
子どもの社会参加とボランティア活動

自分を生かし、自分も元気にな
る活動を見つけてみませんか

ボランティア活動は「人のために何かいいこと
をすること」と考えている人も多いと思います。

しかし、ボランティアの本来の意味は「自らの意志
によって、個人がもっている能力を社会に役立てる」
ということです。ボランティアは、何も特別なことを
するわけではありません。自分のできることに、でき
る範囲で取り組めばいいのです。
みなさんも、まずは身近なところからボランティア
を始めてみてはいかがですか。

教育広報誌 １９９８

2 FUREAI YUME TSUUSHIN
子どもを真ん中に、山口県の教育を考える

山口県教育庁教育企画室
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ボランティアってどんなこと？

現在、若者の都市への集中や核
家族化の進展、孤独な高齢者

の増加など、社会の急速な変化にとも
なって、人々の価値観も多様化し、地
域社会が抱える課題も多岐にわたって
います。
このような状況の中で、物質的な豊
かさよりも、人とのつながりや、心の豊
かさが求められるようになり、ボランティ
ア活動に対する意識も高まっていま
す。阪神・淡路大震災のときのように
若い人のボランティア志向も決して希
薄ではありません。
これまでボランティア活動は、困って
いる人を助けるという奉仕的な側面だ
けが強調されてきた傾向があります。し
かし、現在では世界平和や国際交流、
地域おこしや生涯学習など、あらゆる分
野においてボランティアが活躍するよう
になってきました。
また、ボランティア活動を通して、社会
の仕組みや課題について学んだり、活
動をするために必要な知識や技術を
習得したりすることもできます。
「自分の勉強になる」「いろんな人と
出会える」「喜んでもらえる」など、自分
なりの楽しみを見つけて、ボランティア
に参加する人が少しずつ増えてきてい
るようです。

思い立ったら
まず体験！
山口県立大学４年（社会福祉学部）

大西弘美

高校の時、福祉に少し興味があり、
何かしたい、自分の気持ちを確かめた
いという思いから近くの特別養護老人
ホームのボランティアに参加してみまし
た。実際に体験してみて、「人と関わる
ことが楽しい」「またやりたい」という気
持ちになったことが進路を選ぶきっかけ
になりました。

大学１年の夏の実習では、知的障
害者施設に行きました。私は人づきあ
いが少し苦手だったのですが、いろん
な人が人なつっこく話しかけてくださ
ったのですぐにとけこめました。特
に、話すのも難しい程の重度の障害
を持つ方と親しく交わることができ
たのは、私にとって忘れられない体
験となりました。「助けてあげたい」
という気持ちで始めたボランティアです
が、そうではなく、今は「仲間として」とも
に活動していきたいと思っています。
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大西さんも一緒に演奏したことがあります
「鳴滝園」のみなさんによる吹奏楽

ふれあいが
いっぱい
山口中央高校2年

原　路子
皆さん、「アートふる山口」をご存じで

すか？ これは、山口市の素晴らしさを
掘り起こし、広く人々に知ってもらうた
めに、歴史薫る古い街並みの残る一の
坂川や堅小路周辺の民家や店舗を
「小さな美術館」に見立てて、絵画や
美術品等を展示し、一日のんびりと散
策しながら鑑賞してもらうイベントです。

私は、このイベントに、街の名所や史跡
を案内する「ハートふるガイド」と呼ばれ
るボランティアガイドとして参加しました。
私自身は、特にボランティアという意

識はありませんでしたが、歴史が好きで
興味があったので応募してみました。

イベント当日は、来場者に同行して
案内をしましたが、事前に山口の歴史
や文化を何度も学習したり、多くの人と
知り合うことができたりして、私にとって
は素晴らしい社会体験でした。また、機
会があればぜひやってみたいと思って
います。

真心の通う、手作りの展示場（アートふる山口）

昔なつかしい紙芝居「アートふる山口」の1シーン



●まちの「花いっぱい運動」に参加する。�
●子ども会で自分たちの遊び場をきれいにする。�
●使用済みの切手を集めて寄付する。�
●休日に子ども会の世話をする。�
●地域の祭りなどの伝統文化を若者たちに伝える。�

