で言えることは、 

疑問を抱き、質問するための最初のステップですから。 

ポール・ベネット（IDEO CCO） 

 

僕らが職場の上司から与えられた仕事を 

こなすことに四苦八苦するように、 

 

子どもたちも、 

やらされている授業やトレーニングに 

意味や目的を見出すことは難しいものです。 

 

一方で、 

自ら興味を示し、 

好奇心を持って「なぜ？」と 

自分で考え出した質問には、 

人は夢中になります。 

 

 

あなたは、最近、どんなことを不思議に思いましたか？ 



「なぜ？」と問いかけたことはどんなことがありましたか？ 

どんなことに夢中になっていますか？ 

 

 

４歳の子どもは 

僕たちにたくさんの質問を投げかけます。 

 

「パパはどうして今日、お出かけしないの？」 

「どうして雨が降っているの？」 

「どうしたら雲ができるの？」 

「虹はどんな味がするの？」 

「虹を食べた人はどうなるの？」 

「どうしてパパは知らないの？」 

「おじいちゃんに勉強しなさいって言われなかったの？」 

 

 

ついつい、 

「そんなことは良いからもっと真面目なことを考えなさい」 

と、言いたくなるかもしれません。 

 

けれど、 

その好奇心の種には、 

のちに素晴らしい芽となるものもたくさんあります。 

 

とはいっても…という方のために、 

オススメの方法は「好奇心の手帖」をつくること。 

 

「なぜ？」 

「どうして？」  

と疑問に思ったことは、 

そのノートに書き込んでいきます。 

 

そして、 

時間を見つけては、 

その答えを一緒に考えるのです。 

 



そうすることによって、 

子どもたちは自ら学びたいことに夢中になって取り組み、 

成長していくのと同時に、 

 

子どもたちの好奇心は、 

僕らのすでに知っているという「固定概念」を 

崩してくれ、創造力を磨くきっかけをくれます。 

 

子どもたちと一緒に 

「好奇心の手帖」をつくって、 

お互いに学び合いましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆01‗創造性とイノベーション／episode05 

 

 

●妄想を明確にすると「好奇心」が生まれる http://shimt.jp/?p=10691 

 

「ぼく、マリオカートの世界をつくりたいんですよ」 

 

そう話してくれた中学１年生の男の子は、 

仮面ライダーが大好きで、 

数万円もする変身ベルトを何本も持っている。 

（大人が買うやつ！） 

  

  

「次回会うときは持ってきますよ」と言うので、 

「仮面ライダーRXのやつを頼むよ」と小さな頃の 

僕のヒーローの名前を伝えておきました。 

 

「マリオカートの世界をつくりたい」  

 

これが小学低学年の言葉だったら、 

まわりにいる大人たちも、 

「夢のある子だな」と評価してくれます。 

http://shimt.jp/?p=10691


 

けれど、 

ある程度の年齢になったり、 

僕ら大人がおなじ夢を語ると 

 

「いい年をして何をいってるんだ」 

 

という顔をされる。 

 

でも、 

多くの子どもたちは（大人も）、 

答えの奥に「本当の答え」を持っているんです。 

 

「 マリオカートの世界って、 

 どんなにぶつかっても、海に落ちても、 

 アイテムで攻撃されても、怪我しないんですよ。 

 ぼくはそんな世界をつくりたいんです」 

人は妄想を明確にすると、 

現実とのギャップを感じる。 

 

このギャップという 

何かが欠けているという認知があって初めて 

 

「何かを知りたい」 

 

という好奇心が発動する。 

 

 

人がなんらかの創造性を発揮する際には、 

「妄想と現実のギャップ」を認識することが欠かせない。 

個人が自らの関心に基づくビジョンを明確にして、 

さらに、そのビジョンと現状との間にある距離（ギャップ）を正面から 

受け入れたときに初めて、そのギャップを埋めようとするモチベーションが 

個人の中に生まれる。このような緊張状態が生まれない限り、 

人はクリエイティブなモードにはならないのである。 

（ダニエル・キム MIT教授） 



 

彼はいま、 

マリオカートの世界という 

「どうしたらぶつかっても怪我をしないか？」と 

そうでない現実の世界とのギャップに気づいたからこそ、 

好奇心が生まれ、探究が始まった。 

  

「スペインを舞台に活躍するサッカー選手になりたい」 

という子どもは、 

 

スペイン語を話している未来の自分と、 

こんにちは（Hola）くらいしか話せない現実の自分との 

ギャップに気づき、好奇心が生まれ、 

スペイン語の勉強をはじめる。 

 

「どんな自分になれたら最高？」 

「もし 100億円のお金があったら何に使い切りたい？」 

「子ども時代の夢は何でしたか？」 

 

妄想から 

好奇心を引き出すきっかけをつくりましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆01‗創造性とイノベーション／episode06 

 

 

●頭の中を交換して、当たり前を疑う 

 

博報堂の社長である水島正幸は、次のように述べています。  

 

「新しいアイデアは、異なった価値観、異質な才能、そして多様な文化のぶつかり合いから

生まれます。また、博報堂には、良いアイデアは、誰が出そうが良いものは良いと認め合う

文化があります。社員一人ひとりの『個』の力に、お互いを高める『チーム力』をかけ合わ

せることで、高度なクリエイティビティが生まれるのです」  



 

組織運営の考え方のひとつに、「集合天才」という概念があります。 

「ひとりの天才に頼るのではなく、チームや組織全体で創造性を発揮する」という考え方で

す。 

博報堂が重視するチーム力も、この集合天才という概念に通ずるものであるといえ 

 

参考：http://shimt.jp/?p=5414 

 

 

 

http://shimt.jp/?p=5414


◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode01 

 

●「問題解決」の前に「問題発見力」を磨こう  http://shimt.jp/?p=3645 

 

あるチームの 

練習に伺ったときのこと。 

  

一人の男の子が、 

自分のボールがなくなってしまったのか、 

僕の目の前を右往左往していました。 

  

 

「もうすぐ練習がはじまっちゃう」と 

その選手は大慌て。 

 

けれど、 

他の選手はその姿をよそに、 

ゲームやボールを蹴っています。 

 

「問題解決」に 

取り組むプロセスは 

僕ら大人にとって 

忍耐を求められるときもあります。 

 

例えば、 

「○○くんのボールがないみたいだよ！」 

 

そう指示すれば、 

さっきまでボールを蹴っていた選手も 

ボール探しを手伝ってくれるでしょう。 

 

けれど、 

このままではいつまでたっても 

僕ら大人が指示しないと 

一緒にボールを探す選手には 

成長しないかもしれません。  

http://shimt.jp/?p=3645


 

問題を解くことは重要である。 

しかし、 

問題を発見することはもっと重要である。 

― 秋山仁 

 

 

 

一人の選手が 

一生懸命ボールを探している。 

 

あなただったら、 

こんなとき、どうしますか？ 

 

一緒にボールを探しますか？ 

 

それとも、 

「ボールを探そう！」と指示をしますか？ 

 

それとも、 

他の案を実行しますか？ 

 

その後の練習時間や、 

チームの目的など、 

 

状況によって、関わり方も変わるとは思いますが、 

 

ボールがなくなってしまった選手を見つけても、 

まずは「何も指示しないこと」も 

選択肢として良いかもしれません。 

 

ただ、そのことを心に留めておきます。 

 

選手が 

自分たちで気づいて話し合い、 

問題を解決してくれるのをじっと待つのです。 



 

もし、誰も気づかず、 

誰も助けなかったとしたら、 

 

「うちのチームの子どもたちは、 

 どうしてこういうときに助けようとしないのかな？」 

 

と、 

僕ら大人が考えるきっかけになります。 

 

一人の選手が 

一生懸命になってボールを探している。 

 

なぜ、これに気づかないのか。 

 

試合中にも同じことが 

起こっているんじゃないか。 

 

チームメイトが困っているのに、 

気づかないということは、 

お互いの信頼関係が薄いのかもしれない。 

 

小さなことから、 

どんな問題が存在するのかを探ることができます。 

 

子どもたち選手と一緒に 

チームに起こる小さな出来事に目を向けて、 

問題を発見する力を磨きましょう。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode02 

 

●「WHY」で問題の根っこを見つけよう  http://shimt.jp/?p=3656 

 

チームに問題が起こった時、 

その問題にどう向き合うかがとても大切です。 

 

選手同士が言い争いをし、 

手を出してしまうような喧嘩に発展。 

 

こんなとき、 

どう向き合っていきましょう。 

 

お互いの言い分を聞き、 

どうして欲しかったのかを伝え、 

仲直りする。 

 

これで一件落着。 

 

と、いきたいところですが、 

これでは問題に対処しただけであって、 

問題解決になっていません。 

 

表面的に見える問題に対処するだけでなくて、 

もっと深く、根っこにある問題を 

しっかりと解決することが大切です。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

根本的な問題解決を 

しようとする人は少ない。 

― ソロー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「最近、成長を感じられない」 

「やる気が出なくて…」 

「怪我から復帰してもすぐに怪我をしてしまう」 

http://shimt.jp/?p=3656


 

表面に浮き上がってきた 

問題に向き合うことももちろん大切ですが、 

 

さらに奥深くにある問題に向き合うことが 

選手の成長を後押ししてくれます。 

 

そのためには、「なぜ」を活用すること。 

 

「なぜ、成長を感じられないと思うの？」 

 ↓ 

「最近、得点をとってないから」 

 ↓ 

「なぜ、得点が取れてないんだろう？」 

 ↓ 

「チームメイトからあまりいいボールがこないから」 

 ↓ 

「なぜ、いいボールが来ないんだろうね？」 

 ↓ 

「コミュニケーションが少ないからかも。 

 もっとチームメイトとコミュニケーションを 

 とろうと思います」 

…… 

…… 

 

選手によって、 

根っこに広がる問題はそれぞれ違います。 

 

だからこそ、 

「なぜ？」を活用しながら、対話を通じて、 

根っこにある問題を一緒に探して行く必要があります。 

 

子どもたち選手と一緒に 

根っこの問題を解決しましょう。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode03 

 

●全体性と部分性（システム・構造を知る） 

 

10歳にも満たない子どもたちも毎週末、 

全国各地で試合に挑んでいます。 

 

勝ちたかったらもっと練習しろ、練習しなさい。 

うまくなりたかったら休んではいけない。 

敵と仲良くするな。 

 

スポーツにとって勝敗は欠かせない要素だけれど、子どもたちの「スポーツをする理由」に

選択肢がなく、ひとつの基準ですべてを測ると息苦しくなります。 

 

2月 1日、沖縄。 

冬にも関わらず 20度を超えるぽかぽか陽気の中、 

静かに新しいチャレンジをはじめました。 

 

タイトルは「ボーダーレスカップ」 

 

スポーツにおけるひとつの価値である「つながり」に焦点を当て、子どもたちがチームメイ

トとの関係性を深め、初めて会った友だちとつながる。 

 

勝利ももちろん目指すけれど、友だちと関わりたくなるきっかけをたくさん用意しました。 

 

当たり前にあった風景がぼくたち大人がつくる構造によって、当たり前じゃなくなってい

く。 

 

今後、全国各地でこうした機会を開いていきたいな。 

 

参考：ボーダーレスカップ http://fujishirokeiichi.com/?p=574 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

http://fujishirokeiichi.com/?p=574


 

◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode04 

 

●偏見なく、公平な精神、柔軟で正直 

 

「チームメンバーの関係性をより良くしたい」 

「仲間とよりよい関係を築きたい」 

「部署の連携を強めたい」 

  

チームを構成する人数が増えれば増えるほど、 

気をつけておきたいことがあります。 

  

  

それは誰しも、 

「無意識に偏った見方」をもっていること。 

  

  

僕ら大人も子どもたちも、 

知らず知らずのうちに、 

「無意識に偏った見方」を持ってしまうものです。 

  

  

「A型の人は几帳面なはずだ」 

「インド人は数学が得意」 

「サッカーが得意なら、水泳も得意だろう」 

  

  

無意識に偏った見方や 

考え方のことを「偏見」と呼びますが、 

多くの人が、 

  

「自分には良識があり、 

 客観的に物事を判断できるので、 

 ”偏見（バイアス）”はない」 

  

と思っています。 



   

しかし、 

数多くの実験研究や調査結果により、 

誰しも、偏見（バイアス）を持っていることが 

わかったそうです。 

  

——————————————————————————————————————————————— 

常識とは 18歳までに身に付けた 

偏見のコレクションのことを言う。 

―アインシュタイン 

——————————————————————————————————————————————— 

   

物事の「解釈」は人それぞれ。 

  

同じものを見たり、 

聞いたりしても、 

それぞれが違った印象を抱きます。 

   

また、 

厄介なことに僕たちの解釈の多くが、 

自分に都合よく曲げている可能性があります。 

   

  

「自分にはどんな思い込みがあるだろう？」 

  

  

指導者や両親は、 

子どもたちに大きな影響を与えます。 

  

であれば、 

まずは僕ら大人が、 

  

「自分にも思い込みがある」 

  

ということに気づけるかどうかが、 

チームの成長や、 



結果を生み出すための鍵となります。 

  

  

無意識の思い込みは、 

なかなか気づくことができないものです。 

  

だからこそ、 

 

 

「自分にはどんな思い込みがあるだろう？」 

「本当にそうだろうか？」 

「これは思い込みではないか？」 

  

と、 

自分自身の行動や考え方、 

モノの見方に対し、 

疑問を持って眺めてみる時間をつくりましょう。 

 

参考：「無意識の思い込み」がチームの成長を妨げる？ http://shimt.jp/?p=8565 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  

http://shimt.jp/?p=8565


◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode05 

 

●意見がぶつかったときに大切にしたい４つの質問 http://shimt.jp/?p=4278 

 

子どもたち選手はもちろん、 

僕ら大人もひとりひとり、大事にしている考えを持っています。 

 

「全員が試合に出場し、スポーツを好きになってほしい」 

という考えを大切にしている人もいれば、 

 

「スポーツは白黒はっきりするもの。結果がもっとも大切」 

という人もいます。 

 

 

どちらの考えも、その人が大切にしていること。 

 

僕らはひとりひとり、 

生まれ育った環境も違うので、 

大切にしていることや考え方のズレが起こることこそ、 

自然ともいえるかもしれません。 

 

けれど、 

人と意見が食い違ってしまったとき、 

僕たちの心はちょっと不安定な状態になります。 

 

では、 

考え方のズレが見つかったり、 

意見がぶつかったときはどうすればいいんでしょう。 

 

