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【要旨】

本稿は，体験活動としてのボランティア活動の学習効果に着目したボランティア学習の在り方

を検討したものである。当センターにおいて，中学生を対象としたボランティア学習講座の試行

事業を２回実施し，その効果についての検証を行った。プログラムは，講義をなくし体験を重視

して，例えば１回目では科学博物館，自然と遊び，国際協力から１つを選択し，その後振り返り

をして体験の内面化を図った。中学生ボランティア学習講座の効果について，質問紙尺度，連想

語の増減，４ケ月後の追跡調査の３つの方法で確認した。質問紙調査では，「ボランティア活動

は多くの内容があることを知っている」，「ボランティア活動を取り巻く課題について知ってい

る」，「自分の感じていることをみんなにわかるように説明するのが得意だ」などの項目の向上が

大きかった。連想語では，語数の増加だけでなく，認識が表面的な内容から少し深いレベルの認

識への変化がみられた。追跡調査では，学校の弁論大会で体験内容を発表したり，論文を応募し

地球環境国際会議に出席するなど，体験を活かして活躍している様子がうかがえた。
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� 目 的

青少年教育における「生きる力」の育成と「心

の教育」の充実のために，奉仕活動やボラン

ティア活動，社会体験，自然体験を推進する

等，多様な体験活動の機会を充実していくこと

が強く求められている。青少年期における豊か

な直接体験は，大きな充実感や成就感などが得

られるとともに，他者との関係の在り方を学ぶ

場や生き方の探求の機会ともなり，望ましい人

間形成に資するものと考えられている。その中

で，ボランティア活動は，もともと自己開発や

自己実現につながるものを内在している。それ

が「人間の変革」につながる，という理解が深

まりつつある。長沼（１）は，１９９０年代に入ってか

ら誰もが参加することができ，「施す」という

イメージが払拭される中で，「ボランティア活

動は，活動主体の自立や学びにかかわる個人的

な意義と，人々の連帯と協力，相互扶助によっ

て社会がより良くなっていくという社会的意義
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の両面を有するものであることが分かってきた

