ふれあいボランティアパスポート感想文集
※特定の地域や学校名が分かるものは、地域・学校名を除いています。

【 中学生編 】
ボランティアに参加してみて…
中学校１年
あまり 参加したくな かったけど、活動したたび、 心が暖かくな った。 （地域のお年寄りに） 年賀状を書いて 読んでく れたか
どうか考えると楽しかった。人の役に立てることはうれしいことだと身にしみて感じた。
中学校１年
資源再生回収は面倒で 大変だったけれど、 やってみるとやりがいのある仕事で、 友だちと遊び感覚でやっていたらいつ
の間にか終わって いた。これから、 積極的に参加しようと思う。
中学校１年
私は、このパス ポートをもらって一番初めに思った事は、ボランティア って どういうことなのか、 どんなことをすればいいの
かな と思いました。 ボランテ ィアは自分にで きることで いい。無理をして やらなくて もいい。 そういうことが分かったような気
がしました。これからも人の役に立つような ボランテ ィア を続けて いきたいで す。
中学校２年
最初は夏休みにボランティア をやることにあまり 賛成ではありま せんでした。しかし学校の方針な ので仕方なく 応募しま
した。初めて行く 保育園で、見たこともな い子と五日間過ご すのにとて も緊張していま した。けど、そんな 私に何の抵抗もな
く話しかけてく れる子ども達のおかげで、そんな緊張はどこかに行って しまいま した。最初は嫌々だったはずな のに、今で
はもっと子ども達と一緒にいたかったと思って いま す。 今回のボランティア 活動は、 一生忘れたく ありません。
中学校２年
最初、 ボランテ ィア を始めた時は、少し人の目が気にな って いたので すが、何回か続けて いくうちにあまり 人に見られて
いるのも気にな らずに、集中して一生懸命ごみ拾いをすることができました。 これからはこの経験を生かして 積極的にボラ
ンティア に参加したいと思います。
中学校２年
僕は初めて ボランテ ィア をしました。前半は何をしたらよいのか分からず、 緊張しました。後半は子どもにも慣れてきて、
自分から進んで 声を掛けてみました。また、 子どもがやって いる水遊びな どの遊びを、自分も楽しむことができました。ボ
ランテ ィアは意外と面白いものでした。
中学校３年
いろいろなことに参加して、お年寄り の方や障害の子と地域の方々とたくさんふれ合いました。それぞれの活動をみてみ
ると、子ども祭りや地区市民体育祭やかしの木フェスティバルな どは子どもからお年寄り方までが一緒に楽しめるのでとて
もいい機会だと思いま す。今年はたくさんのボランテ ィアに参加して よかったで す。
中学校３年
私はこのボランテ ィア をするまで は小さい子どもと接するが苦手で した。子どもはわがままで乱暴だと思っていま した。し
かし、実際にボランテ ィアに参加すると、 小さいながらも思いやりのある子がたく さんいてわがまま な子はひとり もいませ
んでした。 私はお面屋さんを担当していま した。子どもたちはきちんと列に並び手渡すと「あり がとう」と言ってく れました。
中学校３年
自分の行動で 人を笑顔にで きるととて もうれしかった。自分から行動することが必要な ことだと、改めて 感じた。 注意して
周り を見れば、様々ボランテ ィア ができることに驚いた。 これからも、 もっとそれらを探していきたい。身近なところから、大
きな世界にまで、ボランテ ィア は隠れて いて、それを見つけ、行動につな げることが大切だと感じた。

