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2013年度活動概要　第二部

■経緯・目的
　リユース傘貸し出しプロジェクトは、にわか
雨など突然の雨が降った場合、傘を持ってくる
のを忘れた学生や教職員に傘を貸し出すこと
で、学生等が雨に濡れるのを防ぎ、また傘を借
りにセンターを訪れることで、ボランティア・
NPO 活動センターの場所の知名度向上も図れ
るとして始まりました。貸し出す傘は、落し物
の傘を再利用しています。

■概　　要
Ⅰ．貸し出しまでの流れ
①�センターに傘を借りに来た方に学生証を提示
してもらい、貸し出し用の傘の中から借りた
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、氏名、貸し出す傘の個体番号
を記入する。

③�返却が遅れた場合の為に、利用者に電話番号
を貸し出し表に記入してもらう。

④�学生スタッフから貸し出しの期日が貸し出し
日から一週間後であることを伝え、その日ま
でに返却してもらえるように説明する。

Ⅱ．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。
これらの傘に学生スタッフの管理担当者が個体
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。
Ⅲ．期日を過ぎても傘の返却がない場合
　一週間を過ぎて返却がなされなかった場合
は、こちらから利用者の電話番号に連絡する。
利用者に電話した日の３日後までにリユース傘
をセンターまで持ってきていただくように伝
え、もし傘を失くされていた場合については代
わりの傘を同じく３日後までに持ってきていた
だくように伝えている。
※傘を人に盗られた、不慮の事故により傘が壊
れた等の理由により返却が不可能となった場合
は柔軟に対応する。
Ⅳ．広報方法
　立て看板を21号館下に設置、ボラゴンに記
載、またポスターやチラシを掲示板に貼り出し
た。

●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 2013年４月１日（月）〜2014年３月31日（月）
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161名

企画メンバー
（学生スタッフ）

冨永　玄哲、北川　亮輔、廣瀬　令奈、田中　典子、山本　富美子、
松本　惇宏、村松　修蔵、梅川　翔太、木谷　翔太、黒瀬　智加、中村　太紀、
福井　貴登、藤野　優祐、山本　翔、白土　奈央、小川　真由子、永田　紗瑛
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Ⅴ．リユース傘貸し出し実績
H21年度（11月〜３月）…�80名
H22年度（４月〜３月）…�97名
H23年度（４月〜３月）…144名
H24年度（４月〜３月）…157名
H25年度（４月〜３月）…163名

2013年４月〜2014年３月の傘貸し出しグラフ

■得られた効果など
・昨年度よりも利用者が増えた。
・�４〜６月は上手く広報できていなかったこと
と、センターの移転の影響もあり、利用者が
少なかったのではないかと思われる。

・�７月頃から広報を始めた結果、利用者も増加
していった。

・�傘を返却していない利用者に対するアプロー
チがまだしっかりと確立できていない。

・�返却期限を一カ月以上過ぎた学生等には連絡
を諦めてしまっている。

・�傘の貸し出しと同時にセンターの広報を出来
る限りする必要があるが、それを上手く実行

に移せていない。

■学んだこと・今後の課題
　センターの移転に伴い昨年度の後半から減少
していた利用者数も、広報活動や口コミにより
徐々に増加していった。このプロジェクトはセ
ンターの知名度アップにも少なからず貢献でき
たのではないだろうか。しかしながら、傘もさ
さず、雨に濡れながら帰宅していく学生を多く
見かけるので、これからもそういった学生等に
利用してもらえるよう、広報に力を入れなけれ
ばならない。
　また、リユース傘の管理体制が不十分であり、
壊れたりする事がなければ減る事もないであろ
う傘の本数が、知らない間に減っているという
現状がある。利用者が返却に来ないのが要因と
して挙げられるが、それは私たち学生スタッフ
にも責任があり、きちんとした管理体制を整え
る必要がある。もし利用者がリユース傘を捨て
ていたりするのであればこの企画も危ういもの
になる。長く続いている企画であるということ
で、そこに甘えが生じてしまっては、いつかこ
の「リユース傘貸し出しプロジェクト」も台無
しになってしまう。もう一度この企画の必要性
を認識し管理体制を整える必要があるだろう。

〈報告者：冨永　玄哲〉
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■経緯・目的
　学内のキャップ分別専用のゴミ箱、ポスター
等による３Ｒの啓発、プランターの設置による
リサイクルを通して、学生の環境問題への意識
を高める活動に取り組みました。また分別され
たキャップは、むつみ園（社会福祉法人しあわ
せ会　障害福祉サービス事業所）に引き渡し、
障がい者の自立支援への協力も行っています。

■概　　要
○ポスターの作成・掲示
　昨年度に作成した Re －キャップに関するポ
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）を呼びかけるものを２種類、合計10枚
作成し、学内の掲示板およびゴミ箱に掲示し、
３Ｒの重要性の意識を学生に持つよう訴えました。

