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　それはね、このトレーニング・センターで
あなたには次のことができる可能性があるからです。
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トレーニング・センター参加者のあなたへ トレーニング・センター参加者のあなたへ

　左の胸に手をあててみよう、心臓の鼓
動が伝わってくるよね。この心臓はあなた
が生まれたときから、まったく休むことな
く、動いているんだよ。
　そう、あなたが一生懸命生きてきた証
拠だね。そして、これからも動き続けるあ
なたの心臓、そうこれからもずっとあなた
と一緒に動き続けるんだ。

　あなたの心臓が一生懸命動いているよ
うに、クラス、学校の、そしてこのトレーニ
ング・センターに集まってきた一人ひとり
の心臓がみんな休みなく動いている。
　人間ばかりでなく、動物の心臓だってみ
んな動いている。みんな一生懸命生きてい
る証拠なんだ。 あなたが生まれるときのこ
と、お父さんやお母さんに聞いたことある
かな?
　あなたが生まれ出るまでにお父さんやお
母さんがどんな思いでいたか、聞いたことあ
るかな? あなたが中学生になるまでにどん
な大変なことがあったか、聞いたことがある
かな?

　人の命って大変貴重なものだし、偉大
だね。一人ひとりにこのすばらしい命があ
る。あなたの命が大切なのと同じように、
他の一人ひとりの命もみんな同じように
大切なんだ。
　この大切な一つ一つの命、どうやった
ら守っていけるか、このトレーニング・セ
ンターの間に考えてみよう。

　100メートル競争のまえの時のように
あなたが興奮すれば、早鐘のようにドキド
キなるし、ゆったり心落着いているときに
は、ドクンドクンとゆっくりになる。
　あなたがあなた自身の体を使って、これか
らどう生きるか。決めるのはあなたなんだ。

　だれのものでもない、あなた自身の人生
だもの。

心臓の鼓動、聞いたことあるかな? 人の命ってちっぽけなもの?
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トレーニング・センターの生活

あなたの
今の一番の望みは何?
・お金?
・成績が上がること?

トレーニング・センター参加者のあなたへ

　みんなで楽しく騒いだあとで一人になっ
て、何だかわからないけど、ふっとさびしく
感じたことはない?

　あんなに楽しかったはずなのに終わって
みるとなにも残っていない、一体何がおも
しろかったんだろうって感じたことはない? 
　終わったとき、心からよくできた、充実し
ていたって感じたときはどういう時?
　きっと、それをやっているときは苦しくっ
て、早く終わればって思いながらやっていた
時じゃないかな。また、あなた一人のためじゃ
なく、クラスや学校や近所の人たちのために
もなることだったんじゃないだろうか。

　トレーニング・センターでは学校のように
チャイムは鳴りませんし、先生が号令をか
けることもありません。自分で考えて行動
するのです。ですから、自分から動こうとし
なければ何も始まらないのです。言いかえ
れば、参加者の一人ひとりが主役なのです。
そう、あなた自身が主役なのです。

　確かにお金がいっぱいあって、成績が
上がればうれしいよね。
でもそれだけでいいんだろうか?
それで本当に楽しい?本当にしあわせ?

本当に楽しいってどういうこと?

トレーニング・センターの生活はどのようなことをするのでしょうか? 
生活の内容にふれる前に、どのような心構えでトレーニング・セン
ターに取り組んだらよいか、アドバイスします。

“これがポイント”その１

自分で考え行動する

　自分で考えて行動するためには、情報を
キャッチすることが大切です。
そのためには、 
・時計や掲示板をよく見る
・人の話をよく聞く
・まわりのようすに気を配る
　　　　　　　これらのことが大切です。

　自分で感じたことや、考えたことも、いっしょに書いておくと、あとで見直した時によくわかります。

“これがポイント”その2

すべてに注意深く

キャッチした情報は書きとめておきましょう。
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　トレーニング・センターでは、いろいろな人がいっしょに生活をします。いっしょに学習や
食事や宿泊をするので困ったこともでてきます。その困ったことを自分達で解決するため、今
の生活をよりよくするために、だれから命じられることもなく、自ら進んで周囲の人のために
自分を生かすことが、ボランタリー・サービスです。 
　まず、このトレーニング・センターの中でどうしたらそのようなことができるか、考えてみて
下さい。



　トレーニング・センターでは、いろいろな人がいっしょに生活をします。いっしょに学習や
食事や宿泊をするので困ったこともでてきます。その困ったことを自分達で解決するため、今
の生活をよりよくするために、だれから命じられることもなく、自ら進んで周囲の人のために
自分を生かすことが、ボランタリー・サービスです。 
　まず、このトレーニング・センターの中でどうしたらそのようなことができるか、考えてみて
下さい。



















