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　２．活動の実際
　　⑴　１９年度
　　　■参加者
　　　　山口県内の発達障害のある子ども（小学生３年生〜６年生）　計１１人

内訳 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計
男 ４人 １人 ３人 ２人 １０人
女 ０人 ０人 ０人 １人 　１人

　　　■経過
　　　◎スタッフ事前研修（７月８日）
　　　　○ねらい
　　　　　・本事業の目的についての共通理解を図り，参加する子どもたちの支援の方法
　　　　　　について理解する。
　　　　　・発達障害のある子どもの行動様式を理解する。
　　　　○講師　
　　　　　山口県教育研修所ふれあい教育センター　研究指導主事　中原誠輔
　　　　○内容　「発達障害のある子どもに接する際に配慮すべきこと」
　　　　　・子どもたちに身につけさせたいことの共通確認
　　　　　・子どもの行動様式の背景を知る　　
　　　　　・たくさんのほめ言葉を知る
　　　　　・子どもをいろいろな角度から見て知る
　　　　　・困ったときは…
　　　　
　　　◎第１回（７月22日）　［参加者11名，保護者・家族17名，ボランティア12名］
　　　　○ねらい
　　　　　・初めて出会う仲間やスタッフと活動しながら，環境になれる。
　　　　　・安心して笑顔で活動し，自然の家にまた来たいと思える場になる。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①出会いのつどい
②アイスブレイク　
・ボランティアとの緊張をほぐすゲーム　
　・周囲との緊張をほぐすゲーム
③昼食（ボランティアと一緒に）
④フィールドビンゴ
（施設周辺の自然物や構造物を地図や写真を頼りに探して回る野外活
動，ボランティアスタッフと２人ペアで活動）
⑤振り返り
⑥アンケート・終わりのつどい
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保護者

①出会いのつどい参観
②事業説明会
③フィールドビンゴ体験
④昼食（子どもとは別に）
⑤講義「発達障害のある子どもの支援」
　講師；山口県教育研修所ふれあい教育センター研究指導主事　江田良市
⑥終わりのつどい参観
⑦解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　子どもたちは，話を聞いてくれたり一緒に楽しく活動したりするボランティ

アスタッフの存在に，安心感を多少なりとも感じることができたようだった。
活動を進めるにしたがって笑顔が次第に増え，最後の振り返りの時間になる
と，また来たいという思いを持つことができた子どもがほとんどだった。

　　　　　　昼食後のフリータイムで他の子どもたちに関わろうとする子どももいたが，
交流をもつには時間が十分ではなかった。

　　　　　　保護者は子どもたちの活動やスタッフの関わる様子を見て安心されていた
が，他の子どもたちとの関わりや集団行動を望んでおられた。

　　　◎第２回（９月９日）　［参加者11名，保護者・家族15名，ボランティア10名］
　　　　○ねらい
　　　　　・仲間やスタッフとともに役割を意識しながら活動する。
　　　　　・安心して笑顔で活動し，自分の思いを伝えようとする。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②野外炊飯（カレーライスを作ろう；グループ活動）
③振り返り
④アンケート・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②個別カウンセリング
　カウンセラー；山口県教育研修所ふれあい教育センター
　　　　　　　　研究指導主事４名
③子ども活動参観　（兼　ペアレントトレーニング）
④終わりのつどい参観
⑤解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　２回目ということもあり，比較的表情を和らげて参加してきた子どもが多か

った。ただ，中には環境になじめず，前回と同様の行動様式の子どももいた。
　　　　　　今回は，参加者とボランティアの１対１の関わりを重視するのではなく，カ
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レーライスをグループで，役割を分担しながら作り，他の子どもとの関わりを
持つことを大切にした。その結果，自分のやりたいことに多少のこだわり等は
あったもののグループの仲間に対して「代わろうか？」「貸して」「ありがとう」
…というようなコミュニケーションを取ることができ，フリーの時間では自分
の好きなことを（一方的な部分も多かったが…）話したりするような関わりを
持つ子どもが増えた。

　　　　　　スタッフの振り返りでは，準備や片付けにおいて，子どもたちは予想以上に
意欲的に活動することができたという気付きが述べられた。

　　　　　　保護者は自分のカウンセリング時間以外は子どもたちの活動を見守り，子ど
もたちが互いに関わり合いながら活動している様子に目を細めていた。また，
保護者同士で携帯電話の番号やメールアドレスなどの連絡先を交換して，少し
ずつネットワークが広がり始めていた。

