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2011年度活動概要　第２部

■経緯・目的
　地域の中に開かれた深草キャンパスの学生と
伏見区の住民を結びつけ、学生と住民とが共に
地域の問題を解決していくためのきっかけ作り
をしていくことを目的に活動しました。
　最近、伏見区内でボランティアをしたいとい
う学生がよく来室します。このような学生に少
しでもボランティアに行きやすい環境を作りた
いと考え、この企画をつくりました。
　あまり伏見区に関心のない学生にも、伏見を
知ってもらえるきっかけづくりの場としてこの
カレンダーを活用できたらと考えています。

■概　　要
・�大学周辺地域のボランティア情報やイベント
情報を掲載し、毎月更新しました。

・�イベント情報が載ったカレンダーをセンター
前と樹林の展示スペースに貼り出しました。

・�カレンダーを見てもらいやすいように、写真
や説明が書かれたポップなどで飾りつけたり
しました。

・�イベント情報などは、企画担当者の学生ス
タッフが各自で集めました。

■得られた効果
・�学生がボランティア情報を知ることで、地域
のボランティアに行ってくれるようになりま
した。

・�カレンダーを見た学生がボランティアに興味
を持ってくれて、センターを訪れてくれるよ
うになりました。

・�カレンダーを見てくれる人が少しずつですが
増えてきました。

■学んだこと・今後の課題
・�伏見区域のボランティアやイベントの情報を
たくさん知ることができました。

・�この企画を通して学生スタッフと地域の方と
の交流も期待していましたが、そこまで至り
ませんでした。

・�イベントなどは、学生スタッフが行ってみて
学生目線で情報が伝えられたらよかったと思
います。

　ボランティア・NPO活動センターでは、学生スタッフが中心となり、本学学生にとってボランティ
アの第一歩となるような様々な活動や啓発の場を学内で提供しています、学内で日常的あるいは定期
的に行えるボランティア活動や、学内において実施するイベントなどがきっかけで学生が社会での課
題に気づき、ボランティアの裾野を広げることを目的としています。

企画名　タイトル 伏見区月間カレンダー
報告者名 高松　秀樹（法学部　法律学科　２年次生）
日　　時 2011年６月～12月
場　　所 ボランティア・NPO�活動センター（深草）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 学生スタッフ７人

●学内におけるボランティア活動の実践と参加のきっかけの提供
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学内におけるボランティア活動の実践と参加のきっかけの提供

■経緯・目的
　リユース傘貸し出しプロジェクト（以下、当
プロジェクト）は急な雨で新しい傘を買うのは
もったいないと思ったことと、傘の貸し出しを
きっかけに当センターを知ってもらうことを目
的として始められました。

■概　　要
★貸し出しまでの流れ★
　センターに来室
→�学生証を提示し、貸し出し用の傘から自分が
借りる傘を選ぶ

→�学生スタッフが専用の貸し出し表に日付・利
用者の学籍番号と名前・貸し出す傘の個体番
号を記載

→�返却遅延時の連絡先を利用者に記入してもら
う

→�最後にスタッフが貸し出し期日を提示し、そ
れまでに返却してもらうよう促す

★貸し出し用の傘について★
　当プロジェクトで使用する傘は本学学生部に
落し物として届けられた傘の中で、持ち主が現
れないまま一定期間保管され、引き取りの見込
みが無くなったものを学生部より提供して頂い
ています。これらの傘に管理担当者が個体番号
を振り、貸し出し用の傘としています。

■報　　告
　傘を借りに来て初めてボランティア・NPO活
動センターがどんなことをしているところなの
かを知った人や、傘を借りに来たついでに一緒
にボランティアも探して帰る人が今年度は少し
ずつですが、増えてきました。しかし、スタッ
フごとに貸し出しの方法、対応の仕方が異なり、
貸し出しの場面でとまどっているスタッフも見
られました。今後はそういったことが無いよう
スタッフ全体で共有していきたいです。今後も
リユース傘を通しボランティア・NPO 活動セ
ンターの存在を知ってもらえるようアプローチ
をかけていきたいと思います。

■学んだこと、今後の課題
　当プロジェクトは、一般学生へのセンターの
認知に大きく関与していることが貸し出しの多
さからも分かります。少しずつですが、傘と一
緒にボランティアを探す人も増えてきていま
す。今後はそういった学生に当センターでの企
画への参加を促していき、多くの学生にセン
ターを活用していってもらいたいです。それと
同時に傘だけを借りに来る学生には、少しでも
ボランティア、当センターの活動内容を知って
もらえるよう広報誌などで広報を行い、興味を
持ってもらえるようにしていきたいです。

４月～１月の傘の貸し出しグラフ
（人）　

企画名　タイトル リユース傘貸し出しプロジェクト
報告者名 井筒　智隆（文学部　真宗学科　３年次生）
日　　時 2011年４月１日～2012年３月31日
場　　所 ボランティア・NPO活動センター（深草）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 139人
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2011年度活動概要　第２部

■経緯・目的
・�ボランティア・NPO 活動センターがない大
宮キャンパスで出張ボランティア・NPO 活
動センター（以下ボラセン）を行うことで、
ボラセンの認知度アップを狙うとともに、多
くの人がボランティア情報に触れられる機会
をつくる。

