
神戸市東灘区 中学生向け学習支援教室 

2021 年度  活動報告書

阪神つばめ学習会 東灘教室

近年のコロナ禍において雇用の悪化や消費の落ち込みなどにより、経済的に困窮している世帯が増加する中、

家庭の事情で複合的な問題を抱えている子どもたちがいます。こうした子どもたちへの貧困の連鎖防止のため

の取り組みとして、私たちは2021年10月より、中学生を対象とした学習支援事業をスタートさせました。

※本事業は神戸市の補助を受けて実施しています。

学習支援事業の立上げから毎週の運営に至るまで、私たちの活動を支えて下さったみなさまへ、

心より感謝を申し上げるとともに、活動報告をお届けいたします。

学習支援事業の概要・活動の流れ

活動の様子（受講生・ボランティア）

進学や就職のイメージを持ってもらう取り組み

受講生の変化・ボランティアの声

保護者アンケート結果

受講生からのメッセージ

団体概要
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学習支援事業の概要

活動の流れ（1日の動き）
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事前ミーティング

事 業 名

事 業 内 容

実 施 期 間

実 施 場 所

参 加 者

阪神つばめ学習会　東灘教室

経済的な事情等により学習機会を十分に得られていない中学生に、高校受
験、進学を目指した学習の場を提供するとともに、大学生や社会人と接する
ことで人生のロールモデルを見つける機会を提供する

2021年10月３日～2022年3月31日
学習支援は毎週日曜日の9時30分～12時00分に実施

東灘区文化センター（神戸市東灘区住吉東町５丁目１－１６(うはらホール)）

【受講生】中学生…21名（中３生8名／中２生7名／中１生6名）
【ボランティア】大学生…18名　社会人…3名
【運営スタッフ】4名　

受講生たちが来る30分前にボランティアメンバーが集合し
て、会場準備、体温チェック表、席案内などを整え、その後に
当日のスケジュールや注意事項の伝達、受講生の学習状況
の確認と、今日やる予定の勉強内容をメンバー間で話し合
います。

学習支援
受講生が来たら検温、消毒をしてから受付をして、席につい
てもらいます。受講生2名に対して大学生1名が隣に座り、
受講生が持ってきた宿題や教材を使って、個別指導形式で
勉強を教えています。生徒の学習の進捗に応じて宿題を出
すこともあります。

振り返りミーティング
学習支援終了後、再びボランティアメンバーが集合して、受
講生一人ひとりの学習内容や、気付いたことなどを報告し、
「次はこういう風に教えてあげると良いと思う」といった提
案もしてもらいます。最後に忘れ物がないように室内を
チェックして解散します。
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学習会開催回数

25回

受講生参加人数

のべ352人 のべ288人

ボランティア参加人数 高校進学人数

8人/8人



活動の様子（受講生）

活動の様子（ボランティア）

最初は挨拶しても会釈だけだったのが、毎
回声をかけることで次第に挨拶してくれ
るようになりました。

「家では集中力がもたない」という子が多
いのですが、学習会では2時間半ずっと集
中して勉強できています。

わからないところをそのままにせず、受講
生の気持ちに寄り添ってわかるまで何度
も丁寧に教えています。

勉強の合間に適宜休憩を挟み、雑談をし
ています。受講生は学校の様子や趣味の
話など、楽しそうに喋ってくれます。

ボランティア講師には毎回、学習会終了後
に受講生のカルテ（学習進捗メモ）を書い
てもらっています。

学習会開始前に、ボランティア講師が受講
生のカルテを確認して、その日に取り組む
勉強の内容を考えています。

事前ミーティングの後に雑談しています。
活動時間の大半は勉強を教えているた
め、ボランティア同士の交流は貴重です。

運営メンバーのミーティング中。谷村さん
（写真右）はいつも難しい顔をしています
が、とてもやさしいナイスガイです。

みなさん授業やバイトで忙しい中、時間を
作ってきてくれます。ボランティアメン
バーの力がこの活動を支えています。

勉強の教材は受講生が持ってきたもので
教えていますが、創造学園さまからいただ
いた問題集も活用しています。

毎回、ボランティア講師1人に対して受講
生2人をマッチングして、個別指導方式で
勉強を教えています。

中３生は創造学園さまに個別面談をして
いただきました。志望校の合格に向けて具
体的なアドバイスをいただけました！
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進学や就職のイメージを持ってもらう取り組み

株式会社ロック・フィールド
管理本部人事部人事グループ
グループ長 正戸 雄二郎 さま

「「働く」を通して成長しよう」

株式会社神戸デジタルラボ
デジタルビジネス本部　生産技術チーム
松田 康司 さま

「ITって何？？ インターネットの中の人の話」

みなと銀行株式会社
地域戦略部
調査役 川上 和也 さま

「銀行業界について」

株式会社亀井堂總本店
5代目 松井 隆昌 さま
「アドバンテージと戦わない生き方」

講演を聞いた感想（抜粋）

月に１回、学習支援の時間を使って企業の社員等に自身のキャリアを語ってもらい、受講生に進学・就職
のイメージを持ってもらうことを目的とした取り組みを行っています。IT企業、薬品メーカーや設備メー
カー、航空会社など、様々な会社で働いている人の話を聞くことで、働くことの意味や自分の将来につ
いて考えるよい機会となりました。

