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【要旨】

２００３年７月上旬から８月下旬にかけて，大田区教育委員会が実施したボランティア体験セミ

ナーについて，その在り方と今後の方向性を検討した。具体的な体験プログラムとしては，職員

個人も含めた社会教育行政がそれまで培ってきた地域とのつながりや人脈などを活用し，NPO

法の分類による５分野１２種類の活動先を受講者に提示した。受講者は，それらの中から，個人の

興味・関心，時間的都合を勘案しながら個別に体験プログラムを選択して活動に取り組んだ。結

果的には，約１ケ月間で一人当たり平均２．５６回の体験活動をした。その間，職員は，受講者と受

け入れ先とのコーディネート役を担った。学習効果としては，ボランティア学習の３つの理解

（他者理解，社会理解，自己理解）などが深まったことがわかった。セミナーの可能性を拓くた

めに，今後の課題として，受講者層のさらなる拡大と受講者間のネットワークづくり，社会教育

行政と地域NPOとのネットワークづくりが挙げられた。
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� はじめに

２００２年に総務省から公表された「平成１３年社

会生活基本調査」（１）によると，過去１年間に何

らかのボランティア活動を行った人は約３，２６３

万人で，１０歳以上人口に占める割合（行動者率）

は２８．９％となっている。また，行動者率を平成

８年の調査と比較すると，３．６ポイント上昇し

ており，この５年間でボランティア活動を行っ

た人の割合が増加していることがわかる。

「ボランティア活動」と一口に言っても，活

動形態，活動分野・領域，活動頻度，活動場所

などは様々である。活動形態という側面に着目

してみると，団体・組織的な活動形態として，

NPO（法人）の存在が大きくなりつつある。

１９９８年に特定非営利活動促進法 （通称NPO法）

が制定され，「ボランティアをはじめとする市

民活動を目的に１０人以上の会員で構成すれば法

人格をもつことができる制度が誕生し」（２），

「NPOは，ボランティア活動が継続的かつ組

織的なものとなるために重要な役割を果たすと

期待されている」（３）。それ以来，NPOに対する

注目は高まり，２００３年にはNPO改正法が施行

された。従来は活動分野が１２分類されていた
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が，改正により５分野増加し，１７分類となっ