県美展「ワークショップ」でのガイド�

こんな感じでどうかしら─どんぐりの会─�

楽しい人形劇�

「平成9年度生涯学習ボランティアの集い大会」より�

人形づくりもまかせてね！─さくらんぼの会─�

など、いろいろな活動が活動があります。す。�

●演劇や●演劇や音楽のサ音楽のサークルなルなどで、で、病院や病院や老人老人ホームを訪問する。訪問する。�
●サ●サッカー・水泳な水泳などスポスポーツの指導の指導をする。する。�
●手話●手話を習って、耳の不自由な耳の不自由な人た人たちとの交流の交流をする。する。�
●ホストファミリーとして留学生留学生を受け入れ受け入れる。る。�
�

●演劇や音楽のサークルなどで、病院や老人ホームを訪問する。�
●サッカー・水泳などスポーツの指導をする。�
●手話を習って、耳の不自由な人たちとの交流をする。�
●ホストファミリーとして留学生を受け入れる。�
�

など、いろいろな活動があります。�

●美術館や博物館でのガイドをする。�
●図書館で子どもたちに読み聞かせをする。�
●地域の文化財のガイドをする。�
●外国から来た人にまちを案内する。�
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どんなボランティアがあるの？

ボランティアの領域・分野はさまざまです。日常的に身近なところでできるこ
ともたくさんあります。そしてこれらのすべては、ボランティア活動をする

人にとっても、楽しいものなのです。みなさんも、その楽しさを「自分のもの」に
してみませんか。 出会いと笑顔が

元気のもと
徳山市「どんぐりの会」代表

小林三津子

「どんぐりの会」は、桜木地区のお母
さんたちが６年前に始めた手づくりの
人形劇団です。老人福祉施設、養護
学校、図書館などが訪問先で、毎週木
曜日に公民館に集まって公演の準備
をしています。
また毎月第２土曜日には、地区の子
ども会の人形劇団「さくらんぼの会」の
指導もしています。４月には初対面だっ
た子どもたちが人形作りに挑戦し、シナ
リオ、小道具など、年令に関係なく自分
にできる仕事をするうちに、時にはけん
かをしながら、仲間になっていきます。施
設訪問や３月の地区内の発表会では
子どもがとても大きく見えます。
温かい拍手をいただくと、子どもの顔

が輝きます。その笑顔に私たちはまたう
れしくなります。思いやりの気持ちは、小
さい時からの教育が大切です。大人が
変われば子どもも変わると信じています。
ボランティアをしているという意識は
特にはありません。面白くて楽しいから
続いているのだと思います。時には「き
ついな」と感じることもありますが、笑顔
に出会うとやめられません。自分たちの
得意な分野を生かして人形劇を作り上
げていく過程が楽しくて、その作品で
他の人にも喜んでもらえる。人形は私た
ちに二度喜びを与えてくれます。
今年度の作品は、「オオカミと七匹の

子やぎ」、個性豊かな１０人の子どもたち、
３月に向けて大いにがんばりましょう。
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くいと思われる方には、「誘われてボランティ
ア」をするのも一つの方法です。
初めてボランティア活動に参加しようと思う

人にとって、一番必要なものはボランティアに
関する情報でしょう。
情報の入手方法はいろいろあります。県の

生涯教育センターのボランティア相談員や、各
教育事務所のボランティアコーディネーターが、
みなさんのボランティア活動に関する相談や
情報提供を行っています。

〈ボランティア三つの提言〉

●身近なことからやってみよう！

●無理をしないで楽しく続けよう！

●思いやりと責任をもって参加しよう！

ボランティア活動は理屈ごとではありませ
ん。「こうありたい」という願いや思いを行動
に表す自由な活動ですから、まず参加して体
験してみることが大切です。
なかなかボランティアのきっかけがつかみに

特集 子どもの社会参加とボランティア活動

ボランティアを始めてみませんか？

電話から広がる
ボランティアの輪!
生涯教育センター

（生涯学習ボランティア相談員）

西山香代子

これからボランティア活動を始めたい
という人や、実際に活動をしている人
からいろいろな相談を受けています。
このような日々の相談を通して、地
域で活動している人との出会いがあ
り、次第にボランティアの輪が広がって
います。

