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2012年度活動概要　第２部

■経緯・目的
　リユース傘貸し出しプロジェクトは、にわか
雨などで傘が必要になった時に、傘を持ってな
い学生・教職員に傘を貸し出し、それと同時に
ボランティア・NPO 活動センターの知名度の
向上を図る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
①�センターに来室した方に学生証を提示しても
らい、貸し出し用の傘から自分の借りたい傘
を選んでもらう。

②�学生スタッフが傘の貸し出し表に日付、利用
者の学籍番号、名前、傘の個体番号を記載する。

③�傘の返却が遅れた時のために、利用者の方に
連絡先を記入してもらう。

④�スタッフが傘の貸し出しの期日（貸し出し日
から一週間後）を提示し、その日までに返却
するように説明する。

・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
届けられた落し物の傘で、持ち主が見つからな
いまま一定の期間保管され、引き取りの見込み
が無くなったものを提供してもらっています。
これらの傘に管理担当者が個体番号を記した
テープを貼り、貸し出し用の傘としています。

2012年４月～2013年１月の傘の貸し出しのグラフ

■参加者の声・得られた効果など
・�傘の貸し出しのおかげで、センターに来る人
も多い。

・�傘の貸し出しと同時にセンターの宣伝をする
ことができる。

・�センターの移転にともなって傘の貸し出しの
回数が減ってしまった。

・�傘の貸し出しをセンターが行っていることを
知らない学生が多い。

■学んだこと・今後の課題
　傘の貸し出しはそれをきっかけに龍谷大学学
生がセンターを訪れる機会が多くなり、学生ス

●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

　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 リユース傘貸し出しプロジェクト
実 施 日 2012年４月１日（日）～2013年３月31日（日）
場　　所 ボランティア・NPO活動センター　深草キャンパス事務室内
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
利用者数 延べ138人
企画メンバー

（学生スタッフ）
宮林　嵩、板野　裕子、丹治　里名、北川　亮輔、杉田　あずさ、冨永　玄哲、
廣瀬　令奈
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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

タッフにとってはセンターの活動の広報ができ
るよい機会になり得る。しかし、センターの移
転と同時に傘の貸し出しの機会は大幅に減少し
てしまった。主な理由として、センターの場所
や傘の貸し出しを知らない学生が多いことが挙
げられる。センターが移動した学友会館は授業
を行う校舎から離れているため、学生が来る回

数が少ない。
　今後の活動は傘の貸し出しを含めて、移転し
たセンターの存在をもっと外部に広める必要が
ある。

〈報告者：宮林　　嵩〉

■経緯・目的
　2008年度から、学内のキャップ分別専用のゴ
ミ箱を通して、学生の環境問題への意識を高め
る活動に取り組
んでいます。ま
た、分別された
キャップをむつ
み園（障害福祉
サービス事業
所）に引渡し、
障がい者支援へ
の協力という面
もプラス効果と
しています。

■概　　要
○広報活動
　昨年度に作成した Re−キャップに関したポ
スターに引き続き、今年度もポスターの作成を
行いました。内容は３R（Reduce・Reuse・
Recycle）を呼びかけるものと、キャップの分
別を促すものと２種類作成しました。前者は生
協のコンビニ前に、後者はゴミ箱に直接掲示し
ました。ゴミ箱に設置したポスターの場所は以
下の通りです。屋外に設置すると日焼けしてし
まうので、今回はすべて校舎内のみの掲示とし
ました。

１号館１階入り口左 ２号館１階階段下
２号館２階220教室前 ３号館１階105教室前
３号館１階107教室前 ４号館１階入り口
６号館出口前 ６号館１階　階段上
８号館１階101教室前 ボランティア・NPO活動センター前

○キャップの回収・洗浄・引き渡し
　①�清掃員の方が回収したキャップを、２限の

コーディネートシフトの学生スタッフがゴ
ミ集積所から回収し、水に浸して洗浄。

　②�３限シフトの学生が水から引き上げ、シー
トに広げて乾燥。

　③�４限シフトの学生が乾いたキャップをビ
ニール袋に入れて保管。

　④�計量後、毎月第３木曜にむつみ園へ引き渡
し。

○龍谷祭でのアンケート
　Re−キャップの活動の目的が本学学生に伝
わっているのかを知るため、瀬田キャンパス龍
谷祭のセンター展示室で来場者を対象にアン
ケートを実施しました。