・�ボランティア情報コーナーを設置し、ボラン
ティア情報や、センター情報がいつでも見ら
れるようにする。

■概　　要
○前期：６月20日（月）２名、21日（火）１名
　　　　　　22日（水）６名� 前期計　９名
○後期：10月７日（金）１名、17日（月）０名
　　　　　　27日（木）１名
　　　　11月７日（月）０名、17日（木）１名
　　　　12月７日（水）０名� 後期計　３名
� 　前後期計　12名
○ボランティアコーディネート
・�深草ボラセンから30種類弱のボランティア情
報を持っていきました。

・�キャンパス近郊で実施されるボランティアを
中心に幅広いジャンルのボランティア情報を
準備しました。

・�学生スタッフには、深草からの移動時間を考
えて余裕のあるシフト編成を心がけました。

・�さらに詳しくボランティア情報を知りたい学
生には、深草ボラセンに来てもらい、コーディ
ネートをしました。その際、出張ボラセンで
の情報をもとにあらかじめボランティア情報
を準備しておくようにしました。

○ボランティアコーナー
・�月ごとにテーマを決めてボランティア情報を
掲示しました。

○広報方法
・�９月中旬から昼休みを中心にチラシの配布
・�学内にポスターを貼り、会場まで誘導
・�三角柱→大宮キャンパスに設置

■参加者の声・得られた効果など
・�大宮キャンパスの学生にセンターのことを
知ってもらう機会になりました。

・�大宮キャンパスでの広報活動の前例が出来た
ので、チラシ設置の際の流れがわかりました。

・�大宮キャンパスに初めて来た学生スタッフに
大宮キャンパスの雰囲気を知ってもらえまし
た。

■学んだこと・今後の課題
【反省点】
・�事前にさまざまな角度から大宮キャンパスの
学生について調査すべきでした。

・�大宮キャンパスでは、ボランティア紹介とい
うより、センターの認知度アップを中心に活
動すべきでした。

・�昼休みだったので、学生スタッフの確保が難
しかったです。

・�チラシだけだと効果が少ない。ポスターを図
書館等に掲示できるようにしました。

・�ボランティア情報の選定基準が曖昧だったの
で、選ぶ際に苦労しました。

・�ボランティアコーナーを多くの人の目の付く
場所に変更すべきでした。

【今後について】
・�センターがどんなところかわかるような資料
を作成し、大宮キャンパスに設置します。

企画名　タイトル 出張ボラセン in 大宮
報告者名 片岡　華絵（文学部　史学科　３年次生）
日　　時 2011年６月20日（月）～12月７日（水）12時15分～13時
場　　所 龍谷大学大宮キャンパス　東黌301
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 利用学生12人　　学生スタッフ16人　職員２人　計18人
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・�ボラゴンや学生企画をした際の広報活動を大
宮キャンパスでも行います。

・�学生数が少ないため、顔見知りが多くいる確

率が高いので、口コミ等大宮キャンパスなら
ではの広報方法を模索します。

■経緯・目的
　学生にセンターのことを周知し、来客者を増
やし、少しでもボランティアに興味のある学生
が、ボランティアに行ってみたいと感じてもら
えることを目的としています。

■概　　要
　センターについて、興味を抱いていただける
ような広報誌を春夏秋冬の４号発刊しました。
　今回、秋号より学生スタッフについて知って
もらい、センターに入室しやすくなることを目
的として、学生スタッフの日常生活をつぶやく、
ボランティアと twitter をかけた volutter（ボ
ラッター）というコーナーを作りました。

★春号（A５サイズ）
　テーマ『新入生にボランティア・NPO 活動
センターについて知ってもらう』
・What's ボラセン
・新スタッフ募集記事
・センター活用術
★夏号（A５サイズ）
　テーマ『ボランティア・NPO 活動センター
に来てもらうにはどのようにすればよいか』
・What's ボラセン
・報告　ボランティア入門講座
・特集記事　ボラセンに来る人はどんな人
・センター活用術
★秋号（A５サイズ）
　テーマ『学生スタッフはどのような人』
・What's ボラセン
・ボラセン秋のまちまつり

・�東日本大震災復興支援ボランティア報告・展
示会　「絆～共に考える東日本大震災」～（学
生スタッフ企画紹介）

・�学生スタッフ実態調査！！　～コーディネー
ト＆企画～

・�第１回 volutter
★冬号（A５サイズ）テーマ『龍谷祭報告』
・�What's ボラセン
・�第２回 volutter
・�絆～共に考える東日本大震災～
・�～龍谷大学の震災復興への歩み～
・�センター活用術

■参加者の声・得られた効果など
　今回、特に力を入れたのは、いかにして読み
手にセンターの存在を知ってもらい、センター
のドアを開けてもらうかということを考え、記
事を作成してきました。夏号の特集記事を作成
するに当たり、来室者にアンケートを取らせて
もらった結果、センターの持つイメージは『堅
苦しい』という意見が大半でした。

企画名　タイトル 広報誌「ボラゴン」（深草）
報告者名 篠原　成生（経営学部　経営学科　２年次生）
日　　時 2011年５月20日～2011年12月25日
場　　所 学内で手配り、ボランティア・NPO活動センター（深草）、３・４号館地下食堂に配架
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 製作：５人
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■学んだこと・今後の課題
　読んでもらう学生の気持ちを常に考え、読み
やすく、わかりやすい広報誌作りが必要だと感
じました。
　そのためにも、今度は学生より意見を集め、
その意見を反映させていく体制が必要だと思い

