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ボランティア活動レポート ① 

 

ボランティアの種類：幼稚園 (Pre-School) ボランティア 

ボランティア場所：Little Rae Kid’s Club 

 

 

 

子供たちの数：午前、午後と 2 クラスに分かれており、それぞれ１２～１３人くらい 

 

子供たちの年齢：5歳未満。最年少は 2歳半の女の子でした。 

 

子供たちの人種（日本人の数）：国籍はさまざまで日本人は午前クラスに一人のみ（駐在員の息子

さんで 1 年半後には帰国される予定だとか。）中には、英語が理解できない中国人やオランダ人？のお

子さんもいて先生たちは絵で描かれたプレートを使ってコミュニケーションを取っていました。 

 

子供たちの日本語能力：日本人の 5 歳の男の子以外は日本語ができる子はいません。と、言っても日

本人の男の子とも基本的に園内では英語で会話します。「どうしても英語が理解できず彼が困っている時

だけ、こっそり日本語で説明していいわよ」、と先生から言われていました。 

この建物の 2階が

Kid’s Club です。 

裏が教会になります。 

こちらは、 

病院です。 
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子供たちが話しかけてくるのは日本語？英語？：英語。英語が出来ない子はその子の母国語。オラン

ダ人？の女の子はよくしゃべっていましたが、先生たちも英語ではない彼女の言葉が理解できず困っている

場面もありました。そんなときは、笑顔でうなずく！これ、世界共通ですよね～(笑) 

 

日本から持ってきて役に立ったものはあるか？：折り紙と紙風船。折り紙では、飛行機作りを教えて、

皆でレースして盛り上がりました。紙風船も子供たちに興味を持ってもらえ、「私が膨らませるー！」と紙風

船の取り合いなったり、家に持って帰りたいとこっそりお願いに来る子もいたり、と大変喜んでもらえました。 

 

 

活動場所へ持っていくもの：ランチ 

 

服装：特に決まりはなかったが、動きやすい恰好なら問題ないと思う。 

 

活動でのエピソード 

①叱られエピソード：子供たちが私に「先生、ブランコ押してー。もっと高くー！」と言ってきたので、つい言

われるがまま押してあげたら、「ちょっと高すぎるわ。」と先生に注意を受け、別の日にも「こうすると面白いよ

ー！」と子供たちに言われ、言われるがままブランコを馬乗りのように座って遊んでいたら「ブランコはそんな
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ふうに座るものではないわよね。」と、2度目の注意を受けたり…ということがありました。しかし、いずれも 

先生たちは私ではなく、言った子供たちを叱っていました・・・。『遊び』の加減が分からず、とにかく一緒に 

はしゃぎすぎていました。が、童心に帰ったみたいで、公園で子供たちと思いっきり遊べて幸せでした！ 

 

②感動エピソード：公園までの移動はペアを組み手をつないで歩かないといけないのですが、活動最終

日、私と組みたいと二人の子が私の手を握ってくれて…(涙)。その日は、両手を小さな手で握られて歩き

ました。その上、移動中に落ち葉を拾った女の子からそのキレイな落ち葉を、小石を拾った男の子からはそ

の小石を、二人からプレゼントされて…泣きそうになりました。いや、心の中はもう号泣でした！ 

 

③心温まるエピソード：公園へ行く前、上着を着て(できることは自分でして)外へ出掛ける準備をするの

ですが、中にはチャックが上手くできない子がいます。そんな中、5 歳の男の子同志が助け合っている光景

が最高でした！！時にはケンカもする二人なのに…。もうおばちゃん、また感動です！ 

 

一日の流れ 

朝のクラス 

9：15 – 10:00  自由に遊ぶ時間 

10:00 – 10:30  おやつの時間 

10:30 – 11:00  集団で遊ぶ時間 

11:00 – 11:30  公園 

11:30 – 11:45  お絵かき(机での作業） 
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午後のクラス 

12：30 – 13:15自由に遊ぶ時間 

13:15 – 13:45  おやつの時間 

13:45 – 14:15  集団で遊ぶ時間 

14:15 – 14:45  公園 

14:45 – 15:00  お絵かき(机での作業） 

 

一日の流れ 活動 9：00～15：00（詳細） 

ボラの仕事：まず、9時に出勤後、写真のように子供たちがすぐに遊べるように事前におもちゃを準備。 

 

動物、恐竜、車、大工道具やキッチン用品のおもちゃ、砂場(右下の写真）などがあります。 

 

