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学校ボランテ ィア通信
創刊 にあたって
教 職 課 程 教員

入 江直子

教職課程 を履修 している学生たちや､卒業 して小学校教員 をめざして勉強 して
いる者たちが､小学校や 中学校 でボランテ ィア活動 をさせていただいている｡ と
て も貴重な経験 になっていて､教職課程の教員 として大変感謝 してい るO現在 は
横浜市立の浅間台小学校 ･寺尾小学校 でATとして､近隣の斎藤分小学校や栗 田谷
中学校で､そ して横浜市教委の ｢
パイオニア ･スクール｣の取 り組み としての松
本 中学校 との関係 で､また､大和市立鶴間中学校 の相談室 との関連 で､な どさま
ざまな学校でお世話 になっている｡ これ らの活動 を通 じて学生が感 じた ことをふ
り返 り､お互いに共有す ることで､経験か らよ り深 く学ぶ ことを願 って､そ して
私たち教員 もそ こか ら学びたい と願 って､ ささやかな ｢
通信｣を発行す ることに
した｡
創刊号は､今年度 1年 間にわた り､浅間台小 ･寺尾小でそれぞれ 3名ずつ計 6
名活動 させていただいた中か ら､ 3名 の ｢4月か らの教師たち｣に 1年間をふ り
返って もらった｡今後､活動 を してい る学生たちが率直な感想 を出 し合 って､学
びあえる "
ひろば" として発行 していきたい と考 えてい るので､楽 しみに してい
ただきたいO
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安藤淳也
･創刊 にあた って

横浜市西区にある浅間台小学校でアシ
AT) として行
スタン トテ ィーチ ャー (
きは じめて約 1
年が経った｡最初 はこん
なにボランテ ィア として行 き続 けること
が出来 るとは思って もいなかった｡ アル
バイ トを減 らしてボ ランティアに行 って
いたため､毎月苦 しい生活 を強い られ
た｡ しか し､不思議 と学校‑行 くのを辞
めよ うとは考 えなかった｡小学校教員 に
な りたいか ら行 かなければな らない と考
えていたわけでもな く､月､水曜は小学
校 に行 くことが当た り前になっていたか
らであると思 う｡ きっと小学校 での生活
がいろい ろな刺激 があって､ 自分 に とっ
て楽 しいか ら行 き続 けることが出来たの
であると思 う｡
ATをす ることで得た ものは､学校 で
子 どもたち と触れ合 うチ ャンスをもらえ
た ことであるO‑緒 に遊べ るときはた く
さん遊ぶ ことが大切 だ と思 う｡先生方 は
忙 しくて､休み時間に一緒 に過 ごす こと

がむずか しい｡子 どもたちは余 りあるエ
ネル ギー と欲求を発散す る場 として遊び
で 目一杯発散 させ ることが必要ではない
か と思 う｡ も うひ とつは､教師を 目指す
者 として授業のアイデアや方法､先生方
の子 どもとの接 し方や話 し方､指導の仕
方な ど一つ一つの技術 が勉強になるoそ
れだけでな く､教科 によっては教壇 にた
たせ て もらうこともできて､ボランテ ィ
アなが ら貴重な経験 をつむ ことができて
いるのも感謝すべ きことである｡
約 1年で経験 した ことは さま ざまあ
る｡ATとして子 どもと関わって失敗 し
た ことも多 くある｡ うま くいかない こと
年間経験 して
の方がほ とん どである｡1
も､子 どもの との関わ りでは失敗 の連続
であるo子 どもは子 どものな りに一生懸
命考 えて行動 してい ることを理解でき､
今の子 どもの実態 を把握 できただけで も
ATの経験 はプ ラスに変わると思 う｡教
年間ATとい う形で学校や
員 になる前に1
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Ⅸ 神奈川大学学校 ボランテ ィアの展 開 (
横浜 キャンパス)