ます。
　また、volutter を始め、学生スタッフのこと
を知ってもらい、センターの持つ『堅苦しい』
というイメージを払拭させ、一人でも多くの人
にセンターに来てもらえる記事を今後とも作成
していきたいと思います。

■経緯・目的
　茶道部から東日本大震災の復興チャリティー
お茶会をしたいという相談を受け、センター内
で協議の上、支援という形で茶道部のお茶会を
お手伝いすることになりました。

■概　　要
　顕真館前の石畳でお茶席を用意し、席料とし
て200円いただき、お茶とお菓子を出しました。
この席料とした頂いた義捐金は全て寄付金とし
て日本赤十字社へ寄付され、その結果、総額
49,993円（募金などもあったので、金額に端数
が発生）の義捐金が集まりました。
　ボランティア・NPO 活動センターの学生ス
タッフは、チラシなどを配布する広報活動や当
日の受付をお手伝いしました。

■参加者の声・得られた効果など
　茶道部からチャリティーお茶会実施の相談を

受けセンター
内での協議の
結果、お茶会
をお手伝いす
ることになっ
たのですが、
今まで、あま
りサークルと
連携して何か
イベントなど
を行うことが
なく、初めて
の試みとなり
ました。
　今回のこの試みによって、他サークルにボラ
ンティア・NPO 活動センターと協力してイベ
ントなどを行えることを広報できたのではない
かと思います。今後もサークルとの関わりを大
切にしていきたいです。

■学んだこと・今後の課題
　各サークルなどが今回の大震災のことで自ら
進んでいろいろな復興イベントなどをしてお
り、学生一人ひとりの意識の高さを感じました。
今後もサークルからこのような相談があれば、
積極的にこちらもお手伝いできるようにしてい
きたいと思います。
　今回学生スタッフ全体にこの企画のことを上
手く伝えられず、チラシ配布などの広報活動が
上手く進まないのではないかと思っていました

企画名　タイトル 「茶道部　東日本大震災のチャリティーお茶会」の支援
報告者名 井筒　智隆（文学部　真宗学科　３年次生）
日　　時 2011年４月28日（木）11時30分～17時
場　　所 龍谷大学深草キャンパス　顕真館前石畳
実施主体 お茶会主催：学術文化局茶道部釣寂会、協力：ボランティア・NPO活動センター
参加人数 141人
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が、予想以上の数の学生スタッフが手伝ってく
れたこともあり、広く広報活動ができたのでは
ないかと思っています。

　今後の課題として、伝達が上手くいかなかっ
た部分をどう改善していけるか考えていきたい
です。

■経緯・目的
　龍谷祭は、多くの学生や地域の人がたくさん
参加されるので、この機会に東日本大震災につ
いて伝えたり、共に考えたりしようと思いまし
た。被災地へボランティアに行った学生は、行っ
たからこそ知ったことや伝えたい思いがありま
す。東日本大震災について、「自分たちに何が
できるのかを考え、被害の状況などを伝えるこ
と」と「学生の何かしたいという思いを繋げる
こと」を目的に決めました。

■概　　要
【報告会】　11月５日（土）
〔第一部〕
13：00　受付
13：30　開始（挨拶や配布資料の確認など行う）
13：35　�東日本大震災発生後、復興に向けての

龍谷大学ボランティア・NPO 活動セ
ンターの学生スタッフが関わった取
り組みについて報告

13：50　�東日本大震災復興支援ボランティア第
１～３回に参加した学生の報告

14：30　質疑応答
14：40　休憩
〔第二部〕グループディスカッション
14：50　クロスロードについて説明
15：00　�グループ内で自己紹介やルールの再確

認後、クロスロード実施
15：30　�「もし災害が起きたら、あなたはどの

ような行動をとりますか？」
15：50　挨拶、アンケート記入
16：00　参加者と集合写真を撮影、終了

【展示会】　11月４～６日
《活動報告》
・�東日本大震災復興支援ボランティア第１～３
回に行った宮城県の紹介や被害状況、復興支
援ボランティア活動報告、関西でできる復興
支援についてなどの展示

《関西でできる復興支援についての情報提供》
・�物産展（ex�11月26日、27日では伏見区にある、
京都市総合見本市会館 [ パルスプラザ ] で行
われるイベント『農林水産フェスティバル
2011（入場無料）』）

・�関西でのボランティア活動の紹介（ex�京都
市ユースサービス協会の震災で避難してきて
いる小中高生への学習支援）

・�その他企業ごとが行っているボランティア（ex�
ダイエーでは、毎月11日から１週間、ダイエー
「東日本大震災」被災地復興支援企画“がんば
ろう�日本！”としてダイエープライベートブラ
ンド『おいしくたべたい！』の売上金の一部
（１％）を寄付しています。）
・�チャリティグッズの紹介（ex�楽天、Amazon）

企画名　タイトル 絆　～共に考える東日本大震災～
報告者名 池内　亮太（法学部　法律学科　３年次生）
日　　時 2011年11月４～６日（金～日）10時～17時
場　　所 深草学舎21号館401教室
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 112人（展示会　103人・報告会　９人）
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《模擬店》
・�この企画の東北支援の１つの方法として取り
組みます。売上から必要経費を差し引いた利
益を瀬田と合同で寄付しました。送付先は、
石巻復興支援ネットワークです。