　　　◎第３回（11月18日）［参加者10名，保護者・家族15名，ボランティア12名］
　　　　　　　　　　　　　［講演参加者20名］
　　　　○ねらい
　　　　　・スタッフや仲間とたくさん話をする。
　　　　　・工作や絵をていねいに仕上げて，お家の人に喜んでもらう。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②みんなで遊ぼう
③秋の自然を工作や絵で表そう（材料集め・製作）
④振り返り
⑤アンケート・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②子ども活動参観
③講演「これからの特別支援教育と子どもたち」
　・講師　東京学芸大学教授　日本LD学会会長　上野一彦
④解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

第２回　野外炊飯の様子 第４回　ＴＡＰの様子
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　　　　○活動の様子から
　　　　　　他の子どもたちやボランティアスタッフとの関わりを重視して，グループ活

動を基本として活動を展開した。工作のもととなる木の実や小枝，葉などをグ
ループ行動しながら集め，工作もグループで道具を共有して行った。道具の共
有は，コミュニケーションを意図したものである。各班に必要なホットボンド
用グルーガンやはさみ，マジックペン等を班の人数より少なく用意すること
で，「それ貸して」「いいよ」「ありがとう」という関わりや，「他の人が使っ
ているからちょっと待とう」という感情を生み出すことをねらったものであ
る。子どもたちは，ボランティアスタッフの声かけや支援によりけんかをする
どころか，「貸して」「ありがとう」という言葉を発して他の子どもとの関わ
りを持つことができていた。

　　　　　　また，１時間以上椅子に座って工作に熱中することができた。これは，発達
段階に応じた工作物，工作に興味が持てるような木の実の豊富さ，興味が持て
るような工作見本の影響があったと思われる。

　　　　　　保護者プログラムでは，全国的にも著名な講師の講演を聴く機会が得られ，
保護者にとっては新たな学びを得られた。（保護者事後アンケートより）

　　　◎第４回（12月22日）［参加者９名，保護者・家族10名，ボランティア12名］
　　　　○ねらい
　　　　　・自分や仲間の「いいところみつけ」をする。
　　　　　・活動を最後までやりとげる。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）；FA牛島昌哉
　　アイスブレイク〜ビーイング（安心できる環境をつくるためのルー
　　ル作り）〜イニシアチブ型ゲーム
③振り返り
④アンケート・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）；FA中村哲也
　　アイスブレイク〜ビーイング（安心できる環境をつくるためのルー
　　ル作り）〜イニシアチブ型ゲーム〜 TAPの考え方
③解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　発達障害のある子どもたちにTAPを行うことで，どのくらいまで「学び」

や「気付き」を得られるかという未知の部分があったが，展開するアクティビ
ティを工夫することで活動に取り組むことができ，5回目につながる意識付け
やグループの環境を高めることができた。

　　　　　　特に，
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　　　　　　①　「安心できる環境を意識させる」ことをねらって行った発達障害のある
　　子どもでも取り組めるような言葉カードを使った『ビーイング』の作成

　　　　　　②　コミュニケーションを取りながら課題を解決していくことでグループの
　　高まりをより感じてもらうことをねらい，発達障害のある子どもでも意欲
　　的に取り組めるようなイニシアチブ系アクティビティの展開

　　　　　に工夫した。
　　　　　　残念ながら，当日が雨天であったためエレメント（屋外の専用施設）を使用

することはできなかったが，全員が「めあて」にもある「活動を最後までやり
とげる」を達成することができた。「いいところみつけ」では，仲間のいいと
ころは多くは見い出せなかったが，自分の頑張りに関わることに対しては「い
いところ」を見つけることができた。

　　　　　　今回の大きな成果は，全員によるグループワークを実施することで，班以外
の子どもやボランティアとも交流ができ，コミュニケーションの輪が広がった
ことである。

　　　　　　保護者も同様に，TAPを別のファシリテーター（企画指導専門職）で行った。
その結果，保護者間の距離が縮まり同じ悩みなどを抱えている保護者間の気持
ちの共有やネットワーク化が図られた。（保護者事後アンケートより）

