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抄録

本研究は，小売がんキャンプにおける学生ボランティア学習支援のあり方を験討することを目的とした。そ

のため，学生ボランティアに提供した学習支援内容を整理し，学生ボランティアの意見かちその評価を行った。

その結果，①学生ボランティアは，“キャンプ運営"に必要な知識の提供を受け，得た知識をもとにレクリエー

ションを企画し，その内容を実行委員会で検討する過謹を経て，レクリエーションの運営役割を遂宥し，また

“小克がん"の知識を得て参加者をサポートする役割の遂行に設立てていた。ミ~A支部法相談できる体制づくり

として，ボランティア聞の{中関づくりを意図的に行い，学生ボランティアが携行合いボランティア役割を遂行

していた状況が確認できた。しかし，学生ボランティア誌キャンプ参加者への配患で国惑する状況があるため，

医療ボランティアなど他のボランティアとも連携し対挺できるように 研修会で他のボランティア役裂の説明

や連携の必要性を信えていく，必要性が考えられた。

キーワード:小児がんキャンプ，学生ボランティア，学習支援
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I はむめに

小見がん治療の進歩から小売がんの治癌、率は 70%

を超え，治療後に生存しているいわゆる“小克がん経

験者"は年々増加している O その一方で治療の接遺症

などから心理社会的立問題を抱える小児がん経験者は

多く，長期的なサポートの必要性が確認されている 1)。

その一つの取り組みとして 当事者向士で支え毒うピ

ア・サポート機能を活用した“小克がんキャンプ"が

あり，米冨で泣 1970年代から取り組まれ，病気や治

療に関する知識の増加 2)や髄みを相談できる親友づ

くち 3)4) 二次がん発生予拐を目的とした喫煙，飲酒，

麻薬主どの危険行動予防教育の場 5)などとその意義

が報告されている G 日本では 19ヲ8年に初めて行われ，

心理社会的支援の場であることが確認された 6)。

このような中，筆者らが活動する小児がん家族会A

支部ではロータワークラブと協働し， 2005年から小

児がん経験者のf中間づくりの推進地域支援ネットワ

ークの構築を呂的に小児がん等の小児難病を経験した

人たちを対象としたキャンプ(以下，小児がんキャン

7
0

) を実施している 7川。 A支部活動は設立以来多く

の大学生と共に活動をしてきた経緯 9) があり，また

キャンプ運営に誌協力者が必要なこと，これから社会

に出る人たちに小見がん経験者への正しい理解を深め

てもらう機会になることを期待し，初年震より看護学

生が中心となる学生ボランティアの力を得てキャンプ

運営を行っている。当キャンプについて 2005年に行

われた謂査 10}では 学生ボランティアはキャンプ後

には様々な学びやキャンプを作りるげた講足惑を得た

一方で，キャンプ前には小児がんの子どもを，“弱い

“気持ちが織網で内向的"などと捉えており，参加者

との関わり方に不安を感じていたと報告された。学生

ボランティア法青年期であることからも活動中に人間

関捺を中心とした葛藤を惑じやすく 11) 事前研修な

ど安心して活動できるように活動支援が重要だ 12) と

指描されている c 当キャンプでのボランティア活動は