　�石巻復興支援ネットワークとつながりがある
WMI（We�Make�Ishinomaki）が作っておら
れるミサンガを提供して頂けるので、深草・
瀬田各キャンパス100ずつ用意し、模擬店で
商品を購入された方に、ミサンガを差し上げ
ました。このミサンガは、東日本大震災の復
興支援に共に取り組んだ証とし、またそのミ
サンガを見ることによって、東日本大震災を
思い出したり、自分が行った活動を振り返る
ことが出来ると思っています。

　〔商品〕豆腐ドーナツ
　〔寄付の使途〕�仮設団地のコミュニティ促進

のイベント時の材料費

■参加者の声・得られた効果など
【展示会】
・�テレビで見て、被害の大きさはわかっていた
つもりですが、写真を見て、「そんなもので
はないのだなぁ」と涙が出ました。「自分に
出来ることから」と私自身も行っていかない
となあと思えました。

・�活動内容の写真を使って展示されていてとて
もよかったです。今年は特に東日本大震災が
発生して、ボランティアセンターの重要性が
さらに高まったと思います。来年もさらに活
動をぜひ継続していただきたいです。

・�これからも寒い時期になりますが、ボラン
ティア活動頑張ってください。震災もですが、
紀伊半島の台風被害やタイの大洪水のことも
忘れないでください。

・�東日本大震災の被害や、ボランティア活動だ

けでな、宮城県の紹介や旅行パンフレットま
で置いてあるのがよかった。数年後に復興し
たら、ぜひ東北に旅行したい気持ちになった。
他にも「関西で出来る復興支援」が、何をす
ればよいのかが具体的に書かれてあったので
勉強になった。ただ、もう少し被害の様子が
分かるような写真を見たかった。

・�文字情報が少し多かったです。
・�同じ写真が多い。重複しているようです。

【報告会】
・�参加者が少なかったのが残念。お友達広報
もっと力入れる必要がありましたね。報告は、
それぞれの視点で発表されており、素直な感
想がよかったです。

・�消防署の方から貴重な話を聞くことができた
ので、有意義な時間でした。活動報告も非常
に興味深く、学生が何を考えて震災復興支援
ボランティアをしているのかよくわかりまし
た。

・�学生の皆さんが真剣に考えていることがよく
わかりました。今後もほかの学生さんに意識
の輪を広げてほしいと思います。

【模擬店】
深草キャンパス分
募金総額　47,224円

　瀬田と深草の募金を一緒にして、団体が指定
する方法で送り届けます。

■学んだこと・今後の課題
【展示会・報告会】
・�報告会に学生の参加者が少なかった。
・�震災をテーマにしていたので、もっと地域の
団体と協力できたらよかった。

・��学生と地域の関わり方を考えなければならな
い。

・�学外への広報を企画メンバー全員で協力でき
れば良かった。

・�去年の龍谷祭は災害ボランティアについて、
社会福祉協議会と協力して行っていたが、そ
のつながりがあったのに生かせず、自分たち
だけで行ってしまった。

・�報告会は別の日にしても良かったのではない
かと思いました。
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【模擬店】
・�豆腐ドーナツの大きさの統一ができてなかっ
た。

・��材料を買いに走ることがあり、もっと買って
おけばよかった。

・�人数がもっと欲しかった。模擬店以外の学生
スタッフにもっと協力をお願いしたほうがよ
かった。

・�もっと効率よく回せた。
・�リピーターがいた。
・�お土産に持って帰るという人も多かった。
・�募金してくれる人もいた。募金箱を置いても
よかった。

・�今後としては、龍谷祭に限らず、いろんなイ
ベントに出店することで東北支援を続けてい
きたいです。

■経緯・目的
　昨年度に引き続き、学内のペットボトル
キャップ分別専用のゴミ箱を通して、学生の環
境意識を高める活動に取り組みました。また回
収したキャップは、むつみ園（障害福祉サービ
ス事業所）に引渡し、障がい者の自立支援にも
繋げています。

■概　　要
○通年の取り組み
　①�清掃員さんが回収したキャップを、コーディ

ネートシフトに入っている学生スタッフが
キャンパス内のゴミ集積所から回収。

　②キャップを水に浸して洗浄。
　③�次のシフトの学生が水から引き上げ、布に

広げて乾燥。
　④�乾いたキャップをまとめてビニール袋に入

れて保管。
　⑤むつみ園さんへ引き渡し。
○広報活動
　前年度、広報活動に力を入れられなかったと
いう反省点から、今年度は７月後半から、『eco�
week』と題した Re- キャッププロジェクトの
強化週間を設けて実施しました。内容は以下の
通りです。
ポスター、立て看板の作成
　リサイクルの促進と Re- キャップの活動を知
らせる目的で学内の８か所にポスターを、智光

館前に立て看板を掲示しました。
分別の呼びかけ
　７月21日と25日に学内で拡声器を使い、Re-
キャッププロジェクトの広報と分別の協力を呼
び掛けました。

■参加者の声・得られた効果など
○回収されたキャップの総数

日時 回収量 日時 回収量
2011年４月 9.5㎏ 10月 13.4㎏

５月 2.0㎏ 11月 11.5㎏
６月 5.6㎏ 12月 5.0㎏
７月 20.0㎏ 2012年１・２月 20.5㎏
８月 5.6㎏ ３月 9.45㎏
９月 2.5㎏ 合　　計 116.45㎏

