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センターを運営する学生スタッフの育成

■経緯・目的
　実行委員は深草・瀬田の学生スタッフ６名、
コーディネーター２名の計８名からなり、合宿
企画を行いました。今年度のオリエンテーショ
ン合宿の目的を『ボランティアセンターの理解
を深めること』とし、そのための目標として『仲
間作りをベースに学生スタッフ全員が‘学び’
と‘アクションを起こせるきっかけ’を得られ
るような合宿にする』と定めました。
　以上の内容から、今回の合宿のキャッチコ
ピーを「ボラセンすてき発見」としました。

■概　　要
　事前に実行委員で計五回の全体会議を開い
て、合宿のスケジュール・役割・企画などの大
枠を決め、また、深草・瀬田もグループに分か
れて各担当の企画プログラムの細部について決
める小会議を行いました。
　全体会議では各回で記録係を定め、その回の
議事録と次回の議題目録を作成し記録しまし
た。

〔１日目〕
①センター長のあいさつ（松島泰勝先生）

②アイスブレイクⅠ「Line�up」
③�センター理解のための講座（筒井のり子先生）
④企画プログラムⅠ
　�「私のボランティア　あなたのボランティア」
⑤交流会

〔２日目〕
⑥アイスブレイクⅡ（朝の集い）
⑦企画プログラムⅡ
　・「コミュニケーションワーク」
　・「コーディネートワーク」
⑧　振り返り

■参加者の声・得られた効果など
・�学舎・回生を問わず交流をより深めることが
できた。

・�ためになるアイスブレイクや企画などが多
かった。

・�瀬田・深草のスタッフ合同で行うことによっ
てモチベーションが上がった。

・�ボラセンの活動内容を知ることができた。
・�これから何をすべきかの指針となった。

などの参加者の声から、新スタッフはセンター

●センターを運営する学生スタッフの育成

企画名　タイトル 2011年度オリエンテーション合宿
報告者名 高井　慧大（文学部　史学科　３年次生）
日　　時 2011年５月28日（土）12時30分～５月29日（日）15時30分
場　　所 龍谷大学セミナーハウス　ともいき荘
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 学生スタッフ64人（深草22人・瀬田42人）職員５人　　計69人

　大学ボランティアセンターの運営形態は大学によって様々ですが、本学のボランティア・NPO活
動センターでは、教育職員・事務職員・学生スタッフの３者が協働して運営しています。中でも、学
生スタッフはピアサポートの観点から、本学学生のボランティア活動を応援する重要な役割を担って
います。
　ボランティア相談をはじめとする日常的なコーディネート業務やチラシ整理、メールマガジンの作
成、ボランティア活動を始めるきっかけとなる様々な企画など学生スタッフが取り組んでいることは
多岐に渡ります。そのためには幅広い知識や経験が必要となります。
　ボランティア・NPO活動センターでは、より一層、本学学生のボランティア活動を促進していく
ために社会課題に対する意識を持ち、社会に働きかけていく力を持った学生スタッフの育成を図ると
共に、組織運営能力、コーディネート力、コミュニケーション能力を身につけてもらうことを目標と
して、学生スタッフに研修の機会を提供しています。
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での活動内容を知り得る機会となり、また、こ
れからの活動の参考となったのではないかと思
われます。
　また、これまで継続してきた学生スタッフも、
初心に立ち返ってこれまでの事を振り返ること
ができ、両学舎の交流も一層深まったと感じて
います。

■学んだこと・今後の課題
・�学舎ごとの小会議は、毎回毎週するべきで
あった。

・�情報の齟齬がみられたため、不明瞭な事柄は
事前に確認すべきであった。

・�毎回議事録を作成することで、会議を円滑に
進めることができた。

・�来年のオリエンテーション合宿のコアメン
バーは、今年のコアメンバーの数人を経験者
として置いたほうが良いのではないかと思わ
れる。

企画名　タイトル 夏合宿2011
報告者名 高松　秀樹（法学部　法律学科　２年次生）
日　　時 2011年９月11日（日）９時15分～９月12日（月）15時
場　　所 宇多野ユースホステル
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25人　　職員２人　　計27人

■経緯・目的
　『学生スタッフの活動をより良くするととも
に、現状の課題やその改善点を共有し、後期の
活動に活かす』という合宿本来の目的に沿った
ものにするため、私たち企画メンバーは『一人
一人が意見を出し合えるようにする』、『ボラセ
ンの知識を学び、コーディネートに活かせるよ
うにする』という目標を設定し、楽しいだけで
はなく学生スタッフが成長できるような合宿を
目指しました。