た。NPOという組織での活動分野が広がって

いるということは，個人で草の根的に展開して

いる活動はさらに多種多様な広がりを見せつつ

あるのかもしれない。

NPOによる組織的な活動であれ，個人的な

活動であれ，ボランティア活動に取り組むに際

し，その基本理念や在り方，他者への関わり方

等についての知識・理解があることは，活動を

より有意義なものにするために必要不可欠なこ

とであろう。国の各種答申，学習指導要領，関

係法令の整備などを見ても，ボランティア活動

の教育的意義を認め，その促進，特に青少年の

ボランティア活動を推進しようとしていること

がうかがえる（４）。関係法令の整備について言え

ば，２０００年に教育改革国民会議の最終報告が出

され，その報告を踏まえ，２００１年には文部科学

省が「２１世紀教育新生プラン」を策定した。そ

の流れの中で，２００１年の第１５１通常国会では，

教育改革関連６法案が成立した。その中の社会

教育法の一部を改正する法律では，「青少年に

対しボランティア活動など社会奉仕体験活動，

自然体験活動その他の体験活動の機会を提供す

る事業の実施及びその奨励に関すること」が教

育委員会の事務として新たに規定された。そこ

に示されたボランティア活動等の体験活動の機

会は，様々な機関等から提供されるようにな

り，今日，その体験活動の場は着実に広がりつ

つある（５）。

そのような状況下で，教育委員会，特に社会

教育行政は，どのようなボランティア活動等の

体験活動の機会を提供することが求められてい

るのであろうか。本研究では，そこに着目し，

学校教育や民間教育機関等とは異なる，社会教

育行政が提供する独自の体験活動はどうあるの

が望ましいのかを考察する。具体的には，企

画・運営・評価まで職員として関わった大田区

におけるボランティア体験セミナーを事例とし

て取り上げ，その実践を反省的に振り返りなが

ら，今後の方向性について検討する。

� 事業の位置づけ

１ ボランティア体験セミナーのこれまでの経

緯

� 青少年教育の柱

大田区には，戦後の高度経済成長を支えたと

言っても過言ではない町工場の歴史がある。東

京大空襲により焼け野原となったこの地域にお

いて，全国各地から集団就職してきた勤労青年

たちは“金の卵”といわれ，まちの再建に大い

に期待された時代であった。大田区の青少年教

育は１９４０年代後半の勤労青年教育の充実に端を

発し，その歴史を積み上げてきたといえる。

１９５０～６０年代においては次代を担う青年たちの

職場外教育の充実は行政課題とも捉えられ，学

習・交流の場である青年館や図書館の建設は

“５万人に１館”という生活圏での利用が可能

な「１５館構想」（６）のもとで整備が進められた。

都内でも特に注目されてきた部分でもある。

このような社会教育施設の充実とともに，青

少年にとっての学校・職場外の学習機会の提供

として学級・講座等事業の充実も図られてき

た。戦後の青年活動や子ども会等の活発化に

伴って，その自主的・組織的な教育活動を支援

するためにリーダー養成事業が青少年教育事業

の柱となり，現在に至っている。

� リーダー養成講座からのプログラム変遷

教育委員会主催のリーダー養成講座は，年間

３～４本のコースプログラムを実施してきてい

るが，かつては地域子ども会等の指導者・ジュ

ニアリーダー養成プログラムの他，キャンプ

リーダー，レクリエーションリーダーなどと

いったスキルアップ講座が中心であった。青年

活動や子ども会活動などが活発であった１９８０年

代頃までは，これらのリーダー養成講座がライ

センス取得にもなり，実施期間の長い（回数の
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多い）プログラムであっても参加の希望はとて

も多かった。しかし，青年・青少年を取り巻く

社会状況の変化とともに，彼らの生活の変化が

顕れ，学習要求の変化や社会課題を捉えた講座

の見直しが図られるようになった。

リーダー養成講座は当初から参加型を重視し

た講座であったが，１９９０年代半ば頃には，受講

者自らが講座運営に参画すること，内容面でも

カウンセリングマインドコースを導入する等，

スキルアップだけにとどまらない新たな視点を

組み込んでいった。さらに，地域の青少年団体

という限定的対象から，NPO的な自主団体と

の協力というスタンスも持ち始めた。

このような講座内容の改変を進める中，行政

評価が社会教育行政内外でも叫ばれるように

なった。“受講者が講座受講後に，地域リー

ダーとしてどのように活躍しているのか”など

の学習効果は，即時的には評価しにくい。しか

し，長いスパンで見ると，受講者たちがその成

果を地域活動に還元している例も少なくはな

く，リーダー養成講座がこれまで担ってきた役

割は大きいといえる。こういった評価指標とと

もに，受講者が講座終了後も個人のペースで活

動を継続できるボランティア活動の検討をして

いく中，ボランティア体験セミナーが１９９９年よ

りリーダー養成講座の１コースとしてスタート

した。

� セミナー実施体制

ボランティア体験セミナーは，大田区社会福

祉協議会との共催という形でスタートした。

「夏体験！ボランティア」やこれまでのボラン

ティア行政窓口としての位置づけから，協議会

にはPR面で協力を得た。しかし，実施時期と

して協議会の事業と重複することや，実際には

運営共催の形はとりにくいため２０００年からは社

会教育課単独の事業として実施している。

社会教育課のセミナー運営の特徴としては，

その他の社会教育事業と同様にだれでも気軽に

活動のきっかけとできることをベースに置きな

がら，受講者が“ボランティアの体験だけ”に

とどまることなく，活動体験後のフォローアッ

プや受講者同士の人間関係作りなど，より豊か

な一人一人の学びの場を意図している。セミ

ナー終了後に受講者による記録誌作りを進めて

いることもそれぞれの体験活動を振り返り，自

分を見つめなおす機会にもなっているといえ

る。２００３年度のセミナーでは２００２年度に参加し

たメンバーにも運営の面で協力をしてもらっ

た。セミナーの“先輩”として体験談をドキド

キしながら語ってもらったプログラムでは，そ

の生々しい感動体験が今年度の受講者にも伝

わったようである。今後に向けては，このよう

に受講者が継続的に役割を変えながら関わるよ

さも位置づけていきたい。ボランティア体験先

もより幅広く，さまざまな活動と結びつくよう

企画・実施を進めているところである。

２ 企画にあたって

ボランティア体験セミナーを企画するにあた

り，社会教育行政が提供する体験活動としての

独自性，“セールスポイント”を検討する必要

があった。そこで，筆者らは，まず，既存のボ

ランティア体験について，どのような内容で展

開されているのか，その実態の把握を試みた。

例年，夏休みを中心に，地域のボランティア

センターなどがボランティア体験セミナー（学

習）を実施しているが，具体的には，どのよう

な体験セミナー（学習）になっているのであろ

うか。２００３年の状況をみると，『２００３夏！ 体

験ボランティア』と銘打って，７月下旬から９

月上旬にわたり，東京都内の各ボランティア活

動推進団体と東京ボランティア・市民活動セン

ターが共催して事業を展開している（７）。３２団体

が共催しており，その内容を分析すると，「障

害児・者関係」プログラムを提供しているのが

２９団体，「高齢者関係」プログラムが２８団体，
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「児童関係」プログラムが２７団体，「医療・保