のである」と述べている。このような「ボラン

ティア活動の主体者にとっての学び」としてボ

ランティア体験の学習的な効果に着目した「ボ

ランティア学習」の考え方が生まれてきた。

ボランティア学習について，宮川（２）は「ボラ

ンティア活動の基本的理念は，自発性・無償

性・公共性・先駆性にあるとする考え方が一般

的であるが，学校教育においては，それらの価

値に触れられるような意図的・組織的な体験的

学習活動として行われ，その体験を通して子ど

もが自ら身近な社会に積極的に関わる態度を育

てようとするものである」としている。また，

生涯学習の視点から，周東（３）は「ボランティア

学習とはボランティア活動を通して，よりよき

社会人としての全人格的発展を遂げるために行

う社会的体験学習である。具体的には，学習者

はボランティア活動を通して様々な社会生活上

の課題に触れ，そのことによって，自己の行為

が公共の社会にとって有益な社会的役割と活動

を担っていることを自覚し，そのことで学習者

の自己実現が図られ，更には，自発性や無償性

が学習者自身の中に育まれることで，学習者は

公共性を身に付けることができる」としている。

このように，ボランティア学習の機能として，

自己実現による個人の成長や発達という側面

と，社会的課題の解決や連帯性によって社会が

成熟した市民社会へと向かうという二つの側面

が考えられる。

最近の社会動向を見ると，学校教育法の一部

を改正する法律（２００１年６月）や社会教育法の

一部を改正する法律（２００１年６月）により，学

校とその内外におけるボランティ活動等の様々

な体験活動の充実が図られようとしている。そ

のため，青少年のよりよき社会人になるための

学習の場として，青少年教育施設におけるボラ

ンティア学習の在り方を検討することは重要な

ことであると思われる。その中で，中学生は，

思春期にあたり，他者との関わりの中で自己を

問い直し，自分とは何かを模索し始める時期

で，自分の個性の発見・伸長を図り，自立心を

育成していくことが求められている。この時期

にボランティア活動を通して，社会の課題に触

れ，他者との交流の機会を得て，語り合い，他

者を知り，そして自己を知ることは大切であ

る。

そこで，本研究では，中学生を対象に体験活

動としてのボランティア活動の学習効果に着目

したボランティア学習プログラムを試行的に実

施し，あわせて，ねらいどおりの効果が得られ

たかを，検証するための調査を行った。

� 調査研究協力者会議における検討

国立オリンピック記念青少年総合センターで

は，ボランティア学習のモデルプログラムの開

発を目指し，鈴木眞理東京大学助教授（主査），

長沼豊学習院大学助教授，石川昇国立科学博物

館ボランティア活動推進室長，大塚博司順天中

高等学校教諭及び当センター職員による調査研

究協力者会議を組織し，「青少年教育施設にお

けるボランティア学習プログラムの在り方に関

する調査研究」を平成１３年１１月より行い，検討

した。

青少年教育施設では，主催事業や受け入れ事

業，環境整備等の多くの分野で，施設ボラン

ティアによる活動が活発に行われている。この

ため，ボランティア関係の事業としては，施設

ボランティア養成のための事業が多く（４），ボラ

ンティアを体験学習としてプログラム化した実

践は多くない。また，中学生を対象としたもの

は，その中でも少ない。一方，学校教育におい

ては，ボランティア活動の持つ学習的要素に着

目して，特別活動の中でボランティア活動を取

り入れる実践が行われてきたが，今後は「総合

的な学習の時間」の中での展開も多くなると予

想される。そのような現状を踏まえて，協力者

８４ 国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第３号，２００３年



会議では，ボランティア学習における青少年教

育施設と学校教育との連携の在り方やボラン

ティア学習プログラム開発における課題につい

て検討した。主な論点は次のとおりである。

・多くの学校でボランティア活動は実施されて

いるが，福祉や募金，清掃活動などが多く，

ボランティア活動の多様性の理解が十分とは

言えない。

・現在の中学校では，手話や点字などの基礎的

なボランティアスキルを学ぶ活動は相当程度

行われているが，受け身で行われていること

が問題であると考える。子どもたちがボラン

ティア体験を選択したり，主体的に行動した

り，自ら考える機会を多く設けることが重要

である。

・学校での「振り返り」は，単なる「感想文書

き」で終わっている場合が多い。今の中学生

は自分の言葉で自分の考えを話す機会が少な

いので，「じっくり語らせる」時間を設ける

ことが望ましい。

・青少年教育施設の持っている資源を活用する

とともに，青少年教育施設だけで実施するの

ではなく，博物館や図書館などの社会教育施

設との連携を図りながら実施することも必要

である。

・中学生の考え方や行動の変化を促すなど学習

効果を高めるために，単発に行うだけでな

く，例えば毎月１泊２日を６回実施するな

ど，継続するものを考えてはどうか。

� 第１回学習講座の試行的実践

１ 実施時期

当センターの主催事業「中学生ボランティア

学習講座」を本研究の試行事業と位置づ

け，２００２年３月９日～１０日に１泊２日で実施し

た。

２ 試行プログラムのねらい

� ボランティア活動の認識を深める

プログラム全体を通して，ボランティア活動

は，内容が多様であること，人間関係を基盤と

した社会的行為であること，自己実現の要素が

あることを知る。

� 人との関わりを通してコミュニケーション

能力を育てる

他の中学生及びボランティアとの交流や意見

交換を通して，自分とは違う考えの人の意見を

聞いたり，自分の意見をはっきり言うことがで

きる能力や意識を高める。

� 自分自身に対する理解を深め，自己の成長

を促す

プログラムの中で，自分で考えたり，考えた

ことを実行することにより，実践的な力を養

う。

� 社会に目を向け，社会的な問題についての

関心を高める

ボランティアに取り組んでいる人の人間性に

触れるとともに，現場の社会を体験する。ま

た，ボランティア活動の魅力や社会的な問題を

認識する。

３ プログラムの特徴

第１回のプログラムの日程概要を表１に示し

た。その特徴は以下のとおりである。

� 講義をなくし，体験重視のプログラムと

し，体験活動の整理や体験内容の意識化をね

らいとして，振り返りのワークショップの充

実を図る。

� 体験内容は，比較的よく行われている福祉

体験をあえてはずし，「博物館」，「国際協

力」，「自然と遊び」の３つを用意し，参加す

る中学生はそのうち１つを選択する。

� 中学生各自が，選択した体験場所に２日連

続で出かけ，２日目については，より主体的

な体験となるように設定する。
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� 事業効果を測定するために，後述の調査を

