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障害児プログラム指導ボランティアの意識変化についての一考察

北海道YMCA学習障害児クラスの活動から一一

二宮信

はじめに

1995年より開始された札幌YMCA(以下YMCAは札幌YMCAを指す)の学習際努(以下LD

と絡す)見及びその周辺の子どもたちの援助クラス(プライム・クラスと呼ぶ)は， 2000年7月現

在 138名の登録があり，その中でもソーシャルスキルトレーニングの場として設定されている第2

土曜日のアクティプ・クラスには 35名の小中学生・高校生が登録し活動している。 LD克の指導に

は，一人ひとりの発達のバランスの惑さを理解する専門牲が必要害とされYMCAの通常のクラスは

講師による指導が中心となっているが，このアクティブ・クラスは YMCAスタップ及び講師の他に

多くの青年ボランティアが参画している。

1999年7月に文部省は r学習障害児に対する指導についてJ (報告)りを発表し，わが国において

も漸く LD児教育が始まった。しかし， rLDJという言葉は一般においても，教育関係者においても

まだ理解されておらず，その啓発にはかなりの時聞を要すると考えられる2)0 LD児教育は，まさに

今日的な教育課題であると言え，このような背景から，このアクティブ・クラスの活動は，全留で

も数少ない LD児を対象としたボランティア活動と言える。

筆者は，このプライム・クラスの担当者として開設当初より関わり，クラスの運営管理， LD児の

指導及びボランティアの育成に関わってきた。本研究は，ボランティアが組織されてきた経緯を踏

まえつつ， 1999年度に行われた LD児の活動 (r例会J) と「リーダー会J (ボランティアのミーテイ

ング)及び月 1回開催された LD児理解のための「学習会」についての検討と参爾したボランティア

への調査(アンケート及び開き取り)により，彼らがこの活動に主体的に参画するにいたった意識

変化の様子をたどることにより，その要調を検討しつつ，指導者としての専門性の獲得方法や今日

的な LD問題への受け止め，及びボランティアとしての自発性・主体性形成などの自分自身の課題の

気づき等，どのような課題を発見し，発展させていったかについて明らかにしていきたい。このこ

とが地域の中でLD児を取り巻く環境形成のあり方の検討に繋がると考えるからである。
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しD児の教育的取組の状況

(1) しD (学習樟寄)

LD (Learning Disabilities)の研究は米国において， 1963年カークによる"LearningDis註bilitiesか

という用諮の使用から始まり， 1967年のマイクルバストによる微細脳機能障害 (MBD)をLDとす

る提言により，全米に拡大し深められていった。その後，全障害児教育法(1975年)の中で， LDは

障害のカテゴリーとして位置付けられ，公教育における LD児教育のシステムの構築が行われるよ

うになっていった。現在では，各州の教育行政において LDは明確にそのシステムの中に位置付げら

れ，個別教育プログラム(IEP)作成のプロセスには多職種の連携が臨られ，リソースルームの活用

などが日常的に行われる状況となっている。

わが閣では，上村菊朗らによる慶療的なアプローチと森永良子，上野一彦らによる教育的なアプ

ローチの紹介から始まり， 1980年代半ば頃より一部の研究者，教育者を中心に関心が高まってきた。

しかしながら， 90年代に入ってもなかなか LDの定義，診断，教育，個別指導法などについて枠組

みが作られず， LDとはどのような障害をさし，どのように指導すればよいのかは，共有されないま

ま混乱が続いていた。 1995年 3汚，文部省は「学習障害警に対する指導について(中間報告)Jl)を発

表し， LDの定義を明らかにするとともに， LD児及びその湾辺の子ども遠の存在を認め，その後，

教育的指導上，特別な配慮が必要であることの務発用リーフレットを作成し，全国の教育委員会に

配布した。次いで 1999年 7月に「学習障害児に対する指導についてJの報告1)を発表し， 2000年度，

全爵の実態調査を開始したのである。

(2) LDの定義

1999年7月に文部省の発表した LDの定義は以下の通りである。

とは，基本的には，全般的な知的発達に遅れはないが，関心話す，読む，脅し計

算する又は捻諭する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

のである。

学資際警は，その原由として，中枢神経系に侭らかの機能障害があると推定されるが，視覚障

聴覚障害，知的障害，情緒障害などの障害や，環境的な要留が直接の原因となるものではな

し'0J 

LD児は基本的に知的発達に遅れがないため，ほとんどの子どもは普通学級に在籍しているが，そ

の認知の偏りから通常の指導では学習に困難を示すとされている。またこの定義では直接触れられ

ていないが「行動の自己調整，対人関係などにおける問題が学習障害に伴う形で現れることもあ

る」りとして学級での集団活動にも課題を持つ子ども遼もいると解説されている。わが国の特殊教育

制度は中・震度の障害児を対象に発展し確立してきたが，軽度の障害児やこのような LD見への対応
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はほとんど手が付けられていない状態であり，公教育におけるシステムもまだ作られていない九