いろいろな相談に応えるためにも絶
えず情報の受信と発信を心がけ、私自
身も積極的に活動に参加しています。
「喜んでくれる人の笑顔や、ありがと
うという言葉がとても励みになります」
と、皆さんはボランティア活動の尽きな
い魅力を話されます。
ボランティアは一歩踏み出して、初め
てその楽しさや、やりがいがわかります。
どうぞお気軽に電話してください。

時間を見つけて点訳を学ぶ

℡0839-23-7502 西山 香代子�
生涯教育センター（山口市）�

℡0827-29-1572 姫野 敦子�
岩国教育事務所（岩国市）�

℡0820-23-3381 村瀬 久美子�
柳井教育事務所（柳井市） 

℡0834-21-3595 吉本 敏子�
徳山教育事務所（徳山市）�

℡0835-22-1072 門田 美和子�
防府教育事務所（防府市）�

℡0836-72-0321 山本 福代 �
厚狭教育事務所（山陽町）�

℡0832-23-6278 大呑 芳子�
下関教育事務所（下関市）�

℡0838-22-0590 神崎 勝代�
萩教育事務所（萩市）  

学習情報を届けたい。広報誌づくりの編集委員会
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自分たちが学んだことを小学生に
教え、伝えたいという山口農業高校
の生徒の皆さんの希望を受けて、今
年度から上郷小学校の子どもたちが

高校生と一緒に農作業や畜産業な
どに汗を流す「交流学習」を始めまし
た。６月の田植えで、上郷小６年の子
どもたちが山口農業高校の水田に植
えたモチ米の苗は、この秋、立派に成
長し、豊かな稲穂を実らせました。１０
月の稲刈りでは、高校生のお兄さん
やお姉さんたちに稲の刈り方のコツを
教えてもらったり、刈った稲を丁寧に
束ねたりして、収穫を喜び合いました。

１２月には、収穫した米で餅をつき、
高校生の皆さんを招待しての全校集
会も計画しているそうです。

高校生との交流学習
小郡町立上郷小学校

毎月１回俳句学習の時間を設け、
心静かに１７文字と向き合っていま

す。今年で２７年目となるこの活動は、
日頃つい見過ごしてしまっている自
然の小さな変化や生活を見つめる目
を養うのに役立っています。
また、２年前から、校庭の隅に地域の
人々や保護者の力を借りて「ふるさ
との森」を作り、そこに植えられている
たくさんの木々を見ながら自然観察
や俳句学習をしているそうです。

自然とふれあい感性をみがく
柳井市立柳井西中学校

７月１３日午後、ビスマルク高校の
オ－ケストラ２５名が秋芳町商工会青
年部のお世話により本校を訪れ、演
奏会を行いました。生徒は、目の前で
演奏される弦楽器の美しい調べにう
っとりしました。
また、演奏会の後は、片言の英語
に身振り手振りも加えた会話に場内
が盛り上がり、ゲ－ムや合唱などで心
温まる交流となりました。
今後も機会があれば、諸外国の生

徒たちと音楽だけでなく、スポ－ツの
交流も図り、広い視野を身につけた
いとのことでした。

ドイツの高校生との交流
県立美祢高等学校 ふれあい交差点

ニュース募集のお知らせ（ ）
ふれあいニュースは、皆さんと

一緒につくるページです。あなた
の街の国際交流や青少年プロ
ジェクトなど、「ふれあい」をテー
マにしたイベントなどをお知らせ
下さい。

●連絡先
教育企画室
「ふれあい夢通信」編集室

秋の収穫が楽しみな田植え

校内選句会

アベマリア（シューベルト）の調べに聴き入る

刈った稲を束ねる

地域の人々や保護者と一緒に「ふるさとの森」を作る
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事例研究 みんなで考えよう