健関係」プログラムが１０団体であった。なお，

共催という形式をとらず，独自開催している団

体は２５団体であった。

ボランティアセンターといっても，そのほと

んどは，その母体が社会福祉協議会であるた

め，提供するプログラム内容にもそれが反映さ

れている。「○○関係」という分類であるが，

その詳細をみると，むしろ，「○○福祉」とい

う表現が適当なプログラム内容が多い。ただ，

社会福祉協議会としての活動の蓄積があるだけ

に，その活動の受け入れ機関は豊富で，数多く

の参加者が活動できる体制が整えられている。

また，少年自然の家，青年の家などの青少年

教育施設が主催するボランティア体験セミナー

（学習）もある。その中で，１６歳から３０歳の青

少年を対象とした最近（１９９０年以降）のボラン

ティア体験セミナー（学習）の実施状況の概略

を，報告書の内容から概観したところ，２泊３

日で，２０人から４０人の定員で，野外活動（救急

法を含む）を取り入れたプログラムを展開して

いるケースが比較的多く見られた。例えば，国

立曽爾少年自然の家の報告書「青少年ボラン

ティアセミナー」（１９９４年）では，勤労青年・

大学生２７名を対象に，２泊３日で，大学教授に

よる講演「青少年教育施設におけるボランティ

ア活動」，救急処置法の講義・実技，レクリ

エーションの実技などの研修に取り組んでいる

ことがわかる。また，国立信州高遠少年自然の

家の「平成１４年度主催事業報告書」（２００３年）

によると，高校生・大学生２２名を対象としたボ

ランティアセミナー（２泊３日）において，大

学教授による講演「生活体験活動を支える心構

え」，救急法の講義と実習，暗闇体験，選択プ

ログラムとして自然散策や登山などのプログラ

ムを提供していることがわかる。これらのプロ

グラムは，「大自然の中での集団宿泊生活や冒

険への挑戦などを通じ，自然に親しむ心や敬け

んの念を培い，他人を思いやる心を身につけ，

豊かな心とたくましい体を鍛える教育施設であ

る」（８）という特徴を活かした構成であるといえ

よう。

以上の実態を踏まえた結果，教育委員会主催

のボランティア体験セミナーの独自性を次のよ

うな点に見出し，企画するに至った。

� ボランティア体験の場の拡大・開拓

福祉（障害児・者，高齢者，児童など）に関

する体験活動の場は十分に提供されていると判

断し，体験できる活動分野・領域を拡大・開拓

することが挙げられた。過去のボランティア体

験セミナーも含めて，社会教育行政の他の事業

でも，NPOを含めた地域の各種団体等から協

力を得るなど，つながりができているため，そ

のパイプを活かしたプログラム構成を考案し

た。また，専門職である社会教育主事等の人脈

などの活用もそれに含まれる。

� 非宿泊型セミナー

セミナーの対象を１６歳から３０歳としているた

め，その中には学生はもちろん，社会人も含ま

れる。受講者層の拡大のため，青少年教育施設

の行う宿泊型セミナーのメリットは認めつつ

も，非宿泊型セミナーとした。また，前記�と

も関連するが，ボランティア体験の場は主催者

側から提示するが，活動先の選択及びその体験

日時は受講者に委ねた。すなわち，受講者の時

間的都合に合わせて，自分で活動プログラムを

選択する形式とした。これには，宿泊型セミ

ナーのように活動日時が限られた形にするので

はなく，日程的に幅を持たせ，その中で受講者

の自主性を尊重しながら体験活動をサポートす

ることが可能なセミナーにしたいという意図が

あった。

� 受講者間のネットワークづくり

ボランティアは他者との人間関係の上に成り

立つという認識のもと，セミナーの受講者同士

の人間関係も大切にし，そのネットワークづく
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りを重視することとした。セミナーの受講者は

区内在住・在勤・在学者であるため，活動

フィールドが近い場合が多い。そこで，そうし

た情報交換の場を積極的に取り入れ，セミナー

中はもちろんのこと，セミナー終了後も受講者

同士がつながっていくことができるように仕掛

けていくことを確認した。

３ 事業のねらい

国立オリンピック記念青少年総合センターの

『青少年の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報告書』（９）を参考に，以下

の４つをねらいとした。

� 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。

� 他者との関わりを通して，コミュニケー

ション能力を高める

他の参加者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く態度ととも

に，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，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。