参加者と生活を共にする体験となるため，コミュニケ

ーション能力が強く求められ 人間関係での不安や葛

藤を抱きやすい状況であり，それらに対建するために

は学習支援を中J[)とする活動支援体制の整績が必要だ

と考えられた。そこで本研究では 三橋 13) らが報告

した看護学生らが望むボランティア活動支援体制

〈“ボランティア活動を選択するための靖報支援“ボ

ランティア活動に必要な能力を身につけるための学習

支援'¥“ボランティア活動の相談窓口となる人材支

援")をもとに，学生ボランティアに実施した学習支

援を中心とする活動支援内容とその反応を明らかに

し，小児がんキャンプを主寵する団体が行う学生ボラ

ンティアの学習支援のあり方を検討する。 Bender14
}

は有資格者ボランティアの賢治三小児がんキャンプの効

果に影響すると指掘しており 同様に学生ボランティ

アの活動支援体割を整備することは小児がんキャンプ

充実につながt>， A支部活動の主目的である小児がん

の子どもへの支援になるものと考える O

E 研究目的

本研究では，小克がんキャンプにおいて学生ボラン

ティアに実施した学習支援内容とその反応を明らかに

し，学生ボランティア学習支援のあり方を検討するこ

とを目的とする O

軍 用語の定義

小児がん経験者:本研究で誌参加者の治濠時期を特

定できないため 冨立がんサバイバーシップ連合

(Nationa1 Coalition for Cancer Survivorship)のがんサパ

イパーの定義を参考に，“治療時期にかかわらず小児

がんと診断された人"として用いた。

N 研究方法

1.研究協力者

小見がんキャンプの学生ボランティアで，研究協力

の承諾が得られた者とした。学生ボランティアは県内

の大学，大学説計 5校に所屠する大学 1年生 1名， 2 

年生 2名， 4年生 8名，修士課程 1年生 2名の計 13

名でるった。専攻は看護学 9名，スポーツ科学 2名，

教育学 2名で女性 11名 男性 2名であった。また本

団体でのボランティア経験のあった学生は 4名であっ

た。

2.調査方法

1)実施した学生ボランティア活動支援方法を明ら

かiこするため，キャンプ運営に関する資料(ボランテ

ィア募集案内，実行委員会議事録，企画書，研修会資

料，ボランティアマニュアル，キャンプ記録集，反省

会資料)をデータとし，キャンプの概要，学生ボラン

ティアに実施した活動支援内容を整理した。

2)活動支援内容を評価するため ①キャンプ 2ヶ

丹前に実施した小児がんに関する情報提供を目的とし

た第 1回ボランテ千ア研修会終了時に，費関紙を用い

ボランティア研修会に関する感想 要望について自由

記載を求めた。 oキャンプ終了後の感想、から，学習支

援体制の評価ができると考え キャンプ終了時に質問

紙を用い，キャンプに関する惑想，要望について自由

記載を求めた。またキャンプ終了後に行った示、ランテ

ィア全体反省会での発言要約を参加者の手諾を得て複

数の研究者で用紙に記録した。

なお，調査期聞は， 2006年 11月-2007年 5丹で

あった。
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3.分析方法

1)キャンプ運営に関する資料(ボランティア募集

案内，実行委員会議事録，企画書，研修会資料，ボラ

ンティアマニュアル，キャンプ記録集，反省会資料)