　　　◎第５回（平成20年１月19日～ 20日）　
　　　　　　　　　　　　　　［参加者11名，保護者・家族9名，ボランティア14名］
　　　　○ねらい
　　　　　・自分や仲間の「いいところみつけ」をする。
　　　　　・活動を最後までやりとげる。
　　　　　・後片付け，荷物の整理などを自分でする。　　　
　　　　○活動内容　※太字；実態・実績により計画案より変更した内容

対　象 内　　　　容

子ども

【１日目】
①再会のつどい
②「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）
③再挑戦！フィールドビンゴ・振り返り
④「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）・振り返り
⑤入浴・夕食
⑥読み聞かせ会
⑦振り返り・翌日の目標立て　
【２日目】
①朝食・宿舎の清掃
②ピザ作り（昼食）
③振り返り・アンケート
④感想発表・終わりのつどい
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保護者

【２日目10：30集合】
①懇親会（保護者間フリートーク）
②感想発表・終わりのつどい参観
③解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　初めての１泊２日ということで，楽しみにしている子どももいれば，緊張し

ている子どももいた。ただ，仲間意識や居心地の良さを感じていることもあり，
午前の活動でのアイスブレイクや前回から取り組んだビーイングの確認・修
正・完成をしたことで，２日間の意欲を持つことができた。

　　　　　　午後のフィールドビンゴでは１回目の活動をさらにレベルアップして取り組
ませた。１回目はボランティアと１対１で目標を設定せずに活動したが，今回
は，前回の自分の情報を班内で共有し，班でまとまって活動することでより高
い目標設定をしながら，且つ，自分の情報が役に立ったという自己有用感を得
ながら活動に取り組むことができた。結果どの班も高得点であり，直後の振り
返りでも仲間の良いところを見つけられた子どもが多かった。

　　　　　　夜の活動の振り返りでは，当日の自分の行動や感情を振り返り，翌日の目標
を設定した。そのために自分が行うことを考えさせ，翌日の活動に生かすよう
に支援した。

　　　　　　翌日はピザづくりに対して前向きに取り組んだが，片付けの頃になると疲れ
やホームシックから活動に取り組めない子どももいたが，前日に立てた目標を
意識させることで，最後まで冷たい水で食器を洗ったり，片付けたりする子ど
もが多かった。

　　　　　　最後に目標に対しての振り返りをし，感想発表会では，全員がみんなの前で
がんばれたことを発表することができた。

　　　　　　全体をとおして，初めての１泊にもかかわらず，夜に寂しがる子どもや不安
定になる子どもがほとんどなく（自分の価値観に合わない行動をする仲間に対
して，強い口調で相手に挑みかかるような行動をする子どもはいるが），落ち
ついて活動や生活をしていた。これは，過去４回の日帰り体験で，自分を見守
ってくれる居心地の良さや環境の慣れを実感したからであろう。

第４，５ 回で作成したビーイング

子どもたちやスタッフの手形を描
き， 手形で囲まれた部分に「言わ
れて嬉しい言葉」「嬉しくなるよう
な態度」等を， 外側には「言われ
て悲しくなる言葉」や「いやな態
度」等を， みんなから了解を得て
書き込んでいる。中央にはめあて
を記入。事業中， 子どもたちの目
の届くところに掲示しておくこと
で， 互いを大切にするということ
を意識させることを目的とする。
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第５回 フィールドビンゴ後の振り返りの様子 第５回　TAP（ ローエレメント） の様子

　　　◎第6回（２月24日）　［参加者11名，保護者・家族14名，ボランティア13名］
　　　　○ねらい
　　　　　・自分や仲間の「いいところみつけ」をする。
　　　　　・活動を最後までやりとげる。
　　　　　・自然の家での活動を振り返り，これからの生活の目標を立てる。　　　
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②みんなで遊ぼう「雪遊び」
　「アイスブレイク・コミュニケーション型ゲーム」→変更；「雪遊び」
③ありがとうパーティー準備（サンドウイッチづくり・会場準備）
④ありがとうパーティー（会食・思い出振り返り）
⑤後片付け
⑥振り返り・アンケート
⑦感想発表会・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②個別カウンセリング or 保護者間交流
　カウンセラー；山口県教育研修所ふれあい教育センター研究指導主事３名
③ありがとうパーティー（会食・思い出振り返り）
④座談会
　コーディネーター；山口県教育研修所ふれあい教育センター研究指導主事　中原誠輔
⑤感想発表会・終わりのつどい参観
③解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　第４回からはめあてを明確に意識させながら活動に取り組ませた。今回は最