　ホームルームでは、その日のプログラムの中で感じたことや考えたこと、疑問や反省などを
自由に話しあいます。友達のことを本当に理解しようと思ったら、まず自分から素直な気持
ちになって話をしてみましょう。何でも気軽に話しあえるようになるためには、相手のことを
思いやりながら、お互いに打ちとけた雰囲気をつくりだすことが大切です。
　また、何か困ったことがでてきたら、まず自分で解決できるかどうか考えてみて下さい。も
し個人やホームルームでは解決できず、全体で調整する必要があると思われることがでてき
たら、ホームルーム連絡会議に提出します。

ホームルーム
連絡員の役割

○ホームルームの司会進行をする。
○ホームルーム連絡会議に出席する。
○日直や他の連絡員と協力して、一日の集団生活をスムーズ
に進める。（連絡員は次の日のホームルームで交替します。）
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　いつ、どんな事態に直面しても、これに対処できるよう日頃から備えておくことが大切で
す。　自分が何を学び、どのように行動していくかを自分で考えます。しかし、集団生活の中
ではとかく自分を見失いがちになります。自分自身を取り戻すため、静かに自分と取り組み
今日一日への心構えをします。
　日頃からメモを取る習慣を身につけ、気づいたこと、思いついたことを書きとめておき、こ
の時間に整理しながら、自分の考えをまとめていくとよいでしょう。
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　この「トレーニング・センター」は、時 「々トレセン」や「ＴＣ」と呼ばれることもありますが、こ
れらはみな「青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター」の略です。
　「青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター」は、青少年赤十字のリーダーとして
必要な知識や技術を身に付け、各学校の青少年赤十字活動を進めていく力となれるよう、みず
から学ぶところです。それがリーダーシップを身に付けることになるのです。

　みんなを引っ張っていく人間を「リー
ダー」 と呼ぶことが多いのですが、なにも
リーダーが全部やらなければいけないわけ
じゃありません。その場その場によってい
ろいろな人がリーダーになり、みんなで協
力して活動を進めることが大切です。
　ですから、みんながついてこないといっ
て、わめいたり、愚痴を言ったり、いばって
ばかりいる人がリーダーではありません。
それでは、本当のリーダーってどういう人の
ことでしょうか?
　それも青少年赤十字のリーダーって？

「リーダー」ってどういう人のことでしょう？
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　青少年赤十字は「JRC」と呼ばれることもありますが、JRCは Junior Red Cross の略で
す。外国では「Red Cross Youth（RCY）」と呼ばれることもあります。
　それでは青少年赤十字とはいったい何のことでしょうか? 「うーん、そんなこと考えたことも
なかったな」なんて言う人も多いかもしれませんね。
　では「赤十字」については何か知ってますか?「赤十字のマーク」は「赤十字の病院や血液セン
ターのしるし」として知られていますが、他にどういう意味があるか知ってますか? このトレー
ニング・センターの期間中に考えてみてください。
　また、「青少年赤十字」についても知らない人に説明するとしたらどういうふうに説明したら
よいか、みんなで話しあってみてください。
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各国赤十字社の設立

2013年8月現在189社
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　ジュネーブ諸条約ができるまえ、戦争のときに敵を助けるなどということは、まれ
に行われることはあっても、普通はあまり考えられないことでした。その当時の常識
を超えるようなことをまずデュナンが行動で示しました。そして、その体験を「ソル
フェリーノの思い出」という本にまとめ、2つの提案をしました。この提案がもとに
なってできたのが「戦場で負傷した兵士を敵味方の区別なく救護するための民間の
団体＝赤十字」 であり、この団体が戦場で安全に活動できるように各国間の条約と
して生まれたのが「ジュネーブ諸条約」でした。この最初のジュネーブ諸条約のなか
で、「白地に赤の十字のマーク」をつけた看護人や建物などは中立とみなし、保護さ
れなければならないことが初めて決められたのです。

　傷ついた兵士や捕虜となった兵士、一般の人々の命をいかに守っていくか、このこ
とを実現するため、ジュネーブ諸条約は何回も改正されてきました。守るべき人々の
範囲を考えると、できるだけ広く、できるだけ具体的な細かい取り決めが必要となっ
たからです。

　現在では、「陸戦の条約」「海戦の条約」「捕虜の条約」「文民の条約」の4つのジュ
ネーブ条約と3つの追加議定書がありますが、ジュネーブ諸条約で言っているのは、

「傷ついた兵士や武器を捨てて降伏した兵士はもはや兵士ではなく、ただの人間で
ある。だからその人間を殺す権利はだれにもない。また戦闘に参加していない文民

（一般市民のこと）を殺すことも許されない」ということです。そして、人の命の大切
さやその取り決めを守っていくことが、いかに重要なことであるかということです。

ジュネーブ諸条約とは?
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（一般市民のこと）を殺すことも許されない」ということです。そして、人の命の大切
さやその取り決めを守っていくことが、いかに重要なことであるかということです。

ジュネーブ諸条約とは?