� ボランティア体験セミナーの概要

２００３年７月上旬から８月下旬にかけて，１６歳

からおおむね３０歳の青少年を対象に，「ボラン

ティア体験セミナー」（大田区教育委員会社会

教育課主催）を行った。その概略は，以下のと

おりである。

１ 受講者の募集方法

受講者の募集に関して，次の３つの方法を

採った。

� チラシ配布

大田区内の文化センター（１１センター），図

書館（１６館），青年の家，平和島ユースセン

ター，高等学校（２校），専修学校（１２校），各

種学校（４校）及び東京都内の大学ボランティ

アセンター（５センター）へ配布した。また，

広報中に開講していた教育委員会主催事業「区

民大学」の受講者に対しても配布した。

� メーリングリスト

前年度セミナーの受講者で開設したメーリン

グリストを活用して，友人・知人への口コミで

の広報を行った。なお，メーリングリストにつ

いては，後述する。

� セミナー担当職員の個人的なネットワーク

担当職員が関わっている，関わってきた事業

の中で形成してきた個人レベル・団体レベルの

ネットワークを活用して受講を呼びかけた。

なお，大田区報による広報もする予定であっ

たが，手続きに関わる日程の関係で，区報への

掲載はできなかった。募集期間については，締

切り期限を設けることなく，上記３つの方法

で，セミナー開始前日まで募集を行った。ま

た，場合によっては，途中からの参加も認めた

（その際は，不参加時の資料・記録を用いて

フォローを行い，セミナーの流れの把握を支援

した）。

２ 受講者の内訳

受講者の内訳を，年代別・男女別に示したも

のが表１である。

全１８名の受講者中，女性の受講者が７７．８％，
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男性の受講者が２２．２％で，女性の受講者の方が

多かった。年代別にみると，１９歳以下が

３８．９％，２０代が２７．８％，３０歳以上が３３．３％と

なっており，極端な偏りはなかった。職業別で

は，大学生が３８．９％で最も多く，以下，高校生

１６．７％，社会人（有職者）１６．７％であった。

３ プログラムの日程・内容

プログラム日程・内容を示したものが表２で

ある。

受講者が一斉に集まるのは第１回～第３回，

第５回の計４回で，７月下旬から８月下旬の約

１ケ月間は，受講者がそれぞれの興味・関心や

都合に合わせて，活動先を選択し，ボランティ

ア体験をするという構成になっている。

各回のプログラムの概略は，以下のとおりで

ある。

第１回では，本セミナーのオリエンテーショ

ン，受講者同士の自己紹介，「ボランティア活

動と自己成長」をテーマにしたワークショップ

を行った。第２回では，前年度のセミナー受講

者をボランティア体験の先輩として招き，自分

が体験した活動内容やそこで学んだこと，感じ

たこと，疑問に思ったことなどを話してもらっ

た。第３回では，ボランティア体験の受け入れ

団体・活動の代表者に集まってもらい，受け入

表１ 受講者の内訳
（上段：人数，下段：％）

年 齢 職 業

合 計
１９歳以下 ２０歳代 ３０歳以上 高校生 大学生

社会人

（有職者）
その他・不明

男性
２

（１１．１）

１

（５．６）

１

（５．６）

０

（０．０）

２

（１１．１）

２

（１１．１）

０

（０．０）

４

（２２．２）

女性
５

（２７．８）

４

（２２．２）

５

（２７．８）

３

（１６．７）

５

（２７．８）

１

（５．６）

５

（２７．８）

１４

（７７．８）

全体
７

（３８．９）

５

（２７．８）

６

（３３．３）

３

（１６．７）

７

（３８．９）

３

（１６．７）

５

（２７．８）

１８

（１００．０）

表２ プログラム

回 日 程 主 な 内 容 ファシリテーター等 会 場 出席者数（人）

１
７月１０日（木）

午後６時～８時３０分

○セミナーオリエンテーション

○「ボランティア活動と自己成長」

ワークショップ

長沼 豊（学習院大学

助教授）
大田区役所 １１

２
７月１６日（水）

午後６時～８時３０分

○ボランティアの先輩？ からの

熱い！ メッセージ

ボランティア体験の

せ・ん・ぱ・い
大田区役所 ９

３
７月２６日（土）

午後２時～５時

○体験受け入れ団体・活動からの

熱い！ メッセージ

長沼 豊（学習院大学

助教授）

受け入れの各団体

大田区役所 １３

４ ８月中
さぁ！ ボランティア体験（期間内に希望する体験をし

ます）
体 験 先

５
８月３０日（土）

午後２時～５時

○セミナー，体験のふりかえり

○今後に向けて
セミナースタッフ 大田区役所 １１

その他 必要があれば随時セミナーをふくらませていきましょう！ 参加型ですよ～
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れ先の概略，受講者に実際に体験してもらう活