■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
　回収したキャップは全てむつみ園へ引き渡し
ました。2013年度の６・７・１月の回収量は量
り忘れがあったため、むつみ園に確認した重さ
になっています。

企 画 名 Re －キャッププロジェクト
実 施 日 2012年４月１日（月）～2013年３月21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
企画メンバー

（学生スタッフ） 栗原　啓拓、越智　達也、辻川　智世、諸岡　龍馬、南　伸之介、中山　陽貴

※設置したポスター
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回収月 回収量 回収月 回収量
2012年４月 5.4kg 10月 23.85㎏

５月 8.8kg 11月 22.45㎏
６月 14kg 12月 12.55㎏
７月 11kg 2013年１月 12.5kg
８月 6.35kg ２・３月 28.2kg
９月 25.4kg 合　計 　170.5kg

○�龍谷祭でのアンケート結果（本学関係者以外
の方も含む）

質問１：�ゴミ箱に貼ってあるポスターを知って
いますか？

知っている 知らない 有効回答者数
結果 18人 30人 48人

質問２：�Re−キャッププロジェクトの目的を
知っていますか？�or�目的は何だと思
いますか？

回答（４択） 回答者数
① ワクチンの為 ９人
② 環境問題を知ってもらうため 13人
③ 福祉施設にキャップを渡すため 14人
④ リサイクルするため 12人

合　　計 48人

　本プロジェクトの一番の目的は３Rなどの推
進も含む②ですが、その後のアクションである
③や④が目的だと思っている人も多かったり、
全く異なる①だと思っている人もいることが分
かりました。

■学んだこと・今後の課題
　今年度はポスターの製作枚数を増やすなどの
新しい試みを行いましたが、作成に時間がかか
るなどの準備不足な面が見られました。さらに、
キャップ回収量が昨年度を上回り、ペットボト
ルの使用量を減らすという目的に反する結果に
なりました。龍谷祭でのアンケート結果からも、
学生への広報活動が甘かったことが分かったの
で、この結果を来期の活動に生かしていきたい
と思います。
　一方、むつみ園にも訪問し、キャップを引き
渡すことが利用者の方の役に立っているという
確認ができたのはよかったと思うので、これか
らの関わり方をもっと考えていきたいと思いま
す。

〈報告者：越智　達也〉

■経緯・目的
　龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター
（以下センター）の存在を学生に広め、ボラン
ティア活動を広める。

■概　　要
【春号】（A5）
　３月30日発行。センターについて知らない新
入生・学生に向けた内容を充実。
　内容はセンターや学生スタッフについての説
明漫画、ボラッター（ツイッターをもじったユ

ニークなページ）、センター事業の紹介等。
発行部数：900部
残 部 数：000部
【夏号】（A5）
　６月29日発行。ボランティアをしたことがな
い人に向けた内容。新スタッフ紹介、ボランティ
ア体験談（昨年度の夏のボランティア体験）な
ど。
発行部数：200部
残 部 数：�040部

企 画 名 深草広報誌「ボラゴン」
発行時期 春　夏　冬（秋冬合併号）

場　　所 配架場所：ボランティア・NPO活動センター（深草）
手 配 り：大学生協前、正門前

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）学生スタッフ広報班
企画メンバー

（学生スタッフ） 篠原　成生、竹田　伊織、根縫　凌馬、前田　剛志、峰松　優丞
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【冬号（秋冬混合号）】（A5）
　12月10日発行。秋号で掲載する予定だった記
事と企画紹介記事を織り交ぜて発行。
発行部数：170部
残 部 数：029部

■参加者の声・得られた効果など
・�春号ではマンガを記事に取り入れた。今まで
にない新しい取り組みで、読んでいて楽しい
記事だったとの声が相次いだ。

・�夏号の表紙は学生スタッフによる投票によっ
て決めた。いろんな表紙を見れて、楽しい。

・�学生に広報誌を配ることで、センターを広め
ることができた。

■学んだこと・今後の課題
　指導力・団結力不足で秋号の発行を遅らせて
しまい、冬号と混合するという苦肉の策をとる
に至った。今後このようなことが起こらないよ
うにダラダラしたミーティングの全廃、一人に
負担がかからないようにするなどが課題であ
る。