行い，プログラムの成果を分析する。

４ 参加状況

募集人員は３０名であったが，７０名が応募した

ので，受け入れ施設やボランティア体験を十分

に行える人数を考慮して，参加者を４０名（実際

の参加者は３９名）とした。応募中学生の体験希

望は，博物館２０名，自然と遊び３２名，国際協力

１８名であった。参加した中学生のこれまでのボ

ランティア活動状況は，現在活動していると答

えた者８名，活動していないと答えた者３１名

で，その内容は募金活動，町内のゴミ拾い，学

童保育での補助，教会での活動などであった。

５ 各活動の主な内容と活動記録

� オリエンテーション

この事業の趣旨を説明した後，参加中学生が

事前に選択したボランティア体験班毎に集ま

り，自己紹介をし，ボランティア体験の内容や

その場所に移動するための打ち合わせを行う。

� ボランティア体験

参加中学生は，次の３つの体験から選択した

１つを，１日目と２日目，同じボランティア体

験を行う。�「博物館」では，子どもたちにコ

マづくりとコマ回しを指導するボランティアを

体験する。�「自然と遊び」では，小さな子ど

もと遊んだり，グループづくりや遊び場を工夫

するなどのボランティアを体験する。�「国際

協力」では，日本の中でもできる国際貢献のボ

表１ 第１回試行プログラムの日程概要

３
月
９
日
�

９：３０ １１：００ １３：００ １８：００ ２０：３０

１０：００ １２：００ １６：００ １９：００

受

付

オ リ エ ン

テーション

移

動

昼

食

ボランティア体験

�博物館

�自然と遊び

�国際協力

移

動

交

流

会

話
し
合
い

３
月
１０
日
�

７：００ ９：００ １２：４０ １５：３０

８：００ １２：００ １３：３０ １５：４０

朝

食

移

動

ボランティア体験

�博物館

�自然と遊び

�国際協力

昼

食

移

動

全体

ふりかえり

終
わ
り
の
会

表２ 博物館における体験日程

日 時 活 動 名 活 動 内 容

３月９日

１３：００～１４：００

科学博物館の案

内

館内を見学し，国立科学博物館のどこに何があるか

どんなボランティア活動をしているかを知る。

１４：４０～１６：００
ボランティア活

動のための学習

ボランティアの指導により，展示室「たんけん広場」のコマ関係の展示を学

習し，コマづくりとコマまわしを体験する。また，翌日のボランティア活動

の準備を行う。

３月１０日

９：００～９：４０

ボランティアと

交流
ボランティア２，３名にインタビューを行う。

９：４５～１２：００
ボランティア活

動の体験

中学生の君たち自身がボランティアとなって，小学生を対象に「ベンハムの

コマづくり」の説明と指導を行う。
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ランティアを体験する。それぞれの体験日程

は，表２，表３，表４のとおりである。

� 話し合い

体験活動の整理と２日目の準備を目的とす

る。最初に，第１日目のボランティア体験グ

ループ毎に活動内容と体験を通して感じたこと

を話し合い，代表者が発表を行う。次に，ボラ

ンティア体験グループ毎に翌日の計画と準備を

話し合い，最後にグループ毎に活動計画の発表

を行う。

� 全体ふりかえり

「ボランティアって何だろう」をテーマに，

体験活動を報告しあい，ボランティア活動の魅

力と課題を話し合う。

前半は，ミニゲームによるアイスブレイクの

後，体験内容の意識化を目的として，フロアを

自由に動き回り，違う体験班の話し相手を見つ

け，体験した内容や感じたこと，考えたことに

ついて１対１で３分間の対話を行う。次に，同

じ体験班の人に対して，体験して感じたこと，

考えたことを相互で話し合う。何を感じたか

は，同じ体験内容であっても人によって違うこ

とを知る機会となる。

後半は，ボランティア活動一般についての意

識化を目的として，体験班とは別の４つのグ

ループに分かれて以下のテーマについて話し合

表３ 自然と遊びにおける体験日程

日 時 活 動 名 活 動 内 容

３月９日

１３：００～１４：００
活動案内

プレーパークのテーマと活動内容，身近な自然の問題，活動をする上での問

題点を知る。

１４：００～１５：００ 実技研修
ボランティア活動を前提に，遊び場づくりの考え方を知り，手作り遊具や道

具の使い方を体験する。

１５：００～１６：００ 遊ぼう
プレーパークでの遊びを通して，他の子どもたちやボランティアとの交流を

行う。

３月１０日

９：００～９：３０
相談しよう

今日の活動について，何をどうやろうと考えているかを話し合い，意見交換

を行う。

９：３０～１１：３０ じゃぁ，やろう
他の子どもたちや同年代の人たちと交流しながら，遊び場をよりよくするた

めの活動を行う。

１１：３０～１２：００ 話し合い
片づけの後，終わらなかった作業の報告や心残りなことなどについて話し合

う。

表４ 国際協力における体験日程

日 時 活 動 名 活 動 内 容

３月９日

１３：００～１３：４５
活動の紹介 市民による海外協力の会の活動と実際の仕事内容を知る。

１３：４５～１５：１５ やってみよう
カレースパイスセット作りや教材作りを体験する，このような活動が途上国

の人々の自立と生活向上に役立つ海外協力となることを理解する。

１５：１５～１６：００
フォトランゲー

ジ

海外協力の在り方を考えるため，バングラデシュの子どもたちの写真を通し

て，その国の文化や生活を知り，感じたことを話し合う。

３月１０日

１０：００～１１：３０
ロールプレイ

それぞれの人の立場を深く理解するため，バングラデシュの子どもたちの生

活について，役割を分担して演技を行う。

１１：３０～１２：００ ふりかえり ２日間を通して感じたことを話し合う。
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うこととした。