動内容などを話してもらった。受け入れ先の具

体的な活動内容は後述する。その後，受講者と

受け入れ先代表とで個別に質疑応答を行い，ボ

ランティア体験の日程調整なども行った。

第５回までの約１ケ月間は，基本的には，受

講者が個別に活動する形態をとった。事務局

（事務担当１人，社会教育主事１人，社会教育

指導員１人）では，いつ，誰が，どこへ活動に

行くのかを把握した上で，受講者の最初の体験

場所へは，職員が同行し，道程の確認，受け入

れ先へのあいさつなどを行った。受講者と受け

入れ先の間に，“顔の見える関係”が出来てき

たら，受講者主導で，セミナー終了後も受講者

個人が継続して活動できるように方向づけてい

く働きかけを行った。また，第３回以降の受講

者からの問い合わせ・希望などには個別に対応

し，受講者と受け入れ先をコーディネートする

役割を担った。

第５回では，セミナーの振り返りということ

で，グループによる情報交換，個々の発表等を

行った。また，今後，本セミナーをどのように

活かし，また，ボランティア活動とどのように

関わっていくのかも話し合った。「２００３夏！

体験ボランティア」（１０）の活動プログラムを分析

すると，共催３２団体の中で，事後学習やシェア

リングの日時を明記してあるのは，１１団体にと

どまっていた（１１）。

正規のプログラムはここまでであるが，第５

回において，記録誌の作成，継続的な情報交換

などの希望が出されたため，オプションとし

て，９月下旬に再度集まり，それらの議題につ

いて検討した。２００４年１月末日現在，受講者の

感想文や各回の記録等をまとめた原稿をそろ

え，活動報告「虹～RAINBOW～」の発行に

向けて，印刷・製本の日程調整を行っている。

受講者の主体的な学びを促し，支援するという

側面では，前年度のセミナーの場合，セミナー

受講者でメーリングリストを開設して，セミ

ナー終了後も様々な情報交換を日常的に行うこ

とができる体制を整え，現在もそのネットワー

クは活かされている状況にある。

なお，前述したように，本セミナーは非宿泊

型セミナーであるため，回によっては欠席者が

出る。その対応のため，各回の記録を作成し，

欠席者はもちろん，出席者にも配布して，受講

者全員がセミナー全体の流れや情報を把握・共

有できるようにした。

４ ボランティア体験の主な活動内容

ボランティア体験の活動分野・領域，活動

先，主な活動内容を示したものが表３である。

表３からわかるように，５分野・領域（１２），１２

の活動先を受講者に提示した。東京ボランティ

ア・市民活動センターが中心となった「２００３

夏！ 体験ボランティア」では福祉分野の活動

を中心に体験の場を提供していたのに対し，本

セミナーでは，ボランティア活動に対するイ

メージをより柔軟に抱いてもらおうという意図

から，より幅広い分野・領域の活動を設定し

た。これらは，前年度のセミナーの受け入れ

先，本セミナーの担当職員等が関わっている団

体，教育委員会の他の事業で協力を得た団体な

どである。

そうした事業実績の蓄積・活用とともに，社

会の変化や時代のニーズに敏感になり，マンネ

リ化を防ぎながら，常にセミナーをリフレッ

シュしていくことも求められるであろう。それ

により，受け入れ先の開拓をはじめ，セミナー

の在り方も新たな展開をみせる可能性があると

考えられる。

なお，受講者のボランティア体験先の決定方

法についてであるが，受講者の主体性を尊重す

るという意味で，受講者の希望に基づいて決め

ている。そのため，結果的に受講者が一人も行

くことのなかった受け入れ先も出てきたが，そ
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表３ ボランティア体験の分野・領域と主な活動内容及び活動者数

