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■ 今年度は「夏ボラ再始動！」を掲げ、さまざまな受入実施団体に御協力をいただき、このキャ
ンペーンを行うことができました。最終的には２１の受入実施団体から３０企画が集まり、多くの
中高生がボランティア体験をしました。８月中旬から第５波が押し寄せ、残念ながら３企画ほどが
中止となりましたが、それでも、１０４名の中学生・１７１名の高校生（９月２１日時点）の参加
がありました。コロナ前の令和元年度と比較すると、企画数は１２８から３０、総参加者数は１，
３４９名から３３９名と減少してしまいました。「夏の体験ボランティア」は、県教育委員会の地
域青少年ボランティア活動推進事業として毎年行っています。次年度以降も事業を継続してまいり
ますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

 「夏の体験ボランティア」を実施していただいた受入実施団
体から、以下のような感想が寄せられました。 

◎「やる気のある学生が多く、子ども達のことを考えて絵本選
びをしてくれたり、積極的に親子と関わる姿が見られてよか
った。」（絵本の読み聞かせと子どもとの交流 より） 

◎「ボランティア参加者は素直で明るいメンバーで地元のお父
さん達も楽しく作業が出来ました。人手が必要な作業を次々
とこなしてくれたので、非常に助かりました。今回の作業が
地域住民の生活にどのように活きてくるのか、見られる場面
も作りたくなりました。」（薪割り より） 
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■ 夏休みの期間を中心
に、青少年が体験できるボ
ランティア活動を一堂に記
したリーフレットを全県下
の中高校生に配布。中高校
生が自らボランティア活動
に申し込み、ボランティア
活動を体験する事業です。
コロナ禍でもボランティア
活動を企画していただいた
受入実施団体の皆様、リー
フレット配布に御協力いた
だいた各市町村教育委員
会、各中学校、各高校の関
係者の皆様に御礼申し上げ
ます。 

小学生 中学生 高校生 学生 その他 担当職員 計

村山地区 7 0 71 32 2 14 16 131

最上地区 5 9 9 15 0 2 5 40

置賜地区 7 0 4 79 0 7 8 98

庄内地区 11 0 20 45 1 0 0 66

県全体 30 9 104 171 3 23 29 339

参加者数

（参加者は令和3年9月21日時点）

令和３年度　夏の体験ボランティア企画数と参加者数

企画数

〈乳幼児とのふれあい体験 より〉 
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◎「参加者全員が聴覚障がい者と話をすることや手話を学ぶこ
とが初めてということで、単なる手話教室に終わることな
く、学生それぞれに『伝える工夫を考えて欲しい』という意
図も理解してもらいながら実施することができたと思う。参
加した学生からは、『楽しかった』『もっと学びたい』とい
う声も聞くことができたので、主催者側としても学生の反応
や思いを踏まえ、今後につなげていきたい。」（伝わるって
楽しい～手話を体験してみよう より） 

◎「参加した２名の生徒さんは、受付で参加児童にネームを書
いたテープを貼ったり、けん玉に挑戦！では『けん玉を初め
てした。』『小学校の時少しした記憶があるが自信が無い。』
というような話だったが、基本技から児童と一緒に練習しそ
の成果もありチャンピオン大会にも出て盛
り上げることに協力してくれた。とても真面
目に取り組んでくれ良かった。当初、対象者
が中学生だったが中学生の申込みが無く高
校生のふたりへお願いしたところ快く引き
受けてくれ助かった。」（さんちゃんとけん
玉に挑戦！ より） 

○「コロナの感染状況により、途中で受け入れ
を中止せざるを得なくなりました。多数のお
申し込みを頂いておりましたが、ご希望にお
応えできず、申し訳ありませんでした。」（デ
イサービスでのボランティア より） 

○「15 名で 17 回の申し込みがあったが、新型
コロナの拡大状況により、ほとんどの方をこ
ちらからお断りし、3 名で 4 回の実施のみだ
った。コロナ禍の中でのボランティアは、受
け入れる方も慎重になってしまいます。」（長
期休暇中のあそびあランドボランティア 
より） 