�「ボランティア活動の魅力は何？」�「ボ

ランティア活動は何故必要なのか？」�「もし，

ボランティア活動を友だちにすすめるとしたら

何て言う？」�「ボランティア活動をするとき

に注意することって何？」

６ 効果測定のための調査

� 調査方法

�連想調査 「ボランティア」という言葉か

らどんな言葉を連想するか。４分間にどれだけ

多くの言葉を書けるかを調査。この調査の時間

設定については，あらかじめ数人の中学生を対

象に予備調査を行い，集中度等を考慮して必要

かつ十分な時間として，４分間が適当であると

判断した。

�質問紙調査 質問紙は，この講座参加によ

る効果が期待される２０項目を取り上げ，参加者

自身に，「きわめてあてはまる」（４点）から，

「かなりあてはまる」（３点），「わりとあては

まる」（２点），「少しあてはまる」（１点），「あ

てはまらない」（０点）までの５段階評定を求

める。

上記の�，�については，事前調査・事後調

査で同じ設問に対する回答を求め，その変容を

もって効果と考えることにした。

�追跡調査

事業実施の４ケ月後に，郵送法により，参加

者のうち３５名（実際の参加者は３９名であるが，

NHK教育テレビの依頼により，テレビ出演す

る中学生４名を参加者としたため，その４名は

除いて）を対象にアンケート調査を行い，２５名

の回答があった。調査内容は「事業終了後に始

めたボランティア活動があるか」「事業のこと

について誰かに話す機会や作文などを書く機会

があったか」「こんなボランティア活動もある

のか，と気付いたり，見たりしたことはある

か」などである。

� 調査結果

連想調査については，文として答えた回答も

あったので，その場合は意味から判断して，ひ

とまとまりの語句群を一つの言葉として整理し

た。その処理をしたのち，語句群を含め語数の

変化やその内容を検討した。

語数の変化については，参加者の事前の平均

値が５．０７語に対して，事後が７．６７語と有意な増

加が見られた。ボランティア学習講座前後の具

体的な連想語の変化を３名分示す（表５）。Ａ

君の事前の回答では「協力」，「福祉」，「～のた

めに」，「人」，「心」，「偉い」，「固い」の７語で

あったが，事後では１６語に増えている。増加し

た語を検討すると「喜び」，「伝える」，「自己主

張」などの自己実現につながる語句，「それぞ

れに合う対応」，「他者理解」など事前の「人」

「心」といった表面的なものから対人関係に関

する少し深い内容の語句への広がりが見られ

た。Ｂ君の場合は，事前の回答は，「病院で

～」，「幼稚園で～」，「タダで～」というボラン

ティアを行う場所や無償で行うものとしてのイ

メージが強かった。事後は，「他者理解」，「人

のために何かをしてあげる」，「色々な人との関

わりを持ち理解する」などの人との関係，「活

動することで自分の心を豊かにする」，など自

己実現につながる語句が表われている。「もの

の作り方などの説明」などは，自分が得意なこ

とや会得したことを説明することがボランティ

アになるといった福祉以外のボランティア概念

の広がりが伺える。Ｃさんの場合も同じく，

「ゴミ拾い」「老人ホーム」という活動や場所

のイメージが，相手，自分，人という言葉を含

むイメージが７つの後の増加として表れ，対人

的なイメージや自分の心のイメージに大きく広

がっていることが分かる。

質問紙調査の事前の回答平均値からみれば，

「将来自分がつきたい仕事や職業について考え

たことがある」（３．１８点）「ボランティアは自分
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の成長に役立つと感じる」（３．１８点）「自然を維