対処するヒントは 

４つのしつもんに答えてみること。 

 

１）目の前の人が大切にしていることは何だろう？ 

２）私が大切にしていることは何だろう？ 

３）目的は何だっけ？ 

４）私たちは何を大切にしよう？ 

http://shimt.jp/?p=4278


 

目の前の人が大切にしていることは何だろう？ 

 

アメリカの経済学者であるポール・ダグラスは 

 

「相手と意見が食い違うときは、敵意をむき出しにしないで、 

相手を敬愛している気持を、表情にも行動にも言葉にもあらわすように務めることだ。」 

といっています。 

 

誰でも自分の考えに 

しっかりと耳を傾けてくれれば嬉しいもの。 

 

相手の考えを頭から否定していては、 

人から学びを得る姿勢もなくなってしまいますし、 

信頼関係も崩れてしまいます。 

 

「いや」「でも」と、途中で話を遮るのではなく、 

まずは相手の考えを尊重し、どうしてそう考えるのか？ 

その背景を知ろうとする姿勢が必要です。 

 

 

私が大切にしていることは何だろう？ 

 

まず、話を聞いた上で共感できることはあるけれど、 

自分は違う考えを持っていると感じたら、しっかりと伝えましょう。 

 

「なるほど。そうなんですね。 

私はこう思いますが、あなたはどう思いますか？」 

 

コミュニケーションとは目の前の人と考えや価値観を共有し、 

より良いアイデアを生み出すことが大きな目的の 1つです。 

 

お互いに持ち寄った考えをテーブルに並べるイメージで、 

意見を交換しあうことは 

長期的な気持ちのいい関係を築くことにおいてとても大切です。 

 



 

目的は何だっけ？ 

 

僕らの悪い癖は、 

目的を達成するために考えた手段や方法自体が 

いつしか、目的にすり替わってしまうことです。 

 

「自分で考える力を持つ選手を育てるために、保護者の送迎はやめよう」 

 

電車や自転車を使って自分で道のりを考えたり、 

時間を計算することで、子どもたちの考える力を磨こう。 

 

けれど、保護者のみなさんが送迎をしながらでも、 

「今日はどんな試合にしたい？」 

「そのために、どんな準備が必要？」 

と問いかけることで考える力を育てることもできます。 

 

 

「そもそも、 

私たちは子どもたちにどうなってほしいんだろう？」 

 

手段や方法にとらわれすぎてしまうと、目的を見失ってしまいます。 

大切なことは、いつでも目的に立ち返ってみることです。 

 

 

私たちは何を大切にしよう？ 

 

お互いの考えをテーブルに並べ、 

そもそもの目的を再共有したら、 

 

「じゃあ、私たちは何を大切にしよう？」 

 

と、改めて手段を考えてみましょう。 

 

お互いの考えの背景を理解しあえていれば、 

どちらかの意見に賛同することもあるかもしれません。 



 

また、 

お互いの考えでは出なかった第３のアイデアを思いつくこともあります。 

 

マネジメントで有名な P.F.ドラッカーは 

 

「対立する見解が衝突し、異なる見解が対話し、 

いくつかの判断のなかから選択が行なわれて初めてなしうるものである。 

したがって、意思決定における第一の原則は、 

意見の対立を見ないときには決定を行なわないことである」 

 

と言っています。 

 

つまり、意見の対立がないときこそ 

要注意ということかもしれません。 

 

人それぞれ考え方や大切にしていることは違って当たり前。 

そうして関わることができると、ちょっと肩の力が抜け、 

より良いコミュニケーションを育むことができるかもしれません。 

 

子どもたち選手は人との関わり方を、 

僕ら大人同士の関わり方から学んでいます。 

 

僕ら大人がまずはお互いの考えを尊重しあえる 

関係性を築きましょう。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

  



◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode06 

 

●「僕ら大人が決める」をやめて「子どもが決める」をはじめる http://shimt.jp/?p=6587 

 

子どもたち選手も僕ら大人も、 

現在は過去の選択によってつくられています。 

 

いまの活動をしているのも、 

いまのチームでプレーしているのも、 

いまの働き方をしているのも。 

 

すべて、 

自分自身の選択です。 

 

けれど、 

心の余裕がなくなり、 

不満が溢れてくると、 

何かのせいにしたくなるものです。 

 

けれど、 

誰かのせいにしていては、 

状況が好転することは難しいですし、 

何かをするやる気もなくなってしまうかもしれません。 

 

フランスの哲学者サルトルは、 

「人間は自由であり、 

 常に自分自身の選択によって行動すべきである。 

 人は状況によってつくられる」 

と言っています。 

 

 

僕たちは気づかないうちに 

日々の中でたくさんの選択をしています。 

 

朝は何時に起きよう？ 

 

http://shimt.jp/?p=6587


二度寝してもいいだろうか？ 

 

朝ご飯は何を食べよう？ 

 

嫌いな満員電車だ。どんな気分でいよう？ 

 

３０分早く出社、何をしよう？ 

 

上司からお叱り。どんな接し方をしよう？ 

 

今日は定時退社。この後は、どんな時間にしよう？ 

 

どんな食事をとろう？ 

 

家族とはどんな会話をしよう？ 

 

寝る前にどんな時間を作ろう？ 

 

 

本当は 

全部自分で選んでいるし、 

選ぶことができます。 

 

 

環境のせいにせず、 

相手のせいにせず。 

 

僕ら大人の姿を見て、 

子どもたち選手は育ちます。 

 

-------------------------------------------------------- 

いろいろ考えられる選択肢の中から、 

「この一手」を選ぶのは自分しかいないわけです。 

―羽生善治 

-------------------------------------------------------- 

 



 

子どもたち選手が誰かのせいにしたり、 

責任転嫁をしないための第一歩は、 

彼らが「自分で選択すること」。 

 

どんなチームを選ぶのか。 

 

どんな高校生活を選ぶのか。 

 

どんな働き方を選ぶのか。 

 

僕ら大人の願いを叶えるためではなく、 

自分が望む未来を、自ら選ぶことが重要です。 

 

 

どんな生き方をしたいだろう？ 

 

どんな働き方をしたいだろう？ 

 

どんな毎日を過ごしたいだろう？ 

 

僕らが自分自身に問いかけ、 

自分で選択をするように、 

 

子どもたち選手に 

「自分で選択する」機会をつくりましょう。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  



◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode07 

 

●子どもたちの行動の継続は「自分で決める」こと  http://shimt.jp/?p=4795 

 

僕ら大人も子どもたち選手も、 

行動に変化を起こし、継続させるためには 

「自分で決める」ことが大切です。 

 

「宿題しなさい！！」 

「勉強しないといい学校に行けないよ」 

と、人から「こうしなさい」と言われてもなかなか行動は生まれません。 

仮に、最初は行動は生まれたとしても、なかなか続けることができません。 

 

なぜならば、 

そこには「自己決定感」がないから。 

 

自分で決めている、という「自己決定感」を得ることができないと 

人は行動に移したり、継続させることが難しくなってしまいます。 

 

例えば、 

練習や試合、日々の振り返りや目標設定を 

ノートに書き記しておくことを選手たちにすすめています。 

 

これも、ただ単に「やりなさい」と伝えても、 

子どもたちの中には「やらされている感」が蔓延し、効果もあまりありません。 

 

ですので、 

一通り、ノートを書くことの大切さや 

書くことで得られることを伝えたら、 

子どもたち選手の「いま」の気持ちを確認すること。 

 

「どうしたい？」 

 

「やる？やらない？」 

 

やってもいいし、やらなくてもいいよ。 

http://shimt.jp/?p=4795


僕ら大人は「どちらでもいい」というニュートラルな立ち位置を保ち、 

僕ら大人ではなく、子どもたち自身が「自分で決める」ことがとても重要です。 

 

-------------------------------------------------------- 

自分が何をしたいかは自分で決める、 

それが自由。 

―ナディア・コマネチ（五輪金メダリスト体操選手） 

-------------------------------------------------------- 

 

 

ノートを書くことでの 

メリットやデメリット、 

得られることや失うこと。 

 

それぞれ、整理をしてみると、 

自分で判断するのに役立ちます。 

 

「どうしたい？」 

 

子どもたち選手の行動や 

続ける力を引き出しましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

  



◆02‗批判的思考・問題解決・意思決定／episode08 

 

●選択肢を与える。子どもたちが決める http://shimt.jp/?p=7634 

 

たった一度の人生。 

自分の車の運転席に座り、 

自らハンドルを握って、 

自分なりの目的地を目指す方がずっと楽しいものです。 

 

子どもたちもたった一度の人生。 

彼らが将来、 

誰かの車の後部座席に乗って、 

気がついたら「ここどこ？」とならないように、 

 

自分の車のハンドルを握り、 

自分なりの目的地を目指してほしい。 

 

そして、 

そのために、 

必要な体験やきっかけをつくることが、 

僕ら大人にできることかもしれません。 

 

では、 

彼らが自らハンドルを握るためには、 

どんなことが必要でしょう。 

 

道路標識が示す意味がわからないと、 

大きな事故を起こしてしまうように、 

社会のルールを知ることも必要かもしれません。 

 

「どこにいくのか？」と目的地を決めないと、 

ハンドルを握ってもアクセルが踏めないように、 

人生の目的地を見つけるきっかけが必要かもしれません。 

 

僕たちができることは、 

 

http://shimt.jp/?p=7634


「こんなのはどう？」 

「こんなときはどうする？」 

「こんな選択肢もあるらしいよ」 

 

と、彼らに選択肢やきっかけを与えることかもしれません。 

 

-------------------------------------------------------- 

凡庸な教師は教える。 

良い教師は説明する。 

優秀な教師は例を示す。 

偉大な教師はインスピレーションを与える。 

―ウィリアム・アーサー・ワード 

-------------------------------------------------------- 

 

 

「どんな自分になりたい？」 

「どんな生き方がしたい？」 

「何でも叶えられるとしたら何を叶えたい？」 

 

こんな自分になりたいな、と 

おぼろげながらも目的地が決まったら、 

選択肢を広げること。 

 

目的を達成するためには、 

たくさんの道があります。 

 

そのためには、 

 

「どんな道があると思う？」 

「こんな道もあるよ」 

「どんな道があるか一緒に考えてみようか」 

 

と選択肢を与え、 

 

「この道しかダメよ」と選択肢を奪わないこと。 

 



自分のたった一度の人生。 

自分なりの目的地に向かって、 

試行錯誤しながら行動を重ねて、 

一歩一歩進んでいくことを 

僕ら大人も求めているように、 

 

子どもたちのたった一度の人生。 

彼らが、自分なりの目的地に向かって歩めるような 

きっかけと体験を与えましょう。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



◆03‗学びの学習・メタ認知／episode01 

 

●自分の「考え方に気づく」とうまくいく（客観的になる）http://shimt.jp/?p=6224 

 

とある小児科での待合室。 

お子さんを持つお友達のママが 

そこに集まるママの特徴を教えてくれました。 

 

優しく指示する「お靴履こうね」 

  ↓ 

優しく命令する「お靴履きなさい」 

  ↓ 

脅す「履かないと鬼が来るよ」 

  ↓ 

否定する「ちゃんと靴を履かないなんて悪い子ね」 

  ↓ 

自分を被害者にする「なんでママの言うことを聞かないの」 

  ↓ 

放置する（と見せかける）「もう知らない。勝手にしなさい」 

  ↓ 

暴力を振るう「バシっ」 

 

  ↓（子どもは泣いてしまう） 

 

たたかれる理由を伝える「言うことを聞かないあなたが悪いのよ」 

 

  ↓（ママ、ごめんなさい） 

 

言うことを聞いた感謝を伝える「わかればいいのよ」 

 

こちらで登場するお母さんも、 

最近、ちょっと忙しくて心に余裕を持てず、 

この時だけ、子どもに辛く当たってしまったのかもしれません。 

 

けれど、 

これが日常的になってしまうと、 

http://shimt.jp/?p=6224


子どもたちは僕ら大人が「扱いやすい良い子」となり、 

大人の顔色を伺い、考えることを放棄してしまいます。 

 

では、そうならないためには、 

自分の行動や思考の癖に気づく必要があります。 

 

では、 

どうすれば自分の行動や思考の癖に 

気づくことができるんでしょう？ 

 

 

「自分の思考法に気づく能力」が高まると、 

人生を直感的にとらえることができるようになり、 

考え方や感じ方、物事の受け止め方も自然と変化する。 

 

-------------------------------------------------------- 

自分の考え方に気づくことさえできれば、 

すべてうまくいくのである。 

―リチャード・カールソン（心理学者） 

-------------------------------------------------------- 

 

自分の行動や思考の癖に気づく方法は、 

いくつかあります。 

 

１つは、危機に立たされること。 

 

高さのある階段からジャンプをする少年。 

「飛べる」と信じていますから、なんの疑いもなく体を宙に浮かせます。 

 

けれど、 

着地の時に大きな負荷がかかり、 

怪我をしてしまった時にはじめて「この高さは危険だ」と知ります。 

 

怪我をしたり、 

失敗してはじめて気づきます。 

 



おなじように、 

 

「サッカーが好きだった子どもがサッカーをやめた」 

「子どもが急に学校に行かなくなった」 

「選手がやる気を失った」 

 

問題が表面化してはじめて、 

「もっと他の方法があったかもしれない」と 

気づくということですね。 

 

これはどちらかというと 

受動的に気づく方法です。 

 

もう１つは能動的に気づく方法。 

 

それは、 

自分を知る機会を作ることです。 

 

・録画をする 

・録音をする 

・書き出す 

・インタビューしてもらう 

 

自分の指導や接しかたの癖を 

客観的に見つめると、自分の行動の癖に気づくことができます。 

 

もちろん見たくない部分や 

目を背けたくなるところもあるかもしれません。 

 

けれど、 

自分を知ることが 

思考や行動に変化を与えてくれます。 

 

自分を客観的に見つめる機会を作り、 

僕らも成長しましょう。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

◆03‗学びの学習・メタ認知／episode02 

 

●私たちは子どもの何を知っているのか？ http://shimt.jp/?p=6495 

 

紅茶のことを知っていれば、 

自分の好みに合わせて、いま必要な香りや味を楽しめるように、 

 

自分自身のことをより知ることによって、 

望む未来へ、自分の舵を自分で取ることができます。 

 

「１０年後、どんな自分になっていたい？」 

 

「どんなときに、幸せを感じる？」 

 

「どんな人と一緒にいると、心地よい？」 

 