〈報告者：根縫　凌馬〉

■経緯・目的
　ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）
では、学内での認知度向上と、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2009年度より発行していま
す。
　センターの活動や企画、また学生スタッフの
ボランティア体験などを掲載することで、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
春号（約2100部発行）
　・センター紹介
　・学生スタッフについて
　・学生スタッフQ&A
　・2011年度活動報告
　・学生スタッフ募集
夏号（約670部発行）
　・センター紹介、学生スタッフ紹介
　・オススメボランティア紹介

　・ボランティア体験談
　・オススメ瀬田スポット紹介
秋号（約920部発行）
　・センター紹介、学生スタッフ紹介
　・龍谷祭展示、模擬店の宣伝
　・ Let's ボランティアの報告と宣伝
　・�ボランティア体験談、ボランティア先周辺

のお気に入りスポットの紹介
冬号（約900部発行）
　・センター紹介、学生スタッフ紹介
　・�センター（瀬田）図書コーナー紹介
　・ボランティア紹介
　・イベント、講座等の紹介
○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
　センターでのボランティア相談対応の際、「セ
ンターをどのように知りましたか」という問い
に対し、数人の方から、配布されていた広報誌
を見て知ったという返答を頂きました。このこ
とから、毎回の広報誌発行により、センターの

企 画 名 瀬田広報誌「Volunteer News」
配布期間 2012年４月２日（月）～2013年１月11日（金）
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）学生スタッフ広報班広報誌係
企画メンバー

（学生スタッフ）
西牟禮　智美、河内　直之、若松　隼平、北岡　なつみ、南　伸之介、
小川　菜緒、小林　陽太、桑原　初音、仲田　匡志、春本　真也
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知名度向上に効果があったのではないかと思い
ます。

■学んだこと・今後の課題
　広報誌を配布する際、瀬田学生スタッフ全員
を対象としたシフトを組むことで今まで以上に
多くの人数で配布が出来、その結果効率よく多
くの人に広報誌をもらってもらうことができま
した。また配布場所を２箇所に分けたことで今
まで広報誌をもらったことのない人などにも多
く受け取ってもらえたと思います。
　また記事の内容を決める際、広報誌係の意見
に加え、瀬田学生スタッフ全員が参加する全体
ミーティングで意見を聞き、それを取り入れる
ことにより、記事アイデアの幅が広がり、以前
より読んでもらいやすいような記事が増えたと
思います。
　今後もより「読む側」の立場で考えてみるこ

とで、いかにして読みやすい記事に出来るか、
ボランティアについて興味を持ってもらえるか
ということをつきつめていき、さらにはセン
ターの認知度を上げることのできるような広報
誌にもしていきたいと思います。

〈報告者：若松　隼平〉

■経緯・目的
　瀬田キャンパスのボランティア・NPO 活動
センターでは、来室する学生がセンターの中に
入りにくさを感じているという課題がありま
す。そのため、学内の人目につきやすい場所に
ブースを設けてボランティアを紹介しセンター
を身近に感じてもらうことで、センターに入り
やすいきっかけづくりや認知度の向上、またボ
ランティアが龍谷大学生に普及することを目指
し活動してきました。
　今回で６・７回目の実施となるこの企画です
が、開催期間中に龍谷大学生に向けたアンケー
トも行い、学生のボランティアについてのニー

ズ調査をすることで今後の活動に役立てていく
ことを目的としました。

■概　　要
・�オススメのボランティアのチラシをテント
ブースに置き、学生にボランティアを紹介す
る。前期は福祉・環境・国際の分野のチラシ
２種類ずつ、合計６種類をブースに設置。ボ
ランティア活動保険の加入があり、この夏に
気軽に行きやすいボランティアを中心に選
定。後期は地域団体の募集チラシの中からお
すすめのもの７種類を設置して紹介。

・�センター主催の企画の広報強化。前期は夜市

企 画 名 Let's ボランティア　～ボランティア紹介します～

実 施 日

前期：2012年７月９日（月）～７月13日（金）※11日（水）を除く４日間
　　　12時35分～13時35分
後期：2012年11月５日（月）～９日（金）※８日（木）を除く４日間
　　　12時40分～13時30分