※キャップは全てむつみ園へ引き渡しました。

企画名　タイトル Re- キャッププロジェクト
報告者名 栗原　啓拓（社会学部　社会学科　２年次生）
日　　時 2011年４月１日（木）～2012年３月15日（木）※現在も継続中
場　　所 瀬田キャンパス
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
参加人数 36人
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○ eco�week に参加した学生スタッフの感想
　「呼びかけをする前はあまり相手にしてもら
えないのではと思っていたが、実際は足を止め
てくれる人がいてよかった」、「興味を持ってい
る人がいたのでこれからも継続していくとよい
と思う」という声がありました。

■学んだこと・今後の課題
　2009年度は144kg、2010年度は134kg、今年
度は116.45㎏と、年々キャップの回収量が減っ

ており、少しずつですが学内でのペットボトル
消費量が減ってきていると感じています。
　今年度は昨年度に課題としていた広報の部分
で新しい試みをいくつか実践できましたが、そ
の効果を検証するためには、明確なデータが出
るような調査が必要だと考えています。
　来年度は、キャップ回収量の推移などをポス
ターで広報することも検討し、ペットボトルに
関する意識啓発に繋げていきたいと思っていま
す。

■経緯・目的
　ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）
の学内での認知度向上のため、また、より利用
しやすいセンターにするため、学生スタッフの
目線ならではの広報誌を制作しました。
　センターの活動や企画を掲載することで、本
学学生にセンターのことを知ってもらうきっか
けにすることや、１人でも多くの人にボラン
ティアに興味を持ってもらうことを目的として
います。

■概　　要
○内容
４月号（約800部発行）
・センター紹介
・学生スタッフとは
・2010年度活動紹介
・ボランティア相談Q&A
６月号（710部発行）
・センター紹介
・Re- キャッププロジェクト紹介
・�丸屋町夜市ボランティア募集・昨年度の活動
内容

10月号（690部発行）
・センター紹介
・丸屋町夜市ボランティアの報告・感想

・龍谷祭展示・模擬店の宣伝
・�GWT（グローバルなワークでワックワク～
震災から多文化共生をThinking）の宣伝

12月号（510部発行）
・センター紹介
・くさつ子どもフェスタ2012ボランティア募集
・丸屋町商店街宵宮ボランティア報告
・大津祭ボランティア報告
・龍谷祭展示・模擬店報告

○設置場所、配布について
・ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
・学友会パンフレットスタンド
・学生スタッフの手配りで配布

■参加者の声・得られた効果など
　定期的な広報誌の発行によって、センターへ
の来客者数の増加に貢献することが出来まし
た。また、各企画の宣伝を広報誌によって行い、
参加者の増加にもつなげることが出来ました。
数多くの学生に広報誌を手渡すことができたの
で、少しでもセンターの知名度が上がったよう
に思われます。

■学んだこと・今後の課題
　広報誌も２年目に入り、より多くの学生に手

企画名　タイトル 瀬田広報誌「Volunteer News」
報告者名 西牟禮　智美（社会学部　地域福祉学科　２年次生）
配布期間 2011年４月２日（土）～2012年12月22日（木）
場　　所 瀬田キャンパス内
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）広報班広報誌係
参加人数 制作：瀬田学生スタッフ８人
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にとってもらえるように、表紙を工夫したり、
学友会パンフレットスタンドに置く分は、表紙
に色を塗って目につきやすいようにしたり、セ
ンターの掲示板に広報誌の拡大版を掲示したり
して、新しい取り組みを始めました。作成にあ
たり、係のメンバーだけでは負担が増えたので、
他の学生スタッフに依頼したりして、スムーズ
に活動が進むように努めました。
　配布に関しては、昼休みに係以外の学生ス
タッフにも協力を呼びかけましたが、なかなか
人数が集まらず、配布予定の部数を配りきれな
かったことがよくありました。これからはシフ
ト制を導入し、ある程度の配布人数を確保して、
より多くの学生に手に取ってもらえるようにし
たいと思います。

　また、内容のマンネリ化も課題なので、係の
中だけで内容を決めるのではなく、学生スタッ
フ全員の意見を聞いて、よりセンターの認知度
が上がるような広報誌に出来ればと思います。

■経緯・目的
　東日本大震災が起きてから、募金活動、物産
展、復興支援ボランティアなど、センターとし
て様々な活動を行ってきました。しかし、時が
経つにつれて私たち自身の震災に対する意識が
薄くなっていると感じ、龍谷祭で震災に関する
展示を行うことで、もう一度目を向けてもらい、
継続して支援することの重要性を伝えたいと思
いました。また、募金や模擬店の利益を寄付す
ることは「何かしたい」という人々の復興支援
活動のきっかけになると考えました。

■概　　要
＜展示＞
○模造紙および写真の展示
センターの概要／東日本大震災発生以降の龍谷
大学における支援活動／各支援活動の写真／瀬
田キャンパスの学生の支援活動／各地で行われ
た復興支援のさまざまなボランティア活動に関
する新聞記事