自分に問いかけ、 

自分と向き合い、 

自分のことをより知ること。 

 

「自分のことで、知っていることは何ですか？」 

 

その問いかけの答えをノートにたくさん書き込んでみると、 

改めて客観的に、自分のことを知るきっかけとなります。 

 

そして、おなじように、 

子どもたち選手の力をいまよりもさらに引き出したければ、 

彼らのことをより「知る」ことが重要です。 

 

自分のことさえ、意外と自分では知らないもの。 

 

どんなときに幸せを感じ、 

どんなときに怒りを持ち、 

どんなときに悲しい気持ちになるのか。 

 

http://shimt.jp/?p=6495


どんな口ぐせをつぶやいていて、 

どんな仕草を好み、 

どんな表情で人と話しているのか。 

 

自分を知る時間を作ると同時に、 

子どもたちのことをより知る時間を 

改めて作ることが大切です。 

 

-------------------------------------------------------- 

一番難しいことは自分自身を知ることであり、 

一番易しいことは何もしないで助言だけ与えることである。 

―タレス（ギリシャの哲学者） 

-------------------------------------------------------- 

 

 

僕らがよくやってしまう過ちは、 

子どもたちの行動だけを見て、知ったつもりになっていること。 

 

「彼は気が短い」 

「集中力が続かない」 

「やる気を感じない」 

 

そうした行動だけで判断するのではなく、 

 

どうしてあの時、怒りを感じたのか？ 

なぜ、今日は集中できないのか？ 

最近、やる気がない原因はなんだろう？ 

 

と、その理由を探してみること。 

 

そして、 

さらに知るために効果的なのは、 

本人に実際に聞いてみることです。 

 

「彼はどんなことを考えていますか？」 

そう問いかけられた際に、 



 

「たぶん」 

「きっと…」 

「おそらく」 

 

こうした言葉が出てくる時は、 

子どもたちのことを「知っている」とは言えないかもしれません。 

 

「どんな自分になりたい？」 

「最近、どんなことで困ってる？」 

「今日の試合で、どんなことを感じた？」 

 

彼らの本当の考えや感じたことは、 

僕らの頭の中ではなく、彼らの中にあります。 

 

私たちは何を知っているのか？ 

 

子どもたちに問いかけ、 

彼らのことをより知ることで、 

さらに彼ららしく輝く環境を整えましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆03‗学びの学習・メタ認知／episode03 

 

●自分の「集中」のデータを集める「７つのしつもん」 http://shimt.jp/?p=4673 

 

僕らの仕事でも、 

子どもたち選手のスポーツでも 

集中する力が求められます。 

 

集中の質と安定性を伸ばすことができれば、 

得られるものはたくさんありますし、 

 

質を高く集中ができれば、 

http://shimt.jp/?p=4673


練習でもトレーニングでも、 

授業や準備や会議といったあらゆる場で、 

パフォーマンスや学習の質を高め、 

それらをより楽しむこともできます。 

 

パフォーマンスや学びの質は自分自身の集中で決まります。 

 

練習中や試合中、 

誰かと交流しているときに、 

あなたは集中できているでしょうか。 

それとも、集中できていないでしょうか。 

 

目の前の人との会話や、 

お腹が空いたときの食事。 

 

電話先の相手の声や、 

30分が経過した頃の打ち合わせ。 

 

どうやったら集中力を維持することができるのでしょうか。 

また、しっかり集中していないときは、 

どうすれば正しい集中状態に戻す（再集中）ことができるのでしょうか。 

 

-------------------------------------------------------- 

私は、集中力だけとり出して養うのは難しいと思う。 

「集中しろ！」といって出てくるものではない。  ―羽生善治 

-------------------------------------------------------- 

 

子どもたち選手の 

試合のパフォーマンスの質と安定性を高めるためには、 

「集中」がどのように影響しているかを観察し、知ることが必要です。 

 

どのように集中すれば、 

時間も忘れるようなパフォーマンスができるのか。 

 

また、どのように集中すると、 

それが邪魔されてしまうのか。 



 

何がうまくいき、 

何が邪魔をするのかを知り、整理することで、 

集中の質の向上や安定性の向上に取り組むことができます。 

 

「今日の自分に点数をつけるとしたら何点？」 

「今日の自分の集中力に点数をつけるとしたら何点？」 

「試合前は何に集中をしていた？」」 

「試合中は何に集中をしていた？」 

「途中で集中は途切れた？」 

「途切れたとしたら何が原因だと思う？」 

「集中を回復するために何をしたの？」 

 

日々の練習や試合の中で、 

技術や戦術を試すように、 

「集中」についても意識して取り組むことで、 

ここぞ、という本番で 

実力を最大限に発揮できるようになります。 

 

集中の質と安定性を高めるために、 

まずは、日々の「集中」を振り返って、 

自分のデータを集めましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆03‗学びの学習・メタ認知／episode04 

 

●子どもたちと日常から試したい集中力の磨き方。http://shimt.jp/?p=5632 

 

「試合の前に好きな音楽で 

 気分を盛り上げています」 

 

大好きな音楽を聴いて 

自分の気分を盛り上げてから試合に臨むことで、 

いつもよりも集中して取り組むこともできます。 

http://shimt.jp/?p=5632


 

けれど、 

日常から「好きな音楽」にしか耳を傾けていないとしたら、 

ちょっと気をつけた方が良いかもしれません。 

 

試合中には 

自分が聞きたくない音も 

たくさん耳に入ってきます。 

 

それは 

ヤジかもしれませんし、 

相手選手からのプレッシャーかもしれません。 

 

これは日常生活でもおなじ。 

 

電車の中や街を歩いていると、 

あまり聞きたくない音が聞こえてきます。 

 

お母さんが怒っていたり、 

となりの席の人がうるさかったり、 

スマートフォンから音楽が漏れていて、 

気になるかもしれせん。 

 

そうした好ましくない状況の中からでも、 

自分の集中力を保つ練習を 

日常生活の中でしているのとしていないのでは、 

試合で大きな差となって現れます。 

 

 

-------------------------------------------------------- 

「ここで集中！」 

「集中力を切らすな」と叫んだりしているが、 

私は、集中力はそんなに簡単に 

ギアチェンジできるとは思えない。 

―羽生善治 （将棋棋士） 

-------------------------------------------------------- 



 

例えば、 

 

人ごみの喧噪の中にいても、 

風の音に耳を傾けてみる。 

 

賑やかな電車の中で、 

電車と壁の間に起きる音に耳を傾けてみる。 

 

「集中しなきゃ」と思っても 

なかなか集中できませんが、 

 

何か別の行動に置き換えると、 

集中力を磨くことができます。 

 

怒った口調や、大きな音、 

テレビやスマートフォンから流れる 

音は刺激が強いので、自然に耳が傾くものです。 

 

一方で、 

川のせせらぎや波といった自然の音。 

家の中にある時計の「カチカチ」という 

音は意識しないと聞こえないかもしれません。 

 

 

子どもたち選手と、 

意識して「聞く」ことで 

集中力を磨きましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 



◆03‗学びの学習・メタ認知／episode05 

 

●「動物になる」これが集中力を高める方法  http://shimt.jp/?p=918 

 

動物になろう。 

 

動物はお腹が減ったら 

獲物を追いかけます。 

 

けれど、 

どんなに凶暴なライオンでも 

お腹いっぱいであれば、 

僕ら人間が目の前を通り過ぎても 

襲いかかってくることはありません。 

 

自分の心とカラダに 

とっても正直と言えるかもしれません。 

 

一方、僕ら人間は 

あれだけボリュームのあった 

イタリアンのフルコースを食べた後なのに、 

とってもおいしそうなスイーツを 

目の前にした途端、 

 

「食べちゃおうかなー」 

となるわけです（笑） 

 

また、 

お腹がペコペコなのに、 

「ダイエットしてるから」という理由で、 

食べるのを我慢する人もいますよね。 

 

僕ら人間には、 

過去を振り返ったり、 

未来を思い描く力があります。 

 

http://shimt.jp/?p=918


いまを生き続けているのに、 

過去にも未来にも 

飛んで行くことができるんです。 

 

とっても素晴らしい力ですが、 

一方でこれが集中力を妨げたり、 

悩みを生み出す原因にもなります。 

 

子どもたち選手もそう。 

 

「ここで失敗したらどうしよう」 

「ここで打てば逆転だ」 

 

というように、 

過去や未来に思いを馳せます。 

 

これをエネルギーに変えられる 

選手なら良いのですが、 

 

多くの選手が、 

力が入り過ぎたり、 

集中力が落ちてしまいます。 

 

ここぞ、という勝負のときに 

大切なこと。 

 

それは、動物になること。 

 

過去や未来を 

コントロールすることは 

できません。 

 

コントロールできるのは、 

「いま、ここ」だけ。 

 

動物になって、 



「いま、ここ」に 

集中することが大切です。 

 

-------------------------------------------------------- 

自分にコントロールできないことは、 

いっさい考えない。 

考えても仕方ないことだから。 

自分にできることだけに集中するだけです。 

―松井秀喜（元メジャーリーガー） 

-------------------------------------------------------- 

 

試合中は、 

いまできることに集中する。 

 

そして、 

試合後は人間に戻って（笑）、 

 

「うまくいったところはどこだろう？」 

 

「どうしたらもっと良くなるかな？」 

 

と振り返ることが 

大切です。 

 

動物になり、 

コントロールできることに 

集中しましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  



◆03‗学びの学習・メタ認知／episode06 

 

●ふりかえりノートで自分を客観的に見つめる  http://shimt.jp/?p=6773 

 

練習後や試合後に、 

ノートや日誌を使って振り返りをする習慣を持つことは、 

子どもたち選手の成長を助けてくれます。 

 

闇雲に練習に臨むだけでなく、 

一度、立ち止まり、振り返ってみることで、 

うまくいったことや改善点を見つけることができるからです。 

 

けれど、大きな壁の１つが「続けること」。 

 

僕ら大人も 

新しい習慣をつくることは時間がかかるように、 

子どもたちも習慣化には時間がかかります。 

 

ですので、 

いきなり「ノートを書きなさい！」と子どもたちに任せるのではなく、 

 

まずは「質問」をして、 

会話をしながら、彼らの振り返りのきっかけをつくりましょう。 

 

 

1.「どうだった？」  

 

練習や試合後には、 

まず子どもの素直な感想に耳を傾けましょう。 

 

なぜならば、 

僕ら大人が感じていることと、 

子どもたちが感じていることには違いがあるからです。 

 

子どもたちは「楽しかった」と思っていたのに、 

その気持ちに寄り添うことなく、 

http://shimt.jp/?p=6773


 

「あのミスのせいで、楽しくなかったな」 

「なんで、あんな簡単なシュートを決めれないんだ」 

「ちゃんとやらないなら辞めたほうがいい」 

 

と、僕らの感想や考えを押し付けたのでは、 

子どもたちは不満を感じてしまいます。 

 

練習や試合後には、 

まずは、「どうだった？」と質問して 

まずは子どもの素直な感想に耳を傾けましょう。 

 

 

２.「自分に点数をつけるとしたら何点だと思う？」 

  

子どもたちの 

自由な考えや思いを表現してもらった後は、 

自己採点をする時間をつくりましょう。 

 

これも面白いもので、 

僕ら大人と子ども「評価」の基準が違うので、 

点数にもばらつきが生まれます。 

 

僕らは客観的に見て「５点」と評価しても、 

子どもは主観的に「１０点満点！」と自分を評価することもあります。 

 

けれど、 

この「自分で自分を評価すること」がとても重要で、 

振り返るきっかけとなります。 

 

 

３. 「どうしてそう思うの？」 

 

「どうだった？」と問いかけると、 

 

「楽しかった」「つまらなかった」 



といった漠然とした答えが返ってきます。 

 

「どうだった？」という質問は、とても抽象的な質問なので、 

子どもたち自身が感じた素直な気持ちが自由に返ってきます。 

 

「自分に点数をつけるとしたら何点だと思う？」 

 

この質問もおなじですね。 

自分で自分を評価することになれていない 

子どもたちも多いかもしれません。 

 

そして、 

より彼らの真意に近づく、 

一歩踏み込んだ質問をしましょう。 

 

「どうして、そう思うの？」 

 

そう問いかけることで、 

彼らが楽しかった理由はもちろん、 

「10点満点」の理由を知ることができます。 

 

 

４.「うまくいったことは何があった？」 

 

試合で負けてしまった後などは、 

ついついすぐに反省ムードになってしまいがちです。 

 

反省することも大切ですが、 

より重要なことは「この試合で何を学んだか」です。 

 

必要以上に落ち込む必要はありませんし、 

僕たちは過去から学ぶことができます。 

 

ですので、 

まずは前向きな点を振り返る質問を活用しましょう。 

 



どんな大差で負けてしまった試合でも、 

うまくいったことはあるはずです。 

 

成長した部分やチャレンジした部分もあるでしょう。 

そうしたところが見つかると、次へのやる気や自信につながります。 

 

 

５.「どのようにすれば、より良くなると思う？」 

 

反省会というと、 

できなかったことや失敗したこと、 

ミスの犯人探しなどの時間が多くなってしまうこともあるかもしれません。 

 

これは 

あまり効果的だとはいえません。 

 

なぜならば、 

ミスしたことは本人が一番よくわかっているからです。 

 

自分でわかっているからこそ、 

「受け止める余裕のない選手」は 

 

そのミスを指摘されると 

いじけてしまったり、 

反抗的になってしまいます。 

 

ですので、 

そうしたミスには触れず、 

改善策やアイデアを子どもたち本人に 

振り返ってもらう時間をつくりましょう。 

 

「どのようにすれば、より良くなると思う？」 

 

そう問いかけることで、 

自分のミスや失敗を振り返ることができます。 

 



そして、 

それらを改善するアイデアを 

自ら生み出すこともできます。 

 

 

・どうだった？ 

・自分に点数をつけるとしたら何点？ 

・どうしてそう思うの？ 

・うまくいったことは何があった？ 

・どのようにすればより良くなると思う？ 

 

いかがでしたか？ 

 

ぜひ、 

練習後や試合後の帰宅の時間や 

夕食の時間などを活用して、 

一緒に振り返る時間を作りましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆03‗学びの学習・メタ認知／episode07 

 

●アイスホッケーU14日本代表チームでも実践。 

 

おなじ「経験」をしても「差」がつくのはなぜか？ 

  

だれもが「失敗」や「ミス」という経験をしたことがあるのに、学びをその後に「活かせる」

選手もいれば「活かせない」選手もいます。 

  