場　　所 瀬田キャンパス　樹心館前
※前期７月12日（木）は雨天のため食堂前テント下へ移動

実施主体 ボランティア・NPO活動センター
来場者数 前期：本学学生約60名／後期：本学学生51名
企画メンバー

（学生スタッフ）
岡田　太貴、藤村　由香、辻川　智世、森口　堅右、越智　達也、中村　健人、
山下　凌司、小野　友理香
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（P.42）、大津祭（P.45）の企画と協力し、チ
ラシ配りや展示を同時開催。後期は福祉企画
project�W（P.51）や復興支援フォーラム
（P.15）を広報。
・�気軽に立ち寄ってもらえることに重点を置く
ため、ブースでの本格的なボランティアコー
ディネートは行わず、学生が詳しい内容を知
りたい場合はセンターに来てもらう。

・�ブースの前で呼び込む際に簡単なアンケート
を用いたボードを作り、通りかかった学生に
話しかけやすく、来てもらいやすい雰囲気を
つくる。

【運営面で工夫した点】
　前回までの良かったところは残し、反省点や
学生スタッフの意見を活かしながら、もっと気
軽にチラシを見てもらえる開放的なブースづく
りのため、以下の点を心がけました。
・�シフトに入った学生スタッフはセンターのT
シャツやウインドブレーカーを着用。

・�チラシごとに簡単な紹介を書いた三角柱を設
置。

・�当日にテント内でチラシの紹介をする人、
PR 宣伝する人など、学生スタッフが役割を
決めてスムーズに動けるように、それぞれの
役割ごとにマニュアルを作成。

・�後期の広報チラシには、表面は Let's ボラン
ティアの紹介、裏面はボランティア・NPO
活動センターの紹介を載せ Let’s ボランティ
アの最終日にも配ることができるように工
夫。

■参加者の声・得られた効果など
・�樹心館前で行ったことで気軽に立ち寄っても
らえ、学生スタッフから友達を誘いやすいな
ど、学生スタッフ自身が楽しみながら協力し
てくれました。

・�来場者数の実施日別内訳は以下のとおりです。

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 合計
前期 25人 19人 ９人 11人 60人
後期 15人 ７人 ８人 21人 51人

・�アンケート結果は以下の通りです。
前期：�「ボランティア・NPO活動センター（通

称：ボラセン）を知っていますか？」

知っている 知らない 合計
結果 219人 62人 281人

後期：�「あなたはどんな分野のボランティアに
興味がありますか？」

分野 国際 環境 福祉 その他 合計
結果 65人 89人 83人 20人 257人

※「その他」は、災害、献血、地域、興味なし等。

■学んだこと・今後の課題
　前期は新スタッフが入ってからの初めての実
施で多くの学生スタッフが協力してくれたた
め、たくさんのチラシを配るなど重点的に広報
できたのが良かったです。しかし当日の運営面
では、本企画の責任者がはっきりしておらず、
遅刻・欠席の連絡を誰にしたらよいかなどが不
明確になったり、学生スタッフからも当日の動
きが分かりにくかったなどの意見がありまし
た。
　これらの反省を活かして、後期は事前にミー
ティングで当日の動きを細かくまとめたプリン
トを使って勉強会を行いました。また、活動が
始まる前に役割ごとに学生スタッフを振り分
け、当日は前期よりもスムーズに進めることが
できたのでよかったです。しかし、やはり「ブー
スへの呼び込みが難しい」という課題もあげら
れ今後に向けて改善策を考えていきたいと思っ
ています。
　一方、アンケートではボード上にみなさんの
回答結果を記入する形式をとっていたため、前
の人の回答が次の人の回答に影響を与えたので
はないかという意見も出ました。このことを受
け、来年度アンケートを実施する際はより正確
な調査ができるように形式を変えるなど改善し
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■経緯・目的
　2011年に東日本大震災が発生し、一年間を通
して学生スタッフとしても様々な復興につなが
る活動をしてきました。しかし、身近で災害が
起きた時に私たちはどのように行動すればいい
のかまだ理解できていません。さらに、震災か
ら一年経過し、少しずつ震災に対する意識が薄
れてきているような気がします。そこで学生ス
タッフを含めた学生達に震災などの災害が起き
た時自分たちにできること、どのように行動す
ればいいのかをもう一度考え直してもらい、防
災に対する意識を高めてもらうことを目的に実
施しました。