(3) 北海道におけるし0児教育の状況

北海道における LD児教育については， 1991年の北海道党案青年精神保健学会(会長伊藤則博)

における rLD研究会Jの発足から始まる。本研究会は 4年半の歳月をかけ基礎的な研究を行い，北

海道における LD児教育のベースを作り上げた。その後，関学会より独立し，北海道学習障害児・者

親の会「クローパー」も参加し r北海道 LD懇話会」として LDに関する地域ネットワ…クの中枢

として活動を開始することとなる。一方，児3童相談所や教育相談機関及び医療機関は LD研究会(懇

話会)と関わりながらも LDに関する研究を独自に進めていたが， LD児を直接指導する機関がない

ことから，その閉塞感を高めていた。このような状況の中で， 1995年YMCAはLD児を支援する

クラスを開設し，公教育や相談機関，芭療機関との連携の中でその活動を開始したのである。

2 YMCA におけるしD児教育への取組

(1) YMCA 

YMCAとは、、YoungMen's Christian Association"の略で，キリスト教青年会と訳されるo 1844 

年ロンドンで誕生した間際的な青少年社会教育関体であり，日本では 1880年東京 YMCAが創立し

活動を開始している。北海道YMCAは内村鑑三らを中心に結成され， 1897年に鋭立した。現在は

札幌，北見，帯広の三都市を拠点として，専門学校(札幌)，幼児教育，諮学，国際，体育 (ウェ

ルネス)，野外(キャンプ)などの教育活動のほか，障害児を対象とした水泳，体操，キャンプ，ス

キーなど幅広い活動が行われている。

特に 1962年より札幌 YMCAで行われている絞体不自由児対象のキャンプは，現在では，脳性マ

ヒ，ダウン症，知的障害のある子ども遼も参加するようになり，この 40年間毎年行われてきている。

また， 1982年より自問的観向の子どもとその親を対象たしたキャンプも開始された。 1980年より始

まった自問的傾向の子どもの水泳クラスやその後開設された体操クラスには，ダウン疲などの子ど

も逮も加わり 1999年現在220名もの子ども遼が透うにヨさっている。

(2) YMCAでのしOプログラムの取組

全国の YMCAが LD児のプログラムを開始したのは， 1994年5月の西宮 YMCAのLDクラス

開講に始まる。その後，ボランティア養成講座やキャンプなどが行われ， 1994年 11月には横須賀

YMCAがLD児の水泳体験教室を行い， 1995年 5月に学習援助特別クラスを開設した。東京

YMCAは1995年にディキャンプ，ボランティア研修，スキーキャンプ等を笑施したあと 1996年4

月よりクラスを開始している。その他，とちぎ YMCAをはじめ大阪，熊本など全国の YMCAが LD
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児のプログラムに取り組み始めている。

北海道YMCAは，札幌 YMCAにおいて 1994年 12月より LD児に対するプログラムの研究を

開始，佐藤剛(札幌医科大学教授)の指導により 1995年 7月に親の会「クローパー」との共催で厚

真町にて 17家族の参加を得て 1泊28の親子キャンプを実施し，続いて同年9月に fLD児及びそ

の周辺の子ども達」を対象とする支援プログラム「プライム・クラス」を 2名の参加者を得て開設

するに至った。

(3) YMCAプライム・クラスの内容

プライム・クラスは月~金曜の夕方に行う学習の基礎作り及びソーシャルスキルを指導するクラ

スと第2土穣臼に活動するアクティプ・クラスを基本として構成されており，幼児4歳から高校生

までを対象としている。いずれも 3~5 人を 1 グル…プとし，指導者が 1~2 名つく体制で運営さ

れている。

LD)尽の蹟きの現れかたは一人ひとり違い，学習の国難さはさまざまでありその状態像によりい

くつかに分類されているが， YMCA入会時に提出される「事前調査書」によると， LD児は LDで

あるがゆえの学習の困難さに加え，多くのケースで対人関係での課題や心図的な開題も併せて抱え

ているのが笑情であった。

表 1は， 1999年 10汚現在の在籍者 96名の事前調査蓄をもとに保護者が「気になっているところ」

として上げたものである。複数の諜題をもっている子どもが多いので数字は震複して出ている。

これ以外では，意欲の喪失，感情不安定，興味の偏狭，不設校などが上げられる。これらの項目

は，保護者の観察，関心による指摘のため正礁な状態像を示すものとは言い切れない。また， YMCA

が学習の基礎作りやソ…シャルスキルを指導するという前提で集まってきている子ども遼であるの

で，若干の偏りは否めない。しかし f乏しい交友関係」を課題とする子どもが半数いることや「自

信喪失・低い自己評価」が上位にランクされていることからも，対人関係での課題や心図的な問題

を無視することができないことが窺われる。

表1 入会希望待の保護者が気になっているとニろ

乏しい交友関係 49 欝字の締筈 10 

言語発達の遅れ 24 多重主性 10 

自己表現の未熟 24 規則・ルールの理解協難 10 

自信喪失，低い自己評価 20 物の管理rn難， ，忘れ物 10 

集団行動図難 16 筋道を立てて話せない 8 

集中困難 15 興奮・乱暴・反抗的な言動 8 

協調運動障害(不器用) 14 欲求不満に対する低総'段 7 

音声言語の理解・表出の障害 13 いじめ 7 
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(4) アクティブ・クラスの活動

月 l回，第 2土曜尽に行われるアクティブ・クラスはプライム・クラス開設の翌年， 1996年 4月

より開始された。例会は午前 10時から午後3時 30分の 5時間半の活動である。グループは 3 5 

人を慕本とし， 1-2名のボランティアが指導にあたる形で構成されている。99年度は 32名の登録

となっている。その中には旭川や富良野，帯広からの参加もある。表2は， 1999年度の参加者の分

布である。

開設当初は，小中学生を対象として開始されたアクティプ・クラスも，子どもの成長に合わせ 98

年度より高校生のクラスが開設され，活動の躍を広げている。プログラムは「ソーシャルスキルの

向上をねらいとして，グループ活動を基本に，自分たちで計画したことを実行する体験学習援のク

ラス」として行われている。「考えるJ r調整するJ r実行するJ r克蔑すj ことを中心に進め r楽し

いことをするために計爾するJ というプロセスを通して考える習慣を身に付け，グループでの活動

を基本とするので仲間作りにもなり，プログラムによってはさまざまな学習要素の取得にもなると

している叫。

(5) ソーシャルスキル

ソーシャルスキルは， 1980年代以降関心が寄せられてきた課題で，対人関係を円滑にするスキル

のことであり刊社会生活を送る上での基本的な行動様式や人間関係を築き続けていくためのコ

ミュニケ…ション能力とされる。認知能力に課題を持つ LD児にとって，このスキル行動を作り出す

能力(コンピテンス)6)の偏りは大きな課題となって現れ，日常生活の中で交友関係が乏しいという

ことは，このような能力を獲得する機会も少なし悪循環になっているといえる。アクティブ・ク

ラスはこのようなソーシャルスキルを体験的に学ぶことを呂的として行われているが，交友関係の

乏しい参加者にとっては，自分が認められる場であり，日々のストレスの発散できる場として月 1

回の例会を楽しみにしている。

(6) ボランテイア・リーダー

YMCAでは古くからキャンプなど青少年活動に青年の参画の場を作り，ボランティア活動とし

て展開してきた。また，そのような場が参画する とっても大変貴重量な経殺の場として位置付

表 2 1999年度参加者分布

男 女 合計

小学生 11 5 16 

中学生 6 3 9 

持校生 6 1 7 

合計 23 宮 32 
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けられてきていた。

アクティブ・クラスにおいても， LD指導という専門的な活動ではあるが，基本的な知識とそれに

慕づく配慮、により，青年ボランティアの参爾は可能であると考え募っていた。むしろ r先生Jr親J

というような子どもにとってある種権威的な存在より，年齢の近い青年のほうが親しみゃすく， LD 

児にとってモデル(行動の規範)としての効果もあると考えた。子どもたちはボランティアを「リー

ダー」と呼び，自分を理解してくれる存在として受け入れているようである。

当初より青年ボランティアの参加があった。96年度は，LD兇を対象としたプログラムとしての関

心から児童相談所職員や YMCA野外活動リーダーの OBなどが中心となって行われたが，社会人

ということもあり継続して活動に参加することが関難であった。 97年度は，彼らの呼びかけにより

北大教育学部の学生らが多く集まり活動が行われた。いずれも LDに対する関心が高いボランティ

アが集まったといえる。しかし 4年生・大学院生が中心で時間的な余裕はなく，例会前日に準備

をする程度でそれ以上の広がりをもつことができなかった。この 2年間のプログラム立案は

YMCAスタップと講師によりなされており，打合せも直前に行なわれ，リーダー会として総織だっ

た活動ではなかった。しかし，学習会は， 97年度より定例イじされ月 1回もたれており， 97年度はケ

ス検討を行っている。

このような中で，リーダー会として形作られたのは 98年度からであった。 YMCA野外活動リー

ダーの OBで幼稚園教諭であった Mさんの呼びかけがきっかけとなっている。この頃より一般の学

生・社会人も加わり参画するボランティアの背景も多様化し始め， LDを全く知らないで、参加するボ

ランティアが増えてきていた。そのため活動に初めて参加するボランティアには，スタップによる

LD基本理解と YMCA理解，ボランティア活動理解を柱とするオリエンテーションがもたれるよう

になった。リーダー会ではそれまでスタップ・講師により行われていたプログラムの立案を自分違

でやりたいとの希望が出され，そのためミーティングも毎週定例化した。これにより，子ども達と

の活動の「例会」とそのプログラムの立案・準備・評価のための「リーダ…会」と LD理解のための

「学習会Jが平行して行われるようになっていった。 98年度はこのべ…スが作られた年であったとい

える。

3 1999年度の活動から

(1)例会

表 3は年間 9閤の例会の活動内容である。

これらの活動はすべてリーダ一会で話し合われ，企画段階からリーダーの手により準備されてい

る。中心となっていたMさんは仕事の関係で5月から札幌を離れたため中心的な役割から降りてい

る。
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表 3 1999年度アクティブ・クラス活動一覧

日程 テ…マ 活動内容

第 l回 5月 全 リユース・オブジェ 不要品を利用して共i湾創作

父の日に婚ろう
折染め，手紙番き宛名誉き

第 2回 6月
中 折染めレター

高 外に遊びにいこう 行き方を競べる，イ系りを決める

第 3回 7月 会 手作りお弁当大会
グループ毎にお弁当を作る公留に

行き主主食

第 4回 9月 台風のため中止

第 5回 10月 全 秋まつり 応番・客の体験

ピストロアクティブ 食グループ毎に料理バイキングで昼 I

第 6回 11月
中 おかずバイキング編

リーダーの家へ遊び
高

にいこう
訪問の体験

第 7回 12月 ~ 
アクティプクリスマ

クリスマス会の企画，準備，運営
ス会

9月の振替
全

冬だf元気にスポー 公園での雪中運動会

l月 ツ大会 体育館でゲーム

とりっきりアクティ クワレープ毎テーマを決め写主主撮
Eド ブ。 影。写真展。

第 8回 2月
チャレンジする個別の課題を決め

書室 言宗せドリーム計画
練習。

アクティブカーニパ 1年間の活動の振り返りグループ

中 Jv で寄せ霧き
第 9回 3汚

主幹せドリーム計磁最
高

終霊童
練習の成果の発表

(2) リーダー会

99年度のボランティア・リーダーの登録総数は 25名で男 8名，女 17名で， 19名(高校生 3

名入社会人8名(内 1名は高校中退)であった。運営のための負担が一部のリーダーに偏らないた

めに毎月間り番で決める世話人(3名程度)によって運営の全般的な準備がなされており，リーダー

会のミーティングは，プログラムのテーマ・素材を考える「世話人会」と参加する LD克一人ひとり

の課惑を考え， t詮話人から出されるプログラムの検討，修正，準備のための「リ…ダ…会」とで構

成されている。この両方を合わせると，年間で 30屈のリー夕、一会がもたれており，平均出席者数は

5~6 人であった。これ以外にも，例会終了後，評価会がもたれている。

担当するグループは基本的に毘定されているので，リー夕、ーは自分のグループのメンバーに照ら

し合わせて個別の課題を考えることとなる。またリーダー会では，自分のグル…プの諜題について

出し合い，話し合ってもおり，他のリーダーの指導上の工夫などを共有する場ともなっている。スー

ノfーヴァイズは， YMCAスタップと議締が行っていて，リーグーは自分のグループの指導上の課題

を随時相談できる体制となっている。
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(3) 学習会

一方，学習会は， fLD学習会J として LDに関心のある指導者関の学びの場として設定され，公

開で行われていてリーダーのみが参加して行われたわけではない。 99年度も児童相談所心理判定員

やYMCAスタップ，幼稚園教諭，またレギュラーで市内小学校教員が参加している。

99 年度の学習会は表 4 の通りであり，王子均参加者数は 11~12 名であった。この学習会は， LD理

解 (LDの慕本的な理解，ソーシャルスキル・トレーニング，心理検査法の理解など)と LD児指導

に認知カウンセリング7)の考え方を有効に援用してみようという試みで研究が重ねられてきた指導

法とを交互にいれ構成されていて，できるだけ現場の指導を考慮して行った。また，リーダーの LD

理解，指導法理解の積み上げも念頭にいれて行なったため，実習・演習形式を基本とした。

学習会の指導には， LD児指導について研究・実践している市内小学校教員と YMCAスタップ，

講師があたり行われた。

(4) オリエンテーシ gン

YMCAでは LDプログラムに参加するボランティア・リーダ…に対し，プログラム参加官官に基本

的な LD理解やプログラム・オリエンテーションなど指導者として必要なトレーニングを行ってい

る。カリキュラムとしては， fLDの定義J fLDの状態像JfLD疑似体験J f二次障害についてJf指

導上の配慮」及び fYMCAボランティア・リーダーの役割と責任」で構成されている。先に述べた

ようにボランティアはほとんど LDについての理解がないまま希望してくるケ…スが増えてきてい

るので，このオリエンテーションは，震要なガイダンスとなっている。

署長4 99年度 LD学習会一覧

年間テー'7 fLD児の指導法」
一認知カウンセリングからのアプローチー

日程 ア マ

4月23日 認知心理学から認知カウンセリングへ

6月4日 ソーシャルスキルについて

7月2臼 認知日カウンセリング理解 1 

9月17臼 心理アセスメントと指導の視点、

10月15臼 認知カウンセリング理解 2 

11月5臼 LD児のソーシャルスキルの問題とその指導

12月38 認知カウンセリング理解 3 

2月4日 カウンセリング・マインド

3月178 1年のまとめとして
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障室主害児プログラム指導ボランティアの窓言語変化についての一考察

4 ボランティアの意識変化

(1) アンケート鵠査から

中心的な役割を担っているボランティア・リーダーの中から 6人のリーダーにアンケートをとっ

た。表5はその田答結果である。活動年数は調査した 2000年 8月現在のものである。これによると，

ボランティア活動の経験は 6人中 5人にあり，福祉活動的なもの，野外活動，国際交流活動などそ

の背禁はさまざまであった。また，この活動以外のボランティア活動は行っていない。このような

パックグラウンドから LD見へのボランティア活動を始めた理由としては， Bさんのようなケース

は大変特異なケースといえるが，その他は，友人に誘われたなど普通の回答である。しかし，続け

ている理由としては r楽しい・面白い」と並んで「学ぶことが多しりとあり，いわゆる奉仕活動的

な閤答ではなく，自らの学習活動としてこのボランティア活動を位置付けている。開始当初， LD児

への理解はほとんどなく， Aさんのように間違った考えをもって参加してきたケースもあった。 LD

理解に役立つこととしては，指導にあたっている講師との話し合いが大きいようであるが，伊j会に

参加すること，直接子どもと関わることの体験という閤答も見逃せない。

さて，彼らが参加している例会， リー夕、一会，学習会であるが，この 3つは相立にリンクしてい

るようである。 Cさんの回答のように，例会をリーダー会，学習会(で学んだこと)の意味が関われ

る場として位置付けていたり， Fさんのようにリーダー会を子ども遠の問題に合わせて考え，リー

ダ…同ごとのディスカッションの場としている。

今日的教育課題としての LD問題を尋ねてみたが， B さんのように大変意識の高い回答と無回答

とに分かれた。このことは，リーダーの学校の専攻によるところが大きいと考えられるが， cさんの

ような閤答もあり， LD見との出会いや理解の深まりから気付いてきた問題であると考えられる。

後にこの活動がリーダーにとってどのような場になっているかを尋ねたが，普段の生活を見直す場，

生活の一部など，それぞれにとって重要な位置を占めていることを窺わせた。

(2) 閉さ取り説査から

この 6人のうち，訪問年度の例会，リ…ダー会(世話人会入学習会の出席率の高かった Aさん

とCさんに開き取りの調査を行った。

Aさん

Aさんは， Eさんの高校時代からの友人で， Eさんの紹介でこの活動に参加し始めた。作業療法科

ということもあり，感覚統合訓練など LD児指導が学校での学びと重なるところも多く， LD児に関

する理解が深まるにつれ，活動も積極的になっていった。 Aさんは，その理由として rリーダー会

があったから」と答えている。お手伝い的なボランティアではなく，自分でやりたいと考えていた
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表 5 札幌 YMCAしOボランティアへのアンケート

Aさん Bさん Cさん

性別 | 男性 | 女性 i 男性

年齢 20歳 23歳 17歳

学校・職業 | 専門学校3年 | 大学~1 年 i 無職(高校中退)

専門 | 作業療法科 | 学校教育 i 音楽

ボランティア緩験

! .J-~ 1 自衛症児の遊びの活動，特殊学 l過去の経験 iなし Cf!4J1lC.Jl.:.V-'Jl!LVv....11=l!Wh 1'Il-'1'-r-I YMCAアウトドアクラブ
I .~ ~級霊童動会 | 

他の活動 |なし iなし |なし

LDボランティアについて

一一一理教普賢~竺 8 !1'.月今 ー一一……… 11月1月一 1年6か月

卒論を害警くにあたって笑擦に

参加理由 i平坦なお予言に活を入れるため ILD'Aと関わることで LDにつ i友人に誘われたから
いての理解を深めたかったから

毎回プログラム毎に子どもの犠

予(表情，行動など)が遼って 1
ー ! ? i楽しいから(リーダーとの関係

続けている理由|面白川自分で/ログブムを組 iいて，佼ら九関わるのが楽しい iも，メンバ}との関係も)，暇だ
み立てる体験ができるから iから。 LDに隠する情報が得ら i

z iから，勉強になるから
れるのも大きい(学校では傍ら t

れないので)

LDについて

i文部省で出された見解 (99.11
l知蕊遂れのそFどもだと怒ってい i i LDの理解 |み iまでのもの}勉強阪でのつまづ i全く知らなかった
|ル lきに係りがあるという穆度 i 

LD環解に |学習会と先生方と話し合うこと
役立ったこと|本 2~3 帰読んだ

例会， リーダー会，学習寄会はどんな場か

例会
コツコツと穣み上げてきた事を
試し，打ち上げ成功させれた時
は感動を得ることができる主義

YMCAでの学習会， LDに関す
る本，笑際の活動と活動前後の
リーダーとのやりとり，先生が
話した情報，学会

先生との話し合い

緩i1Iは日常になりかけている
(良し慈しはあるけれど)，リ
ダー会，学沼会の窓味が関われ
る場

リーダー会
プライベートな場所，高級な産量|情報収集の場，子どもの援し方 I(苦しみのある)楽しさがある。

味の場所 I (視点、)，他のリーダーがどう考|どちらかと食えば趣味の場

学潔会

iID白い諮が聞ける。学校で学ん
だ事柄が重なっていたり，か
すっていたり，教育現場での

LDのとらえ方を知れる。

今段的教育課題としての LD問題をどう考えているか

人潤が多様であることを大人が
知ること。また現場でもその事

を子どもが自然に受けてくれれ
ばいいと恩う o 自分も子どもの

績から劣等感のようなものを
もっているからかも知れない

この活動は，あなたにとってどんな活動か

とても有窓幾

えているかを知ることができる

今の学校教育の場では彼らが彼
ららしく活緩できる場，それを

7渇口一アップする体制が怒っ

ていなし凡そのことは，例会で
の子どもの様子を見ているとわ
古言ってくるように，思う。

1 j産隠の流れの中の生活の一
部。ボランティア活動というよ
りは，子どもと同じ活動を過し

てi司じ待翻を過ごせる楽しい
(だけではないが)場になってい

ると怒う。
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趣味の場だけれど，それだけで
はないのがアクティプクラス，

まじめにリーダー会，例会をす
るための，どちらかといえばオ
フィシャルな場

-対人関係が大事だとj思う。.
ソーシャルスキノレというものa
体をもっと考えたほうがいいの

かも知れない。・LDの子にソー

シャルスキルを身に付けて生き
やすいように変える前に，周り
の環境がその子たちに会わせる

ように変わった方がいいと思l
フ。

有吉霊義な活動
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Dさん

女性

Eさん

女性

Fさん

女性

E重度心身隊害者親のム
百|鼠際交流などのお手伝い

の子どものま震かり
老人ホーム

なし なし

1年 6か月 1年8か月 1年4か月
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誘
?
学

に
(
を

人
強
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し

意外に勉強できることが多

かった。子どもがかわいい，自

分の子どもに対する態度，接

し:方を発見する。わからない

ことが多いが，続Itt:tいとわ

からないため。

ilii白い，学ぶことが多い
罪事答児と関わることが楽しい

し，学ぶことが多い

さをく知らなかった 全く長aらなかった LD工学潔隊主害児

学んでいない。友人の助言

など。学校の授業ではかぶ

る場簡が多く，役立つがそ

れを笑際の場溜で用いる

ことは全く難しい。

先生方のお言語学習会笑際に

例会に参加すること

子どもと際わることの体

子どもとの援し方，子

どもの特徴を少しでも

つかむ場，子ども世界

実際にメンバーと援する場 月に一度の再会，楽しみ

お互いの知識交換，考え方
I =， ^ ~.V.. ，_ ~"^ ，'C ~ "プログラムを子どもたちの湾建

の途いの認識の場，自分の i例会の準備，反省 悠のリー|i |に合わせて考え，リーダー同志
考えを認識できる場(話す|ダーとの話し合いなどをする場|J'/ '-V/ Il~ '-' ~ y _.""  '- "- ;7 ."" ~o/J 1のディスカッションの場
ことで気づく

LDなど学問的に潔解 ILDについての滋解を深めたり|今日的教育謬閣としての LD関

する場，知識を場やす i視野を広げる場 |遂をどう考えているか

難しい質問。まだ自分|普i車学級にも特殊学級にも燈場

なりの見方は作られて IPiTがないということ。公教育の

いない。とにかく参加|場でLD兇の居場所が確立され

している状態。 Iていないこと。

子どもを相手にすると変わる

自分に息抜きを感じる。自分

の遼う側面を発見できる場。 I普段の生活では考えなかったり

子どもの世界を見ることで自|気づけなかったりすることを考

分の普段の生活を見復すまで|える機会になる

はいかなくとも少し;異なる祝

点でFもれる。

67一



社会教育研究第 19号 2000

Aさんにとってリーダー会は，子どもの問題とプログラムとの両方に関われるところとして魅力を

感じたようだ。また， LDの理解の場としては例会が一番と言い，プログラムの成功，失敗がそれぞ

れ理解を深める契機になっているという。自分の担当の子どものほか，他のグループの子どもにも

学校のことなどを開く機会を作っていて，彼らの将来について不安だと答えた。今日的な教育課題

としての LD問題を LD者の社会的な自立などより深い形で捕らえていることを鏡わせた。

Aさんは最後に，もっと専門性を持って指導していきたい，卒業後も可能であればこの活動を続

けていきたいと考えていることを話してくれた。

Cさん

Cさんは中学時代から Y出CAの活動に参加し，高校 1年の 1月の高校中退前後から積極的にこ

の活動に関わるようになったという。実際には，高校入学時よりこの活動に参加していたが，本人

の実感としては， 1年の終わりからのようである。 LDについては，親の仕事の関係で情報としては

すでに持っていたという。アンケートで「会く知らなかった」と回答したのは r出会っていないJ

という意味で解釈したようだ。彼もまた，この活動の参繭の理由が「リ であった。当初

中心となっていた M さんに誘われて参加している。例会・プログラムよりリーダーと話しをするの

が好きで参加したという。しかし，学習会に参加することで学んだことが子どもの指導にどう生き

るのか，と考えるようになってから，子どもの問題に自を向けるきっかけができたという。また，

「子どもに声かけが出来るようになっている自分を発見する」という自己の変化に気付くようになっ

てから活動の視点が大きく変化してきたという。その意味で， Cさんは，例会を「別格J な場とし

て，リーダー会を自分のグループの子どもの現状を考える場，学習会を LDの子どものことを考える

場として整理し，今は担当している子どもの課題を中心に考えが展開しているという。Cさんはリー

ダーの中でも積緩的に役話人を賢ってでており，会の有力なメンパ…となっている。

この聞き取りをして二人に共通することがいくつかあった。ニ人とも「子どものため」には「自

分のため」と考えていることであり，このリーダー会にはプライベートな付き合いがほとんどなく，

例会，リーダー会，学習会の時だけあっている，それで、もお1iいを尊重しあい，認めることができ

るということである。 Cさんはこのリーダ…会は目的意識がはっきりしている集団だからと答えて

くれた。

5 考察

LD児へのボランティア活動を通して，ボランティアの意識変化のありようについて整理してき

た。この活動の場合，活動のベースがリーダー会であり，学習会でLD理解が深められ，例会で実践

するという棺互の関係がうまく機能しているケースとして考えられる。リーダ…会の記録では 4
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月当初から 10月の秋口まで，主にプログラムの立案・準備を中心に話し合いがもたれ運営されてき