子どもたちが英語に親しみ、国際理解教育の一助にし
ようと、平成９年度から本郷村内の本郷、本谷、波野小学

校では、ゆとりの
時間を使って「わ
くわく英語タイム」
を行っています。
これは、広島で
英会話教室の講
師をしているグレ
ッグ・アレンさんが
平成７年に波野

小学校を訪問し、児童と交流したことがきっかけで始まっ
たものです。
本郷小学校では、本年度は３回（各学期ごと）、各学年

ごとに時間を設けています。その中で、簡単な英会話を
習ったり、米国での生活について聞いたり、ゲームをした
りして、楽しく英語に親しみます。また、２年生から上の児
童は昨年も習っているので、アレンさんとは、友だちのよう
に、とても親しく、積極的に話しかけています。
子どもたちは、「い

ろいろな英単語が
わかっておもしろい」
「アレンさんとのゲー
ムが楽しい」「アメリ
カの話がおもしろ
い」と、少しずつ興
味を引かれ始めて
いるようです。
学校は、児童の

興味がさらに広がる
よう、アレンさんと相談しながら内容を工夫していきたいと
のことです。

本郷村立本郷小学校
海外に思いをはせて
─わくわく英語タイム─

小学校では

旭村では、「海外体験を通じて、将来を担う子どもたち
の心を世界に開き、見聞を広め、国際平和に貢献できる

人材育成」を目的と
して、中学生中国
研修旅行が行われ
ています。
今年で３回目とな

りますが、明木・
佐々並中学校の３
年生２９名が、５月２
１日から２６日までの
５泊６日で、北京、済
南、上海を回り、山
東省師範大学付属

中学校との交流をしたり、万里の長城、故宮博物院や豫
園などを見学したり
しました。
生徒たちは、万里
の長城の壮大さに
感動したり、中国の
町並みの雰囲気に
興味を引かれたりし
ました。特に、付属
中学校との交流会では、簡単な英語で話したり、通じな
い時は筆記や身振り手振りでコミュニケーションを図り、

時間のたつのも忘
れるほど楽しかった
ようです。そして、全
員がこの研修旅行
に参加できたことに
とても感謝している
とのことでした。

旭村立明木中学校・旭村立佐々並中学校
世界の広さを身近に感じて
─中学生中国研修旅行─

中学校では

ようこそ、アレン先生

はるばる来たぜ、中国へ！

私がお教えいたしましょう

また、会えたらいいね

私、何て言ったらいいのかしら？
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国際社会においては、相手の立

場を尊重しながら、自分の考えや意

志を表現することが必要です。その

ためには、異なる文化や言語に関心

をもち、理解することが大切だと思い

ます。私たちは、小学校、中学校、高

等学校を訪問して、まず英語圏の

国々への関心を高め、英語への学

習意欲をもってもらうことを目標にし

ています。特に小学校では、ゲーム

や簡単な英語を通してコミュニケー

ション能力の育成を目指しています。

でも、英語を勉強することが直ちに異文化理解につながるもの

ではないということを心に留めておく必要があります。私たち英語

指導助手から直接その国の文化について話を聞いたり、イングリ

ッシュサマーセミナーなどで外国人との交流を深めたりする体験

も、異文化理解のためには大切なのではないでしょうか。

「めざせ国際人」

ひ と 言

防府教育事務所
英語指導助手

Alison j.Ince
（アリソン・インス）
アメリカ合衆国出身

県立華陵高等学校では、毎年夏休みに希望者を募り、
約３０名の生徒が海外ホームステイを行っています。

本年度も、７月１７
日から８月９日まで
の２４日間アメリカ合
衆国ワシントン州シ
アトル近郊でホーム
ステイ研修が行われ
ました。
この研修では、生

徒一人が一家庭に滞在し、現地の教員による授業を受
けたり、ボランティア活動を行ったり、文化交流会を催した
りして、語学だけでなく、その国の文化や生活にも触れて、
多くのことを学んでいるようです。
この研修を振り返って「初めは単語だけで話していた
が、最後には１つの
文章として話せるよ
うになった」「日本を
離れ、アメリカの家
庭に滞在したこと
で、自分自身を見直
すきっかけとなった」
「日本とは文化の違
いもあるが、人としての心は同じであった」等々、それぞれ
の生徒が感じたようです。