■概　　要
○事前学習
日時：７月13日（金）17時00分～19時00分
場所：伏見消防署
講師：伏見消防署の職員
内容：�防災に関する勉強会（パワーポイントを

使う）
　　　�二次災害に備えた実技演習（骨折時の応

急手当など）
○防災講習
日時：９月25日（火）17時00分～19時00分
15：00～　　　21-401教室の準備
16：15～　　　図書館前に起震車が到着
16：30～　　　受付開始
17：00～　　　開始

17：05～　　　起震車・消火器使用体験開始
17：30～　　　体験内容交替
18：00～　　　体験終了～教室へ移動
18：05～　　　講義開始
　　　　　　　・消防署の方からの講義
　　　　　　　・�企画メンバーから龍谷大学の

防災取り組み紹介（パワーポ
イント）

18：35～　　　ワークショップ
19：00～　　　他の班の考えを見回る
19：20～　　　講習終了
19：25～　　　後片づけ

■参加者の声・得られた効果
【参加者の声】
・�講習を聴いて、災害を他人事と思わずもっと
災害を意識しようと思った。

・�消火器や起震車の体験があったので、イメー

企 画 名 防災講習 in 深草
実 施 日 2012年９月25日（火）17時00分～19時00分
場　　所 深草キャンパス顕真館前、21号館401教室
実施主体 ボランティア・NPO活動センター、伏見消防署
参加人数 学生43人（内スタッフ21人）教職員６人　学外の方６人　　計55人
企画メンバー

（学生スタッフ）
高松　秀樹、板野　裕子、篠原　成生、宮林　嵩、丹治　里名、峰松　優丞、
前田　剛志、冨永　玄哲、宮岸　李奈、吉水　崇博、山本　富美子

ていきたいです。
　本企画メンバーは、一年を通して少しでも学
生にボランティアやセンターを身近に感じても
らえるように活動をしてきました。まだまだ課
題点も多いですが、回を重ねるごとに本企画の
形が見えてきたのではないかと感じています。

これからも、一人でも多くの人にセンターを利
用してもらえるようなきっかけづくりができる
ように努力していきたいと思います。

〈報告者：岡田　太貴、藤村　由香〉
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ジがしやすくなった。
・�ワークショップなどでほかの参加者の方の意
見を聞けて良かった。

　などの声を得ました。今回の企画の趣旨目的
の通り、災害は身近なものであるという認識を
持ってもらい災害に対する意識を改めて持って
もらうことができて良かったです。
【得られた効果】
　災害を他人事と考えず、自分たちの身近にあ
るものとの認識を持つことができた。また一人
で考えるだけのぼんやりとしたイメージから、
実際の体験や講義、ほかの参加者の方からの意
見を聞くことができて、改めて防災のイメージ
がしやすくなりました。

■学んだこと・今後の課題
　今回の防災に対する企画を通して、多くの方
と話し合う場を持つことができ、たくさんの意
見をもらうことができて、災害へのイメージが
はっきりしました。学生の中から防災意識を高
く持つという話が出たことに大学の防災を担当
する職員の方からも、良かったという声をいた

だきました。しかし、この講習の呼びかけをもっ
と早い段階から行っていれば、より多くの学生
に参加してもらえたと思いました。また、想定
していた時間よりも余計に時間がかかってお
り、事前準備をもっと積み重ねておくべきだと
思いました。今後は、このような企画を通して
防災に対する意識をどのように維持していくか
が重要だと思いました。
【伏見消防署の方との振り返り】
・�もっと積極的に声をかけに行ってみたらよ
かったと思う。

・�せっかく縁が出来たので、これからもこのよ
うな企画を続けていきたいと思う。

　などの意見や感想をいただきました。起震車
近くには、興味を持って来ていた学生もいたの
でもっと声をかけていたら良かったです。今後
もこのような企画を通して縁を強く太くしてい
くとともに、さらに学生や地域住民の方も巻き
込んで多くの人達に災害に対する意識をより高
く持ってもらいたいと思います。

〈報告者：高松　秀樹〉

■経緯・目的
　東日本大震災から１年以上が経過しました。
薄れかけている震災に対する意識を再び向け、
現状を知ってもらうための展示と、模擬店の収
益を寄付することで学生にも気軽に復興支援に
参加してもらえると考え、龍谷祭の中で実施す
ることにしました。
　さらに、私たち学生スタッフの普段の活動を
紹介することで龍谷大学の学生や地域の人にセ
ンターを活用してもらい、より身近に感じても
らおうと思いました。また、来場者へのアンケー
トなどで客観的意見をもらうことで、今後のセ