中学生

中学生 中学生

中学生

2021

10/17

第１回

2021

11/21

第2回

2021

12/12

第3回

2022

1/16

第4回
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受講生の変化

ボランティアの声

関西学院大学 3回生　
水上 智博 さん

「私ができること」

中学３年生　Mくん

私から見た子ども達は、やればできる子たちなのだと思う。定期テスト
の点数は高くないことが多いが、間違えた問題や手を付けなかった問
題をひとつひとつ丁寧に解説をすると、「解けない」、「分からない」と
言っていた問題を「解けていたかも」と口にするのである。ここで私が
悔しいと感じることは、点数が低い事ではなく、子ども達が問題を解く
ことを諦めていたという事実である。何が足りないのか。それは成功
体験、つまり自信なのだと思う。学習支援という活動は、子ども達の点
数を伸ばすための活動というよりも、子ども達が勉強をできるように
する活動だと私は思う。口では簡単に言うことが出来るが、やってみよ
うとすると、結構むずかしい。子ども達が「勉強をしたい」と口にする事
はあまりないかもしれないが、私は少しでも子ども達のやる気につな
がるような活動を続けたい。

Mくんは苦手科目(数学、英語)を全くやろうとしませんでしたが、基礎的な問題
から教え、反復をすることによって学力の定着を図りました。また、創造学園さま
に面談して頂き、入試までの勉強方法を丁寧に教えて頂きました。今では、毎日
苦手な英単語を暗記するなど、継続して勉強をするようになっています。先日、
保護者の方からの感想で、苦手な科目も自宅で学習をするようになったと知り、
嬉しかったです。

中学１年生　Sくん
●くんは最初の頃、自分の教材は出さずに、講師が出した問題を黙 と々解いてい
ました。何か理由があるのだろうなと思い、本人のペースに合わせて、解説やヒ
ントを出しながら勉強を教えていました。すると少しずつ「ここがわからない」と
いう質問が出るようになり、受け身ではなく主体的に勉強に向かうようになりま
した。今は教室に到着をしたらすぐに教材を出すようになっています。さらに、教
えていない教科の教材も持ってくるようになりました。
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保護者アンケート ※受講生の保護者へのアンケート結果：有効回答数13

Q.学習支援はどのように知りましたか？

Q.学習会に参加するようになって、学習に関してお子さまに変化があれば教えてください。

Q.学習支援の満足度をお聞かせください

①学校からの配信（すぐーる）を見た

②学校の先生から教えてもらった

③友人・知人から教えてもらった

④インターネットで調べた

⑤新聞報道を見た

④その他

①家で勉強するようになった（勉強する時間が長くなった）

②学校のテストの点数が上がった

③学校の通知表の評価が上がった

④集中力がついた

⑤勉強のことを家で話すようになった

⑥その他（自由記述）

⑦変化はない

Q.学習会に参加するようになって、学習以外に関するお子さまに変化があれば教えてください。

Q.学習会に参加したことで良かったことは何ですか？

①日常的な会話が増えた

②進学や目標など、将来について話すようになった

③明るくなった

④自信がついた

⑤生活習慣が改善された

⑥その他（自由記述）

⑦変化はない

①満足

②まあまあ満足

③普通

④まあまあ不満

⑤不満

基礎的な勉強が中学の授業だけではついていけてなかったけど、学習会で先生にしっかり分かるまで教えてもらったので、無理し

過ぎることなく手の届く目標をもって学べたこと／学習に取り組む習慣がつきました／毎週の習慣になり、計画的になった／勉強に

対する不安が減っている／学校以外での勉強の仕方が身についたんじゃないかなと思います／週末に向けてわからないところを

まとめるようになった／定期的に集中して勉強に取り組む時間を与えていただけたことで、本人の勉強への意欲があがり、苦手な

ことにも向き合えるようになりました／勉強だけではなく、外部の先生のお話しを聴く事ができ、社会勉強が出来たように思います。

その際、先生方への質問や、感想などの発表もすることができ、とても良い経験になったと思います／学校以外に自分の居場所が

出来て良かったです。友達に勉強してる と言えるようになり、少し自信が付いたようです／教えてくださる先生たちが優しいので楽

しんでくれています／定期的に勉強に向き合う時間ができ、本人の中での学習意欲の向上に繋がりました。
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※複数回答可

※複数回答可



受講生からのメッセージ
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ご支援・ご協力のお願い

ご寄付・差し入れ等お待ちしております
私たちの活動は非営利で行っています。

ご寄付や差し入れなどで活動を支えていただけると助かります。
寄付金は教材費や大学生ボランティアの交通費等に、

食材等は中学生への差し入れとして活用させていただきます。
（ご寄付や差し入れをご検討いただける場合は下部の連絡先におかけください）

学生・社会人ボランティア募集中！！
●募集対象：大学生・社会人※経験不問

●募集期間：通年

●活動日時：毎週日曜　9時30分～12時30分

　※ボランティア参加は毎週でなくできる範囲で結構です

●謝礼（学生のみ）：1500円/1日（交通費含む）

●申込方法：右上の2次元コードからお申込み下さい

2021年度 本事業にご協力いただいた企業のみなさま
誠にありがとうございました！！

NPO法人阪神つばめ学習会 住所：兵庫県西宮市津門綾羽町2番1号
電話：078-862-6286  MAIL：hanshin.tsubame@gmail.com

団体概要

組 織 名 称

代表者（理事長）

設 立 年 月 日

事 業 内 容

所 在 地

特定非営利活動法人阪神つばめ学習会

庄司 知泰

平成28年8月1日

・児童および学生のための学習支援事業（西宮北口教室・神戸六甲教室・東灘教室）
・教育に関する相談事業・その他目的を達成するために必要な事業

兵庫県西宮市津門綾羽町2番1号
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