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栗田谷中でのボランティア
内容 :
●栗田谷中でのボラ

応用化学科

4年 北村 一真

ンティア
北村

一真

●戸塚中にボランテ
ィアに行って
木村

正人

●学校ボランティア
を経験 して
寺葦智恵美

●学校ボランティア
小野塚俊輔

春休みか ら栗 田谷 中学校 でボラン
ティアを始 めて3ケ月､実際にボラン
ティア として訪問 した回数 は 1
0回程度
に しかな りませんが､ とて も多 くの こ
とを勉強 させて もらいま した｡ なかで
も､ この学校 ボランテ ィアをや って最
もよかった と感 じるのは､大学の授業
では経験す ることの出来ない､生徒 と
直接触れ合 える瞬間で､ とて も多 くの
ことを勉強 させて もらえるチ ャンスに
な りま した｡
た とえば､生徒 と元気 にコミュニ
ケーシ ョンをとることや､生徒 たちを
一生懸命 に見て生徒 を知 ること､生徒
に注意 をす るときの方法な ど､改めて
学ぶ ことができま した｡ どれ も大学の
普段の授業や特別講義で話 を聞いた こ
とですが､ これ らを現場 に出ていきな
り実践す ることは# しいことだ と思い
ま した｡ ボランテ ィアを通 して勉強 さ
せて もらえた ことは､ これ らを思い返
し実践 してい くことで､教師 とい う立
場になった ときに何 をすべ きかが分
かって くるのではないか､ とい うこと
です｡
ボランテ ィア として初めて関わった
授業においては､生徒 と関わったの
は､演習 中にペ ンが止まっている生徒
にア ドバイスを した とき と､生徒の質
問に答 えているときだけで した｡わた
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Lは塾でアルバイ トを しているので､
授業の内容 で疎いてい る生徒 にア ドバ
イスをす ることにそ こそ この 自信 を
持 っていま した｡そのためか､初 めて
の授業では勉強の ことばか りを見てい
て､肝心の生徒たちに 目が向いていま
せんで した｡栗 田谷 中学校 の先生に
も､ もっと生徒たちに声 をかけていい
よ､ と言われ て しまいま した｡そのよ
うな ことがあったので､授業のほかに
も､廊下ですれ違 った ときや休み時間
な どに､積極的に生徒 とコ ミュニケー
シ ョンをとるよ うにな りま した｡
最近 で は､前 に も増 して生徒 か ら声
をか けて きて くれ ます｡お かげで先 に
声 をか けるこ とでは負 け気味 ですが､
ます ます教 師 にな りたい とい う気持 ち
が強 くな っています｡最初 の ころは教
師 にな るた めの勉 強 のつ も りで行 って
い ま した が､今 で は 元 気 を も らい に
行 ってい る気 が しています｡学校 ボ ラ
ンテ ィアに行 く機 会 に恵 まれ て､本 当
に良かったです｡

Ⅸ 神奈川大学学校ボランティアの展開 (
横浜キャンパス)