ンターでの活動に活かすことも目的としまし
た。

企 画 名 Do you know ボラセン？ in　瀬田龍谷祭

実 施 日 2012年10月27日（土）11時00分～15時30分（模擬店：10時00分～16時00分）
2012年10月28日（日）11時00分～15時30分（模擬店：10時00分～16時00分）

場　　所 瀬田キャンパス３号館202教室（展示）／２号館前（模擬店）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
来場者数 展示：340人／生トーク：40人／模擬店：383人
企画メンバー

（学生スタッフ） 岸本　慧、德冨　貴子、西本　史佳、小川　菜緒、佐々木　奈央、山下　凌司
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■概　　要
［展　示］
１．模造紙や写真による学生スタッフの活動紹介
　�ボランティア・NPO 活動センターについて
／学生スタッフ企画／班活動／学生スタッフ
プロフィール

２．ボランティア適性診断
　�YES・NOチャートによるいくつかの質問を
たどっていき、４種類の中から来場者が自分
に合ったボランティアの傾向を発見してもら
う。

３．東日本大震災復興支援関連の展示
　�龍谷大学の2012年度第１回復興支援ボラン
ティア（P.11）の参加者が撮った写真を用い
て、当日の活動を時系列に紹介する。

４．生トーク
　�第１回復興支援ボランティアに参加した学生
を招き、ボランティア当日の様子や感じたこ
と、思いなどを対話形式で伝えてもらった。

［模擬店］
岩手風焼きうどんを調理・販売
値段：200円／１杯

■参加者の声・得られた効果など
［参加者の声］
　模擬店の焼きうどんは評判がよく、完売し、
「おいしかった」と言っていただきました。そ
の他、展示も含めて以下の感想をいただきました。
・�どんなボランティア活動をしていて、募集し
ているのかが分かってよかった。

・�実際にボランティアに行った人の話しが聞け
てよかった。

・�写真での展示が多く見やすかった。
・�模擬店の調理が手間取り、待ち時間があった。
・�もっといろんな活動の展示が見たかった。
・�展示場所が遠く、閉鎖的で入りづらかった。
・�もう少し明るく話しかけてほしかった。
［得られた効果］
・�展示をすることでもう一度震災に対する関心
をもってもらえました。また、模擬店収益
56,680円のうち、宮城県石巻市の復興支援団
体「石巻復興支援ネットワーク」に、振込手
数料を除いた56,050円を寄付しました。

・�アンケート調査の結果、有効回答者数78人中
20人がこの展示をきっかけに震災復興支援や
ボランティアに対する興味をもってもらえた

ことが確認できました。また、有効回答者数
74人中20人が口コミをきっかけに来場した
ことから、口コミの有効性を確認しました。

・�センターの普段の活動を紹介することで、多
くの方にセンターの存在、活動内容を知って
もらえただけでなく、学内のボランティア系
サークルと展示物を互いに鑑賞し、互いの活
動を理解しました。

■学んだこと・今後の課題
［企画段階］
　早い時期から動いていたにも関らず、直前に
慌ただしくなってしまったので、当日までの見
通しをスケジュール立てて決めておくことが必
要だと感じました。また、企画メンバー内で細
かいところまで決めてしまい、それ以外の学生
スタッフの意見を反映できてない部分があった
ので、次回は全員で考える時間を増やしたり、
学生スタッフ内のミーティングなどで頻繁に共
有するようにします。
［前日準備～当日］
　学生スタッフの龍谷祭当日の予定が合わず、
シフトの調整に苦労しました。前日準備ではシ
フトを組んで例年よりスムーズに行えました
が、当日の展示と模擬店でシフトの開始時間を
ずらしたことから、はっきりとした休憩時間を
確保できませんでした。今後はできるだけ予定
を空けてもらい、早めに決めるようにします。
　さらに、当日の呼び込み方法や、模擬店で雨
が降ったときの対応を明確に決めていなかった
ので、どんな状況の場合でも運営できるように
想定しておくことが大事だと学びました。
　また、ボランティア適性診断において、診断
結果に基づいたボランティアを紹介する予定で
したが、企画メンバー以外の学生スタッフに
しっかりと伝えられていなかったり、来場者の
流れなどで紹介を徹底できなかったりしたのが
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反省点です。その一方で展示物を床に貼り、教
室全体を使った展示にすることで、来場者が体
を動かして展示に参加することができたので、