持したり回復することは難しいことだと思う」

（３．１０点）が高く，職業に対する意識やボラン

ティア意識は比較的高い。一方，「ボランティ

ア活動を取り巻く課題について知っている」

（１．２１点）などは得点が低い。このことは，職

業や将来に対する意識が高く，自分を成長させ

ようという前向きな態度を有する者が多いが，

ボランティア活動の具体的な内容や課題につい

てはあまり知らないという事前調査時点での参

加者の状況が分かる。

事前事後の平均値の変化を見ると，「ボラン

ティア活動は多くの内容があることを知ってい

る」（１．１８点増加），「ボランティア活動を取り

巻く課題について知っている」（１．１８点増加）

の有意な向上が見られ，福祉体験ではないボラ

ンティア活動の体験により，ボランティアの多

様性を理解させるというねらいが達成できたと

考える。次に「自分の感じていることをみんな

にわかるように説明するのが得意だ」（０．９５点

増加），「初めてあった相手でもうまく話を合わ

すことができる」（０．９５点増加）の順に有意な

向上が見られた。（表６）

林・谷井（５）は，青少年教育施設が主催するボ

ランティア研修会１４事業参加者７１６名（平均１８．９

歳）に対する調査をした結果，因子レベルでは，

ボランティアの多様性の理解，自己実現への意

識，解説技能を伴う指導性，コミュニケーショ

ンの自信の順に向上が大きいことを報告してい

る。この調査は，対象が大学生中心，事業のね

らいの多くが施設ボランティア養成であるな

ど，本研究の学習講座とは少し性格が違うが，

ボランティア活動分野や領域についての増加が

大きいなど，本研究の結果と一致している。一

表５ 学習講座前後の連想語の変化（一部）

Ａ 君 Ｂ 君 Ｃ さ ん

事 前

・協力

・福祉

・～のために

・人

・心

・偉い

・固い

・病院等で何か手伝う

・幼稚園等で子供の世話

・タダで働く

・ゴミ拾い

・老人ホーム

・人に役立つ

事 後

・相手

・協力

・人のために

・同じ立場・目線で

・心

・責任

・喜び

・上下関係をなくす

・自己主張

・伝える

・他者理解

・それぞれに

・交流

・人とのつながり

・危険をなくす

・それぞれに合う対応

・他者理解

・自発的に

・人のために何かをして上げる

・活動することで自分の心を豊か

にする

・色々な人と関わりを持ち理解す

る

・物の作り方などの説明

・困っている人だけでなく，子供

などの人々にも何か手伝ったり

教えたりする

・他者理解

・相手のため

・自分のため

・ゴミ拾い

・老人ホーム

・相手の立場になって考える

・色々な人との交流

・心が豊かになる

・人が喜ぶと自分もうれしい

・友達の輪が広がる

・最高
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方，コミュニケーションの自信については，効

果が見られるものの，本研究と比較すると小さ

い。これは，本研究のプログラムの中で「振り

返り」を重視して，自分を表現する機会を設定

したことによる効果と考えられる。また，林・

谷井（６）は，前記の調査で，高校生・大学生別の

詳しい分析をした結果，コミュニケーションの

自信については，大学生よりも高校生の向上が

表６ 効果測定の質問紙による学習講座前後の変化（参加者全体）
（４点満点）

項 目 事前調査（Ｎ＝３９）
平 均 値（標準偏差）

事後調査（Ｎ＝３９）
平 均 値（標準偏差）

平均値の
増 加 分 t値

� 自分でイベントを企画することはやりが
いがあると思う ２．５１ （１．１０） ３．０５ （１．００） ０．５４ ３．９４＊＊

� 他人にゲームのルールを説明したりする
のは好きだ １．６９ （１．１３） ２．４１ （１．０７） ０．７２ ５．０５＊＊

� 自分の感じていることをみんなにわかる
ように説明するのが得意だ １．４１ （１．０７） ２．３５ （１．１４） ０．９５ ４．８９＊＊

� ボランティア活動は多くの内容があるこ
とを知っている ２．００ （０．９９） ３．１８ （０．９８） １．１８ ８．１５＊＊

� 誰もしゃべらないときは自分から話題を
提供できる １．６３ （１．１３） ２．２４ （１．２２） ０．６１ ４．０７＊＊

� 初めてあった相手でもうまく話を合わす
ことができる １．９０ （１．１０） ２．８５ （１．２７） ０．９５ ５．３９＊＊

� 世界の子どもたちがどんな状況か考える
ことがよくある １．９７ （１．１４） ２．７７ （１．０６） ０．７９ ５．３８＊＊

� 小さな子どもにやさしい言葉を使って説
明するのが得意だ ２．５４ （１．２７） ３．１０ （１．１０） ０．５６ ４．６７＊＊

	 みんなの意見をまとめ行動や企画の決定
ができる １．７２ （１．０２） ２．２６ （１．１６） ０．５４ ３．５７＊＊


 ボランティア活動をする人たちは生き生
きしているとよく感じる ２．７７ （１．０９） ３．４６ （０．９７） ０．６９ ３．９２＊＊

� 人と協力して物事を行なうことが好きで
ある ２．６２ （１．１８） ３．２３ （０．９３） ０．６２ ３．７８＊＊

� 自分の知識や技術を誰かに伝えたいと思
う ２．３３ （１．２０） ３．１０ （１．０２） ０．７７ ５．３３＊＊

 他の国で起きていることは自分にも関係
があると感じることが多い ２．３７ （１．０８） ３．０３ （１．００） ０．６６ ４．７９＊＊

� みんなの前で自分の意見をはっきりいう
ことができる １．９２ （１．２２） ２．３１ （１．２６） ０．３８ ２．７４＊＊

� ボランティア活動を取り巻く課題につい
て知っている １．２１ （０．９３） ２．３９ （１．１５） １．１８ ６．８８＊＊

� 将来自分がつきたい仕事や職業について
考えたことがある ３．１８ （１．１０） ３．３６ （１．０４） ０．１８ n.s.

� ボランティア活動は自分の成長に役立つ
と感じる ３．１８ （１．０２） ３．７２ （０．６０） ０．５４ ３．６８＊＊

� 自然を維持したり回復することは難しい
ことだと思う ３．１０ （１．１７） ３．３３ （０．９０） ０．２３ n.s.

� いろいろな人たちが一所懸命にボラン
ティア活動をしていることをよく見る ２．１８ （１．１０） ２．５１ （１．００） ０．３３ n.s.