終回なので，今後の生活への目標を立てることも大切な柱として設定した。全
活動が終了後，目標を立てるための視点として，「『仲間と仲良くする』だけで
も良いが，『仲間と仲良くするために○○をします』となれば最高です。」と，
具体的なことが言えるようボランティアスタッフとともに支援した。その結果，

「中学生になるので仲間をたくさん作ります。そのために声をかけます。」と
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目標を立てる子どもがいた。また，その他にも，具体的に目標を立てる子ども
が多くいた。

　　　　　　これまでの５回から得られた安心感から，活動には落ち着いて前向きに取り
組むことができた。したがって，予定した時間よりも早く準備が終了し，予定
した時間よりも早く片付けが終わった。目標の時間を設定したことと，早く終
わればいいことがあることを意識させたことで取り組む姿勢が大きく変わっ
た。

　　　　　　保護者が事前に連絡を取り合い，楽しかった気持ちや感謝の気持ちを表した
カード等を集約して掲示物を作成されていた。そういう意味では，保護者間の
ネットワークが密になったと言える。次年度も参加したいという要望が多く出
た。ただ，６年生の保護者からは，このような事業が中学生対象でも実施して
ほしいとの声が多く寄せられた。

　　⑵　２０年度
　　　■参加者
　　　　山口県内の発達障害のある子ども（小学生３年生〜６年生）　計１４人
　　　　※１９年度参加者４名含む

内訳 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計
男 ２人 ２人 ２人 ７人 １３人
女 ０人 ０人 ０人 １人 　１人

　　　■経過
　　　◎スタッフ事前研修【７月５日（土）　13：30　～　16：30】
　　　　○ねらい
　　　　　・本事業の目的についての共通理解を図り，参加する子どもたちの支援の方法
　　　　　　について理解する。
　　　　　・発達障害のある子どもの行動様式を理解する。
　　　　○講師　やまぐち総合教育支援センター　子どもと親のサポートセンター
　　　　　　　　研究指導主事　中原誠輔
　　　　○内容　『発達障害のある子どもたちを支援するエッセンス』
　　　　　・子どもたちに身につけさせたいことの共通確認
　　　　　・子どもの行動様式の背景を知る　　
　　　　　・たくさんのほめ言葉を知る
　　　　　・子どもをいろいろな角度から見て知る
　　　　　・演習（ワークショップ形式）「…のときあなたならどう対応する？」（４項目）
　　　　　　　　２人組→３・４人組（より具体的に・詳しく）
　　　　　　　　　　　　　→発表→学びの共有
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　　　◎第１回（７月６日）　［参加者14名，保護者・家族23名，ボランティア14名］
　　　　○ねらい
　　　　　・初めて出会う仲間やスタッフと活動しながら，環境になれる。
　　　　　・安心して笑顔で活動し，自然の家にまた来たいと思える場になる。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①出会いのつどい
②アイスブレイク「みんなと遊ぼう」
　・ボランティアとの緊張をほぐすゲーム　
　・周囲との緊張をほぐすゲーム
　・仲間のことを少し知る活動
③昼食（ボランティアと一緒に）
④フィールドビンゴ
（施設周辺の自然物や構造物を地図や写真を頼りに探して回る野外活　
　動，ボランティアスタッフと２人ペアで活動）
⑤振り返り
⑥アンケート・終わりのつどい

保護者

①出会いのつどい・「みんなと遊ぼう」参観
②事業説明会
③昼食（子どもとは別に）
④講義「発達障害のある子どもの支援」
　講師；やまぐち総合教育支援センター
　　　　子どもと親のサポートセンター研究指導主事　中原誠輔
⑤終わりのつどい参観
⑥解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　参加する子どもたちにとって安心できる環境・居心地の良さを感じることが