子 どもに関わることができた ことがプラスの経験 になる
のであろ う｡
これか らは じめよ うと思 う人､続 けてい こ うと思 う人
‑ア ドバイスがあるとすれ ば､ATで学ぶ こと､得 るも
のは 自分の心がけ次第です｡教 えて もらうことよ りも自
分で試行錯誤 して学ぶ こと､得 ることは 自分に残 りま
すO学ぼ うとす る態度 を忘れず､一生懸命､全力で子 ど
もたちと触れ合 って くだ さい｡ なによ り一番大切 なこ
と､継続 は力な り｡続 けることだけで も何か見つ け られ
る と思います｡続 けた ことは 自信 になって生 きて くると
思います｡4月か らは 自分が赴任す る学校 にボランテ ィ
アで来て くだ さい｡
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私は この一年 間､横浜市立寺尾小学校 でアシスタン ト
AT)
ボランテ ィアの活動 を してきま した｡
テ ィーチャー(
教員採用試験 に臨む前､そ して来年度か ら教壇 に立つ前
に､教育実習に加 えて実際の学校現場で経験 を積む こと
ができて非常に良かった と思っていますO
は じめは先生方 も私 自身 もATの立場や役割 に戸惑い
なが ら活動 をしていま した｡児童 との接 し方や関わ り
方､先生方 との連携 な どいろいろと模索 しなが らの活動
で した｡ ただ､ 4月 5月 と夢 中で取 り組 んだATの活動
が教育実習や採用試験で生 き､教育実習や採用試験で得

ち と競いなが ら練習 した りも しま したO子 どもたちは
ATの先生に とて も興味を持 っていますO こち らか ら
キ ッカケをつ くればた くさんの子 どもたち と関わること
ができると思います｡授業の支援だけでな
く､子 どもたち と一緒 に遊ぶ こともATに
とっては大切な役割であ り経験だ と思って
いますO
寺尾小ではATがそれぞれ一学年 ごとに担
当す る形 を とっています｡私は 2年生 を担
当 しま したが､個別支援学級で活動す るこ

平野晃一

た 自信 がその後のATの活動 に生 きてい ると思 っていま
すo
私はATの活動の中で､子 ども達 となるべ く多 く交流
を持つ よ うに心がけま した｡昼休みや 中休み はグラウン
ドに出て一緒に遊
.
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事 に参加 した りも

(平野語録 )

4丹5月 t夢 中 で 取 り組kだ

しま した.鉄棒や

ATの 活 動 が軟膏実習や掠用

縄跳び を子 どもた

試験で生きた .
日

ともあ りま した｡私は特別支援教育 に以前か ら興味を
持 っていたので､現場での活動 を体験できたのは非常に
良かった と思っています｡
もちろん うま くいった経験 ばか りでは
あ りません｡失敗 を して先生や子 どもた
ちに迷惑 をかけることは何度 もあ りま し
た｡教室内に担任 ･ATと 2人の先生がい
ることは､児童 に対 して先生の 目が行 き
届 き手厚い支援 が可能 となる一方で､先
生が 2人いることで児童 の注意が散漫 に
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を しているときには､児童 との関わ り方 に気 を使わない
と教室全体の雰囲気 を悪 くして しまいます｡ また､発達
障害のある児童がパニ ックになっている場合では､その
子 どもの辛 さも伝 わってきます し､状況や
状態 に沿った指導や支援 の難 しさも感 じて
います｡
3月 に入 り私のATとしての活動 も残 りわ
ずか とな りま したが､今で も失敗 をす る場
合があ り日々反省 を繰 り返 しています｡ ボ
ランテ ィア とはいえ先生 として児童 と関わ
るとい うことは様 々な面で責任 を伴 うこと
も感 じます｡
それでもこの一年間 ､ATを続 けることが
できたのは､ ｢
楽 しい｣ とい う思いか らで
す｡子 どもたち と一緒に勉強 した り遊んだ
り､子 どもたちにか らかわれた り､先生方

にいろいろなお話 を伺 った り､振 り返 ってみ ると朝か ら
放課後までほ とん ど休みな く動 き回っていた よ うな気 も
します｡正直言 えば家に帰 ると疲れたな あと思 うのです
が､また行 きた くなって しま うのです｡
学校 って楽 しい､ こどもたちの笑顔 が見
たい､先生 って魅力的だ､私は先生にな
りたいんだ､ と改 めて実感す ることがで
きま した｡
子 どもた ち と一緒 に学校生活 を送 り､
♂

子 どもたち とふれ合 った こ と､先生方 の
活動や苦労 を間近 で感 じた こ とを私 の財
産 として､ これか らの私 の教員生活 に必
ず生か していきたい と思います｡

