戦争について子供たちと
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(本資料はチェコ語を英訳した資料を日本語に仮訳していますことをあらかじめご承知おきください)

戦争について子供たちと
話すときのガイド

チェコスカウト連盟は、スカウト指導者のた
めに以下のヒントを用意しましたが、他の組
織で子どもたちと活動する教育者、親、ボラ
ンティアにも役立つものです。オリジナルの
ガイドはウクライナの状況を扱うために作成
されましたが、この訳は許可を得て、大人が
この難しいテーマを世界中の様々な状況で
若者と取り組むのに役立つようにアレンジさ
れています。

それぞれの団、隊の スカウト達は、ソーシャルメディア、
テレビ、ラジオ、または他の人から聞く紛争や戦争につい
て質問があるかもしれません。
戦争というテーマはその話題に触れたほとんどの人に
影響を与えることは必至です。 Instagramでその一部
を見たり聞いたり、評判の良いチャンネルの包括的な報道
を見たり聞いたりするにせよ、彼らは自分の生活に不安
を取り戻すようなものを目にしているかもしれないので
す。これは、困難なパンデミックの直後にはなおさら難し
いことかもしれません。

隊集会やイベント等で子供たちから戦争
の話題をもちだしたら、 どのように対応
すればいいのでしょうか？
•

彼らが話したいことを見過ごさないようにしましょう。他
のプログラムを犠牲にしてでも、一緒に話をする時間を
持ちましょう。子供たちは、不安な気持ちや気が散って
いる状態では、予定していた活動を楽しめないかもしれ
ません。

•

対話の場を提供しましょう。 若者が自分の懸念、認識、
見解を共有できるように安全な空間を作ることは、状況
と感情を理解するのを助けるために必要です。 これもま
た、他の家族や友人とのよりオープンな対話ができるよ
うにするのです。

•

戦争で直接被害を受けた人々に共感するよう子供たちに
呼びかけましょう。 多くの場合、遠く離れている必要はあ
りません 。クラスの中で戦争の影響を受けた人や、その家
族を知っているかもしれません。自分たちが戦争に行った
ことがなくても、紛争地域にいる大切な人のことを心配し
ている可能性があることを忘れないようにしましょう。

•

戦争で被害を受けた人々のために何ができるか、団や隊
としてだけでなく、個人としてもどんな選択肢があるのか
、話し合ってみようではありませんか。 それは信頼できる
公共の場への財政的寄付や、物質的支援や、あるいは単
なる理解、思いやり、今後必要に応じて援助する覚悟をも
つことでもよいのです。

•

どこで情報を得るか、偏向報道やフェイクニュースを見分
ける方法について、子供達や若者と話しましょう。不安を
感じたり、質問があるときに信頼できる大人と話すことが
できることを知らせてください。 特にスカウトやローバー
の場合は、 信頼できる情報を見つける場所を一緒に調べ
たり、情報源を確認したり、フェイクニュースを見分ける方
法について話したりすることができます。 偽情報の戦い
はあらゆる紛争の一部でもあり、それに屈しないように若
者を教育する必要があります。

•

助けてくれる人を見極めよう。善良な人々やボランティア
の奉仕を指摘しましょう。そうすれば世の中には悪い人も
いるけれど、優しい人や支えてくれる人もたくさんいるこ
とを、子供達に伝えましょう。

•

子供たちが何を考え、何を感じているのか、私達は関心
を持っていることを示すために、聞き上手になりましょ
う。

•

その話題について、相手が何を知っているのか、すでに
理解していることを理解するために聞いてみよう。別の
会話のきっかけになることもあります。

•

何が起こっているのかを事実に基づいて説明し、彼らの
情報を補いましょう。質問があれば、正直に、事実に基づ
いて答えましょう。情報の言葉や深さは、相手の年齢に
合わせて選びましょう。

•

子供たちが戦争に対してされに恐怖心を抱いて会話か
ら離れるようなことは避けたいものです。 戦争の深刻さ
を軽減するのではなく、特に若い子には暴力的なことを
血なまぐさい事を知る必要はないことを心に留めてお
きましょう。

•

憶測を持たずに事実に忠実でありましょう。 次に何が
起こるかを予想したり、今後どのように恐ろしいことが
起こるかについて話したりするのはやめましょう。

•

スカウトリーダー、警察官、コミュニティリーダー、医師、看
護師など、集団の安全に気を配る多くの人々について、子
供達に語りかけましょう。

•

他人の権利や国際的権利を侵害することは正しくない
のと同様に、暴力は紛争を解決するためには良い方法で
はないことを明確にしましょう。 意見を共有したい場合
は、戦争をどのように認識するかについて一般的に話し
ましょう。

•

良い手本を見せましょう。 若い人たちには、私達自身がど
のように物事に取り組んでいるかをみてもらうことが大
切です。自分自身の恐怖とどのように向き合えば、苦しん
でいる人たちをサポートできるのか。どうすればいいので
しょう？このような状況で大人がどのように自分自身や
他の人を 管理し、助けるかを観察することは、彼らが自
分自身の恐怖に対処するのに役立ちます。

スカウティングで平和を育む
ためのその他のリソース:

平和のための
対話
ファシリテーター
のためのツール
ボックス

メッセンジャーズ
フォーピース

ニュースになったら、戦争の話題を取
り上げるべきですか？
確かに難しい問題です。 先に書いたように、子供たちが戦争に
ついて知らないか、あるいはそのようなニュースの影響を受け
ていないとは考えにくいです。
トピックを取り上げるかどうか迷った場合は、グループに 任せ
ましょう。 集会の最初に、彼らの調子はどうか、日中に何を経
験したか、または彼らがどのようにしているかを尋ねます。そ
の中で、その話題について不安を持っている人がいれば、それ
を口にするだろうし、他の人もそう思うかもしれません。 あと
は、上記の要領で進めていけばいいのです。もし、そのような
話題が出なかった場合は、まだその話題を切り出す必要はない
かもしれません。

他に知っておくとよいことはありますか？
イギリスのスカウトが、青少年グループと一緒に学び、元気に
なるために使える活動をいくつかまとめています。
不安を感じている子どもたちは、活動や外出を嫌がり、家族と
一緒にいたいと思うこともあります。それは尊重しましょう。
特に不安そうなグループメンバーや、行動に大きな変化みられ
る場合は、必ず保護者の方に知らせてください。この資料を保
護者と共有し、家庭で幼い子供とこのような話し合いをするの
に役立てることができます。
戦争という言葉がよく聞かれるようになった昨今、若者たちの
支えになるということは、私たちのスカウト活動にとって、時に
新しく難しい課題です。
同時に、最近ではCOVID-19の課題にも対処しています。お
そらくこの時、私たちは共に大きなチャレンジに立ち向かうこ
とができること、そして私たちが関わる子どもたちや若者たち
に、より良い世界を残していくことができることを証明したの
ではないでしょうか。今後も、私たちの活動に必ず影響を与え
る出来事に、どのように対応するか、すべてのセクションでサポ
ートを提供できるよう、努力していきます。
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