から，キャンプの概要，実施した活動支援内容を抽出

し，時期，実確内容，参加入数，活動支援内容(活動

につながる靖報提供支援活動にJ必要立能力につける

ための学習支援，栢談窓口となる人材支援)で整理し

た。

2) ボランティア全体反省会で筆記した発言要約に

相違がないか，護教の研究者で確認した。賞関紙の自

由記載内容ボランティア全体反省会での発言要約は内

容分析の手法を参考に「感想Jr学生ボランティアと

しての困難主体験Jrキャンプへの要望」を抽出し，

類似した内容で分類，整理した。研究メンバーで内容

の妥当性を薙認した。

4覆鎗理的配雇

賛同紙調査では研究の趣言や讃査法自由参加である

ことを紙面および、口頭で説明し，回収は無記名とし留

人が特定され志いように配意し 回寂をもってきミ諾が

得られたものと解釈した。ボランティア全体反省会で

の発言は研究の趣旨と情報の匿名性の確保について口

頭で説明し記録用紙に記録することを会場で了本を得

た。

V 結果

1.糞関紙回収率および全体反省会参加者

研修会終了時の質問紙回収は 8枚 (61.5%にキャ

ンプ終了時は 11枚 (84.6%)で為った。またボラン

ティア全体長省会に参加した学生ボランティアは§名

(46.2先)であった。

2.キャンプの概要

キャンプは，小児がん経験者の仲間づくりの推進，

地域支援ネットワークの構築を巨的に，小克がんなど

の品克難病を経験し病気の告知を受けている小学生以

上の参加者 32名，示、ランティア 28名，ロータワーク

ラブなど地域の支援者が集い開催された。時期は義務

教育中でまた体力のない参加者への配車、から，ゴール

デンウィーク中の 2泊 3日とし キャンプ翌日を合わ

せ 4達体に右る日を設定した。キャンプ参加者の年齢

は7歳から 30歳までと幅広く，小・中学生法 16名で

その芋数を占めた。また治療や晩期障害などで食事顧

授のある入や身体障害を抱えている入，競薬をしてい

る入もいたが，多く;はまキヤンフ

キヤンフプo内容;はま，パスレク，仲間づくりゲーム，キャ

ンプファイヤー，ウオークラリー，思い出づくりまど

のレクリヱーション 食事づくり 体験学習(そばう

ち，魚釣り，お菓子非り)，痛気の話をする“おはな

し会"などがあった。“おはなし会"は参加者の希望

で，参加者と医療ボランティアのみで行われ学生ボラ

ンティアは参加できなかった。日中の活動は主に 5グ

Jレープに分かれて行動し，夜間は男女i二分かれ，参加

者，ボランティアが護合となりコテージで過ごした O

キャンプ後に実施した参加者へのアンデートでは「友

達がたくさんできたJ，r今まで同じ病気の人がい主く

てさみしかったから 出会えてうれしかったJ主どと

自答があり，キャンプの満足度は 9.2点(10点満点)

と高得点で好評だったと判断できた。

3.学生ボランティアへの活動支援の実擦

学生ボランティアへの活動支援の実際について，時

期，実誼内容，参加人数，活動支援内容(活動につな

がる情報提供支援活動に必要な能力につけるための

学習支援，相談窓口となる人材支援)を表 1に示した。

表 1 学主ボランティアの活動支援内容

参加
活動支援

時期 実菟内容
人数 ボランティア活動を選活動に必要な能力を身に

相談窓口となる人材支援
択するための情報支援 つけるための学習支援

キ 7ヶ月部 学生ボランティア どイ募集要項:キャンプ

------------------ヤ 募集 の目的を明記
ン 5ヶ月前 実行委員会 8----- -学生ボフンティアに -キャンブ活動を準備する

前フ "-'1ヶ丹前 〈計4回) 9人 期待する役蔀の説明 ために必要な情報提供、
企画の検討 -学生ボ、ランティア同士む持

-過去に実躍したキャ -キャンプの準備、スケ 間づくり支援(交読する時
ンプの概要 ジュールに関する説明 簡を設定)

2ヶ月前 第 1由ポフンティ s人 ポフンアイアに求め -小児がんの子どもを理解 . f也ボランティアとの{中間づ
ア研修会 る投書jの説明、キャ するための知識(医学的 くり支援(交読する詩関の

ンプの意義の説明 知識、小児がん経験者の 設定)
体験談、参加者との譲し .A支部から学生ボランティア
方〉の提供 研修担当 2名の設置

1ヶ月間 第2回ポランテ千ア罰 8人

-----------
参加者のプライバシーむ藤守、ポラ

{彦会(参加者と合詞) ンティア保険麗入、急機対応の説明

キャンプ中 毎号の反省会 13人

--------------------ー-
グループで集い、ボフンアイ
ア体験や気付きを共有する

キャンプ ポフンァィア 8人

一---------」一一一一一
ボランティアが集い、反省を発表し

1週間後 全体反省会 合いf本験を援ち返り共有する

円
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1)活動につ立がる'情報提畏支援 1回目の研f彦会は 医療ボランティアが決定するキ