ボランティアを通じて学んだこと
浅間台小学校‑ボランテ ィアに行 く前は､小学校 に関 し
ての知識は殆 どなかった と言 っていい と思 う｡去年 の 7
月に入江先生か らお話 をいただき､ 8月に校長先生 とお
会い して､ 9月か ら低学年 ブロック(
1･2年､ 3クラス)
でボ ランテ ィアをさせていただ くことになった｡
浅間台小学校 でのボランティアでは､勉強が遅れがち
な子や ､授業に集 中できない子 のサポー ト､先生方の印
刷や教材づ くりの手伝い､学校行事の参加 な どを させて
もらった｡
ボランテ ィアに行 く前か ら教員採用試験 は受験 してお

り､小学校教員 になるつ も りでいたが､実際に どんなこ
とをや るのか､今の子 どもたちの実態は どうなっている
のかな ど､全 く分か らなかった｡ しか し､浅間台小学校
ボ ランテ ィアで実際の教育現場 を体験す ることによっ
て､小学校教員 の

けれ ばな らないか とい うことが､少 しずつ見 えてきた｡
浅間台小学校 は地理的に特徴があ り(
景観が とて も良
い等)
､校舎のつ くりも変わっていて(
校舎 と校舎が離れ
てい る等)
､子 どもたちも私 自身が小学生だった頃 とは
違 うよ うである｡
浅間台小学校 で私が学んだ一番大 きなものは､子 ども
たち との触れ合いによって子 どもたちを知 り､私 自身深
く考 えることができた とい うことである｡正直言 って､
浅間台小学校の低学年 の子 どもたちは､ これか ら教員に
なろ うとい う学生 に とっては､いろんな意味で とて も勉

強になる子 どもだ と思 う｡色 んな子がい るO先生の言 う
ことを聞かない子 ･大声 を出 して先生 を呼び､甘 える
子 ･叱れば泣 き､臣
巨離 を置 けば無視 された とまた泣 く
子 ･何で も率先 して 自分か ら
や ってい く子 ･もの静かだが
深 く考 えている子｡
ここでは教師の仕事の一部
分 しか見ていないが､子 ども
たち との関わ りが教師に とっ
て最 も重要なものである と言

一
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自身の適性 の確認
も し､また 自分が
これか ら何 を しな
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うことを強 く感 じたO上に挙げた子 どもたちの状況は私
の理解の しかたであって､これか ら行かれ る方にとって
は違 うものか も しれないが､自分で 自然に考えていくこ
とに意義があると思 う｡迷っているのであれば､ とりあ
えず行 って欲 しい｡疲れた り､面倒になった りすること
もあるかもしれないが､無駄な経験にはな らない｡特に
教師にな りたい と思 うのであれば､行 く機会があれば
行 った方がよい｡
浅間台小学校以外にも､夏の水泳学習の補助員 として
密藤分小学校､教育実習や実習が始まる前のボランテ ィ
アとして川 崎 市立上丸子小学校にも行 った, ここでも学
校 による違い､先生方による違い､チ ビもたちの実態の
違い とい うものを知ることができた｡実際に教師になっ
たとき､ 自分が どのよ うなクラス､子 どもたちを持つか
は分か らないO子 どもたちは仙人ひ とり違 うO色んな子
を見ていくことは大切である｡
最後に､私が悔いていることが一･
つあるOそれは､数
十人の子 どもたちに対 して一斉に指導をす るとい う経験
をもてなかったことである｡小学校 ボランティアに限 ら
ず､複数の子 どもたちを指導す るボランテ ィアや仕事 も

神奈 川大学
教義課程指導室
電話 二045 (
481)5661

(
内線4228)
FAX :045 (
413)4154
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神奈川大学学校 ボランティアの展開 (
横浜キャンパス)

あ るだ ろ う｡そ
うい うもの も､
積 極 的 にや って
い っ て欲 しい と
思 うO

卑屈は入江先生の投棄で､学校ボランテ ィア研動 を新聞に し
てみま した.ボランテ ィア通信O
,
)
第一号は どうで‑
1
Lたか ?こl
T
)
よ うな形で､ボランテ 矛アを通 じで感 じた革身得た番を幾有す
る肇は患ても東切なことだ と思います 転
今後 も定期的に発行 していきたいと思 うのでご協力よろしく
お願 い しますO最近ボランテ ィア活動 を始めたばか りの太は､
色k楽 しい事､苦労 している事があると思います｡それ を､た
くさんの人々に知ってもらいま しょう̀
,
最近ボランティアを始 めたばか りの‑人
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