大きなねらいであるので，基本的にボランティアスタッフと１対１の活動及び
関係作りを中心に活動展開を構成した。それに加えて，ともに活動する仲間の
存在にも目を向けることや，人の話を，目を見ながら聞くという基本的な態度
を大切にするために，自己紹介カードを作成し，全員で円形になって発表を行
った。子どもたちは極端に恥ずかしがることもなく，スタッフに支援を受けな
がら自己紹介を行うことができた。また，仲間やスタッフの自己紹介を飽きる
ことなく聞くことができていた。

　　　　　　子どもたちは，話を聞いてくれたり一緒に楽しく活動したりするボランティ
アスタッフの存在に，安心感があったようだった。活動を進めるにしたがって
笑顔が次第に増え，最後の振り返りの時間になると，また来たいという思いを
持つことができた子どもがほとんどだった。

　　　　　　フィールドビンゴは昨年度の参加者にとっては経験済みであるために，内容
をリニューアルして実施した。その結果，ルールや施設敷地を知っていること
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で意欲的に活動していた。
　　　　　　昼食やフリーな時間の中で他の子どもたちに関わろうとする子どももいた

が，交流をもつには時間が十分ではなかった。
　　　　　　保護者は子どもたちの活動やスタッフの関わる様子を見て安心されていた

が，昨年度同様，他の子どもたちとの関わりや集団行動を望んでおられた。

　　　◎第２回（９月７日）　［参加者14名，保護者・家族17名，ボランティア14名］
　　　　○ねらい
　　　　　・仲間やスタッフの存在を意識しながら活動する。
　　　　　・安心して笑顔で活動し，自分の思いを伝えようとする。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②アイスブレイク「みんなと遊ぼう」
・周囲との緊張をほぐすゲーム
　・仲間との交流を図る活動
③「土と遊ぼう（萩焼）」共同作品作り
　講師；山口県萩青年の家　所長　　吉村玲子
　　　　　　　同　　　　　指導員　藤野とも枝
④昼食（ボランティアと一緒に）
⑤「土と遊ぼう（萩焼）」個人作品作り
⑥振り返り
⑦アンケート・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②座談会（グループワーク形式）
　コーディネーター；やまぐち総合教育支援センター
　　　　子どもと親のサポートセンター　研究指導主事　中原誠輔
③昼食
④個別カウンセリング・座談会
　カウンセラー；やまぐち総合教育支援センター子どもと親のサポート
センター
　　　　　　　研究指導主事　中原誠輔
　　　　　　　臨床心理士　岩金俊充　　原敬亮　　武居奈緒子
④終わりのつどい参観
⑤解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　
　　　　○活動の様子から
　　　　　　２回目ということもあり，比較的表情を和らげて参加してきた子どもが多か

った。ただ，１人については，「①休みの日は，保護者との約束でテレビゲー
ムをたくさんしても良いのに今日はすることができない。②母親に送迎しても
らえず，保護者プログラムにも参加していない。」という理由で参加したくな
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いと主張していた。すぐに帰ると言い，また，次回からは参加しないとも言っ
ていた。しかし，担当者が今回はこのまま活動することと，次回からの件につ
いては今後保護者と相談することを約束して説得した。

　　　　　　今回は，参加者とボランティアの１対１の関わりを重視するだけではなく，
編制したグループを意識し役割を分担しながら萩焼の活動を行い，他の子ども
との関わりを持つことを大切にした。その結果，自分のやりたいことに多少
のこだわり等はあったもののグループの仲間に対して「貸して」「ありがとう」
…というようなコミュニケーションを少しだけ取ることができるようになっ
ていた。しかしながら，１つの班においては仲間との関わり方が苦手で，こだ
わりが強い子ども同士のトラブルが発生したため，その後のトラブル回避の対
応をとったことで班を意識した活動が十分に行えなかった。

　　　　　　「土で遊ぼう」では，萩青年の家所長の吉村玲子氏と指導員の藤野とも枝氏
からの萩焼指導を受け，共同作品作り・個人作品作りを行った。意欲的に取り
組むことができすばらしい作品を作り上げることができた。

　　　　　　保護者は自分のカウンセリング時間以外は子どもたちの活動を見守り，子ど
もたちが互いに関わり合いながら活動している様子に目を細めていた。また，
保護者同士で携帯電話の番号やメールアドレスなどの連絡先を交換して，少し
ずつネットワークが広がり始めていた。

　　