分野・領域 活 動 先 主 な 活 動 内 容
活動回数

（延べ回数）

保健，医療又は

福祉の増進を図

る活動

就労支援「たまりば」

区が提供する，就労している知的障害者の仲間作りや自主

的な余暇活動の場。主に話し相手が活動となる。その他に

は，パソコン指導，卓球，オセロ，トランプの相手など。

２

コスモス青年学級

肢体に障害をもつ青年と，障害を持たない青年等が協力し

て作りあげる余暇活動の場。協力者として，各種イベント

の企画・運営に携わるとともに，その活動を運営するため

の企画会議に出席することが主な活動となる。

１

まちづくりの推

進を図る活動

特定非営利活動法人

国際アイアン・イーグ

ルス

まちのパトロールや，地域活動を中心に活動を展開。具体

的には，駅前清掃，放置自転車整備，治安パトロールな

ど。また，子どもと遊ぶイベントなども企画・運営してお

り，いずれの活動にも参加可能である。

０

特定非営利活動法人

明るい社会作りの会

美化活動や異世代交流などの地域活動や，高齢者の支援活

動などを展開。いずれの活動にも参加可能である。
０

環境の保全を図

る活動

リトルターン・プロ

ジェクト

「コアジサシ」の営巣場作りが主な活動。それに関連して，

草刈・草むしり，営巣場の改良作業や監察会などへの関わ

りが可能である。

０

国際協力の活動

特定非営利活動法人

ラオスのこども

絵本をラオスの子どもたちに送る活動。日常的には，事務

局での作業や小学校などでのワークショップ等。その他

に，毎年恒例で行っている国際交流パーティーや留学生と

の交流会の企画・運営にも関わることが可能である。

１３

特定非営利活動法人

シャプラニール＝市民

による海外協力の会

「地域でできる身近な海外協力」を目指して，クラフトリ

ンク，ステナイ生活，「学びの場」づくりなどの活動を展

開。日常的な事務作業から，各種ワークショップの企画・

運営などにも関わることが可能である。

１

子どもの健全育

成を図る活動

おもちゃの図書館

ピオピオ

障害のある子どもと親がいろいろな人たちの中で，ゆった

り安心して楽しく過ごし，おもちゃで遊べる場。そこでの

子どもに対しておもちゃ遊びを提供することはもちろん，

おもちゃ病院や講演会などの企画・運営にも関わることが

可能である。

３

もっと遊べる５丁目

公園の会

冒険遊び場（プレーパーク）が区内に欲しいという願いか

ら，地域住民が主体となって展開する活動。通常のプレー

パーク活動のほか，年２回のバザー，イベント的な遊びも

実施。いずれの活動にも参加可能である。

９

特定非営利活動法人

みんなの家

主に障害児の学童活動や土曜日の学習・交流活動。特に活

動する内容は決まっておらず，子どもと一緒に過ごすこと

が求められている。

１

区内児童館
放課後に児童館に来る子ども（主に小学生）の遊び相手。

遊びの内容は子どもの数だけあり，多種多様。
１

区内保育園

子どもと一緒に遊ぶことはもちろん，各種行事に向けての

小道具の作製も行う。遊びの内容等は，気候や子どもの体

調に合わせて様々である。

１５

一人当たりの平均活動回数（延べ回数（４６回）÷受講者数（１８人）） ２．５６回
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れは想定される事態であった。したがって，事