○「コロナでなければもっと多くの方から参加
していただきたかったのですが、残念ながらお断りするほど多くの応募をいただきました。」（②
わくわくサマー体験 より） 

 本事業は高校生を中心とする多くの青少年がボランティア活動の楽しさ
を体感し、活動に取り組む青少年の裾野を広げるために行っている事業で
す。コロナ禍にもかかわらず、今回御協力いただいた実施団体の皆様には心
より感謝申し上げたいと思います。また、様々な御配慮をいただき、苦渋の
決断をいただいた場面もあったかと思います。 
 さて、参加した中高校生にとってはどうだったでしょうか。学校の様々な
制約がある中で、非常に多くの方が申し込み、ボランティアに参加してくれ
ました。ありがとうございました。今回このキャンペーンを行って感じたこ
とがあります。このコロナ禍においても、青少年のボランティアニーズが非
常に高いことです。十分な受け入れの人数ではなかったかもしれません。中
には残念ながら、定員を超えたため、参加できなかった人もいました。それ
でも「夏ボラ」のチラシを見て、電話をしてくれたことがボランティアの第
一歩だったと私たちは確信しています。うれしいことに、その後、青年の家
に直接電話をくれた方もいました。私たちはその前向きな気持ちを大切にし
ていきたいと考えます。 
 次年度の世の中の状況はどうなっているか誰にも予測できません。しか
し、私たちは今年度よりももっと大規模な形で「夏の体験ボランティア」を
行っていきたいと思いますので、さらなる御理解と御協力をよろしくお願い
します。               （青年の家研修課長 沼澤欣一） 

■ 山形県青年の家の
公式ＳＮＳ（Twitter・
Instagram）を開設しま
した。「フォロー」、
「いいね！」ボタンを
よろしくお願いしま
す。 
 
  @seinen_yamagata 
  @seinen_yamagata 
 
で、ぜひチェックを！ 
 

 

〈伝わるって楽しい～手話を体験してみよう より〉 

No. 市町村 施設名・団体名 企画名

1 山形 なごみの里 デイサービスでのボランティア

2 天童 天童北部地域づくり委員会 乱川駅（または公民館）周辺の清掃及びエコキャップの分別

3 河北 ひなのおうち 乳幼児とのふれあい体験
4 村山管内 村山教育事務所 MYボラ・スキルアップセミナー
5 東根 NPO法人クリエイトひがしね 絵本の読み聞かせと子どもとの交流
6 東根 ひがしねあそびあランド 長期休暇中のあそびあランドボランティア
7 天童 津山の自然を守る会 倉津川の清流化に向けた水質調査
8 真室川 高校生ボランティアサークル「ホップステップ」 第20回子ども遊び体験天国「えんにち」
9 新庄 新庄市教育委員会社会教育課 成人式運営ボランティア

10 金山 なかだ地域づくりの会 薪割り
11 鮭川 高校生ボランティアサークル「SAKEKKO」 レクリエーション交流会
12 新庄 新庄市民プラザ 第12回キッズフェスタ
13 南陽 南陽市社会福祉協議会 心のバリアフリーについて知ろう！入門編

14 高畠 高校生ボランティアサークル地球 遊学舎子どもの村
15 米沢 サロン　ふくろう 伝わるって楽しい～手話を体験してみよう～

16 鶴岡 鶴岡市暘光児童館 夏休み満喫プランのおてつだい
17 鶴岡 美しい山形・最上川フォーラム スポGOMI大会　
18 遊佐 山形県金峰少年自然の家 わんぱく自然塾～夏の巻～
19 遊佐 山形県金峰少年自然の家 わんぱく自然塾～ちびっこの巻～
20 鶴岡 鶴岡市鶴岡西部児童館 ①幼児サマー水遊び
21 鶴岡 鶴岡市鶴岡西部児童館 ②わくわくサマー体験
22 鶴岡 鶴岡南部児童館 さんちゃんとけん玉に挑戦！
23 鶴岡 鶴岡南部児童館 お化け屋敷会場準備
24 鶴岡 鶴岡南部児童館 駐車場ペンキ塗り、窓拭き、草刈りなど
25 三川 三川町観光協会 夏休み親子探検　三川菜の花茶豆収穫体験

26 鶴岡 鶴岡市鶴岡西部児童館 ③ひまわり水遊び
27 高畠 高校生ボランティアサークル地球 第55回たかはた夏まつり①神輿制作と②花火回収清掃

28 高畠 高校生ボランティアサークル地球 竹あかり設置と竹水鉄砲作りブース運営補助

29 高畠 高校生ボランティアサークル地球 放課後児童クラブでの夏休み工作体験手伝い

30 高畠 高校生ボランティアサークル地球 すぷうん広場・食堂の運営補助

令和3年度　夏の体験ボランティア企画一覧