� 自分とは違う考えの人の意見を聞くこと
ができる ２．８２ （１．０５） ３．２８ （０．９７） ０．４６ ２．９７＊＊

（注） 項目�はＮ＝３７，項目���はＮ＝３８ ＊＊ｐ＜．０１
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大きいことを報告している。このようなコミュ

ニケーション能力の伸長をねらいとしたプログ

ラムは，高校生，中学生とより若いグループほ

ど効果的なのかもしれない。

追跡調査では，「近所の人がお年寄りにお弁

当の配達をしていることに気付いた」「事業に

参加して“ちょっと手を貸すことも”立派なボ

ランティアと思えるようになった」などボラン

ティア活動の認識を深める内容，「養護学校の

夏祭りの手伝いを行った」「富士山の清掃ボラ

ンティアに参加した」など新しくボランティア

を始めたり，「学校の弁論大会で自信を持って

ボランティアの魅力について話すことができ

た」「“地球を救うアイデア”に，講座で学んだ

ストリートチルドレンについての内容で応募

し，入賞でき，“地球環境国際会議”に出席し

た」など，事業後の４ケ月の間に，様々な形で

ボランティア学習の成果と見なせる活動の報告

があった。

７ 第１回学習講座の成果と課題

今回のプログラムで，講義をなくし，ボラン

ティア体験とふりかえりを組み合わせたこと

が，プログラムのねらいである「ボランティア

活動の認識を深める」，「人との関わりを通して

コミュニケーション能力を高める」などに効果

があったと思われる。しかし，「いろいろな人

たちが一所懸命にボランティア活動をしている

ことをよく見る」（０．３３点増加）にはあまり変

化が見られなかった。プログラム中で，ボラン

ティア活動に取り組んでいる人と触れ合う機会

があったが，１泊２日の研修であり，充分とは

言えず大きな向上につながらなかったと言え

る。また，同じく時間の関係で，３つの体験を

参加者が共有化し，それぞれの体験の良さを分

かち合うまでは至らなかった。

� 第２回学習講座

１ 企画の改善について

第１回学習講座の成果と課題を踏まえ，以下

のようなプログラムを企画した。（表７）

� 第１回学習講座の成果を踏まえ，講義をな

くし，体験重視のプログラムとして，２日目

のボランティア体験を半日から１日に充実す

る。

� ボランティア体験については多くの場や内

容を開発するため，１回目の，「博物館」，

「自然と遊び」，「国際協力」から，２回目は

「博物館」，「自然と環境」，「保育」に変更し，

同じ博物館でも内容を変える。

� ボランティア体験の内面化の定着を図るた

め，ふりかえりのワークショップを質的にも

量的にも充実させる。

� ３日目は，「ボランティア活動を捜してみ

表７ 第２回試行プログラムの日程概要

８
月
７
日
�

１０：００ １１：００ １２：００ １３：００ １６：００ １８：００ １９：００ ２０：３０

オリエ
ンテー
ション

移 動 昼 食 ボランティア体験 移 動 夕 食 ふりかえり�

８
月
８
日
�

９：００ １０：００ １２：３０ １３：３０ １６：００ １８：００ １９：００ ２０：３０

移 動 ボランティア体験 昼 食 ボランティア体験 移 動 交流会 ふりかえり�

８
月
９
日
�

９：００ １０：００ １１：５０ １２：５０ １４：３０ １５：００

発表会 ふりかえり� 昼 食
ボランティ
ア活動を見
つけよう

終わり

の会
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よう」という自主的な活動を設定する。

２ 参加状況

募集人員は３０名であったが，５６名が応募した

ので，ボランティア体験を十分に行える人数を

考慮して，参加者を３４名とした。応募中学生の

体験希望は，博物館が２１名，自然と環境が１３

名，保育が２２名であった。

３ 主な活動内容

� ボランティア体験

下記の３つの中から選択し，１日目と２日

目，同じ場所でボランティア体験を行う。

�博物館では，小さな子どもたちを対象に展

示（身近な森の生き物について）に関するクイ

ズをつくってクイズコーナーを設置するなど，

博物館でのボランティアを体験する。�自然と

環境では，赤羽緑道公園や赤羽自然観察公園で

の環境保護活動と自然とのふれあいに関するボ

ランティアを体験する。�保育では，入所児童

に対して戸外遊びやプール遊び，その際の着替

えの手伝いなど保育活動のボランティアを体験

する。

� ふりかえり�

ボランティア体験グループ毎に，ボランティ

ア体験を通して感じたことを話し合い，２日目

に向けた打ち合わせを行う。「博物館」では，

「ボランティアはどのような活動をしていた

か」という問に対して，子どもたちは「専門的

なことを知っているボランティアの人がけっこ

ういるのだなと思った」，「ボランティアの人に

聞いたら，何でも丁寧に答えてくれて分かり易

かった」などボランティア活動の内容を確認す

る機会となった。「自然と環境」は，主に次の

日にどのようなボランティア活動を行うかを話

し合った。「自然観察公園で植物などの説明を

したい」，「ゴミを捨てるなという看板を作りた

い」，「草が多かったから草刈り」などの意見が

出ていた。「保育」では，「ズボンをはいていな

い子どもがいたが，はかせてあげるのがいいの

かどうか分からなかった」，「子どもが話してく

れるが，４回ぐらい聞き返してやっと分かっ

た」など，１日目の活動で戸惑っている様子が

うかがえた。

� ふりかえり�

自分たちが考えた活動ができたかどうかをふ

りかえり，翌日の発表会に向けての準備を行

う。

� 発 表 会

他の体験班の活動内容や考えたことを知る機

会とすること，みんなの前で自分の考えを，自

分の言葉で話す機会とすることをねらいとして

実施した。各班１０分程度発表し，質問を受け

る。主な発表内容は次のとおりである。

�博物館

・クイズの作成では，小学生対象だったの

で，硬い言葉ではなく，軟らかく表現し

た。

・「発見の森」の展示室内でクイズ解答のア

ドバイスを行うとき，その人の目線に立っ

て話しかけるよう心がけた。その反応は，

「ありがとう」という人，離れていってし

まう人，大人のボランティアの方に行って

しまう人などいろいろであった。

・自分たちの反省として，「知らないことが

あった」，「言葉遣い，対応など分かり易く

できなかった」などがあがった。

・ボランティアの役目は，展示と見学者を結

びつける役目だと感じた。館内の道案内，

道具の使い方の説明，館内のガイドツアー

など他にも多くの役目があった。

・ボランティアは，自分が楽しみながら，見

学者にいつも笑顔で，満足してもらうため

にやっていると思う。

�自然と環境

・インタープリテーションとは自然のことを
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解説する仕事である。実際に３班に分かれ