第２回　アイスブレイクの様子

第２回　カードを使って振り返りをしている様子

第２回　萩焼（共同作品）を教わる様子

第３回　野外炊飯時の共同作業の様子
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　　　◎第３回（11月９日）　［参加者13名，保護者・家族19名，ボランティア14名］
　　　　○ねらい
　　　　　・グループ活動において仲間を意識しながら活動する。
　　　　　・自分の役割を最後までやり遂げることができる。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②アイスブレイク「みんなと遊ぼう」
③野外炊飯（ぽんぽら飯・豚汁）
　講師；山口県光青年の家　指導部長　黒田雅秀
④振り返り
⑤アンケート・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②懇親会Ⅰ（テーマ別）
　コーディネーター；国立山口徳地青少年自然の家　次長　小林道正
③昼食
④懇親会Ⅱ（フリー）
　コーディネーター；同上
⑤子どもの活動・終わりのつどい参観
⑥解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　他の子どもたちやボランティアスタッフとの関わりを重視して，グループ活

動を基本として活動を展開した。活動方法においては役割分担を行い，自分の
役割を果たすだけではなく，困っている仲間がいれば手助けをすることを意識
付けしながら支援を行った。支援するスタッフの共通理解として，子どもとボ
ランティアの１対１の関係から一歩踏み出し，班全員の子どもたちに関わり，
支援することを心がけるようにした。それらにより，子どもたちの交流の輪を
広げるとともに関わり方のスキルを少しずつ高めることを狙ったからである。

　　　　　　今回の班は全体を４グループ構成とし，前回編制した班とは違うものとした。
前回の活動において，同じ班の仲間同士で，仲間との関わり方が苦手で，こだ
わりが強い子ども同士のトラブルがあったことを踏まえたからである。

　　　　　　まず，アイスブレイクでは自己紹介の後，グループの人数に応じた目標設定
を行い，目標に到達するために楽しみながら活動できるゲームを行った。その
結果子どもたちは，グループ間の勝ち負けにこだわることなく目標に向けて活
動することができた。

　　　　　　野外炊飯では光青年の家の黒田雅秀氏に「ぽんぽら飯」（竹でご飯を炊くこと；
山口県ではこのように呼ぶことが多い）作りを指導していただき，併せて豚汁
作りも行った。グループの中で「ぽんぽら飯」担当を１人，豚汁担当を２〜３
人として，役割分担をした。その過程において，自分の役割をがんばったこと
や，今までできなかったことができるようになったことなどをたくさん褒め，
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自己肯定感の向上を図った。気温が低く，水が冷たい中においても，子どもた
ちは準備から後片付けまでを，スタッフの支援（声かけ・励まし・指導等）によ
って個人だけの活動に終わらず，グループを意識しながら行うことができた。

　　　　　　子どもたちの感想から「みんなと一緒にご飯が作れて良かった」「仲間と安
心して活動できた」といった仲間を意識したものが出てくるようになったの
は，めあてを意識しながら活動させることが実ってきていたものと思われる。

　　　　　　保護者プログラムは，テーマを決めずに多くの人と情報交換をしたり語り合
ったりしたいという声から懇親会を設定した。多くの時間を，テーマを決めず
話し合うことは，保護者間でまだうち解けていない方にとってはハードルが高
いと考え，午前はテーマを設定し，午後はフリーとした。保護者にとっては，
子どもの進学・進路が大きな関心事であり，情報交換では，「○さんの話が良
かったので，聞く機会があったらお勧めですよ」といった具体例を挙げて，有
効に時間活用をされていた。

　　
　　　◎第４回（12月７日）　［参加者11名，保護者・家族15名，ボランティア15名］
　　　　○ねらい
　　　　　・自分や仲間の「いいところみつけ」をする。
　　　　　・活動を最後までやりとげる。
　　　　○活動内容

対　象 内　　　　容

子ども

①再会のつどい
②「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）；FA東島憲之
　　アイスブレイク〜ビーイング（安心できる環境をつくるためのルール作り）
③昼食
④「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）；FA東島憲之
　　イニシアチブ型ゲーム
⑤振り返り
⑥アンケート・終わりのつどい