僕たちは「何度言ったらわかるんだ！」と声を荒げてしまうことがありますが、その問題の

多くは「経験しっぱなし」にあります。 

 

成功にしろ失敗にしろ、 

具体的な経験の後に用意したいのはふりかえり。 

 



チームメンバー全員で試合について、 

 

「どんなことを感じた？」 

「うまくいったことは何があった？」 

「どうすればより良くなる？」 

  

とふりかえりの時間を共有することで、 

他者の視点も交わり、経験を次に活かしやすくなります。  

 

 

けれど、 

今回のアイスホッケーU14日本代表チームのスケジュールは試合後すぐに、ホームステイ先

のホストに選手たちを受け渡す必要がありました。 

 

 

そうなるとついつい 

 

「試合のことを自分でふりかえっておきなさい」 

 

と伝えてしまいがちなわけですが、 

「適切なふりかえり方」を知らない選手たちに対しては、もう少し丁寧に関わりたいもので

す。 

 

ですので、 

目標設定とふりかえりを 

個人でもできるように専用のノートを用意しました。 

 

 

「自分に点数をつけるとしたら何点？」 

「どうしてそう思うの？」 

「うまくいったことは何があった？」 

「どうすればより良くなる？」 

  

  

シンプルなものばかりですが、 

問いを用意しておくことで、 



選手がふりかえりやすくなりますし、 

答え終わればホームステイ先の家族とも豊かな時間を 

すごしてほしいなぁという気持ちも込めています。 

 

  

単に「経験するだけ」にせず、 

ふりかえる時間をぼくたちもつくっていきたいですね。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



◆04‗コミュニケーション／episode01 

 

●異なる考え方を理解する 

 

子どもたち選手はもちろん、僕ら大人もひとりひとり大事にしている考えを持っていま

す。「全員が試合に出場し、スポーツをもっと好きになってほしい」という考えを大切に

している人もいれば、「スポーツは白黒はっきりするもの。選手の出場時間が偏ったとし

ても結果がもっとも大切」という人もいます。「のびのびとした自由な教育が必要だ」と

考えている人もいれば「学校の成績こそ大事」と考えている人もいます。どちらの考え

も、その人が大切にしていることであり、一方が正しくて、もう一方が間違っている、と

いう類いのものではありません。僕らはひとりひとり、生まれ育った環境も違うので、大

切にしていることや考え方のズレが起こることは「自然」ともいえるかもしれません。 

 

異なる考え方を理解するための第一歩は「知る」ことです。僕らの社会からなぜ差別や偏

見が生まれるかというと、とてもシンプルで「知らないこと」による恐怖感です。人は知

らないことには恐怖を感じるもの。 ですので、知れば多くのことは解決します。 ン 

LGBTQ団体の代表をしている友人がいますが、学生時代から「知っている」ぼくとして

は、男性と男性が手をつないだりキスをする姿を見ても驚きません。海外を旅していれば

そうした光景を目にすることも多くあります。けれど、それを「知らない」人からする

と、テレビなどでその情報を触れたときに嫌悪感を示す方もいます。 

 

その違いは「知っているかどうか」です。もちろん、知っていて、好きか嫌いか分かれる

ことは問題ではありません。それは人それぞれの価値観です。けれど、知りもせずに恐怖

で差別や偏見を生むことが僕たちの社会では多くあります。 

 

家族やチームにおいて考え方のズレが見つかったり、異なる考え方の人とコミュニケーシ

ョンをし、理解するにはどうしたらいいのでしょう。対処するヒントは４つのしつもんに

答えてみることです。 

 

１）目の前の人が大切にしていることは何だろう？ 

 

２）私が大切にしていることは何だろう？ 

 

３）目的は何だっけ？ 

 

４）私たちは何を大切にしよう？ 



 

目の前の人が大切にしていることは何だろう？ 

 

アメリカの経済学者であるポール・ダグラスは「相手と意見が食い違うときは、敵意をむ

き出しにしないで、相手を敬愛している気持ちを、表情にも行動にも言葉にもあらわすよ

うに務めることだ。」といっています。 

 

誰でも自分の考えにしっかりと耳を傾けてくれれば嬉しいもの。相手の考えを頭から否定

していては、人から学びを得る姿勢もなくなってしまいますし、信頼関係も崩れてしまい

ます。「いや」「でも」と、途中で話を遮るのではなく、まずは相手の考えを尊重し、ど

うしてそう考えるのか？その背景に興味を持ち、知ろうとする姿勢が必要です。 

 

私が大切にしていることは何だろう？ 

 

話を聞いた上で共感できることはあるけれど、自分は違う考えを持っていると感じたら、

しっかりと伝えましょう。「なるほど。そうなんですね。私はこう思いますが、あなたは

どう思いますか？」コミュニケーションとは目の前の人と考えや価値観を共有し、より良

いアイデアを生み出すことが大きな目的の 1つです。お互いに持ち寄った考えをテーブル

に並べるイメージで、意見を交換しあうことは長期的な気持ちのいい関係を築くことにお

いてとても大切です。 

 

目的は何だっけ？ 

 

僕らの悪い癖は、目的を達成するために考えた手段や方法自体がいつしか、目的にすり替

わってしまうことです。 

 

「自分で考える力を持つ選手を育てるために、保護者の送迎はやめよう」 

 

電車や自転車を使って自分で道のりを考えたり、時間を計算することで、子どもたちの考

える力を磨こう。けれど、保護者のみなさんが送迎をしながらでも、「今日はどんな試合

にしたい？」「そのために、どんな準備が必要？」と問いかけることで考える力を育てる

こともできます。 

 

「そもそも、私たちは子どもたちにどうなってほしいんだろう？」 

 



手段や方法にとらわれすぎてしまうと、目的を見失ってしまいます。大切なことは、いつ

でも目的に立ち返ってみることです。 

 

私たちは何を大切にしよう？ 

 

お互いの考えをテーブルに並べ、そもそもの目的を再共有したら、「じゃあ、私たちは何

を大切にしよう？」と、改めて手段を考えてみましょう。お互いの考えの背景を理解しあ

えていれば、どちらかの意見に賛同することもあるかもしれません。また、お互いの考え

では出なかった第３のアイデアを思いつくこともあります。 

 

マネジメントで有名な P.F.ドラッカーは「対立する見解が衝突し、異なる見解が対話し、

いくつかの判断のなかから選択が行なわれて初めてなしうるものである。したがって、意

思決定における第一の原則は、意見の対立を見ないときには決定を行なわないことであ

る」と言っています。 

 

つまり、意見の対立がないときこそ要注意ということかもしれません。人それぞれ考え方

や大切にしていることは違って当たり前。そうして関わることができると、ちょっと肩の

力が抜け、より良いコミュニケーションを育むことができるかもしれません。子どもたち

選手は人との関わり方を、僕ら大人同士の関わり方から学んでいます。僕ら大人がまずは

お互いの考えを尊重しあえる関係性を築きましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆04‗コミュニケーション／episode02 

 

●自分の考えを伝える 

 

子どもの「考えを他の人に伝える力」を育むためには、ぼくたち大人がすこし「物分かり

が悪くなる」ことも必要です。 

 

ことばをあまり知らない幼い子どもは、のどが渇いたときに「お母さん、お水」とだけ言

うかもしれません。もちろん、前後の文脈をくみ取って、のどが渇いたことはわかります

が、コミュニケーション能力を育むためにも、「お水がどうしたの？」と何をしたいのか

子どもの伝える力をサポートしましょう。 

 



これはスポーツをする選手でもおなじです。「コーチ、トイレ！」「トイレしてきま

す！」子どもたちの言いたいことはわかります。けれど、当たり前ですがコーチはトイレ

じゃありませんし、トイレしてきますということばもおかしいですよね。 

また、練習後のふりかえりで「うまくいったことは何があった？」と問いかけた際に「シ

ュート！」や「パス！」と答える選手もたくさんいます。もちろん、それだけでも言わん

とすることはわかります。けれど、もう少し具体的にしたいもの。ですので、一度、答え

を受け止めたあとに「シュートのどんなことがうまくいったと感じた？」「どうしてそう

思ったの？」と具体的にするしつもんをすることで、彼らの言葉にするきっかけをつくっ

ていきます。 

  

目標を立てるときにもこの具体的にするプロセスが役立ちます。例えば、子どもたちが

「全国大会で優勝する」「大会で MVPに選ばれる」「タイムを縮める」といった目標を立

てたとしましょう。目標を立てたら「実現するためにできることは何だろう？」と問いか

け、行動に落とし込むことが重要です。そして、その行動をより「具体的」にすること

で、成長していることを選手自身が体感することができます。実現するためのアイデアが

「頑張る！」「たくさん走る！」「絶対に勝つ」というように抽象的なままでは行動 

に移すことができません。具体的にすることはぼくら大人でも難しいもの。ですので、ま

ずは「具体的」と「抽象的」を自在に操る練習をしましょう。 

 

具体的の反対は抽象的。身の回りにあるものを手に取り「この 2つの共通点は何だろ

う？」と子どもと問いかけあってみてください。 

 

たとえば、「コーヒー」と「水」を抽象的に表現すると「飲み物」 

「サッカー」と「テニス」を抽象的に表現すると「スポーツ」 

「ヒト」と「イヌ」を抽象的に表現すると「動物」といったように、お互いの持つ要素を

引き抜くことを「抽象」といいます。それとは反対に、ひとつひとつをより深く、個別に

考えていくことが「具体」です。 

 

ヒトを例にすると 

 

・どんな人？ 

・年齢は？ 

・性別は？ 

・どこに住んでる？ 

・何が得意？ 



 

と問いかけることでより「具体的な一人」が浮かび上がってきます。 

 

目標を実現するためにできることは何？の答えが「頑張る」という選手には、 

 

・例えば？ 

・どんなことを？ 

・どれくらい？ 

・いつやる？ 

 

と、問いかけていくことで「次の試合で得点を決めるために、今日の紅白戦でシュートを

5本打つ」といったように、より具体的にすることができます。行動の目標が具体的であ

れば、あとから効果的に振り返ることができます。「頑張ったかどうか」は選手自身の主

観的な感情も入ってきますが、「シュートを打ったかどうか」は、誰が見てもわかるよう

に客観的に振り返ることができるからです。 

 

そして、その経験を重ねることで「シュートをただ 5本打つだけではダメだ」と本人が気

づき、より具体的な目標へと落とし込むこともできます。目標を具体的にするためにも、

まずは身の回りにあるもので「抽象」と「具体」の練習をしてみましょう。 

  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆04‗コミュニケーション／episode03 

 

●語彙を増やす 

 

選手にとって、頭の中にあるイメージを身体を使って表現する「プレーの表現力」も大切

ですが、コミュニケーションの中で自分の考えを伝える「表現力」もとても重要です。 

 

言葉を「選択する」ためには、言葉の集まり（語彙）を知ることが必要です。 

 

「やばい」 

「かわいい」 

「まじ」 

「うざい」 



 

少ない語彙で表現することは便利ですし、言いたいこともなんとなくわかります。仲間内

で「共通言語」を作ることで、結束力が高まることもありますが、細かいニュアンスが分

からないとお互いの考え方の違いに気づけず、必要のない衝突を生み出してしまうかもし

れません。 

 

教育学者の斎藤孝さんは著著の中で「より多くの語彙を身につけることは手持ちの絵の具

が増えるようなものです。８色の絵の具で描かれた絵画と２００色の絵の具で描かれた絵

画、どちらの絵が色彩豊かで美しいか？語彙力を身につけることは、いままで８色でしか

表現できなかった世界が、２００色で表現できるようになるということなのです」と述べ

ています。 

  

語彙力をあげるポイントは２つ。「インプット」と「アウトプット」です。本や映画、テ

レビを使って言葉をインプットすることができます。特に本は映像と違い、言葉だけで表

現しなくてはいけない分、より言葉の力を感じることができます。インプットしたもの

は、アウトプットして自分のものにしましょう。お金とおなじで持っているだけでは、 

何も価値を発揮しません。映画を観たらその感想を伝えてみる。そこから出てくる言葉が

「やばい」「すごい」だけでは、ちょっと悲しいですから「どんなふうに？」と問いかけ

てみるのがオススメです。 

 

僕らの「思考」は頭の中で言葉を使って行われます。言葉を知ることで思考も豊かになり

ます。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆04‗コミュニケーション／episode04 

 

●コミュニケーションは問題がないときもする 

 

あるバスケットボールチームが大切な試合で 3点差をつけられ敗戦したときのことで「こ

んな負け方するなんて…」と、保護者から選手達への不満が高まり、ミーティングを求め

られました。「試合を思い通りに展開できなかった」「大切な試合で負けてしまった」

「自分のミスがなければ」ミーティングをすることで、選手同士だけでなく、コーチと選

手のコミュニケーションを図ることができます。 

   



けれど、今回の場合「ミーティングをすること」には、保護者側からの「反省しなさい」

という意図が透けて見えていて、このままミーティングを行っても、建設的な思考は巡ら

ないかもしれません。コミュニケーションとは、「問題が起きたときだけするもの」では

なく「問題がなくてもするもの」です。 

  

教育学者のジョン・デューイは「コミュニケーションとは、お互いの別々の体験がひとつ

の共有財産となるまで、その体験を貸し借りするプロセスのことをいう」と述べていま

す。僕たち大人が、子どもたちに「批判的な反省」だけを促すのでは、効果は望めませ

ん。負けてしまった後だけでなく、勝ったあとも日常的に「振り返り」をする機会を 

つくっておけば、僕たち大人が促さなくても自然とコミュニケーションが生まれます。 

 

コミュニケーションの目的は、「意志の共有」と考えることもできます。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆04‗コミュニケーション／episode05 

 

●コミュニケーションの目的は「意思の共有」 

 

コミュニケーションは、お互いの頭の中を交換することに似ています。おなじ物事を見た

り、体験したとしても、感じ方や捉え方が 1人ひとり違うもの。だからこそ「どんなこと

を感じた？」「なにを考えてる？」「どう思った？」と、お互いの頭の中にあるものを交

換するために、「言葉」などを通じてコミュニケーションをするわけです。 

 

けれど、これがお互いに考えていることが全く一緒であれば、多くのコミュニケーション

は必要ではないともいえます。ですので、コミュニケーションはお互いの「意見が違うこ

と」を大前提としています。 

 