１、自由に遊ぶ時間（9：15-10：00 ／ 12：30–13:15） 

  ボラの仕事：とにかく、子供たちと一緒に室内で自由に遊ぶ。 

  通常、午前午後ともに 2～3人の先生がいます（うち2人は現地在住の韓国人、Supervisorのカ

ナダ人女性１人）。ボランティア担当の Sunny さんは基本的に現場で仕事をすることがなく、出勤さ

れてもオフィスで事務的な仕事をされていたので、直接一緒に仕事をしたのは大半が韓国人の先生で

した。その他、私以外のボランティアが午前午後と一人ずつ、いずれも韓国の留学生がいました。 
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左上：５歳の兄と２歳半の妹。面倒見が良いお兄ちゃんと甘えん坊の妹ちゃんでした。 

右上：韓国の留学生ボランティアさんで子供教育の勉強をされている、真面目で勉強熱心な方でした。 

 

※注意 この Kid's Club では写真撮影 OKなお子さんが少なく、顔を映していなのはその為です。 

「顔が映らなければいいわ」と言われ、このような写真になっておりますので、ご了承ください。 

 

 

 

磁石でくっつくパーツを組み立てて遊ぶおもちゃ。 

 

 

ちなみに、この子が日本人の男の子です♪ 

日本から来てたった数ヶ月で、既に英語を 

理解し、話もできるようになったそうです！ 

恐るべし、子供の能力！！ 

 

 

 

 

 

 

砂場で一人遊ぶ、中国人の男のです。 

英語が話せない為、他の子と上手くコミュニケーシ

ョンが取れないようでした。 
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２、おやつの時間（10：00-10：30 ／ 13:15 – 13:45） 

  ボラの仕事：スナックの袋やおやつの入ったタッパーが開けられない子のお手伝いをしたり、 

  一緒に座っておしゃべりしたりして過ごす。おやつ後は、落ちたゴミの掃除、テーブルの上の消毒をする。 

 

この女の子は、韓国のりが大好物！毎日おやつに持参♪ 

 

3、集団で遊ぶ時間（10:30–11:00 ／ 13:45 – 14:15） 

  先におやつを終えた子は、下の写真のカーペットが敷かれている場所に集まり、静かに本を読で待ち、 

  全員集合したら、先生が一人前に座り、曜日を覚える歌を唄ったり、手遊び・体操、本の読み聞かせ

などをする時間。 

  ボラの仕事：子供たちの輪に交わり、一緒に歌を唄ったり、手遊び・体操をする。 

 

韓国のり 
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4、公園（11:00–11:30 ／ 14:15–14:45） 

  Gym/Park とスケジュールにはなっているが、恐らく天候によってどちらかに決まる。 

  私の活動中は毎日晴れていたので、外で遊ぶ公園に行っていた。（Gymはどんな場所か不明。） 

公園は２か所あり、遊ぶ時間があまりない時は、Kid's Club から近い、ちょっと小さ目の公園を 

  利用していた。もう一つの公園は小学校の敷地内にあり、広々として遊具も多かった。 

 

上：小さい方の公園にて 

 

 

小学校敷地内にある公園のブランコにて。この子たちは写真 OK だったので、顔出し～：） 
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ボラの仕事：先生の指示に従い、子供とペアを組み、手をつないで一列に並んで公園まで歩いて移

動する。移動中、遊んでしまい列を乱す子がいれば（先生がしているように真似て）注意することもあ

りました。 

 

 

5、お絵かき(11:30-11：45 ／ 14:45–15:00） 

  スケジュール上に『Quiet Time』とある。公園から戻った後、子供たちはテーブル席に着いて、お絵かき

をする時間。水分補給の時間でもある。 

  ボラの仕事：「お水欲しい人～？」と聞いて、手をあげて希望する子にお水を配る。 

  保護者が迎えに来て、子供たちが皆帰った後は園内の片づけと掃除。お水を飲むのに使ったコップを

流しへ片づけたり、床に落ちたゴミをちり取りとほうきで掃除したり、カーペットの上は掃除機をかける。 

 

  ※11：45から午後のクラスの準備 

ボラの仕事：、午後のクラスに向けておもちゃをセットすることと、Art Classの準備。 

Art Class では先生が一人、毎日違う題材で工作を教えているのでその材料を机に準備する。 

この日は、落ち葉を使ったリース作り♪ 
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これは、Thanksgiving の Turkey だそうです(笑) 

 

みんな、Uncle Johnが欲しいー！Because he gives me $$$ (笑) 
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６、ボランティアの休憩時間(ランチタイム） 