てインタープリテーションを体験した。一

人ひとりが言葉を覚え，考えながら説明を

しているので，公園がより身近に感じた。

・カマを使った草刈りを，１度休みを入れて

２回に分けて体験した。１度目より２度目

の方が慣れてきて上手にできた。やってよ

かったが，時間が少なく，中途半端だった

ので全部刈り取りたかった。

・ボランティア活動を行っている人の話を聞

いて，ボランティアは楽しむこと，身近な

ところでもできること，奉仕ではなく，自

分のためになることだと感じた。

�保育園

・絵本を読んであげた時，読み終わっていな

いのに次のページをめくり，あまり真剣に

聞いてもらえなかったことが残念だった。

でも，文章を読んでいると「すごいねえ」

などのコメントを言ってくれたことがあ

り，嬉しかった。

・フルーツバスケットのゲームを行ったが，

同じような年でも，気の強いこと弱い子が

いて上下関係があることに驚いた。

・食事では衛生上の問題があって，手伝うこ

とができなかったことが，残念である。

・小さな子どもと接するのは好きだから，楽

しめた。年代によって接し方を変える必要

があると感じた。また，低く座って話すな

ど，自分で考えて行動できるようになっ

た。

� ふりかえり�

「ボランティアって何だろう」をテーマに，

それぞれの体験参加者が混ざるように３つのグ

ループをつくり話し合う。話し合いの中で「ボ

ランティアを形に例えれば○。一人ではなく，

仲間と手をつなぐことが大切と気がついた」，

「自然に対するボランティアは，未来のためで

あり，結局は自分たちのためになる活動」，「博

物館のボランティアは，来館者のへのサービス

を自分たちなりに考え，工夫する活動」などボ

ランティアのイメージを広げたり，認識を深め

るような意見も出された。また，「自分が今ま

で知らなかったことが，わかるようになる。例

えば，人のこと，自然のこと。」，「自分から行

動しないと何もできない。自分から見つけるこ

と。」など自己の成長につながるような言葉も

出ていた。

� ボランティア活動を見つけよう

センターやその付近の代々木公園，参宮橋駅

付近を散策して気が付いたこと，できるボラン

ティア活動を捜す。「ゴミ拾い。大勢でやると

すぐにきれいになる，楽しい」「ゴミ箱の数を

増やす，ゴミを持ち帰る」などの散乱するゴミ

の問題を上げるものが多かった。次に，「雑草

をなくし，花を植えていきたい」「公園の壊れ

たものをなおしたい」「木の名前を付ける」な

どの自然や施設の環境を考える提案が多く出さ

れた。その中には，「赤羽自然公園と比べて針

葉樹で暗いので，広葉樹を植えていきたい」「遊

びに来た子どもたちに遊びを教えてあげたい，

公園に子供の遊び場を作る」など２日間体験し

たことから考えたと思われる内容も提案されて

いる。

４ 効果測定のための調査

� 調査方法

第１回目と同様に連想調査・質問紙調査につ

いて，事前調査・事後調査で同じ設問に対する

回答を求め，その変容をもって効果と考えるこ

とにした。質問紙調査については，第１回目の

２０項目に，「子どもに本を読んであげたり，言

葉を教えてあげたりすることは好きである」「行

き先が分からない人に気付いたら道案内をする

ことができる」など６項目を追加して，合計２６

項目とした。
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� 調査結果

質問紙調査の参加者全員の平均値では，「ボ

ランティア活動を取り巻く課題について知って

いる」（１．０９点増加），「ボランティア活動は多

くの内容があることを知っている」（０．８２点増

加），「自分の感じていることをみんなにわかる

ように説明するのが得意だ」（０．７４点増加），「ボ

ランティア活動をしている人は生き生きしてい

るとよく感じる」（０．６８点増加）の順に有意な

向上が見られた。１回目の講座と，ほぼ同様な

項目に効果が見られ，体験活動とふりかえりを

組み合わせたプログラムの有効性が確認できた

（第２回学習講座の調査の詳しいデータについ

ては，国立青少年センターの報告書（７）に掲載予

定である）。

体験別に分析すると，「博物館」では，「自分

の感じていることをみんなにわかるように説明

するのが得意だ」（１．００点増加），「小さな子ど

もにやさしい言葉を使って説明するのが得意