けれど、僕ら大人も子どもたち選手も自分と違った考えの人をなかなか認めることが苦手

です。「僕は違うと思うなぁ」と聞くと、否定されてしまったような悲しさを感じること

もありますし、批判された！と反発する人もいるかもしれません。 

 

ですので、話し合うときは 

 

・人それぞれ考え方は違うもの 



・お互いの考えに耳を傾ける 

・批判ではなく尊重する 

 

などのルールを大切にすることが重要です。 

 

チームのメンバーで話し合うことはメンバー同士のつながりを豊かにしてくれますし、お

互いの違いを確かめ合うことで、違いの中から自分を発見することもできます。 

 

「あなたはどう思う？」 

 

子どもたちを交えた話し合いも、僕ら大人だけの話し合いも、「考え方は人それぞれ違う

もの」という大前提を大切にしましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



◆05‗コラボレーションチームワーク／episode01 

 

●信頼しあえるチームワークはどうしたらつくれますか？  http://shimt.jp/?p=8416 

 

職員間のチームワークについて質問させてください。 

みんなが協力し合い、コミニュケーションがとれて信頼しあえる状態になれたらと思うの

ですが、どうしたらいいでしょうか？ 

  

学校における職員室の雰囲気や、 

チームにおける指導者間のやりとりを 

子どもたちは敏感にキャッチしていますよね。 

僕たち大人がお互いに信頼しあえている姿を見せられなければ、 

やはり子どもたちに「信頼」は見えてこないものです。 

  

 

「まとめること」からはじめない 

  

「未来のリーダーを育てる学校」として有名な、 

バリ島のグリーンスクールに視察に行ったときのことです。 

  

先生がしきりに口にしていた言葉が 

「1人ひとりに違いはある」というものでした。 

  

  

「お互いに違いはある」という前提で 

物事のスケジュールと話が進んでいくので、 

お互いの言葉に真剣に耳を傾ける姿がとても印象的だったのです。 

  

  

一方、 

僕ら日本人はどうしても、 

「おなじであることが前提」として 

話を聞いてしまいます。 

  

  

http://shimt.jp/?p=8416


そんな中、 

異なる意見や考え方に触れると 

  

  

「あいつはおかしい」 

「あれは間違っている」 

「納得いかない」 

  

と、口を揃えてしまいます。 

（そして、多くは当事者のいないところで） 

  

  

チームで考えてみると 

「ここに行こう」という方向性は整えながらも、 

リーダーがメンバーを管理するのではなく、 

メンバーの考えを引き出し、対話を深めることが必要です。 

  

  

みんなの意見を 

「まとめようまとめよう」と考え混んでしまうと、 

お互いの違いを攻撃し合ってしまうのです。 

  

   

お互いの違いに目を向ける 

 

では、どうすればいいのでしょう？ 

   

まずは、 

お互いの違いを知るところから 

はじめましょう。 

  

  

・嫌いな食べ物は？ 

・休みの日は何をしてる？ 

・どうして教師（コーチ）になろうと思ったの？ 

・どんなときに、やってて良かったとおもう？ 



・最近、夢中になっていることは？ 

・どんなときにやる気がなくなる？ 

・どんなときにやる気になる？ 

など 

  

こうした些細なように感じることでも 

実は「知らなかった！」「そうだったんだ！」 

とお互いを知るきっかけになることが 

少なくありません。 

  

ポイントは 

興味を持って問いかけることです。 

   

  

信用と信頼の違い 

 

   

質問者さんは 

「お互いに信頼しあえる状態」を望んでいます。 

  

では、 

信頼し合える状態とは、どんなものでしょうか？ 

  

  

西村佳哲さんは 

ご著書「自分をいかして生きる」の中で、 

こう紹介されています。 

   

-------------------------------------------------------- 

信用と信頼は違う。 

前者は頭がするもの、後者は心がするものだ。 

少なくとも信頼は、約束や常識によるものではない。 

その象徴的な姿勢である「待つ」という態度は、 

むろん無関心によるものとも違う。 

-------------------------------------------------------- 

  



  

自分からマインドセットを変える 

  

そう考えてみると、 

  

「お仕事だから仕方なくつきあう」 

  

といったコミュニケーションでは、 

心と心がつながることは難しいかもしれません。 

  

お互いが必要な役割を持ちながらも 

“人”として接し合うこと。 

  

  

「まわりの人が自分のために何をしてくれるか？」 

  

ではなく、 

  

「自分が他の人たちに何ができるか？」 

  

という姿勢が、 

少しずつ職場やチームに影響を与え、 

変化が起こり始めると思いますよ。 

  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆05‗コラボレーションチームワーク／episode02 

 

●新メンバーがチームに馴染むための３つのポイント http://shimt.jp/?p=4665 

 

新しくチームに加わった選手。 

不安や期待などいろんな感情を持ち合わせています。 

 

そんな選手に対して 

まずはチームに馴染ませてあげることがとても重要です。 

http://shimt.jp/?p=4665


 

チームの空気や関係性に馴染むことで、 

その選手は自分の居場所をつくり、 

徐々に自分らしさを発揮できるようになります。 

 

では、 

チームに馴染むとは 

どんな状態のことを言うのでしょう。 

 

１つ目は自分の役割がわかること。 

 

プレーしているときだけでなく、 

ピッチを離れたときもメンバーとの関係性において、 

自分の役割を肌で感じることがてきることが大切です。 

 

２つ目は 

チームメイトから受け入れられている、 

認めてもらっていると感じていること。 

 

そして３つ目は、 

「自分はここでやっていける」と 

その選手自身が思えることです。 

 

-------------------------------------------------------- 

僕はこのチームのスーパースターじゃないし、 

誰も陰に押しやりたいとは思わない。 

チームメイトにとけ込みたいだけだ。 

―マイケル・ジョーダン 

-------------------------------------------------------- 

 

３つを感じることができると、 

選手たちは「ここでがんばろう」というやる気が生まれます。 

そして、「うまくなりたい」という気持ちも生まれます。 

 

そのために、 

僕たち大人がつくれる環境もあるかもしれませんし、 



子どもたち同士に 

任せた方がスムーズにいくものもあるかもしれません。 

 

「どんな役割があるかな？」 

 

「彼（新しい選手）の良いところはどこだろう？」 

 

「ここのチームに来て、良かったことは何がある？」 

 

最初はプレーでチームに貢献できない選手だったとしても、 

荷物の用意やベンチからの声出しなどを、 

良いところを見つけ、認めることで、 

選手の「受け入れられている」という感覚を高めることはできますし、 

 

自分もチームの役に立っているという 

意識も持ってくれるかもしれません。 

 

新しい選手がよりチームに馴染むために、 

選手の居場所をつくりましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆05‗コラボレーションチームワーク／episode03 

 

●保護者も「関わりたくなる」チームをつくろう  http://shimt.jp/?p=11122 

 

「うちの保護者はチームへの協力意識が低くて困っている」 

 

コーチとして子供を指導する方々から、 

こうした相談が届くことがあります。 

 

とくにボランティアで運営している少年団は、 

保護者や地域のサポートが欠かせません。 

というよりも「子供は地域で育てるもの」という概念から考えると、 

ここなくして子供らしい時間を過ごすことはできないのかもしれません。 

http://shimt.jp/?p=11122


 

 

では、 

どうすれば保護者の方に、 

「チームの力になりたい」という気持ちになってもらえのでしょう。 

 

 

念のため先に整理しておきたいことは 

「人はコントロールされるのが嫌い」ということです。 

 

チームの力になってほしいと期待が強くなりすぎると、 

保護者の事情を配慮するやさしさをなくしてしまい、 

より関係性が悪化してしまうので気をつけてくださいね。 

 

さて、わかりやすくしたいので、 

ちょっと視点を変えて、 

「環境問題」について考えてみたいとおもいます。 

 

 

環境問題について多くの議論が飛び交っている中、 

あなたは「自分にできること」をどれだけ実践しているでしょう。 

 

 

たとえば、 

 

エコバックを持参してレジ袋をもらわない 

カフェではマイボトルに注いでもらう 

食べきれない量の食事を注文しない 

一人ひとりにできることは、 

ほんとうにわずかなことかもしれません。 

 

 

けれど、 

一人ひとりの意識と行動が変われば、 

ぼくたちの地球を確実により良くすることができます。 

 



  

環境活動に対し、 

行動に移す人とそうでない人の違いは、 

「自分ごとになっているかどうか」だとも言えます。 

 

これをチーム活動に置き換えたとき、 

保護者に「自分ごとにする機会」をどれだけつくっているでしょう？ 

 

 

率直にいえば、保護者のみなさんに 

「あなたはこのチームを、どんなチームにしたいですか？」 

と質問しているかどうかともいえます。 

 

 

人は、自分が決定に関与したという実感があれば、「自分が責任を持つ」と思えるもので

す。 

 

 

けれど、その機会さえ与えられなければ、 

かげで文句のひとつも言いたくなります。 

 

保護者のみなさんにチームへの協力を求めるなら「どんなチームにしたいですか？」と対

話する機会をつくり、 

一緒にチームをつくりあげましょう。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆05‗コラボレーションチームワーク／episode04 

 

●「チームの方向性がバラバラ！」は 

５つのしつもんで解決しよう  http://shimt.jp/?p=8369 

 

＜ご質問＞ 

チームみんなの方向性がバラバラです。 

同じ目標に向かって高いレベルで切磋琢磨するためにはどうしたらいいでしょうか？ 

   

  

チームメンバー1人ひとりが目指すところが異なると、 

エネルギーが四方八方に広がってしまいます。 

一方で、「ここに行こう！」と目指すべき場所に向かって 

進んでいるチームはエネルギーの方向性が定まり、 

より推進力を増していきますよね。 

  

では、 

どうすればいいんでしょう？ 

  

  

チームを構成する３つの要素 

 

「チームは何でできているだろう？」 

   

質問者の方の対象年齢がわからないのですが、 

ここでは仮に「ジュニア年代（小学生）」としますね。 

  

するとチームを構成する代表的な要素は３つ。 

  

・選手 

・指導者 

・保護者 

  

 選手だけが同じ方向を目指すと 

推進力が増すかというとそうではなくて、 

この三者が同じ方向を向くことが大切です。 

http://shimt.jp/?p=8369


  

当然、 

指導者の方が複数名いらっしゃるときは、 

その方々が同じ方向を目指していないといけません。 

選手達だけにまとまりを求めるのは難しくなってしまいます。 

  

また、 

小学生年代における保護者の方々の力は絶大です。 

保護者の皆さんと信頼関係を築き、 

トレーニング以外のサポートを得ることも重要です。 

  

  

どんな自分になりたい？目的から目標へ。 

  

  

「どんな自分になりたい？」 

   

目的と目標は似ていますが異なる言葉です。 

  

目的は簡単に言うと、 

「どんな自分になりたいか？」という 

最終的に到達したいところです。 

  

  

目標は、 

「目的を達成するために実現したいこと」です。 

  

  

目標が「全国大会優勝」だとしても、 

その先に広がる世界は１人ひとり違います。 

  

プロになりたい選手もいれば、 

違う道に行きたい選手もいるかもしれません。 

  

そう考えてみると、 

目標は同じ方向であることで推進力が増しますが、 



目的は選手それぞれで異なっていても良いですし、 

それが自然ともいえます。 

  

  

切磋琢磨しあうために、目標は選手と一緒に決める 

 

「そのために、このチームでどんなことを実現したい？」 

   

人が最も行動とやる気を継続するポイントは 

「自分で決めていること」です。 

  

誰かから与えられた目標には 

人はエネルギーを出し続けることはできません。 

  

ですので、 

時間を掛けてでも「選手達と一緒に目標を考える」ことを 

おすすめします。 

  

  

競技レベルにもよるのですが、 

僕自身は「これが達成できたら最高」という 

目標を選手達と考えることが多いです。 

  

なぜならば、 

最高の未来を想像することによって、 

モチベーションが湧き、 

アイデアの質にも変化が起きるからです。 

   

  

目標を実現するために「できる行動」を考える 

 

「目標を達成するために、できることは何がある？」 

  

時間をかけて目的と目標の 

輪郭が見えてきたら、 

  



「実現するためにできることは何だろう？」 

  

と、個人個人が自分にできる行動を 

考える時間をつくりましょう。 

  

目標があっても、 

行動しなければその未来を実現することは 

できませんよね。 

  

しつもんの答えをノートなどに書き込み、 

その答えをペアで伝え合うなどして、 

お互いをサポートし合う関係性をつくれると 

より効果的です。 

  

  

定期的に現状を報告し合う 

  

「最近、どう？」 

  

目標は掲げているだけでは、 

やはり達成することは難しいものです。 

  

週に１度など、定期的に 

  

 「達成したい目標は何か？」 

  

「どうして実現したいのか？」 

  

「そのために壁となっていることは何か？」 

  

「どのようにすれば実現できるか？」 

  

などのしつもんを用いて、 

現状を報告し合うことによって、 

行動に刺激を与えていきましょう。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



◆06‗情報リテラシー／episode01 

 

●批判的かつ入念に情報をインプットする 

 

 僕たちは「テレビで言っていたから」など、ひとつのメディアの情報だけを元にすべて

を語ってしまうことがあります。また、情報を検索する際に気をつけるべきは「自分の同

意見の情報しか目に入りにくくなる」というものです。 

 

例えば、ぼくはいま「プラスチック」にとても興味があります。これまでの経済は、消費

し廃棄する、一方通行の「使い捨て経済」でした。これを生産したものをリサイクルやリ

ユースなど再資源化し、何度でも利用する「循環経済」への移行が徐々に進んでいます

が、世界的に見ても特にペットボトルの問題は深刻です。いま、世界のプラスチック生産

量は年間約 4億トン。今後 20年でのプラスチック生産量は 2倍になり 2050年には 4倍に

達すると言われています。そして、世界の海には、毎年 500ミリリットルのペットボトル

5000億本に相当する 910万トンものプラスチックごみが流失しており、このままのペース

で増え続ければ、海洋のプラスチックごみは、2050年には、魚の量を超えると予測されて

います（2016年、ダボス会議） 

 

こうした興味の背景から情報を検索する際に気をつけるべきは「自分の同意見の情報しか

目に入りにくくなる」というものです。 

 

例えば、プラスチックごみにしても「いちはやく国をあげて改善するべき」という主張も

あれば、「プラスチックは軽くて強くて大量生産できて、ちゃんと回収すればリサイクル

もできる」という主張もあります。 

 

しかし「プラスチックは悪だ」と思っている人が検索するときは、「プラスチック 悪」

といったキーワードで検索します。 

すると、もちろん同様のウェブサイトがたくさん見つかります。 

 