企  画  名 Re-キャッププロジェクト
実�施�日 2013年４月１日（月）〜2014年３月31日（月）
場　　所 瀬田キャンパス

企画メンバー
（学生スタッフ） 越智　達也、諸岡　龍馬、南　伸之介、中山　陽貴
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ポスターの掲示場所は以下の通りです。
生協の掲示板 生協食堂の入口のゴミ箱
２号館１階噴水側ゴミ箱 ２号館１回樹心館側ゴミ箱
３号館１階のゴミ箱 ４号館入口前のゴミ箱
６号館の室外のゴミ箱 ７号館入口
８号館駐車場側ゴミ箱 交流会館のゴミ箱

○キャップの回収・洗浄・引き渡し
　①�ゴミ集積所に回収されたキャップをコー

ディネートシフトに入っている学生スタッ
フが、回収する。

　②�２限シフトの学生スタッフが、キャップを
水に浸して洗浄（冬期は洗浄作業は中止）。

　③�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。

　④�乾いたキャップをビニール袋に入れて保管。
　⑤�計量後、毎月第３木曜日にむつみ園さんへ

引き渡し。

○プランターの設置による啓発
　龍谷大学で回収されたペットボトルキャップ
を材料の一部として成型されたプランターを、
本来ならリース販売のみのところを特別に購入
しました。夏期はニチニチソウ、現在は春に向
けてチューリップの球根を植え育てています。
瀬田キャンパスのボランティア・NPO 活動セ
ンター前に設置し、プランターには学内で回収
されたペットボトルキャップから作られている
という旨のポスターを
貼り、通行人への広報
の材料としています。

○ Re キャップに関する調査
　学内で集められたペットボトルキャップから
作られたプランターが、どのような工程で作ら
れているのか知るために電話調査を行いました
（調査結果は図を参照）。工場見学も予定してい
ましたが、全行程が同一工場で行われていない
ことや、一般の見学ができない工場もあり、残
念ながら工場見学は実現しませんでした。

■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。

回収月 回収量 回収月 回収量
2013年４月 ※ 10月 20.3㎏

５月 21.7kg 11月 26.9㎏
６月 29.9kg 12月 15.2㎏
７月 18.2kg 2014年１月 11.1kg
８月 25.1kg ２・３月 7.5kg
９月 15.7kg 合　計 191.6kg

※2013年度４月の回収、引き渡しはなし

■得られた効果・今後の活動
　今年度はポスターの作成、プランターの設置
等による３Ｒの啓発をしましたが、学内の自動
販売機の増加の影響もあったためか、ペットボ
トルキャップの回収量が昨年度を上回り、回収
量を減らすという今年の目標は残念ながら達成
することはできませんでした。
　しかし、これまでの５年間の活動から、分別
用のごみ箱による Re キャッププロジェクトの
目的としてきた分別の習慣が恒常化するという
成果があったため、企画としての活動は終了し
ます。今後は、学生スタッフの日常活動として
これまで通りペットボトルキャップの回収、分
別、ポスター、花の管理は続けていき、また、
毎年度、新入生に対して広報誌やポスターの掲
示による啓発を班活動に引き継ぎ、学生のエコ
意識が薄れないようにしていきます。

〈報告者：越智　達也〉
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■調査結果

■経緯・目的
　ボランティア・NPO 活動センター（深草）
の学内での認知度向上のため、学生スタッフな
らではの広報誌を作成しました。
　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
けを作り、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
４月春号（1100部発行・残部数０）
・What's ボラセン
・スタッフ募集
・ボラセンってどんなところ？
・学生スタッフとは？
・ボランティア体験談
・ボラセン・年間報告

６月夏号（200部発行・残部数36）
・気軽にボランティア
・�ボランティア・NPO 活動センターはこんな
こともやっている！

・傘貸し出します！！

10月秋号（500部発行・残部数０）
・龍谷祭告知！イッツ・ア・ボランティアワールド
・深草ふれあいプラザに参加しませんか？
・気軽にボランティア
・ふかくさ100円商店街ボランティア募集！
・ボランティア体験談

１月冬号（40部発行・残部数５）
・おすすめのボランティア
・ボラセン紹介！！
・ボランティア・NPO活動センターの使い方
・�ボランティア体験談〜醍醐居宅支援センター
調理実習

・傘と本の貸し出しについて

企  画  名 深草広報誌「ボラゴン」
配布期間 2013年４月２日（土）〜１月31日（金）
場　　所 龍谷大学深草キャンパス内
実施主体 龍谷大学ボランティア・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）

根縫　凌馬、峰松　優丞、吉水　崇博、前田　剛志、田中　奏多、山口　駿、
吉沢　公輔、森本　浩司、小田　美紀、中北　梢、小山　由紀、平舗　眞子、
梶　りつ子、西角　真子
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■参加者の声・得られた効果など
・�数百部程度のチラシ配りだけではセンターへ
の来室者増加は厳しい。