だ」（０．８０点増加）などの向上が大きく，クイ

ズを使って子ども相手にボランティア活動を展

開した成果が確認できた。「自然と環境」では，

「ボランティア活動を取り巻く課題について

知っている」が１．７３点増，「ボランティア活動

をする人たちは生き生きしているとよく感じ

る」が１．３６点増と，きわめて高い向上が見られ

たが，これは実際にボランティアとして活動し

ている人たちとの交流が効果的であったことに

よると考えられる。「保育」では，「誰もしゃべ

らないときは自分から話題を提供できる（０．９２

点増加）」の向上が大きく，小さな子どもたち

に対応した保育体験の効果と思われる。また，

「保育」では意外なことに「自然を維持したり

回復することは難しいことだと思う」（０．８５点

増加）の向上がかなり大きかった。このことは，

今回のねらいの一つとした各体験の共有化の成

果と考えられ，１日目・２日目の「振り返り」

と３日目の「ボランティア活動を見つけてみよ

う」で，自然と環境を体験した中学生と交流し

ながら代々木公園などを散策した活動の効果で

はないかと考えられる。

� 今後のボランティア学習の在り方と

課題

今後，青少年のボランティア活動を推進する

ためには，体験と学びの総体としてのボラン

ティア学習として捉え，青少年教育施設におい

ても支援体制を整えていく必要がある。讃岐（８）

も，「青少年教育施設は，小・中学生向けのボ

ランティア学習プログラムの開発を行い，積極

的に年少の子どもたちを対象としたボランティ

ア学習事業を実施し，彼らをボランティア活動

に向けて方向づけ，ボランティア活動の楽しさ

や喜びを体験させていくことである」と述べて

いる。その際，単にボランティア体験だけに終

わるのではなく，ボランティアについての体験

的理解と知的理解の両面が必要である。長沼（９）

は「ボランティア学習を進める際に留意しなけ

ればならないことは，単に活動すればよいとい

う体験至上主義や，やりっぱなしボランティア

活動に陥らないことである。具体的には，事前

の動機づけの時間，事後の振り返りの時間など

を重視し，生徒の気づきや興味・関心を最大限

取り上げて進めることである」としている。今

回の中学生を対象としたプログラムにおいても

体験活動と振り返りの組み合わせとして，中学

生が体験したことを話し合ったり，発表した

り，考える過程を重視した。このプログラムの

効果を測定するために，質問紙調査・連想調

査・追跡調査を実施した。その結果，「自分自

身に対する理解を深め，自己の成長を促す」，

「社会に目を向け，社会的な問題についての関

心を高める」などで大きな向上が見られ，講義

を含むプログラムとの比較はできないが，今回

用いた体験活動と振り返りの組み合わせが有効

であることが認められた。
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今後は，中学生の考え方や行動の変化を促

し，内面的定着を図るための効果的なプログラ

ムや継続的な事業の在り方についても検討し，

試行的実践を行っていく必要がある。また，都

市型の施設である当センターで２回の試行事業

を実施したが，他の青少年教育施設においても

地域の文化や自然環境を生かしたプログラムを

試行事業として実施し，さらに，調査データの

収集を重ねて，ボランティア学習プログラムの

効果を検証していきたい。

第１回学習講座の参加者を対象として，４ケ

月後に追跡調査を行ったが，数年後の参加者の

意識や過ごし方について調査することも，意義

深い点であると思われる。また，ボランティア

学習の在り方について検討する資料として，全

国の青少年教育施設におけるボランティア活動

の状況やボランティアに関する事業について調

査を行い，ボランティア活動の受け入れ状況，

ボランティアに関する事業の実施状況や実施内

容を分析することも必要である。これらが課題

として残された。

付 記

本研究の試行事業の中で，ボランティア体験

のご指導をいただきました国立科学博物館，

NPO法人「自然と遊びの会」，ボランティア団

体「トライネットワーク」，北区立岩淵保育園，

NPO法人「シャプラニール＝市民による海外

協力の会」の職員及びボランティアの皆様に感

謝いたします。
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