■概　　要
★１日目
・�11：00～12：00　　開会式
　①コアメンバーの紹介②注意事項連絡
　③アイスブレイク
・�12：00～13：00　昼食
・�13：00～15：00　前期振り返り・
　　　　　　　　　後期スケジュール確認
　①前期振り返り（個人）②前期振り返り（班）
　③後期企画スケジュール確認

プログラム内容
　個人、班毎に前期の活動の振り返りを実施。
個人では①前期の活動②頑張ったこと③反省点
の３点を記入してグループ毎に共有。班では①
班としての前期活動の振り返り②反省点③後期
の目標と活動を班毎で話し合い、他の班に向け
て発表。後期のスケジュール確認は、①後期の
企画の確認および担当者の説明。②ボランティ
アセンターの後期の予定を確認した。前期の活
動を振り返り、自分と班の２つの視点から課題
を見つけ、後期に向けての目標に活かしました。

・�15：00～19：00　模擬企画
①問題提起②解決法の模索③発表方法を考える
プログラム内容
　新スタッフを主な対象にスタッフ同士が協力
し合って企画を立案し、その過程を学ぶことで、
今後の企画の立案をスムーズに行うことを目標
としました。企画の立案にあたってグループ毎
に、①問題提起②問題の解決方法の模索③発表
方法を考えるという３点を行い、より本格的な
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企画の立案に近いものとしました。
★２日目
10：30～11：30　模擬企画のプレゼンテーション
12：00～13：00　昼食
13：05～15：00　合宿振り返り・閉会式
15：00　　　　　解散

■参加者の声・得られた効果など
・模擬企画で企画を立案する方法を学べた。
・�個人としてだけでなく、班としての前期の活
動の振り返りができ、後期の目標を見出すこ
とが出来た。

・�アイスブレイクや交流会などで新スタッフを
含めた他の学生スタッフのことをよく知るこ
とが出来た。

・�後期のスケジュールを把握することが出来た。
・�皆と意見を出し合える機会があってよかった。
・�企画は一人だけでなく、みんなの意見を総合
させて作っていくものだというのを学べた。

■学んだこと・今後の課題
【得た学び】
・�アイスブレイクでは新スタッフとの交流を深
めることができました。また、他のスタッフ
のことをもっとよく知ることができました。

・�前期振り返りでは、個人だけでなく班として
も前期の活動を話し合うことができる機会で
した。

・�後期スケジュール確認では今後の予定が共有
でき、後期の企画の内容を知ることができま

した。
・�模擬企画ではふとした疑問から企画が立案さ
れていく過程を知ることができ、今後の企画
立案に活用できるきっかけになりました。

・�企画の立案の際は趣旨・目的を明確にするこ
とと意見のまとめ方が重要だとわかりました。

・�コアスタッフとしての活動の大変さが理解で
きました。

【反省点】
・�事前準備の怠慢が目立ちました。
・�コアメンバー同士の情報共有がうまく出来ま
せんでした。

・�ワークのリハーサルを怠っていたのでワーク
シートの不備や意見の食い違いがありました。

・�新スタッフに対して班の説明が不十分でした。
・�ワークの趣旨・目的がうまく伝えられず、ワー
クの意義を見失ってしまうことがありました。

・�合宿振り返りの内容の検討が不十分でした。

企画名　タイトル 瀬田夏合宿
報告者名 安平　昂志（社会学部　社会学科　２年次生）
日　　時 2011年８月28日（土）12時00分～８月29日（日）16時30分
場　　所 マキノ高原一二三館（滋賀県高島市マキノ町）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター　（瀬田）
参加人数 37人（学生スタッフ35人・コーディネーター２人）

■経緯・目的
　学生スタッフの運営をよりよくするために、
前期の活動を振り返るとともに現状の課題やそ
の改善点を共有し、後期の運営に生かすという
ことを目標として行いました。