・�「ボラゴン」というネーミングは一見して内
容が分かり難い。

・�来年度はもっと効率的なやり方を考えていき
たい。

　�学生スタッフ全員が参加して記事作成できた
のは良かった。

・�広報班スタッフの文章力や言葉使いが一部向
上した。

■学んだこと・今後の課題
　学生スタッフの人数が増加したので、規模が
大きくなった分、チームとしてルール（広報班

の記事を書く際の決まりごと）を共有するのが
難しくなっている。また、2014年現在、SNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）を利用
した新しい広報についても話し合いがはじまっ
ていることから、今後広報班の抱える仕事も膨
らんでいくだろう。SNS や立て看板・チラシ
などすべてを役割分担していかないといけな
い。
　また、やることが増える一方で、スタッフ間
の情報共有・能力向上がおろそかなので、人的
資源管理に対しては今後広報班だけでなく、セ
ンター全体で取り組んでいかなければならな
い。

〈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3500部発行）
　・配布時期（４/２〜４/８、４/30〜５/ ８）
　・センター紹介
　・学生スタッフについて
　・2012年度活動報告

　・学生スタッフ募集
夏号（約600部発行）
　・配布時期（７/１〜７/５）
　・夜市、大津祭ボランティア募集
　・ボランティア紹介
　・夏休みボランティアスケジュール
秋号（約660部発行）
　・配布時期（10/21〜10/26）
　・龍谷祭展示、模擬店の広報
　・夜市、大津祭報告
　・「秋」をテーマとしたボランティア情報
新年号（約450部発行）
　・配布時期（１/６〜１/10）
　・くさつ子どもフェスタボランティア募集
　・春休みボランティア情報
　・センター（瀬田）雑誌コーナー紹介
設置場所、配布
　ボランティア・NPO活動センター（瀬田）や、
学友会パンフレットスタンドへの配架、学生ス
タッフの手配りで配布しました。

企  画  名 瀬田広報誌「Volunteer News」
配布期間 2013年４月２日（火）〜2014年１月10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）

香月　郁美、河内　直之、西牟禮　智美、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、
福田　七海、西川　浩由
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■参加者の声・得られた効果など
　学生企画のボランティア募集では、何人もの
方から、「配布されていた広報誌の中にボラン
ティア募集の記事があったので応募しまし
た。」という言葉を頂きました。夏号、新年号
のボランティア募集に貢献でき、センターの知
名度向上につながったと思います。

■学んだこと・今後の課題
　広報誌配布時のシフトを組む際、休憩がない
ので昼食をとる時間が無いという意見があり、
間に休憩をとることにしたことにより、シフト
の人数が増えました。今後、シフトは柔軟に組
むべきだと思います。
　また、学生スタッフがセンターの外に出て、
ボランティアを紹介する、「Let's ボランティア」
という企画と協力した際には、Let's ボランティ
アのチラシと一緒に、広報誌を配ることができ
ました。今後も「Let's ボランティア」と連携
して、センターの知名度を上げていきたいと思
います。
　新年号は広報誌係を含め、一部の学生スタッ
フが１週間全く配布シフトに入らないといった
ことがあり、広報誌係を含め、学生スタッフ全
体のモチベーションが低下しているのではない
かと思いました。インターネットが普及するこ

の時代に手渡しする広報誌。この利点を活かす
ことを考えながら、広報誌の役割を再確認する
必要があると思います。
　これからも係としての活動を見直しつつ、見
やすい広報誌を作成するため、努力していきた
いと思います。

〈報告者：小林　陽太〉

■経緯・目的
　創立記念降誕会実行委員会から、今年度の降
誕会において深草キャンパスでの展示発表の依
頼があった。深草キャンパスの学生スタッフで
協議の結果、初めての取り組みではあったがボ
ランティア・NPO 活動センターを広報できる
良い機会と考え、一度取り組んでみようという
ことになった。
　今回の目的は、展示を通してボランティア・

NPO活動センターを知ってもらうこととした。

■概　　要
　模造紙やパネルを使用して、学生スタッフ企
画及び、ボランティア・NPO 活動センター事
業の紹介を行った。
　具体的には、以下の通りである。
　・�教室の机を中央の一か所に集めて展示ス

ペースを確保

企  画  名 降誕会での展示
日　　時 2013年５月19日（日）
場　　所 龍谷大学深草キャンパス２号館307教室
実施主体 龍谷大学ボランティアNPO・活動センター（深草）
参加人数 18名（うち、学生スタッフ10名）

企画メンバー
（学生スタッフ） 峰松　優丞、吉水　崇博、小松　茂樹、田中　典子
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　・�展示物は過去に作成したものや、新入生歓
迎期間に作成したパネル（分野は環境、福
祉、震災、まちづくり、その他センター事
業＆センターの紹介）などを厳選して展示

　広報方法：学内にポスターの掲示。
　　　　　　�案内ボードを持って、２号館前に

て来場の呼びかけ

■参加者の声・得られた効果など
　参加した人に直接聞き取りをした結果、以下
のような意見があった。
・�ボランティアセンターがどんな活動をしてい
るかよくわかる展示だった。