　これまでこのトレーニング・センターの中で、どのようにあなた自身を生かすかをボランタ
リー・サービスで、またアンリー・デュナンの生き方や赤十字がどのように発展してきたか、を
学んできました。これらの中からこれからの生き方や活動について何かヒントになることが
ありましたか?あなたの家や学校でどんなことをしてみたいと思いますか。次の欄に記入して
みて下さい。いろいろな場所であなたの行動が求められているかもしれませんよ。

　皆さんが、何か活動を行おうとする場合、話しあいをしたり、計画をたててから始めます
ね。話しあいをする時にも具体的な計画をもとに話しあいをするとスムーズに運びます。
　この計画をたてるとき、大事なことは次の2点です。

　1.その活動が本当に他の人の役にたつことかどうか考えてみること
　2.他の人が、その計画を見てもわかるようにできるだけ具体的な計画とすること

　この具体的な計画案をつくることを「ワークショップ」 と呼んでいます。このワークショッ
プに取りくむ場合、1人で1つのワークショップに取りくむ（「1人1作の ワークショップ」と言
います）場合と共同で1つのワークショップに取りくむ場合があります。「1人1作」の場合に
は、自分がその計画についてどれだけ深く理解できていたかがわかりますから、準備不足な
点、考えがあいまいだった点を自分で考え直すことができます。また、自分がつくった計画を
実現させたいという活動に対する意欲も生まれてくると思います。また、同じ学校から参加し
たメンバーが、トレーニング・センター終了後、共同して実行できるような場合には、共同で
ワーク・ショップを行うこともできます。

求められています。あなたの力!
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○短く、要領よく
○具体的に
○自分の言葉でわかりやすく
○言いたいことをまずメモにまとめて
○姿勢を正し、視線を相手に合わせて
○表情を明るく豊かに
○良く理解してもらおうとする心遣い
　を持って

上手な話し方
○適度なあいづち
○内容を頭の中で整理しながら
○質問や意見を用意して
○姿勢を正し、視線を相手に合わせて
○表情を明るく豊かに
○良く聞こうとする心遣いを持って

上手な聞き方

　ホームルームやグループ討議での話し合いは、それぞれに目的があります。 話し合いを
効果的に進めるために参加者は次のことを心がけて積極的に話し合いに加わるようにし
ましょう。

話し合いを効果的に進める方法

　当然のことですが、これが一番大切な
ことです。ところが、 グループの中にいる
とこれが一番難しいことでもあります。限
られた人ばかりが発言して、あとの人たち
は黙って聞いているということはよくある
ことです。 
　発言することは参加者の義務だと考え
ましょう。たとえ同じ意見でも発言するこ
とが大切で、同じ意見を持っていることの
表明となります。また、発言が多くなりが
ちな人は、他の人のことを思いやるという
ことも心がけましょう。ひとりで長々と演
説したり、わき道にそれたり、無責任な思
いつきを言わないように注意することも
大切です。

発言する

　言葉じりやうわべだけをとらえるのでは
なく、その人がどんなことを考え、何を一番
言いたいのかを相手の身になって聞き、理
解しようとする姿勢が聞き手にとって大切
なことです。 同時に人が出した意見に対し
て自分はどう思うかを考え、自分の意見を
出すことが必要となります。ただし、人の話
は終わりまで聞くこと。途中でさえぎって自
分が発言するというようなことはしないよ
うにします。

他人の意見をよく聞く
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●2人であげるのが普通で、ポールに向かっ

て、Aが左、Bが右で2人ならび、Bが旗をもち、

Aがロープを綱止めからはずし、2人でロープ 

に旗をつけます。

●この場合、決して旗のはしが地面を引きずる

ことのないよう気をつけます。

●ポールに向って右側のロープに旗をつけ、旗

がついたら、Aは余分のロープを綱止めにま

き、Bはロープに旗をはさんで広がらないよう

にしておきます。

●このようにあらかじめ用意をしてから、掲揚

の合図を待ちます。

●合図があったらポール前に2人がならび、A

がロープをほどき、綱がからまっていないか確

かめてから、引き綱をAが、旗のついている上

げ綱をBがもって立ちます。

●音楽や歌に合わせてあげる時はここで音楽

または歌を始め、終わるまでに上の滑車にとど

くよう同じ速度であげます。

●速くなったり、遅くなったりしながらあげた

り、途中で速度が速くなったりしないよう気を

つけましょう。

●音楽が終わっても、まだ旗が上の滑車にと

どかないことがないよう、旗のあがる速度を

調節します。

●Bは旗がロープにからまないよう気をつけ、

なるべくポールに沿って旗があがるよう注意し

ます。

●あげ終わったら、Aは引き綱を綱止めに2、3

回巻きつけてから、Bの上げ綱といっしょに8

の字に綱止めにまく。このようにすると強い風

の時も半旗（注）にならないですみます。

（注）半旗というのは、弔意をあらわす旗のあ

げ方で、ポールの先端の竿頭（玉）から 20cm

ほど旗をさげて掲げることです。

旗のあげ方
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