務局が受け入れ先と交渉する際，そうした事態

が起こり得ることにも，あらかじめ理解を求め

ておいた。

さて，一人当たりの平均活動回数を見てみよ

う。平均２．５６回となっており，約１ケ月の間

に，一人平均２回から３回のボランティア体験

をしたことがわかる。また，別の視点から捉え

ると，「保育園」での活動（延べ１５回），「ラオ

スのこども」での活動（延べ１３回），「５丁目公

園」での活動（延べ９回）に参加が集中してお

り，子どもと関わる活動に取り組んだ受講者が

多いことがわかる。それから，活動頻度に関し

て言えば，最大７回活動した受講者がいる一方

で，一回も活動できなかった受講者もいた。日

程的な問題，興味・関心に応え得る受け入れ先

が設定できたか否かの問題などがあるだろう

が，ボランティア体験セミナーであるだけに，

一回は体験できるようにサポートする必要が

あったと思われる。また，子どもと関わる活動

に体験が集中していることを勘案すると，そう

したニーズに応えるとともに，他の分野の活動

へのさらなる参加を動機づける工夫も必要にな

るであろう。

５ 学習効果

セミナーを通して，受講者にはどのような気

づきや学びがあったのかを検証した。それに際

し，国立オリンピック記念青少年総合センター

が開発したボランティア研修会の質問紙尺度（１３）

を用いた。なお，セミナー受講者が１８人と少数

であるため，統計的検定などは行わず，項目レ

ベルの平均値の増減に着目して検討する。ま

た，そのデータ解釈の留意点として，以下の事

項を付記する。

２９項目について，ボランティア活動のリテラ

シーに相当する内容項目と，「保健・医療・福

祉」や「国際協力」，「子どもの健全育成」など

の特定領域に関わる内容項目が混在している。

活動していない受講者を含めて，特定領域に関

わる項目を集計することは，結果にバイアスが

生じる危険性がある。例えば，「�人の意見に

耳を傾けることができる」，「�相手の立場に

立った行動ができる」といった項目は，ボラン

ティア活動のリテラシーに相当すると言え，受

講者全体を評定する意義がある。しかし，「�

海外のボランティア事情について理解がある」

や「�様々な国の人々に親切に接することがで

きる」などの項目は，国際協力の活動に参加し

た受講者にのみ学習効果や意識変容が直接的に

生じると推察される。

事前調査は，第１回のオリエンテーション時

に，事後調査は第５回の最後に行った。事前調

査をみると「	ボランティア活動は自分の成長

に役立つと感じる」（３．００点）や「�人の意見

に耳を傾けることができる」（２．９０点），「
障

害者に対してやさしく接することができる」

（２．８０点）の項目が比較的高い得点であった。

事後調査では「�人の意見に耳を傾けることが

できる」（３．１０点）や「	ボランティア活動は

自分の成長に役立つと感じる」（３．１０点），「�

人の喜びを自分の喜びとして感じることができ

る」（２．９０点）の項目が高得点を示した。

得点の増減では，「�環境保護・保全につい

ての知識・技能に自信がある」（０．６６点増加），

「�様々な国の人々に親切に接することができ

る」（０．６１点増加），「�人の喜びを自分の喜び

として感じることができる」（０．６０点増加）の

項目で比較的大きな増加があった。項目（１）

については，環境保護・保全をメインとした活

動はしていないが，子どもと関わる活動の中

で，子どもを取り巻く自然環境などに対して，

感じたり考えたりした部分があったのではない

かと思われる。項目�では，国際協力関係の活

動に取り組む過程で，外国人等と直接触れ合う

機会があったのかもしれない。また，項目�に
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関して，第１回のワークショップや第５回のま

とめの中でボランティア学習の内在する３つの

学びの要素（�他者理解，�社会理解，�自己

理解）に触れており，ボランティア体験を通し

てさらに深まったものと思われる。

その一方で，得点が減少した項目もあった。

「�異国の文化や言語などに興味・関心があ

る」（０．７０点減少），「
障害者に対してやさし

表４ ボランティア体験セミナーの効果（受講者の変化）
（４点満点）

事前調査

（ｎ＝１０）

事後調査

（ｎ＝１０） 平均値

の増減
Mean （SD） Mean （SD）

� 環境保護・保全についての知識・技能に自信がある ０．４４ （０．７３） １．１０ （０．８８） ０．６６

� 他者に奉仕することは自分の人生を充実させる ２．１０ （０．５７） ２．３０ （１．４２） ０．２０

� 生涯学習ボランティアについてよく知っている ０．８０ （０．７９） １．１０ （０．７４） ０．３０

� 自分の知識や技術を誰かに伝えたいと思う １．８０ （１．０３） ２．００ （１．１５） ０．２０

� 人の意見に耳を傾けることができる ２．９０ （０．５７） ３．１０ （０．７４） ０．２０

 社会福祉についての知識・理解がある １．６０ （０．８４） １．９０ （０．７４） ０．３０

� 集団でのゲームなどの指導をするのが得意である １．１０ （０．７４） ０．９０ （１．１０）－０．２０

� 海外のボランティア事情について理解がある ０．６０ （０．９７） １．００ （１．１５） ０．４０

� 新しく身につけた学習成果を様々な場で活用したい ２．７０ （１．１６） ２．５０ （１．２７）－０．２０

� 相手の立場に立った行動ができる １．９０ （０．９９） ２．３３ （０．５０） ０．４３

� ボランティア関連事業を企画・運営する自信がある ０．８０ （１．１４） ０．８０ （１．０３） ０．００

� 見本を示してわかりやすく解説するのが得意である １．１０ （０．８８） ０．９０ （０．９９）－０．２０

� 高齢者に対してやさしく接することができる ２．７０ （０．９５） ２．３３ （０．７１）－０．３７

� ボランティアに取り組むことは生きがいの一つである ２．２０ （１．１４） ２．４４ （０．７３） ０．２４

� 様々な国の人々に親切に接することができる １．５０ （０．９７） ２．１１ （０．９３） ０．６１

� 野外活動についての知識・技能がある １．１０ （１．２０） １．５０ （０．９７） ０．４０

� ボランティアの活動分野・領域の広さを知っている １．４０ （１．１７） １．６０ （１．０７） ０．２０

� 状況に応じて正しく判断し他者を導くことができる １．３０ （０．６７） １．３０ （０．６７） ０．００

� 国際的な分野で活動・仕事がしたい １．３０ （１．４２） １．４０ （１．１７） ０．１０

� 子どもに対してやさしく接することができる ２．７０ （１．１６） ２．８９ （０．７８） ０．１９

� 人の喜びを自分の喜びとして感じることができる ２．３０ （０．４８） ２．９０ （０．５７） ０．６０

� 自分の知識・技能を他人のために役立てることができる １．８０ （０．９２） １．７８ （０．９７）－０．０２

� 言葉がわからなくても身振り・手振りでコミュニケーションできる ２．１０ （１．１０） ２．００ （０．９４）－０．１０

� ボランティア活動を取り巻く現代的課題について理解がある １．４０ （１．０７） １．７０ （１．１６） ０．３０

	 ボランティア活動は自分の成長に役立つと感じる ３．００ （０．９４） ３．１０ （０．８８） ０．１０


 障害者に対してやさしく接することができる ２．８０ （１．０３） ２．２２ （０．６７）－０．５８

� 人前で自分の意見がはっきり言える １．９０ （０．９９） １．６０ （１．２６）－０．３０

� 道具などの使い方を他人に説明するのが得意である １．６０ （１．０７） １．１０ （０．９９）－０．５０

� 異国の文化や言語などに興味・関心がある ２．６０ （１．３５） １．９０ （１．３７）－０．７０
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く接することができる」（０．５８点減少），「�道