・�瀬田のボランティアセンターのことは知って
いたが深草の方は知らなかったので良い機会
になった。

■学んだこと・今後の課題
・�降誕会という行事自体をあまりよくわかって
いなかったため当日の雰囲気などもわからな
かった。

・�他のサークルにあまり呼びかけが出来なかっ
たのでもっと呼びかけて他のサークルとの交
流の場にすればよかった。

・�会場が３階ということもあり学生を呼び込む
のが難しいことはわかっていたので、あらか
じめ広報をすることと、当日も展示を行って
いる他団体に広報も出来ればよかった。

・�降誕会という行事の雰囲気や様子も分かった
ので、事前・当日広報のやり方を考えいくの
と、展示方法の工夫もしていく必要がある。
（例　教室内でのセンター紹介の映像を流
す、教室内の机などを使った展示をする）

〈報告者：峰松　優丞〉

■経緯・目的
　人目につきやすい場所にブースを設けること
で龍谷大学生・教職員がボランティアに触れる
機会を作り一歩踏み出すきっかけを提供する。

■概　　要
　センター外の人通りの多い場所に机やホワイ
トボード等を用いてブースを設置し、ボラン
ティアコーディネートを行い、ボランティアへ
の参加、センター事業への参加、ボランティア

センター利用を呼びかけました。

企  画  名 Let's ボランティア　〜ボランティアしようよ♪〜

日　　時
2013年４月22日（月）〜26日（金）昼休み

７月１日（月）〜７月５日（金）昼休み
11月６日（水）〜11月８日（金）昼休み

場　　所 龍谷大学瀬田キャンパス内
実施主体 龍谷大学ボランティア・NPO活動センター
参加人数 来場学生数　147名（４月：60名、７月：30名、11月：57名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

藤村　由香、森口　堅右、越智　達也、中村　健人、山下　凌司、中川　真実、
西村　若奈、小牧　裕美
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【４月22日〜26日（５日間／うち１日は雨天中止）】
　入学直後の新入生に対してボランティア、ボ
ランティアセンターの存在を知ってもらうとと
もに、ボランティアセンターを広報し、今後の
利用につなげることを目的に活動しました。
場所：樹心館前　　　　来場者：60名

【７月１日〜７月５日（５日間）】
　夏休みに参加できるボランティアを中心に紹
介しました。また学生企画である夜市・大津祭
の広報を行いました。
　大津祭の広報のために特定非営利活動法人�
大津祭曳山連盟の方に３名来ていただき、お囃
子の演奏を行っていただき、留学生など一般の
学生と関わってもらうことができました。
　また、ボランティアセンターに関するアン
ケートを実施しました。ボランティアセンター
を知っているかどうかという問いに対して、
知っている65人、知らない44人。またボラン
ティアセンターを利用したことがあるかどうか
という問いに対して13人が「ある」と回答、46
人が「ない」と回答。認知度に対して利用者が
少ないことがわかりました。そのため来年度は
ボランティアセンターの周知に加えて、利用の
呼びかけに力を入れて行きたいと思いました。
場　所：�樹心館前（１・２日）、青志館前（３〜５日）
来場者：30名

【11月６日〜11月８日（３日間）】
　ブースへの来場者増加のためにチラシ配布を
廃止し、手持ち看板の数を増やす、呼び込みの
練習をするなど呼び込みに集中し、また期間を
３日間に短縮し二箇所同時で実施しました。
場所：樹心館前、青志館前　　　来場者：57名

【ポスター】
　ボランティアセンター認知度向上のためにポ
スターを作成し、学内に８カ所掲示しました。
　11月にポスターの認知度を調査するアン
ケートを行い、「見たことがある」29人、「見た
ことがない」193人という結果を受け次年度以
降のポスターの活用を検討中です。

■参加者の声・得られた効果など
【学生スタッフの声】
・新入生が積極的でとても驚いた。（４月）
・�センターで待っているより多くの人がきてくれた。
（７月）
・�チラシを配らなかったので紙の節約になった。
（11月）
・�呼び込み担当とブースでの対応担当との連携
が難しかった。（11月）

【得られた効果】
　本年度は例年に比べて来場者の数が増加し、
多くのボランティアに興味のある学生に対して
ボランティア紹介、ボランティアセンターの広
報を行うことができました。期間外に来室した
学生から「Let's�ボランティアを見て来ました。」
という声をいただきセンターの広報につながっ
ていると実感しました。

■学んだこと・今後の課題
　各回の引継ぎが不十分でシフトの整理など問
題点を改善できない部分があり、準備段階で前
回からの改善点などを見返して活かして行く必
要があると感じました。
　チラシを廃止するなど新しい試みに挑戦する
ことでいつもと違った結果が出ることが分かり
ました。
　11月に初めて２箇所同時に実施して、用意が
大変、重複して声をかけてしまう可能性がある
という課題が新たに出てきましたが、結果とし
て多くの学生に来場していただくことができた
のでよかったと思いました。これからも常に新
しい試みを行ない、一人でも多くの学生・教職
員にボランティアに触れえてもらう機会を提供
したいと思います。