一方、逆に「騒ぎすぎだよ」と思っている人は、「原発 安全」といったキーワードで検

索しますから、これまた同意見のサイトばかりを見ることになります。 

 

つまり、ネット検索というのは、自分と異なる意見、自分が想像もつかないような視点と

いうのは、なかなか目にはいってこないのです。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

◆06‗情報リテラシー／episode02 

 

●情報リテラシーを家庭で高める 

 

 NHKでは、放送・メディアに関する調査・研究を継続的に行っており、その動向や結果

を月刊誌「放送研究と調査」で発表しています。その中でもメディアリテラシーについて

はたびたび取り上げられ、子どもへの教育促進にも役立てられているようです。 

 

NHKデジタル教材である“NHK for school”でも番組を配信、家庭や学校で使えるツール

を提供していて、メディアリテラシーをメインに扱った番組が 2つあります。どちらも実

際のプロの話や時事問題、使い方に要注意な SNSをとりあげるなど、実用性の高い内容に

なっています。過去の回も含めて全てがネット配信されていますので、いつでも見たいも

のを選んで見られるのも便利です。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆06‗情報リテラシー／episode03 

 

●主観的と客観的を区別する 

 

 客観的とは「誰もが納得できる事実」を指し、 主観的とは「自分が納得できる意見」

といえます。 

 

 例えば一緒にサッカーを観戦しに行ったとしましょう。ある友人は「今日のサッカーは

点数がたくさん入って面白かったね」と言い、ある友人は「ぼくはそう思わない」と言い

ます。これらはそれぞれが「自分が納得できる意見」つまり主観であり、事実は「今日の

サッカーの試合は 3対 2で○○が勝った」です。 

 他にも、北海道から東京へ旅行にきた友人は「東京はあったかいね」と言い、沖縄から

旅行に来た友人は「東京は寒いね」と言います。これも主観であり、事実は「東京の気温

は 12度」です。 

 

 この主観と事実をしっかりと区別しないと物事の本質を見失ってしまいます。これは情

報リテラシーだけにとどまらず子どもとの関わりにおいてもおなじことが言えます。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



◆07‗ICT リテラシー／episode01 

 

●ネットワークツールを利用したコミュニケーションでもたらされるチャンスに気づく 

 

 生まれながら ITに親しんでいる世代はデジタルネイティブと呼ばれています。いまの

子どもたちは多感な時期から自然とスマートフォンやソーシャルメディアに触れ、使い込

んでいます。むしろ僕たち大人のようなポケベルや携帯電話、PCの普及と共に育ってきた

世代が学ぶべきことが多く、その使い方や重要性を理解する必要があります。 

 

 

 「IDバレー」で知られる元全日本女子バレーボール代表監督の眞鍋政義さんは、まさに

データを活用して数々の実績を積み重ねてきたスポーツ界の先駆者の 1人です。2008年に

全日本女子バレーボールの代表監督に就任した眞鍋さんは、2010年に日本で開催された世

界選手権で、iPadを片手に選手に指示を出す姿が話題を呼びました。以来、選手のデータ

をリアルタイムで采配に活用する知将として日本代表を率い、2012年のロンドンオリンピ

ックでは銅メダルの獲得という結果を残しました。 

 

 眞鍋さんはインタビューにこう答えています。 

 

「男子チームは戦術や戦略を決めれば、それに忠実に行動してくれます。一方、女性は指

導者とのよりメンタルな結びつきを重視します。この監督について行こうとか、この監督

のために頑張ろうといった共感を得られない限りは、なかなかこちらの思惑通りに動いて

くれるものではありません」 

 

「一人ひとりのプレーの成果としてアタック決定率、効果率、サーブ効果率といった詳細

な数値としてコーチから上がってきます。この数字の良い選手から優先して試合に登用す

ると選手の前で明言した結果、『なぜ自分だけが』といった不満はまったく聞かれなくな

りました。数字は公平だということを、各人がきちんと納得してくれたのです」 

 

 

「アイデアは非常識の中から生まれてくる」と語る眞鍋氏ですが、その一方ではやはり重

要なのがテクノロジーだと強調します。 

 

「チームには常時 3名体制の情報戦略班がいます。私はいつも彼らに『身長の低い日本が

世界一になるには、情報活用でも世界一になろう』と言っています」。 

 



試合中に情報戦略班のアナリストたちが PC に入力した各選手のデータは、リアルタイム

で監督の手にした iPadに反映されます。誰がアタックを何本打ったか、また決定率や効

果率は何％かといった数値がリアルタイムで表示され、このデータをもとに監督はメンバ

ーチェンジを行ったり、相手チームの選手のコンディションに応じて柔軟に作戦を変更し

ていくのです。 

 

また同氏は、データ活用の大きな利点をとして、以下の 2つ挙げます。 

 

「まず 1つ目は、『状況を客観的に把握できる』ことです。データは現状を客観的に把握

するのにきわめて有効です。2つ目は、『あいまいな記憶や経験による思い込みを排除で

きる』ことです。現状を正確に把握することができれば、固定観念や決めごとにとらわれ

ることなく、そのつど柔軟な対応がとれます。たとえば、いつもセッターのポジションに

決まっている選手でも、調子が良くないと見れば他の選手に交代させることもあります。

その時も、本人にはすべての数字を見せて説明します。特に女性の場合は数字だけの理詰

めの説明ではなく、映像や図表といった理解しやすい方法を用いることが、本人の共感や

納得に結びつきます」 

 

参考：https://www.sapjp.com/blog/archives/7983 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆07‗ICT リテラシー／episode02 

 

●効果的にテクノロジーを活用する 

 

『アスリートのためのソーシャルメディア活用術』の中で、気をつけるべき投稿について

紹介されています。 

 

・法律やモラルに反する行為を公言すること 

 例）スマートフォンによる運転席から写真を投稿したり、万引きなどの犯罪自慢 

 

・他人のプライバシーを公開すること 

チームメイトの交際相手などを本人の許可なく掲載してしまう 

 

・差別意識や偏見を発信すること 

https://www.sapjp.com/blog/archives/7983


LGBTの人は○○だ。韓国人は○○だ。女は○○だ。など 

 

・弱者や困っている人に配慮の欠けた発言をすること 

赤ちゃんの泣き声がうるさい、ベビーカーが邪魔など 

 

・事実ではないことを拡散してしまうこと 

フェイクニュースやデマ、真偽不明のゴシップなどを拡散 

 

・機密情報を流してしまうこと 

試合のメンバーがわかる情報や画像 

 

・固有名詞を出して商品やサービスを非難すること 

あのラーメン屋はまずかった、店主の態度が横柄など 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆07‗ICT リテラシー／episode03 

 

●現実社会と仮想社会の融合 

 

 日本フェンシング協会会長に就任した太田雄貴さんは「フェンシングはとにかくわかり

にくい」ことを課題と感じテクノロジーと融合することで改善しています。 

 たとえば、ＬＥＤパネルを導入し、判定時に床が発光させたり、判定ランプと連動して

マスクを光らせる工夫をしています。また、勝敗や見どころがわからなかった剣先の動き

をビジュアル化で視覚的に訴えるなど、テクノロジーとの融合によりフェンシングの面白

さと理解を深めるチャレンジをしています。 

 

 これらの例のように、ＩＣＴは世界に向けて多くの情報を発信するツールとして、今後

ますます発展していく分野でもあります。 

 子どものＩＣＴリテラシーの育成が重要視されているのは、だれもが簡単に情報を世界 

中に発信できる時代のため。将来に向けてこの技術は不可欠であるからこそ、子どもたち 

が正しい知識を身につけなければいけないのです 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



◆08‗シチズンシップ／episode01 

 

●ミニミュンヘンの事例 

 

ミニ・ミュンヘンは、子どもたちの「好奇心」を刺激し、彼らは毎日、自らの意思でやっ

てきます。郊外に住む子どもたちは、ミュンヘン市内に住むお友達の家に、泊まりながら

通う子もいます。 

 

どの子も、仕事をしていても、遊んでいても、ミニ・ミュンヘン市長の子も、目が輝いて

いるのです。 

 

創設者であるグリュー・ナイズルさんにその秘訣をお聞きすると「彼らを信頼することだ

よ」と一言、答えが返ってきました。僕は恥ずかしさを抱えながらもぐっと踏みこむこと

にしました。「どうすれば、信頼していることを伝えられるのでしょう？」 

 

聞くは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥とは言いますが、彼のまっすぐな目で見つめられてい

る数秒が、とても長く感じられました。 

 

「何の決定にも大人が関わらないこと。彼らに全てを決める権利を与えるのだよ」 

 

大人の役割は、危険のあるナイフや重機などの使い方を最初にレクチャーすること。 

それさえも、15歳以上の子どもたちがサポートしてくれるので、必要ないことがほとんど

です。 

 

ミニ・ミュンヘン市民になって市長や仕組みに興味を持つ子もいれば、稼いだお金で、ア

トラクションに夢中になる子、1日中、仕事に夢中になる子もいます」 

 

ミニ・ミュンヘンには 10のルールがあります。 

その第 10条にはこう記されていました。 

 

「どのルールも、子どもたちによって変更することができる」 

 

自らの意思で関わり、自分たちで決め、自分たちで遊びや仕事をつくれるからこそ、彼ら

は毎日やってきて、目を輝かせて夢中になっています。 

 



昔から決まっているから、など、僕ら大人の都合で決めてしまっていることもたくさんあ

ります。すべては難しくても、少しずつ、子どもと一緒に決めていく範囲を広げること

で、彼らの目が変わっていくんですね！ 

 

参考：ジュニアサッカーwebサイトの取材記事にて 

https://jr-soccer.jp/2019/03/20/post110604/3/ 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆08‗シチズンシップ／episode02 

 

 オランダと港区をつなぎながら、新しい学びの場をつくる「nl/minato」プロジェクト

にて「スポーツ探究教室」を開きました。 

 

 この教室では近代オリンピックの父「ピエール・ド・クーベルタン」の生涯を追体験し

ながら親子で一緒に学ぶ機会をつくったもの。フランスとドイツの戦争をきっかけに、世

界平和を目指して近代オリンピックを立ち上げ奮闘姿を子どもたちと一緒に考える機会。 

  

 小学生の子どもたちは、クーベルタンの生い立ちや彼のチャレンジ、想いに触れるにつ

れ、オリンピックが「平和の祭典」と呼ばれる意味を学び、感動した点を自分のことばで

発表していました。 

  

 ぼくは子どもたちに「２０年後、みんなはどんなオリンピックを開きたい？」としつも

んし、グループに分かれて「２０年後の未来新聞」をつくりました。すると「初めての月

開催！」というわくわくするタイトルにはじまり、「６０歳以上のおじいちゃん、おばあ

ちゃんのためのオリンピックもあったらいいよね！」などさまざまな意見がでました。 

 

 また、クーベルタンのチャレンジングが人生を知った子どもたちに「どんなチャレンジ

をしてみたい？」と問いかけると、「オリンピックをつくるのは大変だけれど、チームの

みんなともっと仲良くしたいとおもった」「世界中の人と友だちになるために英語をもっ

と勉強しようと思った」などのその子たちらしいチャレンジの答えが返ってきました。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

https://jr-soccer.jp/2019/03/20/post110604/3/


◆08‗シチズンシップ／episode03 

 

●SDGsの事例 

  

 スポーツをする子どもたちにもっと「環境」にも興味を持ってもらいたいという思いか

ら「スポーツ SDGs」というイベント（https://bit.ly/32FyFJr）を開きました。 

 

 

 カードゲームを通じて親子で一緒に「世界で起こっている環境の課題」について知るこ

とで、僕たちができることを考えてみました。 

  

 「どんなことを感じた？」「どんなことをしてみたい？」と問いかけると「ペットボト

ルのジュースを飲まないようにする！」という男の子。「どうしてそう思ったの？」とし

つもんすると「ペットボトルは飲み終わったら捨ててしまうから、もったいない」という

のです。 

 

「サッカーの練習の時は、ジュースじゃなくて、お家からお水を水筒に汲んでいけばいい

んだよ」「そうすればプラスチックを使わないですむでしょ？」と言うのです。 

 

 自分の身の回りのことから、世界の環境課題まで考えをつなげる考えを披露してくれま

した。これは一例ですが、子どもはきっかけを与えれば驚くほど深い思考をめぐらすこと

があります。子どもにはたったひとつの経験からでもグローバルな思考を得る力が備わっ

ているのです。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

https://bit.ly/32FyFJr


◆09‗人生とキャリア設計／episode01 

 

●変化への適用、フレキシブルな対応 

 

 Jリーグで笛を吹くレフェリーの方にお話を伺ったときのことです。レフェリーに求め

られるのは 90分間、選手ととともに動き続ける体力や、批判的な指摘を受けながらも、

仲間と自分のジャッジを信じる精神力、そして、変化への適用だといいます。 

 

 サッカーの戦術は、時代とともに変わります。例えば、数年前にトレンドとなったの

は、バルセロナやスペイン代表が実践したポゼッション·スタイル。ボールを保持したま

ま相手を押し込み、パスワークで揺さぶってスペースを作り、そこを突いて決定機を生む

スタイルです。 

そこで必要なのは正確なポジショニング。選手のパスコースを塞がず、さらにより良いジ

ャッジをできる視野が確保できるポジションに自分の位置を保つ必要がありました。 

 

 その後、トレンドになったのは縦に速い攻撃。つまり、相手に押し込まれる前により高

い位置でプレッシャーをかけてボールを奪い、相手の守備組織が整う前にショートカウン

ターを仕掛けてゴールを狙う。ポゼッション·スタイルの弱点を突くということに主眼を

置いて生まれたスタイルです。そこでレフェリーに求められるのは、一方のゴール前から

もう一方のゴール前まで全速力で何度も走る体力だといいます。サッカーの戦術変化に柔

軟に適応しないと効果的なジャッジをすることはできないといいます。 

 

 子どもたちを取り巻く環境において、フレキシブルな対応は多くの場面で求められま

す。例えば、海外遠征に行けば、多くの「想定外」に驚かされます。予定していた食事が

用意されていなかったり、迎えに来てくれるはずのバスが一向にこなかったり、練習場所

として確保していたはずの会場が使用できなくなったりと、その場でフレキシブルに対応

する力が求められます。思い通りに物事が進まない事実をしっかりと捉え、感情的になり

すぎず「いま、できることは何か？」と次へと切り替えることが必要です。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 



◆09‗人生とキャリア設計／episode02 

 