今後の展示にも活かせると思いました。

〈報告者：西本　史佳〉

企 画 名 私×ボランティア～ボランティアランドへようこそ＼（^o^）／～
実 施 日 2012年11月２日（金）～11月４日（日）
場　　所 〈展示〉深草学者21号館402教室〈模擬店〉旧一号館前
実施主体 龍谷大学ボランティア・NPO活動センター（深草）

来場者数 〈展示〉543人（初日：115名／２日目：186名／３日目：242名）
〈模擬店〉約513人（初日：150名／２日目：164名／３日目：199名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

岡本　奈々、北川　亮輔、熊倉　エリ、小松　茂樹、竹田　伊織、冨永　玄哲、
二川　紀子、根縫　凌馬、楢崎　祥代、田中　典子、田部　翔、星野　智子、
前田　剛志、吉水　崇博、後迫　治基、廣瀬　令奈、杉田　あずさ、
奥野　悦子、山口　駿、山本　富美子、山下　大樹、吉沢　公輔、
宮岸　李奈、峰松　優丞、

■経緯・目的
　龍谷祭という龍谷大学学生や地域の方々が多
く集まる中でボランティア・NPO活動センター
の存在を広め、また、龍谷大学学生に「ボラン
ティアってすごく楽しい！」と思ってもらい、
ボランティアを始める第一歩となるものを作り
たいと考え企画しました。それと同時に一般の
来場者の方たちや龍大生に昨年の震災に再び目
を向けてもらうために模擬店という手段を使っ
て、被災地のことを思い出してもらうきっかけ
作りを行いました。

■概　　要
〈展示〉
○模造紙および写真の展示
　�迷路形式で展示を行い、子ども・環境・震災・
体験学習プログラム・福祉・まちづくり・ボ
ラセンの移転についての展示を実施。

○ミニボラセンブース
　�ボランティアの紹介（学生企画、センター企
画について主に告知）

○ムービー
　�「ボラセンの紹介」・「学生が行ったボラン
ティアの紹介」・「私×ボランティア～あなた
にとってボランティアとは？～」を流しました。

〈模擬店〉
○はしまきの販売、調理
　単価：150円

　募金額：５万6300円
　寄付先：�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』

■参加者の声・得られた効果など
　学生はもちろん、地域の方も多く来場してく
ださいました。当センターでの活動を知っても
らい、存在意義も発見できたのではないかと思
います。
　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。
・�ボランティアセンターでは自分が思った以上
の活動をしていて驚かされた。震災、地元の
深草との連携、海外での活動など多岐にわた
る取り組みを見ることができてよかった。

・�迷路の展示はすごく工夫されていて、楽しみ
ながらボランティアのことがわかった。
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■経緯・目的
　深草キャンパスのボランティア・NPO 活動
センターが移転するので、新センターの場所を
告知するとともに、今までのセンターを利用し
たことがない学生にも広報し、少しでも多くの
人に、センターの魅力、活用方法、移転を知っ
てもらおうと思い、今回の企画を実施しました。

■概　　要
○チラシ配り
　11月・１月実施（計６回）
　11月には、センターの認知度の確認のため、

キャンパス内の学生に、ボラセンを知っている
かをYes と No で答えてもらいました。
　�【集計結果】約150枚を集計した結果、Yes が
75名、No が47名、不明が約38名でした。

○立て看板
　センターの移転についての告知をしました。
○ブース（深草出張ボラセン）
　初日のみ実施。２日目以降は、直接センター
に案内する形をとりました。
○三角柱
　設置場所は学友会館ラウンジ。後日、食堂に
も設置予定でした。

企 画 名 ボラセンを知ってもらおう！
実 施 日 2012年11月13日（火）～2013年３月29日（金）
場　　所 深草キャンパス
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 30人（学生スタッフのみ）
企画メンバー