〈報告者：山下　凌司〉
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企  画  名 深草龍谷祭　イッツ・ア・ボランティアワールド★☆

日　　時

2013年11月２日（土）〜４日（月）
●展　示　　２日（土）、３日（日）10時00分〜17時30分
　　　　　　４日（月）10時00分〜14時30分
●模擬店　　２日（土）11時00分〜17時00分
　　　　　　３日（日）10時00分〜17時00分
　　　　　　４日（月）10時00分〜15時00分

場　　所 ●展　示　　深草キャンパス22号館105教室
●模擬店　　深草キャンパス４号館前

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）

来場者数 ●展　示　　来場者　489名、企画メンバー　14名
●模擬店　　来客数　延べ664名、企画メンバー　10名

企画メンバー
（学生スタッフ）

●展　示
山本　富美子、峰松　優丞、田中　典子、山口　駿、粟津　涼平、星野　智子、
石野　遼平、西田　梓、北野　雄、白土　奈央、中村　勇介、依田　匡史、
小川　真由子、串　祐季
●模擬店
森本　浩司、田部　翔、吉沢　公輔、中北　梢、松本　惇宏、黒瀬　智加、
松本　健太郎、平舗　眞子、今井　夏帆、永田　紗瑛

■経緯・目的
展 示
　実際にボランティアをするというきっかけを
作るために、『誰にでもボランティアの種があ
る』というメッセージを、多くの人が集まる龍
谷祭で伝えたいと考えました。具体的なテーマ
として「ボランティアのイメージチェンジ」と
「私たちができる社会貢献」の２つの内容の展
示を行いました。
模擬店
　昨年度に引き続き、被災地東北に、模擬店で
得られた収益金を寄付するために出店しまし
た。
　今年度は特に、東北の中でも福島第一原子力
発電所事故の影響により福島県内および全国各
地に避難しなければならなかった浪江町を応援
し、浪江町を龍谷大学生に知ってもらうことを
目標にしました。

■概　　要
展 示
　教室を２つに分けて、テーマとしていた「ボ
ランティアのイメージチェンジ」と「私たちが
できる社会貢献」について模造紙と映像を使っ
て展示をする。
・�海外、福祉、環境、震災、社会貢献コーナー、
ふれあいプラザ（防災）の各ブースに説明係

を１〜２人配置し、来場者へ展示の解説を行
いました。

・�受付時、来場者に桜の花びらを渡し、この展
示を見た上で自身の「ボランティアのイメー
ジ」を書いてもらいました。その花びらを貼っ
て１つの桜の木を作り、参加型の展示を行い
ました。

広報物：チラシ1,000枚（A4サイズ500枚）
　　　　マップ200枚（A4サイズ100枚）
模擬店
　今年度は焼きそばを販売しました。
売上金額　　　　　132,800円
寄付金（収益金）　　90,032円
　資金不足により集会所を借りることが困難
で、そのためにコミュニティの力が発揮できな
い状態に陥っている可能性がある福島県浪江町
の自治会を支援することにしました。
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　龍谷祭当日は収益金を福島県の自治会に寄付
することを呼びかけ、焼きそばを購入してもら
いました。

■参加者の声・得られた効果など
展 示
来場者へのアンケート結果（311枚）
①�所属：龍谷大生　130人／他大学生　30人／
その他　153人

②�ボランティア・NPO 活動センターの存在を
知っていた　188人／知らなかった　120人

③�この展示を見てボランティアに対するイメー
ジが　変わった　218人／変わらなかった　
78人

④�学生スタッフの対応：とても良い　224人／
良い　67人／悪い　１人／とても悪い　０人

⑤満足度：平均　90％
⑥フリースペース
　・模造紙のまとめ方のクオリティが高かった
　・説明が詳しく、丁寧でわかりやすかった
　・スタッフの熱い想いが伝わってきた
　�→�アンケート結果から、全体的にとても良い

反応が得られました。特に③の回答を取り
上げて考えてみました。

　③では、具体的なテーマの１つである「ボラ
ンティアのイメージチェンジ」という内容に対
しての回答であり、“変わった”という回答が
過半数を占めていました。また、“変わらなかっ
た”という回答においても、元々良いイメージ
を持っているという回答のために変化しなかっ
たという声が多かったです。
　なかには、ボランティアを受け入れている団
体の方や高齢者、また、今回訪問した団体の方々
からの声も含まれており、好感触を得られたと
感じることができました。
　このように、今回の展示において『誰にでも

ボランティアの種がある』という最も大きな
テーマについての想いを大勢の人たちに伝えら
れたのではないかと考えました。
模擬店
　福島県の自治会に寄付することを呼びかけた
ことで、それを理由に購入をしてくれた人たち
が数多くいました。また、龍谷祭２日目に行わ
れたホームカミングデーという龍谷大学のOB
などの方が集まる場で、持っておられる回数券
をすべて使っていただいた方や回数券を多く
使ってくださる方がいるなど、こちらの想いが
伝わったと感じました。