同行した教員は、
今回の貴重な経験
が、「世界で活用で
きる英語」の学習
へ、さらに意欲を燃
やす契機になった
と、その成果に満足
しておられるよう
でした。

県立華陵高等学校
海外での生活を通して自分を振り返る
─海外ホームステイ研修─

高校では

こんにちは、日本から来ました！

アンケートに答えて下さい

感謝の気持ちを込めて！
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子どもたちと一緒に参加、見学できるイベント案内
1 9 9 8 1 9 9 9
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11月14日（土）～11月15日（日）
レッツウォーク萩往還
●県萩青年の家　10838-22-4730

11月21日（土）～11月23日（月）
土星を見る会
●県立博物館　10839-22-0294

11月28日（土）～11月29日（日）
晩秋の十種ヶ峰
～じねんじょほりといちごがり～
●県十種ヶ峰青少年野外活動センター
108395-8-0033

12月12日（土）～12月13日（日）
萩焼づくりⅡ
●県萩青年の家　10838-22-4730

12月12日（土）～12月13日（日）
山小屋パーティーしま専科？
●県秋吉台青少年宿泊訓練所
108376-2-0106

12月12日（土）～12月13日（日）
親子で楽しむクラフト体験
●県光青年の家　10833-72-5512

12月26日（土）～12月27日（日）
もういくつねるとお正月？！
～餅つき､ミニ門松作り､輪飾り作り～
●県ふれあいパーク 10827-63-1513

1月17日（日）
生涯学習ボランティアの集い大会
●県セミナーパーク
10839-33-4620（県社会教育課）

1月23日（土）～1月24日（日）
海の幸にカンパイ
●県光青年の家　10833-72-5512

1月23日（土）～1月24日（日）
レクリエーション冬のつどい
●県秋吉台青少年宿泊訓練所
108376-2-0106

初めまして、小４、年長、年少の子供がい
る３児の母です。３人子供がいても長子の
場合、何もかも初めてで迷う事ばかりです。
下の子達には「お兄ちゃんは○○ができた
から、ちょっとやってみようかな」と楽な気持
ちでできるのですが、お兄ちゃんには、どうも
過保護になりすぎ、ついつい「お母さんが手
伝うね」と言っては、私があれこれしてしまい
がちです。そこでキャンプに参加させたので
すが、大成功！「自分でやろう」という気持ち
が少し強くなって帰って来ました。今度は親
子で参加するキャンプにチャレンジしてみた
いと思っています。Ｐ８のイベント案内、もっ
ともっとお願いします。

徳山市　小４の母

1月16日（土）～1月17日（日）
なつかしの日本の味と技
手打ちうどん作り、和紙作り、和紙アートな
ど、伝統的な食文化・技能に親しんで、日
本の良さを再発見してみませんか。

●県石城山青少年宿泊訓練所
10820-48-2108 

12月25日（金）
プラネタリウムインセミナーパーク
～冬番組「星占いの星たち」、冬の星座の見つけ方～

丸いドームの中の星の世界。星たちが
あなたを幻想の空間に誘います。冬の
日のひとときを楽しみませんか。

●県教育研修所
10839-87-1190 

11月13日(金)～11月14日(土) 
山口県図書館振興大会
県立図書館の書庫探検、点字や本づくり
体験、古本市などイベントがいっぱいです。
どうぞ家族でおでかけください。

●県立図書館
10839-24-2111

11月8日(日)   
山口県産業教育フェスタ
～高校生が学習成果を発表～

小・中学生対象の体験学習コーナーもた
くさんあります。ロボット操作やパソコンに
チャレンジしてみませんか。

●徳山市総合スポーツセンター
10839-33-4595（県指導課）

1月 9日(土)～1月10日(日) 
1月30日(土)～1月31日(日)  
2月13日(土)～2月14日(日)
白銀はまねくよ！十種ヶ峰
スキー好き好き好きの皆さん、銀白の十種
ヶ峰でスキースキースキーとスキー三昧の
一日を過ごしてみませんか。

●県十種ヶ峰青少年野外活動センター
108395-8-0033