気づいたこと、感じたこと、考えたこと…
中学校１年
私はボランテ ィア活動に参加して、様々な 人とかかわりま した。そしていろいろな ことを学びま した。 手伝いな どをしてい
る時、とて も大変だったけど、子どもたちの笑顔を見ると、やってよかったという気持ちにな れました。 同時に私たちが笑み
を絶やさずにいれるのも、 日々だれかの助けがあるからだと思いました。これからもそういう気持ちを大切にして いきたい
です。
中学校１年
ボランテ ィア をして、 みんな に「あり がとう」という言葉をかけられて、とて もうれしくヒーローにな った気分だった。最初のこ
とは自分のことだけで、他人はどうでもいいという考えで とて も自己中だった。で もボランテ ィアは本当は、活動した人も助
けられた人も心が優しくなるものだと思った。
中学校１年
自分から仕事をやると、 人に言われてやるより嫌にな らな かった。ボランテ ィアは自分からやって いくから楽しいから、ボ
ランテ ィア をやる人がいっぱいいるんだなと思った。ま た、ボランティア は身近な ところにあるから、 やって いくのが簡単だっ
た。
中学校２年
私はご み拾いのボランティア をして本当に良かったで す。ごみをどんどん拾って いくと、 道がとて もきれいになり、 その空
間が保たれて いると、 とてもうれしいし、 やりがいがあるな と思いました。ボランテ ィアは、 いろいろな人が気持ちよく過ごせ
るためのものでもあるんだな と感じました。
中学校２年
普段は交わることが少な い方々と一緒に（共同作業所で）作業することで、 人見知り にな ってしま うと思ったけれど、皆さ
んいつも朗らかで、自然と暖かな気分で作業がで きました。たった５日間でしたけれど、今ま で感じたことがな いような、人
の心を強く感じられま す。 一人ずつ違うということが良く 分かりました。
中学校２年
ボランテ ィア をして いる時、自転車で 通った一人のおばさんに「えらいねぇ。」と言われました。その時すごく 気持ちよかっ
たで す。やる回数を多く して いく うちに、 きれいにな る事がうれしくて、 ボランテ ィア って いいなぁと思え るようにな りました。
みんな がボランテ ィア を始めたら、とって もいい町にな ると思いました。
中学校３年
ボランテ ィアに参加して思ったことは、「やりがいがある」で す。自分に得がなくて もなぜか面白かったり、 手伝った相手の
笑顔を見てうれしくな ったりしました。 今年はあまりできなかったので、次はできる限りがんばろうと思いま す。
中学校３年
福祉のボランテ ィア をやり 学んだことは、 おじいさん、 おばあさんは私やボランティア をやって みんなの気持ちを考えてあ
げるのがあたりまえなのに、逆におじいさんおばあさんたちに気を使わせて しまいま した。 おじいさんおばあさんは私が思
っていたより、強くて 明るい人ばかりでした。私はすご いおじいさんおばあさんのたくましさを学びました。
中学校３年
中学生活最後のふれあいボランテ ィアで、これからのグローバル社会に向けて一番大切な のは、 人とのふれあいだと思
いました。どんな 小さな ことで も助けたり 助けられたり することで、 無関心な人の輪もより温かいものへと姿を変え ることが
できる可能性がこの日本という国にまだ残って いるはずだと思いま す。
やっぱり これからの世界は助け合って 生きて いかな ければいかな いと実感しま した。 自分のしたことは世界から見れば
小さなことかもしれな いけど、ごくあり ふれた日常の中でも、 人の役に立て るほどうれしいことはないと思いま す。

これからも…
中学校１年
どんな小さな事で も人の役に立ちたいと思って 行動することは、 ボランテ ィア活動だということがわかりました。ボランティ
ア活動を終えた後は、人の役に立ったという充実感でいっぱいになれました。これからもずっとずっとボランテ ィア活動を
続けて いきたいと思いま す。
中学校１年
小学校のときは「 ボランテ ィア は無料だからやり たくな い」と思った。僕は金をくれれば何で もやるという感じでした。中学
校になってからは生徒会や学校全体で 協力して ボランテ ィア をして いるのを見て、やって みたら思ったより 楽しかった。ま
たやってみたいと思った。
中学校１年
私が１年を通してやって きたボランテ ィアは、 世界の難病に苦しむ人々を直接看病したわけで もな い。ただ自分がやって
いて 楽しいなぁとか、 楽しそう、 面白そうと思った事をやっただけだけど、 それが環境や人々を救うことにつな がるなら、ま
たボランティア をやって もいいかな？
中学校２年
世界には生まれてきたのにすぐに死んでしま う子どもがいま すが、ボランテ ィア をして命が救え るのな ら、 これからはボラ
ンテ ィア をどんどんして いきたいです。
中学校３年
ボランテ ィア をやって自分で進んでで きたので良かったと思います。ボランテ ィア をやることで、 いろいろな人と接すること
ができました。特に保育園では小さい子たちとふれあうことができ遊んだりしま した。楽しく やることがで きたので 良かった
です。ボランティア はすごく 大切な ことだと思いま す。これからも積極的に取り 組みたいと思いました。
中学校３年
人の役に立つというのは、とて も気持ちの良いことだとボランテ ィア を通して 思いました。仕事をやって いる時に、「頑張っ
ているね」とお客さんに言われると、 もっと頑張ろうと元気づきま す。 私はボランテ ィア は自分を成長させてく れる大切なも
ので す。 これからも頑張って やっていきたいと思います。
中学校３年
ふれあいボランテ ィア をやってみて、地域の人との関係を深めることができたと思う。毎年続けてやってきたが、その１回
１回が私を成長させてくれる機会だったと思う。これからボランテ ィア 活動をするな ら、 自分から進んで取り 組める内容の
ボランテ ィア をやり たいと考えている。夏休み自然教室ボランテ ィアはとて も面白くて楽しかった。
中学校３年
ボランテ ィア に参加することは短い時間で あって も、ひとつのことをやり遂げるという実感を持てたと思いま す。ま た、地
域で行われて いる行事を知って いく事もできたので、とて も有意義な 時間を過ごせたと思いま す。 ボランテ ィア は自主的に
動くことで、自信にもつながると思うので、これからも機会を見つけて取り組んで いこうと思いま す。
中学校３年
いろいろな人や自然とふれあいな がら、 お互いに助け合ったり豊かな自然を守ったり するために、 自分から進んで 行う活
動をしたことにより、「相手を思いやる気持ちの大切さ」「自然を守ることの大切さ」「積極性」 を身につけることがで きました。
このような ことを高校で も積極的に活かして行きたいと思っています。

以上