○閲覧コーナー
○相談ブース
○募金（集まった金額　4,520円）
＜模擬店＞
凍天（しみてん）の調理・販売。
価格：１本150円　利益：37,452円
※展示の募金箱と模擬店利益は、復興支援ボラ
ンティア活動先『石巻復興支援ネットワーク』
へ寄付。

■参加者の声・得られた効果など
　たくさんの人が展示・模擬店ともに来て下さ
り、もう一度東日本大震災に目を向けてもらえ
たと感じられました。また、龍谷大学のこれま
で行ってきた支援を見てもうことで継続的な支
援の重要性を発信できたと思います。
　また、展示の募金箱と模擬店利益の合計額は
41,772円となり、深草キャンパス龍谷祭のセン
ター模擬店利益と共に、12月８日に京都市内に
おいてお渡ししました。

企画名　タイトル 忘れやんとこ！ 3.11 ～わたしたちにも出来ることはあるんやで！～
報告者名 岸本　慧（理工学部　環境ソリューション工学科　１年次生）

日　　時 2011年10月29日（土）11時～15時（模擬店は10時30分～16時）
2011年10月30日（日）11時～16時（模擬店は10時30分～16時）

場　　所 瀬田キャンパス３号館204教室（展示）／図書館前（模擬店）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
来場者数 展示185人／模擬店370人
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　そして、展示
を見に来ていた
だいた方に対し
てアンケートを
取った結果、以
下の感想があり
ました。

・�学内の活動は意外と知らなかったので、参考
になった。

・�現場に行った内容を載せていたので、良かっ
た。

・�ボラセンの活動だけでなく、他の団体の紹介
もあって良かった。

・�展示以外にも工夫があれば良かった。
・�文字が小さすぎるポスターが一部あり、読み
にくかった。

・�もっと多くの人に見てもらえるようにポス
ター等での教室の案内があれば、もっと良
かった。

・�写真の大きさにメリハリが無い為、展示に迫
力が感じられない。

・�日常の生活の中にも身近に感じられること
等、様々な人達にも啓発をお願いします。

　以上の様に、良い面も悪い面も含まれている
今回のアンケート結果を、今後の活動に活かし
ていきたいと思います。

■学んだこと・今後の課題
　今年度の龍谷祭の展示・模擬店での活動を通
して、企画メンバー間で認識のすれ違いを起こ
さない為に、意識や各自が担当しているパート
の進行状況の情報等を共有する事の必要性を学
びました。また、初日はその他の学生スタッフ
にして欲しい事を上手く伝えられず、手持ち無
沙汰になっている学生スタッフがいる場面が
あったので、企画メンバーは上手く学生スタッ
フをまとめ、指示することが必要であることが
わかりました。さらに、企画メンバー人数が５

人と少なく、１人にかかる負担が大きかったの
で、来年度は中心メンバーの人数を増やす方向
で考えていきたいです。
　今後の課題としては、前述の通り来年度の企
画メンバーの確保・当日の学生スタッフへの対
応があります。また、初日に展示会場において、
実際に被災地で活動した学生の体験談を聞く時
間帯を設けていましたが、広報不足により開始
直後は参加者が少ないといった事態も起きたの
で、広報手段の強化も考える必要があると感じ
ました。そして、アンケート結果でよく見られ
た「展示の教室が分からない」といった学生で
はない一般来場者に対する配慮も足りなかった
と思われるので、来年度は広い視野を持って企
画に挑みたいと思います。
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■経緯・目的
　瀬田キャンパスのボランティア・NPO 活動
センターは、構内の端に位置することから、学
生がセンターに足を運びにくいという課題があ
ります。それを解決する為に、センターの外に
出てボランティアの紹介を行い、センターの認
知度の向上、センターに入りやすいきっかけづ
くり、またボランティア活動の普及につなげる
ことを目的とし、この企画を実施しています。
　４回目となった前期では、準備時間や後片付
けの時間の短縮、シフトに入る人数の調整、見
てもらいやすいチラシの置き方をするよう心が
けました。５回目となった後期では、前回まで
の経験や学生スタッフ全体の反省点を活かし、
活動場所の変更やシフトに入る学生スタッフ
個々の役割分担、チラシを見てもらいやすいよ
うに三角柱を置くなど工夫をしてみました。

■概　　要
【前期】
場　　所 　野外ステージ前にブースを設け、
学生がボランティアのチラシを自由に取れるよ
うにしたブースに加え、夜市・大津祭の宣伝用
ブースも設けました。
実施時間 　野外ステージ付近の人通りが最
も多くなる昼休みと、その前後あわせて１時間
半行いました。
設置物など 　本企画メンバー（広報班Let's
ボランティア係）が、ボランティア保険に加入
している福祉・環境・国際の分野のチラシを全
部で11種類選び、学生スタッフのコーディネー
トに役立てるよう詳細情報のシートと共にファ
イルしました。

人員体制 　学生スタッフに協力を求め、ブー
スに配置する人を前半（12時15分～13時５分）
と後半（13時５分～13時45分）に分け、シフト
制にしました。シフト内ではボラセン Tシャ
ツを着用することとし、来場者の対応を行う人
とチラシ配りをする人とに分かれてもらいまし
た。
【後期】
場　　所 　生協 SMILE ショップ前にテント
を立ててブースを設けることで、正門付近を行
き来する学生の目につき、よりボランティアや
ボラセンを身近に感じてもらうことを目指しま
した。
実施時間 　学生スタッフに事前のアンケー
トを取り、昼休みを中心にして授業時間帯も行
いました。
設置物など 　企画メンバーが福祉・環境・
国際の分野のボランティア募集チラシを各２種
類ずつ、計６種類を選び、ブースに設置しまし
た。チラシはボランティア保険に加入している
ものを選ぶようにし、チラシごとにおススメを