■概　　要
【１日目】
13：00～　アイスブレイクで班分け
13：30～　班ごとに振り返りワーク
　①個人の前期ふりかえりワーク
　②他己評価ワーク



90

2011年度活動概要　第２部

　③�コーディネートシフトごとのふりかえり
ワーク

　④�班活動の前期ふりかえりと後期活動計画の
発表

18：00～　夕食、交流会など
【２日目】
９：30～　�いまさらクイズ（センターについて

の疑問を Q&A のクイズ形式で行
う。）

13：00～　�アイスブレイク後コーディネート
ワーク「チラシなしでのコーディ
ネート」

15：15～　�まとめワーク（後期の目標を一人ひ
とり全員の前で発表）

17：00　　解散

■参加者の声・得られた効果など
・�前期の自分を見つめなおすことができ、後期
につなげることができると思った。

・�後期では何をするべきかという課題が見えて
きた。

・�意識を高めることができ、ボラセンに対する
モチベーションがあがった。

・�今までボラセンにいても知らなかったことが
多く、学ぶことがあった。

・�他人から評価を受けることによって、自分が
気付けなかった改善策を教えてもらえ、実践
してみようと思った。

・�上回生がお手本になり、後輩たちが先輩を目
標になる（コーデなど）

・�１日目に寝る時間が遅くなって、２日目の
ワークに支障をきたしたため、早く寝て明日
に備えるようにすべきであった。

・�学んだこととして、コーデの改善点や後期に
しなければならないことがわかった。

・�今回の合宿ではワークというものが多くて、
討論する場面があまりなかった。

■学んだこと・今後の 課題
　この合宿では、前期での自分たちの活動を振
り返り、後期に向けて個人目標を決めることを
目的としました。しかし８月中に合宿を行うと、
後期の活動までおよそ１ヶ月空いてしまうた
め、その意識が薄れてしまうのではないかとい
うことが当初の課題としてあがっていました。
そこで、各個人の後期目標を参加者全員の前で
発表し、意識を持続して後期の活動に入り、最
終的には後期終了時に目標が達成できたのか検
証できるような内容を目指しました。
　今回の夏合宿は、今までと形式が変わって一
からのスタートであったために、どのような感
じにするのかということに戸惑ってしまい、な
かなかミーティングもスムーズにいきませんで
した。そのために結局ワーク内容が完成したの
が前日になってしまったので、最終的な確認の
時間があまりとれなかったのが反省点です。
もっとミーティングの回数を増やして早めにし
なければならないと思いました。
　コーディネートワークでは、「相手の心を読
み取ると、より相手のニーズにあったボラン
ティアを紹介ができるのではないか」というね
らいで行いました。しかし、コーディネートに
おける改善点を挙げただけで具体的な改善策に
まで到達できず、目的にあった心を読み取ると
いうことから逸れてしまったことが反省点で
す。
　今後はコーディネート班の活動をとおして、
学生スタッフのコ―ディネート力上達に務めて
いきたいと思います。
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企画名　タイトル 春合宿2012
報告者名 板野　裕子（文学部　史学科　国史学科　２年次生）
日　　時 2012年３月１日（木）10時00分～３月２日（金）12時30分
場　　所 龍谷大学セミナーハウスともいき荘
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22人　職員２人　　計24人

■経緯・目的
　『学生スタッフの活動をより良くするととも
に、スタッフの思いを共有し、今年度の活動の
振り返り、来年度の活動に活かす』という合宿
本来の目的に沿ったものにするため、私たち企
画メンバーは『学生スタッフ全員がボラセンの
魅力を語れるようになる』『スタッフなら当た
り前にできることを当たり前にできるようにな
る』という目標を設定し、楽しいだけではなく
学生スタッフが成長できるような合宿にするこ
とを目的にこの春合宿を実施しました。

■概　　要
○１日目
10：00～10：15　①コアメンバーの紹介＆挨拶
　　　　　　　　②キャッチコピー説明
10：15～12：30　①今年度全体の振り返り
　　　　　　　　②震災に対する活動の振り返り
　　　　　　　　③来年度前期の行動計画
プログラム内容（ふりかえり）
　今年度全体と東日本大震災に対するボラセン
の活動のふりかえりと来年度の前期行動計画を
考えました。今年度全体のふりかえりは、活動
一覧表を使用しながら行い、事業説明は１回生
が中心で行いました。震災のふりかえりはグ
ループに分かれて各月ごとの震災に関する活動
をふりかえりました。
　次に、夏合宿までの来年度行動計画を作成し
ました。今年度の活動と震災への取り組みを振
り返ることで、来年度の活動に活かせるように
しました。

13：30～15：30　プロジェクトV（P・V）
プログラム内容（プロジェクトV）
　自分にとっての『ボランティア』を言葉にす
るために４つのグループに分けてワールドカ
フェ方式でディスカッションを行いました。
ディスカッションでは、自分の経験や興味のあ
るボランティアについて話しました。ディス

カッション終了後に『自分にとってのボラン
ティアとは？』について個々で書いてもらいま
した。これをミーティングルームに掲示し、い
つでも思い出せるようにしたいと考えていま
す。

15：30～16：00　休憩（荷物を部屋へ移動）
16：00～18：00　ボラセンの種（Ver.1）
プログラム内容（ボラセンの種）
（Ver.1）　�分野毎に分かれ、自分のしたいこと