■学んだこと・今後の課題
展 示
・�昨年は展示内容の詳しい説明がなかったとい
う経験を活かし、今年は分野ごとに説明をす
る人を配置しました。そうすることで、来場
者の方々だけでなく、学生スタッフのコー
ディネート能力向上にも繋がったのでとても
良かったと感じました。

・�説明に熱を込めすぎて長くなってしまい、来
場者の方々を少し疲れさせてしまいました。
また、説明する内容があまり共有できていな
かったため、説明係が固定されてしまったと
いう反省が出ました。説明係をつけるメリッ
トも多くありましたが、今回出た反省点を改
善する必要性も感じました。

・�アンケートの結果にもあったように、①所属
で「その他」と回答する来場者が龍大生を上
回っていたため、来年はさらに本学学生を呼
び込む工夫が必要だと感じました。
模擬店
　企画を来年度につなげるために、試みたこと
と失敗したことを列挙します。
・�浪江町の B級ご当地グルメである「浪江焼
きそば」を販売し、食べてもらうことで浪江
町の現状を知ってもらう。

　→�浪江町のまちおこし団体「浪江焼麺太国」
より商標登録の問題で販売をするのを認め
てもらえず、「焼きそば」として販売する
ことになった。

・�龍谷大学生に「浪江焼きそば」購入時に配る、
浪江町の現状がわかるチラシを準備。

　→龍谷祭実行委員会の指導により配れず。
　上記の理由により今年度は「焼きそば」を販
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■経緯・目的
　『「ボランティア」・「ボラセン」の新たなイ
メージを作り上げる！知ってもらう！』
　ボランティアやセンターについて、堅苦しさ
や近寄り難さを感じていたり、そもそも無関心
であったりする学生に対して、ボランティアや
センターが身近で親しみやすい存在なのだとい
うことを知ってもらいたい。その為に、龍谷祭
という多くの学生や地域の人々が集まる場を活
用し、センターの広報、ボランティア啓発を行
う。またその過程において学生スタッフ自身が
もつボランティア観を考え直す機会、登録団体
や社会問題への関心・理解を深める機会を作り、
学生スタッフとしての今後の活動につなげても
らいたい。

■概　　要
学内展示
・センター紹介、センター事業について
・復興支援について
・�体験コーナー（Yes／Noチャート・不思議の扉）
・�団体展示（京都市都市緑化協会、MMKサー
クル、滋賀県希望が丘文化公園、特定非営利
活動法人 JIPPO）

・来場者数：26日171名
　　　　　　27日137名　　　　合　計：308名
模 擬 店
東北名物揚げたい焼き販売
販売数：26日380食
　　　　27日370食�（在庫ミスのためうち90個

を学生スタッフが未調理の
まま購入）

合　計：750食
・売上金：137,400円
・収　益：85,277円
　売上金から、必要経費を引いた収益は、東日
本大震災復興支援団体である「石巻復興支援
ネットワーク」に寄付します。

企  画  名 瀬田龍谷祭　〜楽しくなくちゃ始まらない〜
日　　時 2013年10月26日（土）・27日（日）10時30分〜16時00分
場　　所 龍谷大学瀬田キャンパス（展示：３号館215教室、模擬店：２号館付近）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
参加人数 来場者：308名　スタッフ：49名

企画メンバー
（学生スタッフ）

小川　菜緒、歌藤　智弥、菱本　柚香、佐々木　奈央、西本　史佳、
山下　凌司、野中　美華

売しました。
　模擬店で浪江町のことをいかに龍谷大学生に
伝えるかを中心に考えていたため、龍谷祭当日
の模擬店のルールをメンバー間で共有できてお
らず、ルール違反を繰り返しました。これは未
然に防げたミスであったので来年度はメンバー
間で共有をしっかりします。
違反例→つり銭を持った人は食材に触れてはい
けない等々
（違反例はすべて龍谷祭実行委員会の規定冊子
に載っていました。）

　こちらが浪江町のことをどれだけ宣伝したい
と思っても、浪江町の団体側からすれば学生に
自分たちの大切な「浪江焼きそば」を大学の学
園祭で販売されることはリスクが伴うことだと
思います。浪江焼きそばは先の B１グランプ
リで優勝しました。今回のことを糧に次からは
団体の事情をよく理解したうえで、こちらのし
たいことに協力してもらうことが重要であると
わかりました。

〈報告者：山本　富美子、森本　浩司〉
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■参加者の声・得られた効果など
【参加者の声】
学内展示
・同じ年の学生のがんばりに感動しました。
・�若い方がボランティア活動に励んでいる姿を
見て、感銘を受けた。

・�ボランティア・NPO 活動センターのことは
知っていたが、思っていたより、多くの活動
をしていることを知って、驚いた。

・�展示にあった希望が丘公園で BBQをしたこ
とがあるが、ボランティアの活動については
知らなかった。

模 擬 店
・揚げたい焼き美味しい！
・美味しかったので二個も買いました。
・�寄付として東北のためになるならと購入しま
した。

・珍しさや手軽さから多く購入してもらえた。
・ごみや廃棄などが少なく、無駄がなかった。
【得られた効果】
・�アンケートの結果から、龍大生をはじめ地域
の方々などの多くの来場者に、センターを
知ってもらい、広報につながりました。