企画名　タイトル Let's ボランティア ～ボランティア紹介します～

報告者名
藤田　華保（社会学部　臨床福祉学科　３年次生）
岡田　太貴（理工学部　環境ソリューション工学科　２年次生）

日　　時

前期：2011年６月20日（月）～６月24日（金）　12時15分～13時45分
　　　2011年７月４日（月）～７月５日（火）　12時15分～13時45分
後期：2011年11月21日～11月25日（23日は祝日のため実施せず）、
　　　21・25日／12：20～15：05（昼休み＋３限）、
　　　22・24日／11：05～13：30（２限＋昼休み）

場　所
前期：瀬田キャンパス　野外ステージ前
後期：瀬田キャンパス　生協 SMILE ショップ前

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
来場者数 前期：本学学生約20人／後期：本学学生約10人
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書いた三角柱を置きました。また、ボラセンの
ボランティア体験企画『くさつ子どもフェスタ
2012』（P.54）とも連動して紹介しました。
人員体制 　ブース配置人数は、企画メンバー
を極力各シフトに１人は組み込んだ編成にしま
した。また、前回の反省点から、当日の役割を
人通りが多い昼休みの場合のみ、チラシを配る
人・メガホンで呼び込む人・テント内で説明す
る人に２人ずつ分かれて動いてもらうようにし
ました。シフトに入った学生スタッフには、セ
ンターのウィンドブレーカーを着用してもらい
ました。

■参加者の声・得られた効果など
【前期】
　一般学生にセンターを知ってもらう良い機会
になり、実際にセンターまで来てくれた学生も
いました。また、全部で７日実施し、机の並び
方を変えたりして色々なスタイルを試せたの
で、一般学生がボランティアのチラシを取りや
すくすることができたと感じています。
　来場者にメールマガジン登録をしてもらい、
今後にもつなげられたと思います。
【後期】
　実施後に学生スタッフに向けてアンケートを
とり、以下のような意見がありました。
・�行き交う学生に対して、学生スタッフの方か
らもっと積極的に声をかけて誘導すべき

・�もっと派手にして、学生が興味をそそるよう

な装飾にしては？
・�パーテーションを借りて、企画の紹介・写真
の展示などを行う

・�ボラセンから場所が遠いと、準備や片づけが
大変

・�分野の枠を越えた、一般学生のボランティア
のニーズに応えられるようなチラシを選んで
は？

・�学生スタッフの意識向上が必要

■学んだこと・今後の課題
【前期】
　今回、夜市（P.50）や大津祭（P.53）といっ
た他の企画と合同で行いましたが、他の企画と
合同で実施する際の課題も見つかったので、今
後は連携をうまくとっていきたいです。事前の
広報も不十分だったので、次回からは力を入れ
ていきたいです。
　Tシャツを着用したり、大きな声を出すこと
で一般学生の目を引くことができることがわ
かった一方で、シフトに入った学生スタッフか
ら、チラシ配りの人の配置や人数について「もっ
と多い方がいいのでは？」「配る場所を決めた
らどうか」等の意見もらいました。活動の振り
返りをしっかりして、継続していくことの大切
さを学んだので、今後は企画メンバーだけで話
し合うのではなく、他の学生スタッフの意見も
取り入れていきたいです。
【後期】
　チラシ配りで受け取ってくれる学生の数が、
食堂のときと比べて多かったり、実際にボラセ
ンのことについて聞いてくれた学生もいまし
た。また、全部で４日実施したので、机の並び
方を変えたりして、いろいろなスタイルを試し
てみました。
　協力してくれた学生スタッフの意見から、何
を目指して学内でこの活動をしていくのかとい
う根本的な問題に立ち返り、これからも反省点
を取り上げながら、新しい挑戦もしつつ、より
良いものにできたらと思います。
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■経緯・目的
　私は日ごろから留学生が孤立している姿を見
たり、外国籍の方に対する偏見を聞いたりしま
す。また外国籍の方に対して苦手意識を持って
いる学生も私の周りにはたくさんいます。私は
これらのことに疑問を持っており、みんなで１
度考える機会を作りたいと思っていました。
　そんな中、３月11日に東日本大震災が起こ
り、たくさんの外国籍の方も被災されました。
しかし報道でもとりあげられることも少なく、
たくさんの問題を抱えていると思われます。ま
た、近いうちに関西でも震災が起こると言われ
ています。今回のタイミングでこれらの内容と、
更に震災について考える機会が必要だと思い、
『震災ワークから多文化共生・異文化理解を知っ
てもらう。』という目的を基に以下をねらいと
してあげています。
・�被災した外国籍の方の立場に立ち、その心情
を理解してもらう。