戸塚中にボランティアに行って
自治行鞍学科

私は毎週戸塚 中学校 に行 っています｡ きっか
けは教職用の掲示板で した｡私はボランテ ィア
を していたことが少 しあるくらいですが､中学
校や小学校 で授業のアシスタン トといった もの
はやった ことがな くて､ とて も興味があ りま し
た｡
今私は教職 を取 っていて､将来 は教員 にな り
たい と思っています｡教育や学校 ､地域 といっ
たことに興味があ り､今の学科 にプラス して教
職 を取っています｡教育実習に行 くのは 4年生
になってか らなのでそれまでは､学校 に関わる
ことができない と内心思っていま した｡で も学
校 ボランテ ィア とい う存在 を知 ってか らは､早
くや りたい とい う気持 ちが強 くなっていきま し
た｡
4月の最後 の週の水曜 日にスーツに身 を包
み､戸塚 中学校 の校長先生の面接 を受けま し
た｡駅か らの距離が少 しあったため汗び っ しょ
りで した｡緊張 して頭が真 っ白になって しまい
ま したが､校長先生か らその場で､内定をもら
いま した｡ も う一人､同学年 の女子 も内定 をも
らい､曜 日も一緒になったので､毎週一緒 に活
動 しています｡
5月の最初のボランテ ィアの 日｡ この 日も最
初だか らスーツで行 きま した｡朝早 く着いて控
え室で待 っていると､校長先生か ら ｢
朝､全校
集会 をや るか らそ こで､君たちを紹介す る
ね｡ ｣ と突然言われてびっ くりしま した｡全校
で生徒が 500人 くらいいるところで､壇上に
上 りま した｡足が震 えていま した｡その後相談
室で､保健室登校 の子たちと初対面｡ 15歳 と
14歳の女の子です｡ その くらいの年頃の子た
ちは扱いが莫軽しい と先生方な どか ら聞いていた
ので､す ごく気 を使いま した｡ でも実際は年 も
近い こともあ り､意外 と話が合いま した｡で も
少 し年代の差 を感 じま した｡ とって も明るく笑
顔が素敵な子たちで､なぜ保健室登校 なのかわ
か りません｡
まだ 4回程 しか行 っていませんが､ 自分の妹
のよ うに感 じています｡ ｢
勉強 を教 えて｣ と
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か､ ｢
修学旅行 どこ行 ったの ?｣な ど質問
もしてきます｡心を開いて くれたかな と
思っていますD保健室の先生 とも仲 良 くな
りま した｡若い先生で､最近では私の方が
相談に乗 ってもらった りしています｡保健
室にも顔 を出す よ うに して色々な生徒 と触
れ合 うよ うに しています｡ ある 日体育祭 の
練習で怪我 を した生徒が保健室に運ばれて
きた時に､現場の対応 の速 さに驚 きま し
た｡ ｢
これが現場か｣ といった感 じで し
た｡
中間試験の試験監督 もや らせ ていただき
ま した｡ もちろん責任者の先生 も一緒 で
す｡ 中学 1年生の教室にいきま した｡ とっ
て も可愛い子たちで した｡手を上 げて私や
先生に答 えを聞きだそ うとす る子､鉛筆 を
よく落 とす子､見直 し終 わって寝てい る
子､な ど様 々な生徒がいま した｡見ていて
自分の中学生の頃が とって も懐か しかった
です｡現場 に行 っているだけで勉強にな り
ますO
｢
相 談室登校 の子 た ち も､いず れ は普通
の教室 に行 かせ な けれ ばい けませ ん｡ だか
らと言 って強制 的 に教室 に行 け とい うのは
い けませ ん｡で もず っ と相 談室 にい るわ け
に もいかない｡ 自分 の居場所 が あ る とい う
のはいい ことだ と思 う｡私 た ちの仕事 は教
室 にその生徒 た ちが行 くのをサ ポー トす る
ことです｣ とお っ しゃった校長先生 の言葉
が印象 に残 ってい る｡

学校ボランティ77
を経験して
人間科学科

戸塚 中学校 にボ ランテ ィア として行 くよ う
になってか ら一 ケ月たった｡学校 ボランテ ィ
アをや って本 当によかった と思 う｡初 日に全
校朝会でみんなの前で挨拶 を してか らあっ と
い う間に一 ケ月がたった｡毎週月 ･木曜 日の
二回､行 く度 に生徒や教職員の方 と触れ合 う
ことができ､ とて も楽 しいDそれ と同時 にい
ろいろなことを考 えさせ られ る｡毎回活動 日
誌 を書 きなが ら､振 り返 っている｡
五月は特に保健室登校 の生徒､個別支援学
級 の生徒た ち と関わる時間が多かった｡ は じ
めは ど う接 した らいいかな ど､不安 な気持 ち
が大きか ったけれ ど､今 ではた くさん話せ る
よ うになった｡最初 は､ 自分か らい ろんな こ
とを話 して 自分 を知 っても らうことが大切 だ
と思 う｡生徒 の方か らもた くさん話 しかけて
もらえるよ うになって とて も嬉 しいQ勉 強 を
教 えることも多いけれ ど､ どうや った らもっ
とわか りやす く伝 わるかな ど､いつ も考 えさ
せ られ る｡ 自分 では理解 してい ることで も､
それ を教 えるとい うことは難 しい｡私 自身 も
もっ と勉 強 しな けれ ばい けない｡生徒 た ち
は､ 自分 と向き合 って頑張ってい るな と思 う
し､いろんな ことで悩んでいる と思 う｡話 し
ているとそ う感 じる｡生徒 のいろんな部分 に
気づいてあげて､私 にできることをや ってい
きたい｡
学校では､教職員の方や ス クール カ ウンセ
ラーの方か らも学ぶ ことがた くさんある｡生
徒‑の接 し方や勉強の教 え方 を実際に 目で見
ることができ､生徒のこ とや学校の ことを話
して くれ る｡以前校長先生か ら不登校 の生徒
についての話 を聞いたO全 国で不登校 の生徒
はだい たい クラス に一人 い る く らい の人数
で､戸塚 中学校 もその くらいの生徒 が不登校
だ とい うことを知 った｡ この不登校 について
は､これか らもっ といろんな角度 か ら考 えて
い きたい｡
大学の授業だけではな く､実際に学校 とい
う場所 に 自分 が入 ってい くことでいろんなこ