●目標と時間の管理 

 

「あと 5分！」「セーブするまで待って！」子どものゲームとの付き合い方で困っている

お母さんも多いのではないでしょうか。ゲームには夢中にさせる仕掛けがたくさんあり、

子どもたちの意思力に訴えかけても中々難しいもの。僕たち大人でさえ「気がついたらこ

んなにゲームをしていた」ということがあるかもしれません。 

 

目標や時間の管理をする力を身につけるためには「子どもと一緒に決めること」が効果的

です。誰でも他者から与えられた目標について責任を取りたがる人はいませんが、自分で

決めたことについては多少なりとも責任を引き受けようとするものです。1日のうち「何

分ゲームで遊ぶか？」を子どもと一緒に決めてみましょう。もちろんゲーム以外にもやる

べきことや、やってほしいことなどあるでしょうから、それらを一度すべて書き出し、全

体性を確認した上で、ゲームのことを考えるとより良いです。また家庭にはその家庭なり

の大切にしていることもあるはずです。例えば、食後は家族みんなで 1日の出来事を話す

など、そうした時間も確認してからが良いでしょう。そうした上で「ゲームをどれくらい

やるか？」を子どもと一緒に考えてみましょう。 

 

とはいえ、1回で時間通りに終わらせることは難しいかも知れません。そうしたときこそ

「経験から学ぶ」チャンス。時間通りにゲームを終えられなかったことをふりかえり「次

はどうしたらいいと思う？」と投げかけることによって、次回に活かしていくのです。 

 

フランスに旅をしたときにある家庭で聞いたお話です。その家庭の子どももゲームが大好

きだといいます。ある日、子どもに「食事の時間よ」と伝えても一向にゲームの手を止め

ることはありませんでした。そこで子どもに問いかけたそうです。「あなたは、いま、ゲ

ームと食事、どちらをしたい？」その答えは「ゲーム」だったので、そのまま彼を除いて

食事をしたそうです。1時間ほど過ぎた後、彼は「お腹減った！ご飯食べたい！」とリビ

ングに訪れたそうです。けれど、ママは言いました「あなたの食事はないわ。だってあな

たは食事よりもゲームをやりたっかたんでしょ？」 彼はゲームの責任をここで学んだの

です。 ついつい優しさからその後に「仕方ないな」と行って食事を提供してしまうと、

ここから彼が学ぶことは「結局、いつも許してもらえる」ということかもしれません。 

 

フランスやドイツなどの欧州の国の多くは「自立」を子どもに求めます。だからこその接

し方ともいえます。 

 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆09‗人生とキャリア設計／episode03 

 

●他者を先導する 

 

子どもたちも成長する段階を経ながら、リーダーシップを求められる場面が多く訪れま

す。目標に向かって他者を先導する力です。けれど、ここで見直したいのは、先導すると

いう意味の「リード」のはじまりには「自分自身」があることです。 

 

自分自身をリードできない人が他者をリードすることは難しいでしょう。リーダーシップ

という考え方も時代とともに変化してきました。旧来のリーダーシップは「タレント」、

つまり与えられたものという考え方が広がり、生まれつきリーダーに相応しい人のみがリ

ーダーになれるという考え方でした。けれど、そうじゃないという考え方が共に現れてき

て、1人の「行動」や「態度」がリーダーシップとに影響があると考えられるようになり

ました。いわゆる「元々備わったもの」ではなく「トレーニングして備えられるもの」だ

という考え方です。もう少し言うと、「どんな行動やどんな態度がリーダーシップとして

相応しいのか？」という研究が始まり、「リーダーシップに求められるものは何か？」と

いう考え方や「リーダーシップがある人はどんな要求に応えているか？」に焦点が当てら

れてきたのです。 

 

そして、次第に「ゴールに導くことがリーダーシップ」だという考え方が広まってきまし

た。これは「ゴールオリエンテーション」という、目標に対してガイドするのがリーダー

シップだという考え方。さらに、そこから突き詰めていって、今度は個人のキャラクター

だったり、具体的な特徴、「リーダーシップとしての特徴や資質があるか？」といった 5

つのキャラクターとなっていきました。 

 

「リーダーシップ」の 5つのキャラクター 

＜問い＞     ＜タイプ＞ 

・自分をリードしているか？ → 自分自身をリードする 

・行き先を示しているか？ → 行き先を示す 

・他者とつながっているか？ → 人とつながれる 

・力を与えているか？  → 力を与える 

・より良くしているか？  → 発展させる 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

◆09‗人生とキャリア設計／episode04 

 

●目的を持つと、子どもたちは自律的に学びはじめる 

 

流通経済大学のスポーツコミュニケーション学科に通う学生たちと過ごしたときのことで

す。こちらの大学では本書でお伝えしている「経験学習」を体系的に学べる機会を学生に

届けています。ちょっとご紹介します。 

 

“社会で必要な「考えながら行動する」ことができる人材を育てるために、行動したこと

を振り返り、学びの体系の中に位置づけて再び行動するという学習スタイルを取っていま

す。いま社会では時に自分が先頭に立ち、時に他人を支援するリーダーシップとフォロワ

ーシップの両方を兼ね備え、時と場合に応じて自らの役割を変化させることが求められて

います。しかしこの姿勢は、みなさんが普段、スポーツ競技や体育の授業などで行ってい

ることそのものなのです。私たちはその姿勢をさらに専門的に実践することで、あらゆる

活動シーンに用いることができる人材を育てたいと考えています。失敗を恐れず自ら挑戦

するアドベンチャー精神を養い、スポーツの価値を守り、社会に伝え、地域や日本、そし

て世界の人々を幸せにする具体的な方法を、この学科で学んでほしいと思っています” 

 

この日は、彼らの先生にあたる寺中さんと友人の僕が、僕なりの歩んできた人生を伝える

という授業でした。僕たちの歩みを追体験し、そこからの学びを自分の人生に活かすとし

たら？という授業です。 

 

たまに「いまの子どもは夢がない」という言葉に出会うことがあります。けれど、「そん

なことはない」と感じています。たしかに、関係性が希薄な内は、僕たち大人の顔色をう

かがったり、「わからない」「やりたいことがない」「どうしたいかわからない」といっ

た答えが返ってくることが多くあります。 

 

でも、1人ひとりの言葉にしっかりと耳を傾けると目を輝かせて語り始めてくれます。 

 

大学生たちに【話を聞いてみて、どんな未来をつくりたい？」と問いかけると、その子ら

しい答えが返ってきました。 

 

●みんなが笑顔の世界をつくりたい 

世の中には、生産者に不利な取引をしている企業もある。フェアトレードを進めて、みん

なが笑顔の世界をつくりたい。 



 

●お客様は神様という考えの人をゼロにしたい 

本来、サービスを提供する側も受け取る側も対等な立場のはずなのに「お客様は神様」を

バイト先で強いられることがある。もっと気持ち良く働ける環境を創りたい。 

 

●男女平等な世界を創りたい 

「男だろ？」「女の子らしくしなさい」男だからとか女だからとか、そういう言葉を聞く

だけでもいや性別ではなく 1人の人として関わり合える世界をつくりたい 

 

他にも「誰のことも上にも下にも見ない世界をつくりたい」「人のために動ける社会をつ

くりたい」「やりたいことにチャレンジできる世界をつくりたい」といった具合に彼らは

「自分の未来」だけでなく、社会や世界を含んだ夢を見ているんです。 

 

参考：https://www.rku.ac.jp/faculty/sports/communication_dep/ 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

https://www.rku.ac.jp/faculty/sports/communication_dep/


◆10‗個人の責任と社会的責任／episode01 

 

●責任を「押しつける」をやめて「引き受ける」をはじめよう http://shimt.jp/?p=7311 

 

試合に負けてしまった後の 

反省会や振り返り。 

 

誰もが勝利を目指して臨んだ試合。 

 

その試合に 

負けてしまったのですから、 

すぐに切り替えるのではなく、 

 

まずは 

じっくりと、 

その悔しさや感情を味わうことが大切です。 

 

けれど、 

注意したいのは、 

反省会や振り返りの中で、 

どんな言葉がチームの中で飛び交っているのか。 

 

敗戦に繋がった 

失敗やミス、 

粗を探し、 

 

「お前があんなプレーしなければ！」 

 

「お前のせいで」 

 

「なんで、あんなことしたんだ！」 

 

と、 

責任を押し付け合ってしまっては、 

成長する力をお互いに奪い合ってしまいます。 

 

http://shimt.jp/?p=7311


 

-------------------------------------------------------- 

本当に強いチームは、 

夢を見るのではなく、 

できることをやるものだ。 

― イビチャ・オシム 

-------------------------------------------------------- 

 

 

責任とは、 

「押し付けるもの」ではなく、 

「引き受けるもの」。 

 

チームの中で 

 

「あれは、自分の責任だった。 

 次は、こうしたいと思う。こんな協力をしてくれないかな？」 

 

と、 

自分の手の届く範囲で、 

責任を引き受け、 

次の改善点とアイデアを伝え合えると、 

 

チームの士気は高まり、 

お互いに成長を支え合うことができます。 

 

スタンドからの声援が、 

ピッチの中にいる選手に勇気を与えるように、 

僕らはお互いに影響を与えあっています。 

 

「もし、 

 自分に 100％の責任があるとしたら、何ができただろう？」 

 

チームスタッフ、 

選手一丸となって、 

責任を引き受けあえるチームを目指しましょう。 



 

◎ポイント 

・責任とは「押し付けるもの」ではなく「引き受けるもの」 

・粗探しをはじめると、成長のエネルギーを奪い合う 

・もし、自分に 100％の責任があるとしたら、何ができただろう？ 

 の質問に答えあってみよう 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆10‗個人の責任と社会的責任／episode02 

 

●考え方が「違うからいや」ではなく  

「違うからこそできる」チームをつくろう  http://shimt.jp/?p=7723 

 

「あの人とは考え方が違う」 

「あいつとは価値観が合わないんだよな」 

「あの人苦手で..」 

 

チームの中には 

たくさんの人がいます。 

 

選手、指導者、保護者、 

関わってくださる方を合わせると 

とても大きな人数です。 

 

子どもたちに 

1人ひとり個性があるように、 

僕ら大人も 1人ひとり違います。 

 

そんなチームの中で 

コミュニケーションをとる際に、 

大切にしたいしつもんは、 

 

「どんなチームにしたいか？」 

「どこまで行きたいか？」 

「お互いの良さを活かすために何ができるだろう？」 

http://shimt.jp/?p=7723


です。 

 

アフリカには 

こんなことわざがあるそうです。 

 

「早く辿り着きたいのなら 1人で進め。 

 遠くへ辿り着きたいのなら皆と進め。」 

 

 

チームや組織の中で、 

おなじ考えや思考、 

行動習慣や価値観を持っていた人を集めた方が、 

仕事もスムーズに進みますし、 

滞ることが少ないものです。 

 

反対に、 

異なる考えや価値観を持った人がチームにいると、 

摩擦もおきやすいですし、 

物事が進むスピードが遅く、 

いらだちを抱えてしまうかもしれません。 

 

けれど、 

「短期的に結果をだせるチームを作りたいのか」 

それとも、「長期的に成果を出し続けられるチームをつくりたいのか」 

 

目指す方向によって、 

どんな人でチームを構成するかも 

変わってくるかもしれません。 

 

-------------------------------------------------------- 

異質なものを組織に取り込むことで、 

変化に対する柔軟性が広がるとともに、 

こうした交流から新たな企業文化や価値が生まれ、 

それが強みとなるのです。 

井上礼之（ダイキン工業会長） 

-------------------------------------------------------- 



 

サッカー元日本代表監督である 

岡田武史さんもおなじようなことを仰っていました。 

 

自分とは 

真逆の考えをもった人を 

チームスタッフとして迎えている。 

 

 

「早く辿り着きたいのなら 1人で進め。 

遠くへ辿り着きたいのなら皆と進め。」 

 

「違うからいや」ではなく 

「違うからこそできる」を見つけ、 

 

もともとある 

異なる考えや価値観を混ぜてできるものを 

楽しみ、生み出していきましょう。 

 

 

◎ポイント 

異なる価値観を持っているからこそ生まれるものがある 

どんなチームづくりをしたいか？の答えによって行動が変わる 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆10‗個人の責任と社会的責任／episode03 

 

●フラストレーションを建設的に表現するためには、自分の怒りの根っこを知る 

（なぜ、僕たちは子どもに怒りを抱くのか？ http://shimt.jp/?p=8623） 

 

僕たち大人も感情の生き物ですから、 

「幸せ」や「誇り」や「安心」といった 

ポジティブな感情を抱くこともあれば、 

http://shimt.jp/?p=8623


 

「怒り」や「悲しみ」「不安」といった 

ネガティブな感情を持つこともあります。 

 

感情が湧き起こることは自然ですし、 

「ネガティブ」な感情を否定して、 

それらを押し殺してしまうのも、 

長期的に考えるとストレスが溜まり、 

いつか爆発してしまいそうです。 

 

 

では、 

そもそも「怒り」は 

どこからやってくるのでしょう？ 

 

 

「なんで、できないんだ！？」 

 

「何度いったらわかるんだ？」 

 

「あなたのために言ってるのよ」 

 

 

怒りとは、 

目的を達成するために自らがつくりだすもの。 

 

 

目的を 

実現できずにいるときに多く発生します。 

 

ということは、 

怒りの裏側には 

僕らの「願い」や「期待」が 

あるのかもしれません。 

 

 



「こうなってほしい」 

 

「これをやってほしい」 

 

「こう動いて欲しい」 

 

 

こうした願いが実現できないとなると、 

途端に「願い」は「怒り」に変わります。 

 

-------------------------------------------------------- 

怒りは自己に悦びへつらう感情である。 

モンテーニュ（哲学者） 

-------------------------------------------------------- 

 

では、 

怒りの感情を和らげるには、 

どうしたらいいでしょう。 

 

 

「私は何を期待していたのだろう？」 

 

 

怒りを抑えるには、 

イライラを我慢するのではなく、 

自分が抱いていた「願い」に 

視点を向けることが重要です。 

 

 

願いに気づくことができれば、 

 

「自分の思いはこれほど、強かったのか」 

 

と客観的に 

自分を見つめることができます。 

 



  

そして、 

もう１つ重要なことは、 

 

 

「実現できない理由を 

 自分の成長に活かすこと」 

 

です。 

 

僕らはついつい、 

実現できない理由を 

「誰か」や「環境」のせいにしてしまいがちです。 

 