保護者

①再会のつどい参観
②「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）；FA牛島昌哉
　　アイスブレイク〜ビーイング（安心できる環境をつくるためのルール作り）
③昼食
④「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）；FA牛島昌哉
　イニシアチブ型ゲーム〜 TAPの考え方〜子どもとの関わりについて
⑤解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　当日は20㎝程の積雪であったので，アイスブレイクを雪遊びに変更して活動

の導入とした。
　　　　　　その後ＴＡＰを実施。具体的な活動として，
　　　　　　①「安心できる環境を意識させる」ことをねらいとして，発達障害のある子
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　　どもでも取り組めるような言葉カードを使った『ビーイング』の作成。
　　　　　　②コミュニケーションを取りながら課題を解決していくアクティビティの活

　　用を行った。
　　　　　　残念ながら，アクティビティに時間がかかり，ローエレメントを使用するこ

とができず子どもたちが考えていたことなどが実現できなかったため満足で
きなかった子どもがいた。また，子どもによっては，ビーイング作成時に言葉
の意味がわからず取り組む意欲を失った子どももいて，ビーイングが子どもた
ちの現状に合わないものとなり，第５回に修正を図る必要性を感じた。

　　　　　　しかしながら，発達障害のある子どもたちにTAPを行うことで，グループ
で課題を解決していく姿勢やグループの環境を整えることが大切であること
に気づかせることを図ったために，今後につながる意識付けを少し行うことが
できた。

　　　　　　「いいところみつけ」では，仲間のいいところは多くは見い出せなかったが，
自分の頑張りに関わることに対しては「いいところ」を見つけることができた。

　　　　　　保護者も同様に，TAPを実施。活動から得られた「思いを届けるには相手
がそれを受け取れる状況になっていることを確認することが大切」や「相手を
受け入れる環境作りがコミュニケーションを多くし，課題解決に向かいやすく
なることでグループの力を高める」などといった人間関係を高めるための「学
び」や「気付き」を共有することができた。それにより，その「学び」や「気
付き」を実生活に生かす，つまり，まずは家庭で実践してみようという決意も
得られた。今回の活動で保護間の距離が縮まり同じ，悩みなどを抱えている保
護者間の気持ちの共有やネットワーク化をさらに深めることができた。

　　

第５回　集合写真
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　　　◎第5回（平成21年１月24日〜 25日）　
　　　　　　　　　　　　　　［参加者14名，保護者・家族21名，ボランティア15名］
　　　　○ねらい
　　　　　・自分と仲間の良さを見つけることを意識しながらグループで活動する。
　　　　　・多くの仲間と関わりながらコミュニケーション力を向上する。
　　　　　・徳地で得られた体験を振り返り，今後の生活に対する意欲を持つ。
　　　　○活動内容　　※太字；計画案では「冬の自然を感じる活動」

対　象 内　　　　容

子ども

【１日目】
①再会のつどい
②「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）※積雪を利用して活動
③昼食
④「徳地アドベンチャー教育プログラム」（TAP）・振り返り
⑤入浴・夕食
⑥読み聞かせ会
⑦振り返り・翌日の目標立て　
【２日目】
⑧朝食・宿舎の清掃
⑨ありがとうパーティー準備
⑩ありがとうパーティー（昼食）
⑪振り返り・アンケート
⑫感想発表・終わりのつどい

保護者

【１日目】
①再会のつどい参観
②個別カウンセリング
　カウンセラー；下関市立粟屋小学校　教頭　中原誠輔
　　　　　　　　臨床心理士　　岩金俊充　原敬亮　武居奈緒子
　※希望者（13名）は宿泊をして保護者間交流会
【２日目】
③学習会「進路・進学について」
　講師；やまぐち総合教育支援センター　ふれあい教育センター
　　　　　　　　　　　　　　研究指導主事　中杉久美子
　　　　下関市立粟屋小学校　教頭　中原誠輔
④ありがとうパーティー（昼食）
⑤感想発表・終わりのつどい参観
⑥解散後，ボランティアスタッフからの気付きを聞く

　　　　○活動の様子から
　　　　　　初めての１泊２日ということで，楽しみにしている子どももいれば，緊張し

ている子どももいた。午前の活動でのアイスブレイクや前回から取り組んだビ
ーイングの作成方法を工夫し，修正・付加・完成をしたことで，２日間の生活
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で仲間とともにより安心して生活するのに大切にしていきたいことの確認が
とれた。また，それにより２日間のめあてを明確に持たせることができた。