・�ボランティアやセンターのイメージが変わっ
たという意見をもらいました。

・�今回、準備段階には学生スタッフがそれぞれ
の役割を持ってともに作り上げることがで
き、例年よりもスタッフ全員の関わりが濃く
なりました。また、そのことによって、１年
生がセンターのことをより詳しく知ることが
できた、学年の隔たりなく交流できたといっ
た意見がありました。

■学んだこと・今後の課題
学内展示
　様々な内容の展示を工夫して行ったので、展
示教室全体に活気があり、充実した内容でした。
　期間中、展示団体であるMMKサークルの
職員の方や利用者の方が来場してくださり、学
生スタッフと交流することで、学生スタッフが
関わり合う機会を持つことができました。また
団体のことをさらに知ることができ、逆にボラ
ンティアセンターのことを利用者の方に知って
もらうことができました。また、センターの広
報の役割を見てもらうことで、お互いの信頼感
を深める機会となりました。
　プロジェクターの活用や入り口付近のレイア
ウト、大きな部屋を活かした展示の工夫ができ
ていましたが、数多くある机を有効活用できな
かったのが、今後の課題として残りました。
　順序を決めてストーリーをもった展示をした
ことから来場者に展示をしっかりと見てもらえ
ました。しかしながら入り口と出口を同じ場所
にしたことから、ドア付近が混雑し展示や入退
出の妨げにつながっていたという意見がありま
した。
　体験コーナーは好評で楽しんでもらえました
が、来場者全員に参加してもらえなかったこと
や、一部のスタッフのみに責任がかかってし
まったことなど改善点も発見することができま
した。
　龍谷祭実行委員の企画として、行われていた
スタンプラリーに関して、学生スタッフ全員に
内容を周知できておらず来年の課題としたいで
す。
模 擬 店
　あんこ味のたいやきを販売したことで、小さ
い子どもからお年寄りまで様々な年代の方に購
入していただくことができましたが、一部あん
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こ以外の味を求める人がいたのですべての人の
ニーズに答えるのは難しいということを学びま
した。
　調理過程が少ないので、シフトを交代しても
出来上がりに変化がなく提供できました。来年
以降もその点に配慮したいです。
　在庫の確認のミスや、追加分の食材の把握が
不十分であったため、しっかりと把握していき
たいと思いました。
　１日目は多く売れたことから早めに営業を終
えましたが、営業時間の最後まで販売していれ
ば、売上金の増加につながったと思います。

【今後の課題】
　情報共有不足や、センター内での作業の多さ
から、日常のコーディネートに影響があったので、
今後龍谷祭の準備におけるセンター内での作業の
やり方を再検討する必要があると思いました。
　体験コーナーの方法や、展示・模擬店の搬入
ルート、スタンプラリーなどについて事前にス
タッフに説明すべきことがしっかりと共有でき
ていなかったので、事前に学生スタッフ内で説
明会を実施するなどし、しっかりと周知する必
要があると思いました。

〈報告者：歌藤　智弥〉

■経緯・目的
　普段の活動のなかで、自分たち学生スタッフ
の活動を客観的に見る機会が少ない。またボラ
ンティア・NPO 活動センターという恵まれた
環境の中にいることに気づいてない学生スタッ
フ、現状で満足している学生スタッフがいると
いう現状がある。
　そこで一度、自分たちのセンターから出てみ
て、他大学のボランティアセンターを訪問する
ことで、学生スタッフ自身が自分たちの強みと
弱みを発見し、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これからの活動
に向けてステップアップすることが、この企画
の趣旨、目的である。

■概要
１．事前勉強会
　　日時：８/７（瀬田）、８/19、８/23（深草）
　　　　　いずれも11：00〜13：00
　　内容：�訪問する前に龍谷大学ボランティア・

NPO活動センターのこと（センター
設立の経緯、両キャンパスの過去の

企画、センター事業）を理解し、相手
に紹介できるようになる。同時に訪
問先の大学についても知っておく。

２．大学訪問
　　日時：�８/26（神戸学院大学）、８/29（佛

教大学）、９/ ４（大阪ボランティ
ア協会）、９/10（関西大学）

　　内容：一日の流れ
　・センター見学
　　�他大学のボランティアセンターを訪問して

龍谷大学ボランティア・NPO活動センター
と比較をしてみる。

　・プレゼン大会
　　�普段どんな活動をしているのか、企画の紹

介など各大学でプレゼンをしあうことにより、
他大学のボランティアセンターの活動を知
る。

　・ワークショップ
　　�センター見学、プレゼン大会を通してこれか

らの各大学のボランティアセンターで活か
せそうなところ、実施していきたいところ
を発見し、模造紙にまとめ発表しあった。

企  画  名 ドキッ！夏のボラセン見学ツアー
日　　時 2013年８月26日、29日、９月４日、10日
場　　所 各訪問大学キャンパス内
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 学生スタッフ延べ139名（事前勉強会、報告会含む）