 

「子どもの学力が低いのは学校のせい」 

 

「サッカーが上達しないのはコーチのせい」 

 

「子どもが勉強しないのは、子どものせい」 

 

 

実現できない理由を、 

 

「あの人のせいだ」と罵り、 

「あれのせいだ」と問題の原因をどこかに求めつづけ、 

 

自分以外に原因を探し、 

責任を転嫁してしまっては 

解決できることも解決できなくなってしまいます。 

 

ある学者さんは、 

 

「自己原因の探求力を人間力という」 

 

と言いました。 



 

 

 もし怒りの感情が湧き起こってきたら、 

まずは、怒りを持った自分を認め、 

 

 

「わたしはどんな期待をしていたのだろう？」 

 

「わたしはどうしたいだろう？」 

 

「わたしにできることは何があるだろう？」 

 

 

と自分自身に問いかけ、 

怒りの根っこと向き合い、 

より良くするアイデアを見つけましょう。 

 

 

○この記事のポイント 

・怒りの根っこは「願い」や「期待」 

・怒りを抱いたらまずは「気づく」ことから 

・他者の責任にせず、自分ができることに目を向ける 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆10‗個人の責任と社会的責任／episode04 

 

●イライラにサヨナラ！子どもたち選手を 

上手に「叱る」６つのポイント  http://shimt.jp/?p=3307 

 

子どもたち選手がうまくいったことやチャレンジしたことを褒めてあげることも大切です

が、ときには叱ることも必要です。けれど、「叱る」をしっかりと意識して行わないと、子

どもが同じ失敗をくり返してしまったり、やる気をなくしてしまいます。 

 

子どもとの関わりだけに関わらず、自分が大切にしている「常識」を大切にしてもらえない

と僕らは怒りを感じます。それをそのまま「どうしてわかんないの！？」と感情的に伝えて

http://shimt.jp/?p=3307


はよくありませんよね。ではどうしたらいいんでしょうか。 

 

叱ると怒るの違いを再確認！ 

 

「怒るのは自分のため、叱るのは相手のため」叱ると怒るは広辞苑ではあまり意味は変わり

ません。「おこる」の意味に叱ると書いてあるぐらいです。けれど、教育や育児といった世

界では「怒る」と「叱る」を意識して分けている方も多いものです。「怒る」や「叱る」は

親から子へ、指導者から選手へといったように、目上の人が目下の人に注意するときに使い

ます。 

★A 母親は、汚い手で食べ物をさわった子どもを怒った。 

★B 母親は、汚い手で食べ物をさわった子どもを叱った。 

この二つの文は何が違うのでしょうか？★Aは、感情的にお母さんの腹立たしい気持ちが優

先しているような感じがします。それに対して、★Bは、理性的に、子どもに「なぜ、いけ

ないのか？」をわからせることを目的としているように感じます。 

 

叱るときのルールを決める 

 

「どんなときに叱るのか？」この基準を持つことが、まずは大切です。僕らは基準も作らず、

その時の思いつきや感情のままに声を荒げてしまいます。そうすると僕ら大人は「叱ってい

る」つもりでも、子どもたち選手は「怒られている」と感じます。また、「この前は怒られ

なかったのに、今日は怒られた」と戸惑いも生まれますし、僕ら大人に怒られない選択をし

はじめ「良い子」を演じようとしはじめるかもしれません。 

 

元バレーボール日本代表監督の植田辰哉さんは、「なぜ私が選手を徹底的に叱れるかという

と、事前に選手たちと「確認」と「約束」をしているからなんです。選手も自分が約束を破

ったことがわかっていますから、叱られても納得ができます。ところが、確認も約束もして

ないことで叱られたとしたら、選手はその場で謝罪したとしても、心の底から納得すること

はできません。」と、仰っていました。なには良くて、なにはダメなのか。「叱るときのルー

ル」を決めましょう。 

 

参考：叱るときのルールを決めよう http://shimt.jp/?p=2657 

 

感情的になり、人格を否定しない 

 

叱っているうちについつい感情的になってしまう、ということがよくあります。感情的にな

ってしまうと頭ではダメだとわかっているのに、叱るときに子どもたち選手の人格まで否

http://shimt.jp/?p=2657


定してしまいます。「だからお前はダメなんだ！」「兄貴は出来たぞ！」「お前には無理だ！」

そんな風に叱られたら僕ら大人だって嫌ですよね。行動や行為を指摘し、叱ることは大切で

す。けれど、人格や性格を否定したり、誰かと比べて叱ってはいけません。 

 

「何があったの？」行動に耳を傾ける 

 

まずは「何があったの？」「どうしたの？」と、どんな状況で、なぜその行動や行為をした

のか、ということを、徹底的に聴いてあげることが大切です。「何が原因だったのか？」「な

ぜ、そうした行動をしたのか？」「その時、どんな感情を持っていたのか？」 

「だって！●●君が！」と子どもたちがよく口にするように、話も聞いてもらえずに、頭ご

なしに叱られては納得できるものもできなくなってしまいます。 

 

「どうすれば良かったと思う？」と HOWで問いかける 

 

しっかりと子どもたち選手の理由に耳を傾けたあとは、「どうすれば良かったと思う？」「次

回は同じことを繰り返さないために、どうしようと思う？」と問いかけてあげること。頭ご

なしに叱っても子どもたちは中々変わりません。辛抱強く、子どもたち選手が考える時間を

与え、子どもたち自身の言葉がでてくるまで待つ姿勢も大切です。 

 

なぜ、を伝える 

 

自分で見つけた答えは行動を生み出します。子どもたち選手から答えが出てきたら、きっと

次回から考えて行動できるようになるはずです。その後押しをするためにも「なぜ、いま叱

っているのか」「本当はどんな行動をして欲しかったのか」ということを最後に伝えましょ

う。もちろんおしつけになってはいけませんが、僕ら大人の考えを伝えることで、子どもた

ち選手も「そうか、そうかもしれない」と納得することができます。そのときに気をつけた

いのは、「わたし」を主語にして伝えること。心理学ではアイメッセージといいますが、「わ

たしはこう思うの」と伝えることでより子どもたちに届きやすくなります。 

 

参考：私を主語にして伝えよう http://shimt.jp/?p=2450 

 

さいごに 

 

子どもたち選手のためになっているだろうか？これは僕が聞きたいだけ、叱りたいだけな

のか。僕が聞いて納得したいだけなのか。それとも、もっと成長してほしい。成長を助けた

い、という相手に寄り添う叱り方になっているのか。「愛の反対語は「無関心」である」と

http://shimt.jp/?p=2450


マザー・テレサが言ったように、怒るも叱るも、その感情は子どものことが気になって気に

なって仕方がないから。本当にどうでもいい人だったら、気にならないはずですし、叱るの

でさえめんどくさいと感じるはずです。 

 

信頼関係を深める叱り方を実践しましょう。相手のためになっているか？自分本位になっ

ていないか？なぜ、ダメなのか？子どもたち選手はなぜ、その行動をしてしまったのか？何

のために叱るのか？子どもたち選手の未来に愛を持って叱りましょう。 

 

– 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

◆10‗個人の責任と社会的責任／episode05 

 

 

●「指導者に変わって欲しい！」ときに考えたい６つのこと http://shimt.jp/?p=9227 

 

＜ご質問＞ 

小学生のスポーツチームで、試合の後に指導者がミスをした子を責め、毎回「修正しなさ

い！」で終わります。さらに子どもたちが自分で考えたプレーについても失敗すると責めま

す。そうすると、子どもたちは消極的になり、自発的な行動が減っていきます。それに対し

て「最近の子は元気がない、自発性がない」と一言で済ませてしまいます。 

  

＜どんな状態を望みますか？＞ 

指導者の方に向けて、何かしつもんで気づきを与える方法がありましたら、ご教授ください。 

 

 

こんにちは。 

ご質問ありがとうございます。 

  

  

僕自身、過去を思い返してみると、 

心の中に「恐れ」を抱いていたために、 

（また、その恐れの感情を気づくことができなかったために） 

頭ではわかっているけれど、 

ついつい指示・命令を繰り返してしまうという 

サイクルに陥っていました。 

http://shimt.jp/?p=9227


  

その結果、 

視野が狭くなり、 

まわりの方が敵に見えてしまっていたのです。 

   

どうすれば、 

より良い関わりができるようになるのでしょう。 

  

  

「やり方」を非難することの危険性 

  

信頼関係を十分に整えられていない関係性のまま、 

指導者の方に対し、 

指導方法や新しい取り組みの提案をすると、 

  

「あなたの指導に問題がある」 

「あなたが変わらなくてはいけない」 

「あなたのせいで、子どもの成長が止まっている」 

  

というメッセージを渡してしまう危険性があります。 

（言葉に出す、出さないにかかわらず） 

   

すると、 

指導者の方との関係性は 

悪化するばかり。 

  

次第に、 

お互いの介入を排除するような方向に 

チーム運営は進んでしまいがちです。 

  

  

人は「変化を嫌う」生き物 

 

多くの人は安定のない状況で、 

変化を受け取ることは難しいものです。 

  



 ましてや、 

人から変化させられることに抵抗します。 

   

ですので、 

望んでいない子どもたちに 

  

「変わりなさい！」 

「もっと練習しなさい！」 

「努力が足りない！」 

  

と、 

いくら伝えても効果がないのは 

そのためです。 

  

  

これを読んで下さっているあなたも 

望んでいないにも関わらず、 

まわりの方から、 

  

「あなたが変わらないとダメだ」 

「あなたが変わるべきよ」 

「過去の自分を捨てなさい」 

  

と直接的に変化を求められれば、 

抵抗したくなるエネルギーが 

ふつふつと湧いてきませんか？ 

  

  

「変化したくなるとき」はいつか？ 

   

では、 

僕たちはどんなときに 

変化したくなるのでしょう？ 

   

あるコンサルタントの方が 

ワークショップでよく訪ねるそうです。 



   

「人や組織は危機がある時しか 

 根本的に変われないとお考えの方は 

 何人いらっしゃいますか？」 

  

すると確実に 

75%～90%の方が手を挙げるそうです。 

  

また、一方で 

  

「何もかも思い通りの人生、 

職場、私生活、仕事、人間関係、 

 地域社会、―を歩んでいると想像して下さい。 

  

 完璧に問題のない人生ならば、 

 真っ先に何を求めますか？」 

 

 

すると、参加者の方は 

   

「変化です。 

 何か新しいものを創造したい」 

  

と答えるそうです。 

  

  

人間は思っているよりも複雑です。 

  

僕たちは、 

変化を恐れてもいますが、 

変化を求めてもいます。 

  

 ここから学べる１つのヒントは、 

「心が満たされているときは変化を望む」 

ということです。 

  



   

「やり方」ではなく「関係性」に目を向ける 

  

ということは、 

まず必要なことは、 

指導者の方の「やり方」ではなく、 

指導者の方を取り巻くチームメンバーの 

「関係性」に目を向けることです。 

   

指導法に嫌気がさしているときは、 

  

「もっとこうすればいいのに」 

「あの人は指導法を知らない」 

「もっと勉強するべき」 

  

といった具合に、 

悪いところばかりが目につきます。 

   

  

けれど、このままでは、 

関係性が悪化するばかり。 

   

まずは、 

僕たち大人同士の関係性を 

より豊かにすることが大切です。 

  

  

そのときのしつもんは、 

  

指導者の方のおかげでできていることは何ですか？ 

どのように感謝の気持ちを伝えますか？ 

よりよいチームにするためにできることは何ですか？ 

  

 ついつい当たり前になってしまっている 

指導に対する「感謝」の気持ちが届いたとき、 

関係性が良い方向へ傾きはじめます。 



  

また、 

子どもへの接し方や指導法のことばかりを 

話し合うのではなく、 

  

僕ら大人同士の関係性について、 

いちど立ち止まり、考えることも重要です。 

   

本当は取り組みたいことは何ですか？ 

どうすれば、お互いの気持ちを伝え合うことができますか？ 

どんな関係性を目指したいですか？ 

  

関係性が豊かになると、 

自然と、 

  

「子どもたちのために、 

 わたしたちができることは何だろう？」 

  

と、 

主語が「わたし」から「わたしたち」へと変わり、 

「やり方」にシフトすることができます。 

   

  

自分自身を満たす 

  

 人の欠けているところに目がつくときは、 

僕たち自身の心も 

満たされていないときかもしれません。 

  

感謝の気持ちは「持つもの」ではなく、 

自然にわき上がってくるものだとすると、 

まずは、自分を満たすこともとても重要です。 

  

 自分を満たすためにできることは何ですか？ 

どのようにして自分を満たしますか？ 

心の余裕があるときはどんなときですか？ 



   

「目標」と「目的」を共有する 

  

自分を満たし、 

指導者の方も満たされ、 

関係性が向上してきたら、 

「目標」をあらためて確認しましょう。 

  

  

1年後、どんなチームになっていたら最高だろう？ 

どんな結果を手に入れたいですか？ 

どんな自分になっていたいですか？ 

  

 また、目標とは、 

あくまでも目的を達成するための道しるべであり、 

手段のひとつでしかありません。 

  

  

仲良くしていただいている 

中野吉之伴さんによると、 

  

ドイツサッカー協会では、 

目標は 

「選手のポテンシャルを最大限に引き出すこと」 

  

目的は 

「選手としても人としても、 

 将来自立した生活ができるようになる基盤づくり」 

  

としているそうです。 

  

  

目標に対して、 

  

どうしてそれを実現したいの？ 

その未来を実現するとどんな未来が待ってる？ 



目標を達成した先には何がある？ 

と問いかけることで、 

目標の先にある目的に触れることができます。 

  

   

どのようにすれば？で考える 

  

目的と目標をあらためて 

つくることができたらあとは簡単。 

  

どのようにすれば、 

その未来を実現できるだろう？ 

  

というしつもんに 

一緒に答え、試行錯誤しながら 

行動を続けることで、 

目標に近づいていくことができるはずです。 

  

  

このときに重要なことは、 

その瞬間を楽しむこと。 

  

  

旅の終着地に着いたときだけ楽しむのではなく、 

旅そのものを楽しむことです。 

  

  

いかがでしたでしょうか？ 

  

  

子どもたちへの愛情があるからこそ、 

お互いに対立してしまうことがあります。 

  

けれど、 

対立が悪いことでは決してありません。 

  



一度立ち止まり、 

お互いの考えや想いを伝え合い、 

関係性を見直すことで、 

よりよい方法をみんなで見つけて行きましょう。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