を書き出し、似た思いを持った人と
グループになって思いを共有して、
企画になる前段階のボラセンの種を
作りました。

（Ver.2）　�作ったボラセンの種をまとめてその
グループ毎に発表しました。

○２日目
９：00～11：00　ボラセンの種（Ver.2）
11：00～12：30　合宿ふりかえり

■参加者の声・得られた効果など
【参加者の声】
・ボランティアの奥深さを学べた。
・普段話せないような話が出来て良かった。
・時間が過ぎるのが早かった。
【得られた効果】
・�2011年度の活動を振り返ることによって、改
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めて自分たちの足りないところを自覚した一
方で、私達の活動の意義を見つめ直し次年度
の活動に向けた意欲の向上に繋がった。

・�スタッフ達が自分の思いを共有し、自分たち
のやりたいことを考える良い機会となった。

・�自分の言いたいことを人に伝えられるように
なった。

・�みんなの思いをあらためて聞くことができ
た。

・�ボラセンの知識を深めることができた。
・�スタッフ同士の中が深まった。
【今後の課題】
・�ふりかえり用のアンケートの作成。
・�もっと時間に余裕を持たせる。
・�休憩時間をもっとはっきりさせる。
・�司会進行をスムーズにできるようにしてお
く。

企画名　タイトル 春合宿（瀬田）
報告者名 栗原　啓拓（社会学部　社会学科　２年次生）
日　　時 2012年３月12日（月）～2012年３月13日（火）
場　　所 本学セミナーハウスともいき荘
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
参加人数 学生スタッフ28人、職員２人

■経緯・目的
・�学生スタッフ一人一人が今期を振り返り、来
期の活動に生かす。

・�新入生を迎え入れる体制を学生スタッフ全員
で作る。

■概　　要
　センターの学生スタッフが来期に向けての体
制を作るために、１泊２日の間に話し合いや
ワークショップなどを行いました。

プログラム内容
〇１日目
12：00　はじめの言葉・アイスブレーク
12：25　個人の振り返り
　　　　�→2011年度の活動を個人単位で振り返る
13：55　企画の振り返り
　　　　�→2011年度に実施した６企画をそれ

ぞれの企画の代表に良かった点など発
表してもらい参加者で情報を共有

16：20　東日本大震災に関するワーク
　　　　�→今年度の震災に関する取り組みを振

り返り、来年度以降の取り組みについ
ても考える。

16：35　アクションプランの振り返り
　　　　�→2011年度の目標を達成できたかを確認
18：00　夕食

19：00　入浴
20：00　交流会
22：00　就寝

〇２日目
８：00　朝の集い
８：40　朝食
９：30　年間スケジュール
10：00　新歓にむけて
　　　　�→新歓に向けて進行状況の確認や、ガ

イダンスやブースの予行練習を行う。
12：30　昼食
13：30　学生スタッフの役割を確認するワーク
　　　　→基本的な役割を再確認する。
15：25　終わりに
16：20　解散

■参加者の声・得られた効果など
　参加した学生からは「2012年度に向けて目標
を立てたりする良い機会になりました」「この
春合宿はほんまに過去を見直すいい機会になっ
たし、いいスタートを切れる第一歩になったと
思う！」「今年度は震災もあって今までと違う
一年間でしたが、このことを経験した自分たち
だからこそ、これからのボラセンに生かしてい
くこともあるのではないかと考えさせられまし
た」という感想を聞くことができました。
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　１日目の振り返りでは、今期の活動の反省点
などを確認でき、各学生スタッフのこれからの
活動目標の指標となりました。２日目はこれか
ら新入生を迎えるに当たり、自分たちの知識の
共有や新歓の準備を行いました。また、交流会
では学生スタッフと職員が一緒になってゲーム
をし、交流を深めました。

■学んだこと・今後の課題
　春合宿は１年間の締めであり、また来期に向
けての始まりのときでもあります。今回の合宿
はバランスよく両方の意味を持ったものになっ
たと思います。
　企画・運営面では今回からセンター事業とな
り、合宿のコアが初めての学生スタッフばかり
でしたが、参加者から「良かったという声が多
くあり、総じてみれば成功だったのではないか
と思います。
　しかし、細かい面では時間調整やワーク

ショップの作りが不十分であるなど課題が残り
ました。また、参加していない学生との情報共
有や、ボラセン全体の目標の設定などこれから
決めなければなりません。
　今後の事業や企画などに今回の合宿での学び
が活かせるように、調整していきたいと思いま
す。