企画メンバー
（学生スタッフ）

吉水　崇博、菱本　柚香、峰松　優丞、諸岡　龍馬、田中　典子、山口　駿、
星野　智子、藤原　恵太、山本　有祐、福田　七海
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※�大阪ボランティア協会訪問の際は同内容では
なく、職員の方から話を聞き、協会内を見学。

３．報告会
日時：10/18（深草）
内容：�全大学訪問終了後に、深草と瀬田の学生

スタッフを対象にして、訪問した大学で
学んだことや気づきをみんなの前で発表
してもらった。

４．参加人数
事前勉強会
８/７（瀬田） 14名
８/19（深草） ７名
８/23（深草） 25名

大学訪問
８/26（神戸学院大学） 14名
８/29（佛教大学） 21名
９/４（大阪ボランティア協会） ４名
９/10（関西大学） 10名

報告会
10/18（深草） 44名
５．経費
　参加した学生スタッフ全員にかかった交通費
の額を申告してもらい、７割補助、上限1000円
で補助額を算定する。学生の企画補助費が上限
１万円のため、交通費が多くかかったスタッフ
から予算の許す限り補助を支給しようと考えて
いる（予算額を超えた時点で支給なしとする、
交通費に関してはツアー終了後に支給した）。

■参加者の声、得られた効果など
・�他大学のボランティアセンターを見る機会が
なかったので、いい刺激になった。

・�他大学に訪問はしていないが、報告会で様子
は知ることができた。ただもう少し詳しく説
明などしてほしかった。

・�継続して、他大学との関係が続いていけばこ
れからもいい刺激になると思う。

・�今まで大学のボランティアセンターは知って

いたけれど、大阪ボランティア協会を訪れる
ことによって活動の違いを知ることができ、
視野が広まった。

■学んだこと・今後の課題
　学んだことは、他大学に訪問することで龍谷
大学ボランティア・NPO 活動センターにはな
いものを発見し、似ているところを発見するこ
とで参考になった。また、他大学の学生スタッ
フと会話することで悩みを相談し、仲良くなる
ことで関係性を築けたのが大きな収穫である。
　今後の課題として３点挙げられる。１点目は
他大学との連携が難しく、日程などを早めに決
定し、本学学生スタッフに周知しなければいけ
なかった。今回はそれがうまく出来なかったこ
とにより、企画段階には学生スタッフ100名の
参加を予定していたが、44名と参加者が少ない
などの反省点が出た。２点目は深草、瀬田の合
同企画ということもあり、情報共有が難しかっ
たという点も出た。１点目と２点目の反省点は
スケジュールをしっかりと把握し、前もって準
備することで解決できると思う。３点目はただ
他大学のボランティアセンターに訪問して、交
流を深めるだけではなく、今後の龍谷大学ボラ
ンティア・NPO 活動センターにどう活かして
いくのかが今後の課題である。訪問した大学ご
とに報告を作り、その中で実践できそうなこと
があれば積極的に取り入れていきたいと思う。

〈報告者：諸岡　龍馬〉
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企 画 名 サークル活動・ボランティア活動　情報交換会＆地域活動支援

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・
参加人数

2013年５月８日（水）４団体５名
2013年６月12日（水）３団体３名
2013年７月10日（水）９団体10名
2013年10月２日（水）４団体４名
2013年11月６日（水）２団体２名
2013年12月４日（水）２団体４名
2014年１月８日（水）１団体１名
いずれも12時30分〜13時00分

2013年５月８日（水）４団体６名
2013年６月12日（水）５団体６名
2013年７月10日（水）５団体６名
2013年10月２日（水）２団体３名
2013年11月６日（水）２団体５名
2013年12月４日（水）５団体７名
2014年１月８日（水）１団体１名
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
Animal�House〜動物を愛す会〜
落語研究会
能楽部

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
手話サークル（D.A.Y）
アコースティックギターサークル音×音
陶芸部
瀬田BBS
IVUSA
アカペラサークルMOUSA（ムーサ）

計10団体 計13団体
地
域
か
ら

依頼数 ７件 18件
成立数 ５件 11件

実施主体 ボランティア・NPO活動センター

■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、サークルの地
域活動のサポート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、助成金の情
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、「活動中の態度や姿勢、イベ
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ントを盛り上げる心遣いがすばらしい」「来て
くれると気持ちが若返る」など学生たちが地域
の期待に応えて頑張っている様子がうかがえる
声を多数いただきました。また、学生スタッフ
企画において、登録サークルと協力することに
より、よりダイナミックな活動ができたと思い
ます。年間を通した連携により学生同士のボラ
ンティア活動を通じた交流が活発になりまし
た。今後は月に一度の情報交換会で問題解決の
糸口になるようなテーマを話題として、サーク
ルにとってより魅力的な集まりにすることに
よって、サークル、学生スタッフの活動が活発
になるような仕掛けを考えていきたいと考えて

います。

〈報告者：上手　礼子
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉


