
2013年(平成25年)

 9月1日　発行

第115号
月(Mon)　　火(Tue)　　水(Wed)　　木(Thu)　　金(Fri)　　 土(Sat)　　日(Sun)

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

　　　　　　        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

学習サポート        学習サポート         学習サポート        学習サポート        学習サポート

※

※

※※

学習サポート

※

※

※

※

※※

※

2013年  9月のアンガージュマンの予定
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2013年  9月のアンガージュマンの予定2013年  9月のアンガージュマンの予定

山形物産市
　(はるかぜ書店前)

9月のボランティア募集 参加希望の方は事前にご連絡下さい。

保護者会
14:00～16:00

ＮＰＯ法人アンガージュマン・よこすか 
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イベント　　　　 日付　　　　   　定員　  主な活動内容

フリースペース　土日祝日除く　　　２名  話やゲームの相手、ともに過ごす 
はるかぜ書店　　平日9:00～11:00　 １名　清掃・品出し・配達
物産市　　　　　9/11 　　 　   　 ３名　物品販売、品物陳列、チラシ配布
通信発送作業　　9/30          　  ３名  通信の折り、封入、封止め
下校時の防犯　　平日14:40～16:00　２名　町内の巡回、見守り

フリフリフリマ

＠サポプラ

講演会
＠横須賀市
総合福祉会館

横須賀の思い出を猿島で

　8/14に猿島でバーベキューと海水浴。weloveyokosukaファンドの全
面的協力により猿島へ行きました。猿島へ渡る費用も飲食代も全て負
担していただき（大人のみ1000円）、夏の一日を過ごしました。子ど
もたちにたらふく食べさせたい、そしてせっかく横須賀に住んでいる
ならば、横須賀の思い出を作ってほしい、という願いからアンガー
ジュマンの設立１０周年第一回めの記念イベントとして行いました。
　今回のこだわりは全ての食材を地元の産物で、地元の商店から購入
というもの。野菜はすかなごっそ、魚はポートマーケット、飲み物は
上町のマインマート、肉は松坂屋で調達。普段は中々食べられない食
材ばかりでした。

無人島を満喫

　参加者は大人１６名子ども１７名、合計３３名の大所帯。浜辺の陣
地取りも大変です。先発組がタープを二つ貼り、後発組を待ちます。
真夏の猿島はカンカン照り。海辺は何も遮るものがないので相当な暑
さ。海で泳いで涼を取りながらバーべキューを満喫しました。
　大人たちがバーベキューを準備する間、猿島探検に行く子どもた
ち。木陰はかなり涼しかったようです。海辺も都会のヒートアイラン
ドに比べれば、時折心地よい風が吹き、過ごしやすいものです。島内には散策路が設けてあり、およそ
１時間もあると全島を巡ることが出来ます。原生林には旧軍の遺構もあり、独特の雰囲気。日蓮聖人が
来たという伝説の洞窟もあり、歴史の古さを感じられます。

参加者の感想

　「楽しかった！」「暑かった」「厚かった（肉が）」「（海の中に）冷たい場所がある」「イカのエ
ンペラとゲソが美味しかった」「キノコ大好き」「猿島は初めてだったけど楽しめた」「友だちが出来
た」「島内（木陰）は涼しかった」「また行きたい」横須賀市民の認知度は高い猿島ですが、行ったこ
とのない人も多く、今回がきっかけとなるといいと思います。帰り際の船の中で遠くなる猿島を眺めな
がら、「また来たい」と話していたのが印象的でした。私の感想「海が気持ちよい」・・・ずっと火の
そばにいたので、時折海水に入ると格別でした。
　また、関口調剤薬局さんと会員の河合さんに飲み物のご提供いただきました。前日の仕込みと当日に
はボランティアの方のご協力をいただきました。weloveyokosukaファンドの皆様方へも合わせ、この紙
面を借りて御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（島田徳隆）

アンガージュマンのブログでも当日の様子を見ることが出来ます。どうぞご覧ください。
　　　　 ←バーベキュー　その１
　　　　 http://blog.canpan.info/engagement/archive/1741　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 バーベキュー　その２→
　　　　　　　　　　　　　　　　　http://blog.canpan.info/engagement/archive/1742　

夏の思い出を作ろう！

k e i k o ’ s　レシピ ヨーグルトのスイカソースがけ　 （ 8 / 2 1 の昼食会メニューより ）

材料は全て適宜！　
昼食会では、スイカ半個を使いました。
ヨーグルトは水切りしておくと 、 さらに g o o d ！
鮮やかな赤色のソースは、生のスイカとは
一味違って、何からできているのかな～と 、
みんな不思議がっていましたよ ！

①スイカを3センチ角に切って、種を取る。
②圧力鍋で５分加熱する。
③粗熱を取って、ミキサーにかける。
④ピューレ状になるまで煮詰める。
⑤砂糖とレモン汁で味を整えて、スイカソース完成。
⑥冷蔵庫で冷やして、ヨーグルトにかける。

子どもたちと一緒に漬けた、
アンガージュマン梅干、できました！

http://melma.com/backnumber_196785/

毎月の通信発行をメールマガジンにてお知らせしています。

メルマガスタンド[メルマ！]にて、メールアドレスを入力してご登録下さい。
下記アドレスまたは、｢アンガージュマン　メルマ」で検索！



ネクスト 集団授業と個別指導の違いとは

ボランティア 「参加する」という気持ちで

川亦のんたんのアンガージュマン生活　５ヶ月を過ぎました。

実録！　シェアハウス生活 ～娯楽だけではもてあますの巻～

ケイコさんに教えてもらった 、
かんたん！　美味しい ！ ！　ごはんのレシピです。

　夏休みの間は通常よりも、利用者だけでなく、ボランティアやお客様などアンガージュマンに出
入りする人たちが多く様々な人たちと出会うことが出来ました。色々なイベントなどもあり、いつ
もなかなか話せない人たちや、今までよりも親しくなれた人たちもたくさんいました。
　その中で、ふと感じたのが、今までの自分の生活や社会への関り方は、想定している自分のやり
方、ペースをいかに維持しながら進めるかということを主眼においていたのですが、むしろ、自分
の想定していないことや出来事に自分を合わせる、受け入れていった方が、結局は自分のやり方や
ペースが安定しているのではないかということです。
　むしろ、自分の苦手なことややりたくないなと思っていること、自分ペースで動けないことを、
まあいっかと受け入れながら生活していくと、意外と自分自身が以前より素直に、気楽に生活でき
ていることに気付きます。
　アンガージュマンに来る以前の自分の生活と今の生活で変わったことは、いろいろなことに寛容
になったかなと思います。
　非効率的なことはイヤ、合理的でないとイヤ、それは自分も周囲の人も。無意識にそういう生活
をしていたし、そうでないと回らないという生活をしていた気がします。
　学校の先生はたくさんの子どもたち、保護者等を相手にします。当然、一人ひとりを大事にしな
がらやっているつもりですが、集団生活を維持していくために素の自分ではない自分を演じている
こともありました。そして、いつの間にか素の自分がどんな人間なのかわからなくなっていた気が
します。
　社会の中で過ごすには、演じなければいけない瞬間もあると思います。それはそれで、いいのか
もしれませんが、アンガージュマンでは正反対な日々の生活です。　　　　　　　　　　かわまた

　暑い夏は、気がつけばあっという間に過ぎ去り、秋がもうすぐという陽気になってきました。
何も掛けずに寝て、寒くて目覚めると、喉が痛い・・・そんな、人が多いのではないのでしょうか。
今回は、なにを書こうかとうんうん悩んでいるところ、研修生のＡさんから、学校で集団を教える
のと、個別指導の違いなんかを書いてみてはどうですか？　とアドバイスをもらったので、個人的
な印象になってしまいますが、書いてみようと思います。

　集団指導では、その名の通り一斉に多くの人数に教えることができます。そのことで、受ける側
の子どもたちの反応や、つまづくポイントや、その逆のうまく伝えられた教え方などが、子どもた
ちの反応を比較しながら進めることができます。
　個別指導では、同学年をたくさん受け持っているので同じ内容を何回も教えなければいけません
が、相手の反応を見ながら、一人ひとりに合わせて進めることができます。
　同じ様なことですが、アンガージュマンで個別指導で教えてみて、結構違うことに気づきました。
一人ひとりに合わせて教えると、小さなつまづきにも気づくことができる代わりに、そこに留まり
すぎて、全体の内容を見失いがちになることが多々ありました。多少、不安でも、少し先に進んで
もう一度振り返ってみるくらいの方が、”なんだこんなことだったのか”ということがあります。

　授業を受ける側の生徒は、集団指導では、自分のペースで進めることが出来ない代わりに、自分
の理解度を他者と比較して自分の状況を客観的に見ることができます。また、隣の友達に聞いたり、
教えたりすることでより自分の理解度を深めることができます。
　私の印象として、他の人に教えるという行為は、より自らの理解を助けることになっていると感
じます。誰かに教えていた者が、”なぜ、こうなるのか？”という一歩進んだ疑問を持ち始め、そ
れを私のところに質問にきます。その質問は、なかなか答えがいのある質問であることが多いです。
　そして、その結果、それに関連する他の内容の理解が進むことが多く、”だからこうだったの
か”と”できる”から”わかる”に変わっていきます。”わかる”という感覚を手にすると、勉強
の仕方が少しずつ変わってきて、問題を解いたり、ノートを書くことよりも、説明をよく聞くよう
になってくる気がします。”わかる”ことができれば、問題を解いたり、ノートをとることは後で
もできるからです。
　
　個別指導では、教える側と教わる側の一方向になってしまいますが、講師を独占状態にでき、自
分のペースで学ぶことができます。その分、受け身の姿勢になってしまうことが多いのかなと思い
ます。せっかくの個別指導の授業を、集団指導のときと同じように受けてしまってはもったいない
と思います。
　それを改善し、90分の個別指導授業を有効活用するには、自分からどんどん質問していくことで
はないかと思います。なんとなく、数学を教えてほしいではなく、数学のこの単元、問題を教えて
ほしいとか、英語の入試問題をやってみたいといった、自分から講師を利用するくらいの姿勢でい
ると、”わかる”ポイントを増やすことができると思いますし、講師としてもやりがいもあります。

　結局は自分自身の向上心次第です。なんとなくネクストに来るのではなく、今日はこれをわかる
ようにする！などの自分自身の目的を持って授業に臨むといいのではないでしょうか。
　ちなみに、個人的な印象としては、同じ内容を何通りにも、理解度を推し量りながら教える個別
指導は、集団指導よりもエネルギーを消費している気がしました。夏休みの間は、人数も多く一日
に４人くらいを教える日がありましたが、そんな日の夕方にはヘロヘロになっていました。（笑）
９月もがんばりましょう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわまた

  今夏、「夏の市民活動・ボランティア体験」で関東学院大学、県立保健福祉大学の学生を中心に
多くのご参加をいただきました。昼食会、商店街の清掃、物産市などで若い力を発揮してくれまし
た、ありがとうございました。
　今年の傾向は「友だちと一緒に」参加するでした。同日に参加者が集中し、利用者よりもボラン
ティアが多いという状況も生じました。初めて訪れる場所で、勝手がわからないなど、遠慮や不安、
躊躇する気持ち･･･。しかしそこはボランティア精神で、傍観者から抜け出してほしいのですが、
一歩踏み出すのは難しいようです。「参加する」という気持ち、そして、その場で体験することか
ら学ぼうという気持ちもボランティアには大切なことと考えます。　　　　　　　　　　いしかわ

　今回もイ君（以下イ）、ロ君（以下ロ）に語って頂きました。今回の進行は石井のため、夏の献
立や他人と暮らしての発見（独り言が多いとか！）、夏はお風呂かシャワーかなど、話題はあっち
へ行ったりこっちへ行ったり。誌面の都合で、すべてお届け出来ないのが残念です(泣)。

―ロ君は８月末でシェアハウスを出られますが、暮らしてみての感想は？
ロ いろいろ経験になりました。家族にもすごい変わったって言われます。
―どういう変化？
ロ 内面ですね。モジモジしなくなったって。
　 いや、今もしてますけど、当初と比べると、自分でも変わった
　 と思います。
　 それから、家族と住むのも一人で住むのも、それぞれの良しあ
   しが見えました。シェアハウスだから、一人じゃなかったけど。（笑）
―これから住みたいって人にアドバイスは。
ロ 本人次第で得る物は変わるので、わからないですけど。
　 今の生活に飽き飽きしてる人とかは、刺激を求めてみたら、と。
イ ひきこもりは刺激を求めてない気がします！
―（笑）
ロ 欲しかった一人の時間が、いざ手に入ると何をして良いかわからなくて、もてあます可能性が。
―ゲームとかテレビとか、ネットとかは？
イ 娯楽だけだと持たないよね。娯楽だけでやろうとすると、途中で飽きちゃうから。
　 生活をしなきゃいけない。
ロ 自由な時間がありすぎても。縛られてるからこそ、ありがたみがあるんじゃないかと。
イ あとは、人間関係ですかねぇ。
　 お互いになにを望んでいるか、目安がないから分かりづらいし。
　 共同生活だから、100％思い通りにはならない。
―そこを自覚しておく必要があるってこと？
イ 自分が、なにに不満を持っているのか分からないと、上手く
　 いかないかなと。
ロ 僕は、笑いあり、涙あり、そんな感じの３ヶ月でした。
イ 俺は･･･大変でした。寂しくはなかったけど。年齢が離れている
   ロ君と住むようになって、シェアすることの 意味を考えさせられました。

ジャングルのようだった庭を
みんなで草刈りしました。

ボランティアの方と商店街掃除へ
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