ていた。しかし， 11 f:lころより，リーダー会の話の中心が「子どもJ となり，自分のグループの子

どもにとって，行われるプログラムがどのような意味があるのかを考え，話し合いがもたれるよう

になってきている。特に， LD児一人ひとりの発達のバランスの課題，ソ…シャルスキルの課題など，

それらの問題へのアプローチとしてのプログラムという発想がリーダー自身から出てくるように

なった。このことは例会，リ…ダー会，学習会を通して，子どもとの関係が深まり，子どもをより

深く理解することができるようになることによって「担当した子どもの課題の発見」となり，ボラ

ンティアに意識の変化をもたらしたと考えられる。

それゆえ関心はかなり個別化された形で現れてはいるが，それが活動への意欲を高めると共に，

むしろそのことにより，ボランティア自らの課題の発見や LD開題の全体像を捉えようとする問題

意識が芽生えてきていることが窺われた。

この意識変化の有りょうは，以下のように繋獲することができる。

しプログラム及びリーダー会への主体的な関わり

ボランティア活動への参加の理由に「友人に誘われたから」というのが見受けられるが，こ

のことは参加するにあたって，さほど深い理由があったわけではなしむしろお手伝い的な意

味合いが強かったのではないかと考えられる。しかし，リーダ…会の盟り番で担当する「世話

人J というシステムが機能しているため，皆が会の運営に対し考える機会を持ち，その経験に

より会の運営に主体的にならざるをえない仕組みが出来ていたことが大きいと考えられる。当

初，リーダー会の中に役割を閤定しないシステムを作ることによって，構成員の負担が一部に

偏らないようにしようという試みであったが，むしろ，構成員の主体的な関わりを促す仕組み

になっているように思われる。

2.プログラムサービス提供者から学習者へ

「ボランティア活動を続けている理由」を設問としたのは，参加の理由が何であれ，そこに留

まっていることを決定した自己の意識が浮かび上がると考えたからであるが，ほとんどの回答

の中に r楽しいから，面白いから」という回答と同時に「学びがあるから」と答えている。YMCA

において多くの青年のボランティア活動(野外活動，キャンプ・スキ…プログラム活動など)

があるが，そのほとんどはプログラムサービスの提供である。つまり，ボランティアはプログ

ラムサービス提供者として機能している。しかし，プログラムサービスの提供者が学習者へと

変化するということ，つまり，それらの活動の中から様々な学びを得る視点、を持つことが出来

るようになるということは，活動の意味合いを大きく変化させる。「子どもに声かけが出来るよ

うになった自分の発見」など，そこにおける「学習内容」はそれぞれのボランティアによって

異なるであろうが，サービスを受ける者と提供する者の関係において，基本的な関係の変化を

見出すことが出来ると考える。
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3. LDの今日的課題の気付き

LDを取り巻く課題は，公教育の開題のみならず，その後の進学，就労，就労後の仕事の継続，

余暇など，教育的なシステムや地域の理解などこれから作りよげられなければならない課題が

山積みである。関わりあった子どもの個人的な課題を還して，これらの今日的な課題に気付い

ていくことは社会を構成する一員としての自己の存在への気付きでもある。自らの存在を社会

的な存在として気付くことの閤難な時代にあって，この意識変化は賛意まなものと言える。

学齢期の LD児を取り巻く環境について考えただけでも，親，教師，クラスメイトの理解を中心と

する「個人的なステージ」のほか，学校体制・取組，関係機関との連携支援システムを考える「組

織的なステージJ，YMCAのような民間の教育機関など学校外教育(地域・民間)との遼携支援シ

ステムを考える「地域社会的なステージ」及び学級人数，指導体制，通級指導教室など LD児の教育

システムの課題である「構造的なステージJなどが考えられる。しかし， LDという問題そのものが

まだ一般に理解されていない状況の中で， LD児自身は家庭や学校においてなかなか理解されない

困難な生活を送っており，対処療法的にもこのような活動の場が求められる。そして，このような

ボランティア活動を遜して LD児を理解し，指導にあたる!替が拡大されていくことは今後援々護婆

な意味を持っと考える。このことは，単に LD児にとっての偶題ではない。このような子ども逮との

活動を逃して，ボランティアである青年自身が教育・社会の問題や自分自身の問題を発見する契機

を得ており，むしろ， LD児・者を受け入れる地域づくりにおいて，その索土践を作っている活動でも

あると考え得るのである。そのような意味で，ボランティアが意識変化をもたらす要因とその展開

を探ることは，今後展開されるであろう LDの啓発活動を生かすためにも大変重要な問題であると

いうことができる。
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