基本的に、午前と午後のクラスの合間の30分間(12:00頃から12：30まで）が休憩時間となる。 

午前クラスの子供たちが皆帰った後、片づけ・掃除と午後クラスの準備を終えてから、ランチをとる。外に買

いに出てもOKだが、時間があまりないので、私はランチを持参し、園内で先生や他のボランティアの方たち

とおしゃべりしながらランチしていました。韓国人の先生からいつも手作り韓国料理をおすそ分けしてもらい

ました。マシッソヨー！そして、仲よくなり、仕事の後、ご飯も行きました♪（写真は韓国料理店にて♪) 

 

 

以上が主な活動内容となります。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ボランティアした時期：2013年 10月４日～１０月 10日 

 

参加した季節（その時の現地気候は？温度や天候など） 

季節は秋、街中の木々が紅葉している時期。 

滞在中、毎日晴天、澄み渡る青空が気持ちよく、日中の気温は 15~16 度くらいでしたが、日差しが

出ていると上着がいらない（カナディアンは T シャツ短パンで過ごす！）ほど暖かい日も多かったです。 

ただ、朝夕は 10度以下で肌寒く、5～6度と冷え込む日もありました。私は、ダウンジャケットを着用し

て朝は丁度良かったです。 

（余談：私がバンクーバー到着する前(10月 2日まで）は、毎日雨が続き、寒さも厳しく、皆体調を崩

す人が続出する天気だったそうです。実際、風邪で Supervisor はずっと休んでいましたし、ホストファミリ

ーも全員が風邪気味でした。ですが、私の滞在中は、毎日晴天で暖かく、「あなたは本当にラッキー

よ！！」と何人もの人に言われました。すみません、軽い自慢でした(笑) 余談だらけですみません…。） 
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ボランティア活動に関して 

・ホストファミリーから派遣先までの行き方、所要時間やかかった費用 

家から Little Rae Kid's Club までの所要時間 40分／片道＄2.75 

家→バス停(徒歩 7 分程)→＃９バスで Commercial Dr.駅 (５分程）→スカイトレインに乗って

Burrard駅へ(10分程）→Burrard駅から徒歩 15分程で活動場所へ到着 

 

１ゾーン乗車券 1枚＄2.75 

(10枚綴りのチケットを購入すれば、＄21なので、1枚あたり＄2.10 となってお得です！ 

コンビニやドラッグストアで購入できます。) 

 

・現地サポートオフィスまでの行き方、費用 

オフィスまでは、活動場所から徒歩で 15分ほど。 

 

現地での生活に関して・・・現地サポート Jan Link 

・現地サポートで何か利用されましたか？例)インターネットなど 

インターネットを利用するのと、スタッフの方とおしゃべりをする目的でボランティア活動後寄っていました。 

美味しいお店を教えていただき、大変お得な情報を GET出来ました。 

ちなみに余談ですが(また?!)、特におススメなのが、地元で人気のベーグル屋さんです。ハマって 2度 

行きましたが、超おススメです！！ベーグル作っているところも間近で見られて並んでいても飽きません。 

 

・滞在中、何度現地サポートへ行かれたか？ 

活動初日にスタッフの方との待ち合わせを含めて、５回位行ったと思います。 

 

 

 

 

この建物の 2階に 

Jan Link さんのオフィス

があります。 

目印の

Shoppers ビル入口 
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私の担当だった方は出張中

だった為、こちらの Nana さん

に大変お世話になりました。 

代表の佐藤潤さん

（美味しいお店教え

て頂きました。） 

すいません。 

分かりません…。 

Sachiko さん 

佐藤代表 
生徒用のパソコン。 

使わせていただきました。 

Jan リンクさんの 

憩いの場 
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こちらが入口 

Sachiko さんと 

Nana さんのデスク 

 

入口入って左側がこ

んな感じです。 
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・ボランティア活動以外の時間はどのように過ごしたか？ 

市内観光、買い物、ぶらぶら街を散策、景色を眺めながらボーっとする、自然の中で身を清める(!?)、 

人間ウォッチング(多民族国家ですから面白い!?)、紅葉・落ち葉拾い(お土産用!?) ・・・ 

 

【市内観光に関して】 

・ハーバーセンターの展望台 ＄15.75 

・映画館(場所にもよりますが。こちらはダウンタウンにあるちょっと良さげな所) Adult＄12.50 

・Grouse Mountain ＄52.95 ※含まれるアトラクションの種類により金額は変わります。 

・Capilano Suspension Bridge Park ＄36.70 

 

 【両替に関して】 

日本円を持参し、レートの良い両替所をＪＡＮリンクさんで紹介してもらって、現地でカナダドルに両替 

していました。 

カード社会なのでカードも利用できます。 

 

 

30代 女性  Ｓ．Ｔさん 