　　　　　（午後のTAPメニュー）
　　　　　　①ローエレメントの「みんなのっかれ」「島渡り（ニトロクロッシング）」を

行い，仲間とともに，課題を解決する活動を行った。
　　　　　　②風船に各自が「自分が言われて一番嬉しい言葉」を書き，グループのみん

なで目的地まで風船を運ぶアクティビティ「バルーントロリー」を実施。
　　　　　　③積雪を利用し，グループで１つの作品を作り上げるという課題解決アクテ

ィビティを設定し，取り組ませた。
　　　　　　ローエレメントでは，全員が合意を得て解決をしていくという状態までには

至らなかったが，随所に仲間のことを考えた言葉や行動が見られた。具体的に
は，「小さい子がきつくないようにしよう」「○君から先にやらせよう」「仲間
の安全を保てるようなサポート」などである。

　　　　　　振り返りでは，「ありがとう」をテーマに意見を出させ，「自分が落ちそうに
なったとき○君が支えてくれた。ありがとう。」等多くの「ありがとう」がフ
ィールドにあふれた。

　　　　　　バルーントロリーでは，風船を運ぶ方法を，アイデアを出し合いながら，活
動を進めていき，どのグループも目的地まで，みんなの大切な思いを運ぶこと
ができた。振り返りでは，「大事なものだから，落とさないように一生懸命が
んばりました」「みんなでがんばれたのがうれしかった」という意見が出され，
仲間を意識しながら活動できるようになったのは大きな成果である。

　　　　　　雪を使った課題解決では，話し合いにおいて「かまくら」を作るか「ジャン
ボ雪だるま」を作るかで，なかなか決定できない班があったが，スタッフらの
支援によって合意が得られ，活動に取り組むことができた。どのグループも夕
方で吹雪のような状態でも時間を充分に使って共同作品を作っていた。完成し
なかった班もあったが，子どもたちの表情から充実感があったようだった。

　　　　　　夜の活動の振り返りでは，当日の自分の行動や感情を振り返り，翌日の目標
を設定した。そのために自分が行うことを考えさせ，翌日の活動に活かすよう
に支援した。

　　　　　　翌日の「ありがとうパーティー」の準備では，これまでに得られた安心でき
る環境の基で活動には落ち着いて前向きに取り組むことができた。したがっ
て，予定した時間よりも早く準備が終了し，予定した時間よりも早く片付けが
終わった。目標の時間を設定したことと，早く終わればいいことがあることを
意識させたことで取り組む姿勢が大きく変わった。

　　　　　　感想発表会では，全員がみんなの前で「がんばれたこと」や「今後の生活で
がんばりたいこと」を発表することができた。

　　　　　　全体をとおして，初めての１泊にもかかわらず，夜に寂しがる子どもや不安
定になる子どもがほとんどなく，落ちついて活動に取り組み，生活を楽しんで
いた。これは，過去４回の日帰り体験で，自分を見守ってくれる居心地の良さ
や環境の慣れを実感したからであろう。
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　　　　　　そして，「相手を認める・大切にする」といったコミュニケーションの基礎
となるものや「自分はやればできるんだ」という自己肯定感を持たせることが
できたのではないかと考える。

　　　　　　保護者プログラムについては，保護者のニーズに合わせて「カウンセリング」
と学習会「進路と進学」を実施し，今後の家庭における支援の引き出しを増や
していた。特に，講師である中杉先生には，時間が過ぎても相談を持ちかけて
いる保護者が多く，保護者にとっては有意義な時間になったようである。保護
者の宿泊については，昨年度は希望者が３名で，その家族間の交流はほとんど
なかったが，今年度は８家族13名が宿泊をして，自主的にネットワークを深
めるための交流会を実施していた。さらに，保護者が全員のメールアドレスや
住所等を記した一覧表を自主的に作り同窓会を計画する予定とのことだった。
そういう意味では，保護者間のネットワークが太く強くなったと言え，この事
業の大きな成果の一つといえよう。

第４回　ＴＡＰ（保護者プログラム）の様子

第５回　感想発表会の様子 第５回　ボランティアスタッフから
がんばったねカードを受け取る様子

第５回　ＴＡＰ（バルーントロリー）の様子