2年 寺揮智恵美

とに気づ くことができる｡毎回新 しい発見
やできごとがあ り､ 自分 に とって とて もい
い経験 になってい る｡会 った ときの挨拶や
寺洋先生 と呼ばれ ること､また勉強 を教 え
て ほ しい と言 われ た時 は とて も嬉 しか っ
た｡私 には､まだ知 らない ことや気づいて
いない ことがた くさんある と思 う｡ また こ
れか ら授業や部活動､行事な ど新 しい体験
もさせ て もらう｡私がいつ も学校 に行 くこ
とが楽 しみであるよ うに､誰 に とって も学
校が楽 しい場所 になるといいな と思 う｡ こ
れか らも､生徒や教職員 の方々か らいろん
な ことを学んで､ 自分 の中に吸収 し成長 し
てい きたい｡
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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)

学校ボランティ7
7
‑ストレンジャーからATへ〜
2000年卒業 小野塚俊輔

私 は昨年度 3月か ら週1
回ほ ど､英語科のA
T として栗 田谷 中学校 にお世話 になっていま
す｡
A T としての活動は､授業参観が主な もの
ですが､初 めて参観す るクラスでは､ 自己紹
介 を兼ねた英語 ス ピーチをす る機会 をいただ
けます｡たったそれだけの ことか もしれませ
んが､それぞれの学年の既習事項 を踏まえた
上で 自分 を知 ってもらうことは､想像以上に
莫臣しいものです｡私の場合 そこに生来の人見
知 りが加 わ るため､大変困難な作業 とな りま
す｡ また､ス ピーチに対す る生徒の反応は と
て も素直なもので､生徒の興味 ･関心を引 く
内容 でなければ質問を して もらえませ ん｡1
分足 らずのスピーチですが､英語教師 として
の 自分の力量 を十分に測 ることができるもの
だ と思います｡
最近では､英語の授業だけでな く ｢
国際 ク
ラス｣の享
受業にも参加 させていただいていま
す｡ このクラスは 日本語 を母国語 としない生
徒 を対象に開かれてお り､タイ人 と中国人の
生徒数名が学んでいますO ここでは少人数 ク
ラス とい うことに加 え､生徒たちの底抜 けの
明るさが活発で楽 しい雰囲気 を作 り､先生は
その中で丁寧かつテ ンポの良い授業 を展開 し
ていきます｡ また､先生方は 日本語指導のみ
な らず､生徒の母国の文化 に精通 し日本 との
比較 を通 して理解 を促すな ど､様 々な視点か
らの指導 をされています｡ 国際化 に伴い､ こ
れか らの学校現場では外国人生徒‑の 日本語
教育は必須のことになると思 うので､国際 ク
ラスに参加 できることは非常に貴重な経験だ
と考 えています｡

これまで 10数回ほ どの経験か ら感 じた こと
は､生徒 との距離 を縮 めることの難 しさで
す｡最近まで､なかなか 自分か ら話 しかける
ことができず生徒 とコミュニケーシ ョンを取
ることができませんで した｡ それ どころか､
生徒たちか ら話 しかけ られ ることを待 ってい
るよ うな状況で､当然その よ うな姿勢では､
良い関係 を築 けるはずがあ りませ ん｡すれ違
い ざまに ｢
誰 あの人 ?｣ といった声が聞 こえ
ることもしば しばで した｡生徒たちか らして
みれば､首か ら提 げてい る名札 を見 るまで
は､私は完全なス トレンジャーなのです｡
そんな状況 を打開すべ く､最近では授業参
観 中の机 間巡視等でできる限 り声 を掛 け､私
とい う人間を知 って もらうことを心がけてい
ます｡まだまだ生徒 との会話 は少 ないです
が､地道 に続 けていきたい と思います｡ ま
ず､当面の 目標 は全員 に 自分の存在 を認識 し
て もらうこと｡そ して徐 々に信頼関係 を築い
ていけれ ばいい と思います｡
正直な ところ､ も う少 しスムーズに生徒 と
仲良 くなれ ると考 えていま したが､ 自分の甘
さを思い知 らされま した｡ 同時に､人間関係
形成 とい う､教師の根幹 を成すべ き資質が 自
分 に不足 していることに も気付か され ま し
た｡
こ ういった貴重 な体験 を させ ていただける
ことに感謝 し､ これか らも活動 を通 して生ま
れた課題 は活動 を通 して一つずつ ク リア して
いきたい と思っています｡
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