学生ボランティアの募集は キャンプ7ヶ丹前に県

内の大学関保者で A支部活動に理解の品る協力者を

通じ， r小児がんキャンプの準橘と運嘗」と大まかな

役割を記した募集要項を大学に掲示 大学生への配布

を依頼した。

2) ボランティア活動に去、要な能力を身につけるた

めの学習支援

キャンプ前に 4回の実行委員会， 2屈のボランティ

ア研修会が計画され学生ボランティアは参加を勧め

られた。

(1)実行委員会

ボランティアは，学生の砲に経験者リーダー，医療

ボランティア，地域ボランティア，中心スタップで構

成されていた(表針。実行委員会誌 4回開寵され，

キャンプ内容の検討や準構が行われた。学生ボランテ

ィアは，過去に実施したキャンプの概要などの説明を

受け，経験者リーダーが混在する 3-4名の 5グルー

プに分かれウオークラリー キャンプファ千ヤーなど

のレクワエーションの企画運営を担当した。希望を

もとにグループ編成を行った結果 どのグループも複

数の所属学校の学生で構成されていた。グループごと

に連絡を取り合い，企画書を作或し，実行委員会で内

容の詳揺な換討を仔った。

(2) ボランティア研修会

ャンプ2ヶ月前に，キャンプの位置づけ，示、ランティ

アの役割を確認することを目的とし寵催された。その

内容は，キャンプのイメージ化を圏るためのキャンプ

の概要やボランティアの役割の説明 小児がんの理解

をすすめるための医師による小見がんに関する講義，

参加者となる小児がん経験者の体験談心理士による

子どもとの関わり方の講義であった。 IJ¥見がん経験者

が語った捧駿誌の中で 「キャンプでは特別扱い;まし

ないで廷しい。でもちょっとした配慮、がiましpoJと

示、ランティアに要望があった。

2回目は参加者へのキャンプ説明会を兼ねて苛わ

れ，キャンプ内容の確認と，ソーシャルワーカーによ

るプライパシ一保護についての講義 ボランティア探

険加入手続き，危機対患の説明，参加者とボランティ

アの交読会が行われた。交流会の中で，参加者笹裂の

留意事項などが確認された。またボランティアがキャ

ンプスケジューんを理解できるようにマニュアルが配

布された。

3)栢談窓口となる人材支援

キャンプではグループ活動となるため，お互いを知

り支え品えるように実行委員会やボランティア研修会

で主擢者，ボランティアの自己紹介や交流の持関が設

けられた。キャンプ中誌 それぞれのボランティアが

配布されたマニュアルを参考に活動していた。中J()ス

表 2 ボランティアの役富分担

ボランティア名 構成員 投書4
中心スタッフ A支器会員、口ータ 1)ークフブに 総合運営

所麗するキャンプ中心メンJ'¥-

学生ボランティア 大学生、大学説生 レクリヱーションの企@i.運雪

経験者りーダー 昨年度のキャンプ参加者 参血者Cサポート

室療ボフンァィア 霊師、著護師、合理士 参加者のサポート(主に健康管理など医療冨)

地域の支援者 口ータリークフブなどの毘体 設営などの準備一般、参加者サポート

表3 研修会後む惑想、

<小克がんについて理解した>

小児fjてんを経験された方の話や医師の方む話などガンについて知ら主よかったことが多くて
とても魁強iこ立った。

病気についての知識についても，くわしい話が嵩!すてよかった。
<参加者とお関わり方を理解した>

異体的な声加す，話し方についても実諜できるかわからないが，環張っていきたい。

効果的に霞わりができるよう，心がけたい。

特に参考になったのは心理士さんの「子どもとの関わり方」だ。すご、くわがつやすかった。

キャンプの参加者と実際ど、のように関わってよいのかがわからなかったが，今80)話を罰
いて理解することができた。自分にとっても参加者みんなにとっても楽しかったと患えるよう
なキャンブ!こしてL¥きたいと患う。

「うまく襲われるJf話が聞ける」という自彊が漠然としたもわであったことに気づいた。関わり
方や話む聴き15，私たちの投書目を教えていただけたので，自分が伺に取り組んだらよいの
か分かりゃすがった。

<キャンブへの意気込みにつ誌がった>

キャンブ!こうまく活かせたらいいなと思った。

自分にとっても参加者みんなiことっても楽しがったと思えるようなキャンブにしていきたい。

前自のキャンプについての話や，経験者の方位話を買いてキャンプに行くのが楽しみにな
ったし，がんばろうと患った。

く>分類名
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タップは全体の動きをみて 入手や時間が足り立いと

きに助けられるように配慮、した。また毎日ボ、ランティ

ア反省会を行い，学生ボランティアの疑問などの相談

に正、じた。キャンプ後には次年度わ活動につ主げるた

めボランティア反省会の時間が設けられ，感想、や反省

を発表しあい意見交換が行われた。

4.ボランティア研穆会に関する感想・要望

第 1困ボランティア研諺会の感想(表 3) は， r小
児がんについての理解したJ，r参加者との関わり方が

具体的に分かったJ，rキャンプに活かしたpJなど肯

定的立意見であった。また小見がん経験者の体験や子

どもとの関わり方など 具体的な内容であったためキ

ャンプのイメージがついたとの毘答がみられた。研修

会に対する要望は キャンプ終了後の惑想〈表的で

は「疾患が分からなかったJ，r小児がん経験者の話が

もう少し聞きたかったjと小克がんの知識を求める回

答がみられた。

5. キャンプ経7後の惑懇

キャンプ終了時の感想(表幹は，く参加者への配

憲、の難しさ><キャンプの楽しさ><無事に終えた安

必惑>であった。く参加者への配慮の難しさ>は，キ

ャンプという場所での子どもの関わり方，体力のない

参加者への配車、などの難しさが挙がった。ボランティ

ア全体反省会(表 5) では 「参加者が主体的に動け

るように促すことができたjなどの良かった点があが

り[参加者評錨が高かったことJ，rボランティアが主

体的に活動でき楽しく安全立キャンプが行えたこと」

などキャンプの成功を確認しあった。反書点として担

表ヰ キャンプ終7時の惑彊・要望 (N = 11) 

く参加者へC重己慮が難しL¥>

楽しさに重点をおいてしまい体調の気配ワが十分にできていなかった。

レクリエーションの司会進行に頭がいっぱL¥1こ主り，参加できない子への記震が欠けた。

子ども再士でケン力することもあったむでもう少し気を配れたらよかったと思った。

何人がの勇む子iこきつめに注意してしまった。

思っていることを口!こ出せる子，難しい子がし lるのでその~ê震が難しかったー
くキャンプが楽しし¥>

子どもたちと仲良く遊ぶことができてとても楽しかったc

楽しかったo {2) 
子ども達が楽しそう!こ遊んでくれている様子を晃てうれしかったG

最初は緊張して何をすればいいのかよく分からながったが，ボランティアむ人たちがみんな7寧

に教えてくれz捺々に溶け込めて楽しく過ごせた。

<無事に終わり安心した>
心配なことiまかワだったが，なんとかなったのでホッとしたc

持に事故も在くうまく鞍わrJよかった。
<研修会への要望>

看護関係で!まないボランティアには小児がんと言われてもよくわから主よかった。プリントをみて
も今イチだったのでそこを分かるようにしてほしい。

/~\見がん経験者の話をもう少し題きたがったo 入院中の思いや学校生活など。

< >分類名， ( )件数

表 5 ボランティア全体反省会での学生ボランティア発言内容 (N = 6) 

{よかった点]

キャンブファイヤーが予定より延長したが，臨機JiG変iこ対短でき無事iこ終わったのでょがっ
た。

ウオークラリーでトラブ)[Aまあったが，担当者iまできる隈ワの対応をしていた。

ボランティアの意議が葺く，去年よr)参詣者が主体的に動け，夜もみんな早く眠れた。

参加者が主需的に動けるように，食事などを自分たちで作るように，また一自の見通しがもて
るように子どもたちに提すことができた。

準講をしっかつしたため参加者自調足につながっていた。

参加者の溝足度が高くて安心した。

[反省点}

<担当した企画について>

レクの説明iこ時習がかかったため，台本を用意、した方がよかったo

集団に入ることが苦手主主参損害がレクに参加でき主よかったc何か.8rJの配麗か令できたかと悔や
まれる。

バスレクでむ景品を全員分準備してお!すばよかった。

ウォーウラリーを担当したが、前日む下毘が十分で!まなく混乱させてしまい反奮している。

くそのf自>

キャンプ中iこ色々な場面で子どもたちにしてもらうことは伺かと悩んだ。ごはんを作る力をつけ
るのならもっと時聞が故しい。

参加者が一人で移動する場茜があり参信者む安全確保ができていない時があった。

キャンブ中，諸連絡が届かず、iこ還乱した。

[ ]件数， く>分類名
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当したレクリエーションの運営について反省があが

り，その他に安全捧制や連絡体制の不罷，時間が不足

しキャンプが子どもに求めている食事っくり左どでき

なかった点が指摘された。

可 考 察

三種ら 13) は，看護学生が望むボランティア活動を

支援する体制は，“ボランティア活動を選択するため

の信報支援“ボランティア活動に必、要な能力を身に

つけるための学習支援" “ボランティア活動の相談窓

口である人材支援" “ボランティア活動のための時間

や単泣の保韓"と報告した。そこで，ボランティア団

体として実施できる学生ボランティア活動支援として

“~\要な能力を身につけるための学習支援'\“指談窓

口となる人材支援"の視点からその実施状況と課題を

考察する O

1. ボランティア活動での盛要な能力を身につけるた

めの学習支援のあり方

当キャンプにおける学生ボランティアの役割は，参

加者のサポート，レクリヱーションの企画・運営であ

り，必要な龍力は，小売がん経験者である参加者とコ

ミュニケーションをとり個別のニーズを把握し寵慮、を

する力，参加者が楽しめるようにレクリエーションを

企画・運営する力であろう。そのために，キャンプ前

に“小見がん"と“キャンプ運営押に関する知議が必

要だと考えられ，表 1の通り実行委員会でキャンプ運

営に関する知識，ボランティア研諺会で小見がんに関

する知識が提供されていた。

実行委員会で法，“キャンプ運堂に関する知識"と

して，過去の写真や企画書をもとに，レクワエーショ

ンの企画で期待することが伝えられ，学生ボランティ

アは企画書を作成し実行委員会でその内容を検討する

など準語を行った。キャンプでは参加者が満足して

おり，学生示、ランティアはレクリヱーションの企画ー

運営の役割は十分に遂行できていたと判断できた。キ

ャンプ後の全体長者会(表 5) では， r準績をしっか

りしたため，参揺者の満足につながっていたjという

準績を重ねたことを評価する発言もみられ，事前にキ

ャンプ運営の知識を提供したことだけでは主く，その

知識をもとによりよいキャンプになるように学生ボラ

ンティアをはじめ実行委員会のみんなで内容を検討し

準錆をしたことが 学生ボランティアの主体的に活動

する力となり，参加者が溝足するキャンプに立ったと

考えられる。また全体反省会の中で， rレクリエーシ

ョンの説明に時間がかかったため，台本を用意した方

がよかったj立どts当したレクリエーションに関する

反省はあったものの この反省はボランティア活動を

通して得たキャンプ運営を改善する大切な学びである

と提えられる。今後 これらの学びをまとめ新たに参

加する学生ボランティアに伝達していくこと，そして，

全体反省会の中で詣掘されたキャンプ中の連絡捧制の

不信玄どを整備することが 新た立学生ボランティア

の活動支援につながっていき キャンプボランティア

スタップの質の向上につながるものと考えられる。

示、ランティア研修会では，“小児がんに関する知識円

の提供を目的に，小児がんの医学的知識，小見がん経

験者の体験談，参詣者との関わり方のポイントを{云え

ていた。その結果，研修会後の感想、では「がんについ

て知らないことが多くとても勉強になったJ，r参加者

と実際どのように関わってよいのか分からなかったが，

理解するごとができたjなどとあり，一般的に小児が

ん経験者への社会的理解はすすんでい主い状況 15)の

中で，医学的な基礎知識はもちろんのこと，小児がん

経験者の体験談や関わり方のポイントなどを具棒的に

示したことは，参加者である小見がん経験者の社会的

背景の理解と関わり方を考えることに有効だったと評

錨できた。このように“小見がんに関する知識"の提

供を行ったが，キャンプ終了時の感想には，く参加者

への配患が難しい〉として“体調丹“子どもの性格"立

ど日頃の様子が分からず対応に国惑する状況があり，

学生ボランティアは参加者をサポートする役割遂行で

の難しさを感じていた。しかし 看護学生のもつ“子

どものイメージ"は子どもの外観から受けるイメージ

が強く実際の子どもの多面的な理解とは異なる16) と

詣接されており，更に当キャンプでは病気を体験した

子どもたちであるため学生ボランティアに多面的な理

解や対応を求めること難しいだろう。学生ボランティ

アが惑じた配患の難しさは 実欝に関わることで得ら

れた小児がん経験者理解につながる大切な学びだと捉

えられるが，困惑した状況を改善できるように，今後

は研修会の中で，参加者のサポートはキャンプに関わ

る苦で行うことで 学生ボランティアだけで行う必要

がないことを転え 参加者の状況を知っている医療ボ

ランティアや遊びが得意な地域の支援者たちが相談で

きる人であることを認識してもらい，関わり方，対応

などで困惑した時には相談できる体制づくりをすすめ

ることが必要だと考えられた。

研修会への要望として，キャンプ終了時〈表引に

は，¥研修会でもっと小児がん経験者の話が開きたpJ，

f研穆会で小克がんと言われでもよく分からなかった」

と学習機会を求める回答があったが，これはキャンプ

に参加したことで小児がんに関する学習意欲が湧いた

ものとも推測され その後の自己学習につながるもの

と期待している。

2. ボランティア活動の相談窓口となる人材支援のあ

り方

三橋ら 13)は，学生ボランティアが「何でも相談し

ていいよという空間J，r先輩毘士のネットワークj右

A
U
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どボランティア活動について相談できる体制(栢談窓

口と在る人材支援)を望んで、いるとし，香春ら 17)は，

ボランティアに参加する人々が自分の体験を他者に語

ることで得られるボランティア活動の意味づけや学び

は活動継続の一助になり 相互支援ができる体制づく

りの必要性を指摘している G

当キャンプでは，学生ボランティアが担当するレク

リエーションの企画・運嘗のグループ分けについて，

過去に所属学校別にグループで法所属学校が異なる学

生同士が交、流できずキャンプ当日に情報伝達がうまく

いかなかったことあった。そのため，今回は実行委員

会や研修会で自己紹介や交流の時間を設けるなどf中間
づくりの支援を意識的に実施した。その結果，今回は

所屠が異なる学生でレクリエーションを全画するグル

ープが構成され，学生ボランティア同士でよく話をし

ている援子がみられ キャンプ後の感想(表 4) では

[最初は緊張して何をすればいいのかよく分からなか

ったが，示、ランティアの人たちがみんな丁寧に教えて

くれ，桧々に溶け込めて楽しく過ごせたjとあり，相

談し支援しあえる関係づくりはできていたと評儒でき

るG このように学生示、ランティア同士の関係づくり誌

できていたが，前述のように学生ボランティアが参加

者のサポートで国惑している状況はあったことから，

これまで以上に医療ボランティアなど他のボランティ

アが桔談できる人材と位置づけられるように，研修会

などでそれぞれの役割と連携の必要性を長えていくこ

とが必要だと考えられた。

また香春ち 17) は示、ランティア活動後に体験を振り

返ることは，体験した事象に関して過去の経験や知識

を活用して意味づけを行う自己内省 (reflection)の機

会となり，活動の継続につながると指摘している。そ

のためボランティア反省会で体験や感情を表出しあっ

たことは，今後のよりよいキャンプ運営につながるだ

けではなく，自己内省の機会と立ったものと思われた。

学生がキャンプボランティアをする教育的効果とし

て， ~tJl I ら 18) は，糖尿病サマーキャンプにおいて責

妊惑をもつこと，病気の子どもの理解がすすむなどと

報告している。当キャンプも同様に，学生ボランティ

アが大学で学ぶ学問背景は異なるものの，病気を経験

した子どもたちの理解を深める機会とまり，また多く

の人が関わるキャンプ活動の中での多様立学びを得て

pるものと推~JtUする。 A 支部には専属スタップはおら

ず学生ボランティアの学習支援の限界は易るが，今後

もキャンプがよりよいものになるよう活動をすすめて

いきたいと考える O

理.結論

1.学生ボランティアは，“キャンプ運営"に必要主知

議の握f共を受け，得た知識をもとにレクリエーショ

ンを企画し，その内容を実行委員会で検討する過程

を経て，レクワエーションの運営役割を遂行してい

た。また“小見がん"の知識を得て参加者をサポー

トする役割の遂行に役立てていた。

2. A支部はボランティア活動について相談できる体

制づくりとして，ボランティア間の神間づくりを意

図的に行っていた。その結果，学生ボランティアが

助け合いボランティア役割jを遂行していた杖況が確

認できたc

3.学生ボランティアはキャンプ参加者への配慮で因

惑する状況があるため 医療ボランティアなど他の

ボランティアとも連携し対処できるように，研修会

で勉のボランティア役割の説明や連携の必要性を伝

えていく品要性が考えられた。

v.m.今後の課題

本語査では，キャンプ運営全殻を評倍するアンケー

ト用紙を用い，学習支援を評髄するための質問紙を使

吊していまいため 学習支援内容の評価としては十分

で誌ない。本研究から 小児がん家族会 A支部が実

施した学生ボランティア活動支援内容が明らかになっ

たため，今後法学習支援内容に合わせた評舗を行い，

キャンプ運営体制を整備していく必要がある O
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Abstract 

The purpose of this study was to devise a program to provide support for students who work as volunteers in an oncology 

ca国 p.We deve10ped a course in which we offered也estudents knowledge about pediatric cancer， camp administration， and 

developing friendships. The students' comments were used to evaluate this course. The students helped each other while pro剛

viding recreation at the c出npand were able to support也ecampers as well. However， the students sometimes felt that deal-

ing with出ecampers was difficult. Therefore， the authors believe that it is important for students to le紅 nto help and support 

each other first. 
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