具などの使い方を他人に説明するのが得意であ

る」（０．５０点減少）の項目で減少幅が大きかっ

た。項目�に関しては，ボランティア体験の内

容が事務作業的なものが多く，項目�のように

人と接することはあっても，そこから文化や言

語に触れるという段階にまでは至らなかったの

ではないかと考えられる。もう少し長期にわ

たって継続的に活動に関われば，より多面的な

活動が可能となり，違った変化が見られるのか

もしれない。項目
では，障害者に対して殊更

やさしく接するという意識ではなく，対等に接

しようという意識が出てきたことがあるものと

思われる。後述するが，セミナーの受講者の中

に障害者が含まれていたことも，影響を与えて

いるのかもしれない。項目�であるが，子ども

を対象にした活動を体験した受講者が多く，説

明するというよりは，一緒になって活動すると

いう場面の多かったことが影響しているのでは

ないかと思われる。あるいは，説明する場面が

あっても，なかなか自分の意図が伝わらず，

“得意である”という意識にはなりにくかった

のかもしれない。

� おわりに

最後に，今後の課題として，次の２点につい

て検討し，まとめとする。

� 受講者層の拡大・開拓

表１からわかるように，今回は１８名が本セミ

ナーを受講した。年齢層の大きな偏りはなかっ

たが，高校生・大学生等の学生が５５．６％と多

く，社会人（有職者）の受講は１６．７％と少なかっ

た。企画段階から，受講者層の拡大をねらい，

区内の企業４社に広報の協力を得るなどした

が，実際には，反応はほとんどなかった。た

だ，会社の従業員が「個人的なボランティア活

動」を行うことによって，従業員自身の「地域

社会への帰属度や関心が高まる」（８７．６％），「視

野が広がる」（８６．９％），「生きがい推進にプラ

スに働く」（８６．８％）と捉えている企業が多い

ことも事実である（１４）。民間企業への協力要請は

今回が初めてであったが，社会貢献に関わる部

署を有する企業を中心に継続的に働きかけてい

く必要があると考えている。学生と社会人が共

に学ぶという機会は，双方にとって刺激にな

り，ボランティア体験やそれに関わる自己実現

を図るという側面においても効果があるのでは

ないかと思われる。そのためにも，セミナーの

プログラム内容はもちろん，社会人も学生も受

講しやすい時間帯での開催といった配慮も求め

られるであろう。

また，本セミナーを障害者が２人受講してい

た。他の受講者は彼らと一緒に学んでいく過程

で，彼らの発言を聴き，理解しようとする姿勢

が自然と形成されていった。また，共に移動し

たり，食事をしたりする際にも，自分の位置取

りや動きを考え，何気ないサポートができるよ

うになっていた。セミナーで学ぶ仲間という関

係の中から，障害者に接する姿勢や行動が自然

と身についていったのではないかと考えられ

る。その意味で，彼らから他の受講者が直接

的・間接的に学んだことは計り知れないのでは

ないかと思われる。

� ネットワークの拡大・開拓

ここでいうネットワークには，２つの側面が

ある。

一つは，受講者間のネットワークである。本

稿の「企画にあたって」でも触れたが，本セミ

ナーをきっかけにしてボランティア活動を継続

するにしても，一人では不安が多いと思われ

る。そこで，受講者同士で情報交換をしたり，

近況報告をし合ったりすることで，不安を払拭

するとともに，新たな活動意欲が湧いたり，活

動の輪をさらに広げることにもつながり得るの

ではないだろうか。

もう一つは，社会教育行政と地域とのネット
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ワークである。２００４年１月３１日現在，大田区内

には７６のNPO法人があり，様々な活動を展開

している。本セミナーのみならず，他の諸事業

の中でそれらのNPO法人と活動を共にしたり，

協力を仰いだりするなど，今後より積極的に関

わることが必要になると思われる。その関わり

の中で，セミナーの受け入れ先を依頼できるよ

うな関係になれば，受講者の活動選択の幅が広

がるとともに，NPO法人もその活動方針など

を広める機会にもなり，相互の活動の充実に結

びつくのではないかと考えられる。

上記の課題をクリアしながら，受講者が主体

となり，セミナー終了後もその学習を継続する

ことができるようサポートし，また，ボラン

ティア体験セミナーそのものも，受講者と社会

教育行政，地域社会などが一体となって，その

可能性を着実に拓いていくことが必要になるで

あろう。
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