・�地域に外国籍の方が多いことを知ってもら
う。

・�助けあえる仲間になる。（共生）

■概　　要
１．�ワークショップ「言葉がわからない」体験

ゲーム何が起こった？（震災編）
２．�パ ワ ー ポイントから多文化共生を

Thinking ！
　・�東日本大震災の発生について
　・�もしも関西で、滋賀県で地震が発生したら

どうする？
３．ボランティア紹介

■参加者の声・得られた効果など
・�もし自分が外国で災害に遭ったら、どのよう
な状況に陥るのかリアルに想像することがで
きた。今回の東日本大震災では、実際にこの
ような恐怖を味わっておられたと思うと人と
のつながりは本当に大切だと思った。

・�ワークショップでは本当に言語が分からなく
て不安で焦る気持ちを理解出来た。外国籍の
方の気持ちを考える良い機会になった。

・�外国籍の立場になって災害時のことを考えた
ことがなかったのですが、本当に考えなく
ちゃいけないな、と思いました。日本人の倍、
怖い思いや不安な思いをすると思うし、災害
になってからでは遅いです。外国の方がいは
る地域の自治体とかは進んで取り組みを行っ
ていくべきだと思います。

■学んだこと・今後の課題
　今回の企画では参加者の募集に苦労しまし
た。多様な方法で広報を行いましたがあまり効
果は得られませんでした。ある程度予想はでき
ていましたが、やはりボランティアという実態
をともなっていないワークショップの集客は難
しいと感じました。いかに広報を展開するかは
今後考えていかないといけない課題だと思いま
す。また、当日までのスケジューリングがうま
く組めていなかったため、直前まで内容が固ま
りませんでした。効率的なスケジューリングの
作成も今後の課題です。
　ただ、最後におこなったボランティア紹介で
は実際に企画メンバーと一緒に参加するという
形をとったので、日の合わなかった参加者もい
ましたが、興味を持ってもらうことができまし
た。このような形でのボランティア紹介は非常

企画名　タイトル グローバルなワークでワックワク！～震災から多文化共生を Thinking～
報告者名 吉田　裕貴（国際文化学部　国際文化学科　２年次生）
日　　時 2011年12月16日（金）17時30分～19時30分
場　　所 瀬田キャンパス学生交流会館カンファレンスルーム
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 13人（うち、学生スタッフ７人）
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■経緯・目的
　学内のサークルを育て、ボランティア活動へ
の促進を目的とし、学内サークルとの連携強化、
学内でのセンターの認知度向上などを目指して
います。

■概　　要
・サークル登録制度
　地域からの「サークルを紹介してほしい」な
どの依頼に対応するため、学内のサークル（宗
教局、放送局、学術文化局、体育局、各種委員
会や一般同好会）のうち希望するサークルが登
録を行っています。※ボランティア活動以外の
サークルも登録対象。
・サークル情報交換会
　定期的に実施し、サークル同士のネットワー
クづくりやサークルの活動に役立つ情報提供を
行っています。
　具体的にはセンターの活動紹介、サークルの
活動紹介、助成金などの情報提供、サークルの
特技を活かした地域でのボランティア活動など

の説明を行い、新規登録サークルの呼びかけも
行いました。

■参加者の声・得られた効果など
　情報交換会では、「地域での活動を紹介して
ほしい」、「助成金に応募して今後の活動に活か
したい」などの声があり、地域からの出演依頼
などの調整や助成金の情報提供を行いました。
　今年度、センターで紹介した助成金事業で、
財団法人学生サポートセンター「平成23年度学

に効果的だと学びました。また、ワーク中に非
常食を試食する時間をとりました。普段の生活
の中では、あまり口にする機会のない非常食を
実際に試食することで、身近に感じてもらうこ

とができました。参加者の中にはおいしいとい
う声もたくさん聞こえ、非常食に興味を持って
もらえたと思います。

企画名　タイトル サークル登録制度（サークル＆ボランティア活動　情報交換会）
報告者名 西島　有恒（瀬田キャンパス　コーディネーター）

サ
ー
ク
ル
情
報
交
換
会

キャンパス 深草キャンパス 瀬田キャンパス

実施日時

2011年５月９日（木）　７月26日（木）
2011年11月24日（木）
2012年１月19日（木）
いずれも12時30分～13時00分

2011年５月９日（木）　７月26日（木）
2011年11月24日（木）
2012年１月19日（木）
いずれも12時50分～13時20分

場　　所 １号館104教室 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 延べ20団体　37人 延べ14団体　20人

登録団体

学友会学術文化局ボランティアサークル
京炎そでふれ！輪舞曲
学友会学術文化局交響楽団
手話サークル
ジャズ研究会

マジック＆ジャグリングサークル　Mist
そでふれよさこいサークル　華舞龍
瀬田BBS会
社会福祉研究会（S.W.A.P）
音×音（ネオン）

計５団体 計５団体
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 サークル情報交換会：深草、瀬田
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生ボランティア団体助成」の助成団体に社会福
祉研究会～S.W.A.P～が採択されました。

■コーディネーター所感
　今年度も登録サークルが、地域でのボラン
ティア活動で活躍しました。サークルを紹介し
た地域団体から、「次もぜひサークルに来てほ
しい」などの声をいただきました。
　今年度は登録サークルが助成金の助成団体に
採択されるなど、登録サークルの活動を育てる
ということにつながったと思います。
　課題としては、一度登録したサークルが継続
して登録となっていなかったり、登録を案内し
ても未登録となっているサークルがあったりと
いう状況があるため、これらのサークルを登録
につなげ、サークルのボランティア活動促進を
行いたいと思います。