（学生スタッフ）
井筒　智隆、池上　眞平、池内　亮太、根縫　凌馬、二川　紀子、熊倉　エリ、
星野　智子、山口　駿、森本　浩司

・�子どもと一緒に来たが、子どものボランティ
アの心が身に付いたような気がする。

・�行ってきたボランティアについて魅力的に伝
えていた。正に「ボランティアを紹介する場」
であると思った。

・�映像での皆の素敵な笑顔が印象に残ってい
る。自分にもできるかもと身近に感じること
ができた。

・�自分が思っていたのと違うボランティアが知
れてよかった。

・�もう少し具体的な説明があるほうが、活動の
様子が伝わると感じた。

　以上のように、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、今度の活動に活か
していきたいと思います。
　また、模擬店においては来場者に震災のこと
を思い出してもらうことができ、去年より多く
の寄付をすることができました。

■学んだこと・今後の課題
〈展示〉
　迷路という老若男女かかわらず、馴染みやす
い要素を取り入れることで、ボランティア展示

にいろんな人を呼び込むことができました。遊
び要素を取り入れると集客力がアップすること
がわかりました。反省点としては企画実施まで
の行動計画をしっかり立てるともっと余裕を持
てたはずです。
〈模擬店〉
　練習通りにいかなかった事もあったけれど
も、一丸となって頑張ることができました。当
日はブレーカーが落ちたこともあり、営業でき
ない時間ができて利益が落ちてしまいました。
今後の課題としてハプニングの場合の対応策を
後輩に伝えていき、不測の事態への対応を検討
していきます。

〈報告者：宮岸　李奈、峰松　優丞〉
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企 画 名 サークル登録制度（サークル活動・ボランティア活動　情報交換会）

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

2012年５月10日（木）５団体11人
2012年６月７日（木）５団体９人
2012年７月５日（木）４団体５人
2012年10月４日（木）３団体10人
2012年11月８日（木）５団体10人
2012年12月６日（木）３団体５人
2013年１月10日（木）３団体６人
いずれも12時30分～13時00分

2012年５月10日（木）０団体０人
2012年６月７日（木）６団体６人
2012年７月５日（木）３団体３人
2012年10月４日（木）２団体２人
2012年11月８日（木）６団体８人
2012年12月６日（木）０団体０人
2013年１月10日（木）４団体４人
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活動センター等 ボランティア・NPO活動センター

登録団体

学友会学術文化局ボランティアサークル
学友会学術文化局交響楽団
学友会学術文化局マンドリンオーケストラ
学友会体育局少林寺拳法部
一般同好会手話サークル
京炎そでふれ！輪舞曲
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
社会福祉研究会（S.W.A.P）
沖縄三線サークル　うみんちゅ
Sept�Couleur（セプト�クルール）
PARTY☆ KARTY
No�Animal-No�Life
アコースティックギターサークル音×音
陶芸部

計７団体 計９団体
実施主体 ボランティア・NPO活動センター

■参加者の声・得られた効果など
・センターの移転について知らなかった。
・センター自体を知らなかった。
・��ボランティアに興味があるので今度行きます
など、さまざまな声をいただきました。
　実際に、当日配布したチラシを持って、セン
ターに来てくれた学生もいたので、宣伝も含め
たチラシ配りの効果は大きくあったと思います。

■学んだこと・今後の課題
　移転の場所を知らなかった学生には、地図を
載せたチラシを配り、機会があれば足を運んで
もらえるようにすると、より効果的だというこ
とが分かりました。
　今回の企画で、センターのことを知らない人
が数多くいることを知り、今後、さらにセンター
の広報に努めていかなければならないと感じま
した。
　企画全体としては、龍谷祭と時期が重なって
しまい、企画の進行速度が遅れてしまいました。
その影響で、予定が大きく狂ってしまいました
が、何とか自分たちが思っていた時期に実施す
ることができました。
　今後は、そのような予定も把握しながら、企
画の実施日・進行速度をコントロールできるよ
うになることが課題です。

〈報告者：星野　智子〉
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2012年度活動概要　第２部

■経緯・目的
　学内のサークルを育て、ボランティア活動の
参加促進を目的とし、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。※ボランティアサークル以
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、参加サークルから「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。

■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。
　また、学生スタッフ企画において、登録サー
クルと連携して活動を実施し、盛り上げること
ができた企画が深草・瀬田の両キャンパスで複
数ありました。
　課題としては、昨年度の登録サークルが継続
登録していなかったり、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。
　また、瀬田キャンパスでは情報交換会への参
加サークルがない回があったので、広報の方法
について改善を行いたいと思います。

〈報告者：東郷　珠江
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉
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