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2015年度活動概要　第二部

1．経緯・目的
　学生が何か新しいことを始めたいと感じる年
度初めに、毎年本講座を実施しています。ボラ
ンティアに関心はあるが、活動未経験や活動経
験が少ない本学学生と、今年度新たに登録した
センター学生スタッフを参加対象とし、その後
のボランティア活動に繋がるきっかけとなるこ
とを目指しています。

2．概　要
　全3回の講座で、第1回目ではボランティアの
基礎的な考え方について講義形式で学び、第2
回目に地域の団体で実際にボランティア活動を
体験します。第3回目はセンターの学生スタッ
フがリーダーとなってそれぞれの体験をふりか
えるグループワークを行います。最後にセン
ターで現在紹介しているボランティアを紹介し
て今後の活動につなげます。

【第1回】「ボランティアって何だろう」
○講師／内容（両キャンパスとも）：
　名賀　亨氏（京都華頂短期大学准教授）

　幼少時の体験、海外赴任、阪神淡路大震災で
のボランティア活動、先生のライフワークであ
るワークキャンプ等、人生を通してボランティ
アに関わってこられたお話をうかがい、ボラン
ティアの概念や知識、ボランティア観について
学びました。

【第2回】ボランティア体験プログラム
　7ヶ所（6日間）に分かれてボランティア体験
○体験分野、体験先／内容：
　・�環境・まちづくり：京都市伏見区役所深草

支所／大岩山一斉清掃ハイキング、大岩山桃
の木周辺の手入れ、鴨川運河会議運営補助

　・�障がい・スポーツ：NPO 法人滋賀県脳卒
中者友の会／淡海の会　大運動会運営補助

　・�環境・子ども：公益財団法人京都市環境保
全活動推進協会／京エコロジーセンターか
えっこバザール運営補助

　・�子ども・障害・スポーツ：滋賀県立障害児
協会／湖北・湖南合同運動会運営補助

　・�環境・まちづくり：NPO 法人京都・深草
ふれあい隊竹と緑／竹林整備、ごみ拾い、
畑の草引き作業

事 業 名 ボランティア入門講座
深草キャンパス日時／参加人数 瀬田キャンパス日時／参加人数

第1回 2015年5月26日（火）17時30分〜19時30分／37名 2015年5月29日（金）17時30分〜19時30分／22名
第2回 2015年6月6日（土）〜6月27日（土）の土、日に計7ヶ所（6日間）で体験を実施／参加者68名　引率22名
第3回 2015年6月30日（火）17時30分〜19時30分／25名 2015年7月3日（金）17時30分〜19時30分／14名

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター

７．ボランティアリーダー育成事業

　センターでは、本学の学生を対象にボランティアに関する各種講座を実施しています。入門編とし
て、ボランティアについての基礎的な講義とボランティア体験を行う「ボランティア入門講座」、応
用編として、センターを運営する学生スタッフや既にボランティア活動を行っている学生を対象に、
スキルアップや組織運営の向上を目指した「ボランティアリーダー養成講座」を開催しています。
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ボランティアリーダー育成事業

　・�子ども：京都市都市緑化協会／宝ヶ池プ
レーパーク運営補助、安全に遊べる環境作り

　・�まちづくり：京都市伏見区役所／『伏見を
さかなにざっくばらん』まちづくり会議運
営補助

【第3回】「振り返り」
・�活動のスライドを使って参加した活動を発表。
・�グループに分かれ、感じたことなどを共有。
・�夏季休暇などにできるボランティア活動など

を紹介。

3．参加者の声・成果など
　参加した学生から、以下のような感想があり
ました。
・�ボランティア活動をしたいとは思っても何を

していいかわからず、なかなか一歩を踏み出
せずにいたところ、背中を押してもらえた。

・�福祉を学ぶものとして、ボランティアを通じ
人間として成長していきたいと思った。

・�何を話しかけたらいいのかわからず戸惑っ
た。後半は会話ができて、「ありがとう」と
声をかけてもらってうれしかった。

・�普段目にすることのない森林の不法投棄の問
題や、整備する大変さを身をもって体感する
ことができた。

・�最初は戸惑ったが、最後は楽しくできた。障
がいを持った方と接したのは初めてで、新し

い経験も積めた。経験したから今後は違った
目線で見られる。

・�普段できない異文化交流ができて新鮮だっ
た。自分は何もできなかったし無力感があっ
た。通訳が難しかったけど、とても楽しかっ
た。

・�まちのために何をしたら盛り上がるか、どう
やって実現させるかを真剣に話し合っている
人たちに会えてよかった。

・�振り返りの時に、自分が行ったボランティア
以外の話を他の参加者からたくさん聞けてよ
かった。

4．コーディネーター所感
　第1回の講義では、ボランティアの基本、取
り組む姿勢、意義を明確にすることができまし
た。
　第2回の体験プログラムでは、センターの学
生スタッフとコーディネーターが同行し、一緒
に活動することで、初めてボランティアをする
学生は安心感があったと思います。7ヶ所で受
け入れていただき、学生達は楽しみながらボラ
ンティアのやりがいや楽しみを体験することが
できました。今回初めて、留学生3名の参加が
あって、異文化交流も図れました。
　各団体の皆さんには、当日の振り返りに同席
いただき、忌憚のないご意見・ご感想をいただ
きました。初めてボランティアをする学生が、
安心・安全な環境の下で実施できたのは、受け
入れ団体の皆さんの心配りがあってこそだと感
じました。
　第3回の振り返りは、各々の体験先での体験
を語り共有し、意見交換し、ボランティアとは
何かを改めて考えることができ大変有意義な時
間となりました。この振り返りが重要な部分で、
学生が講座の後に自発的に踏み出し、継続して
ボランティア活動に関わるかどうかがかかって
います。第3回は日程の都合等で参加者が減り、
課題を残しましたが、講座のあとも継続して情
報提供などを行い、第二歩、第三歩につながる
ように応援していきたいと思います。

〈報告者：古澤　登美代
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉
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1．経緯・目的
　センターでは、ボランティアサークル等の支
援と学生スタッフのスキルアップを目的とし
て、2009年度よりボランティアリーダー養成講
座を年2回程度（夏と冬）実施しています。
　第1回の養成講座では、講義を聴いたあと、
ワークショップ形式で、参加者全員で学び合い、
常にアンテナを張って情報収集することや、新
たな視点に気づくことの大切さを実感すること
ができました。

2．概　要
（1）講　師：三木　俊和氏
　　　　�（伏見いきいき市民活動センター長、

グローカル・シンカー）
（2）内　容：
　①�講座「地域課題を解決するボランティア・

活動をつくる！　〜学生の主体性が地域を
変える〜」

　②ワーク1　新聞を活用した課題検討ワーク
　③ワーク2　「今わたしたちができること」

（3）対　象：�本学学生（現在、ボランティアに
関する活動を行っている学生で、
活動をさらにパワーアップしたい
と考えている学生）

参加者：68名

3．参加者の声・得られた効果など
・�企画力の基になるアンテナ力を大学生の間に

もっと鍛えたい。
・�企画を考えるのは難しそうというイメージが

あったが、自分の興味関心などから広げて考
えるものなんだ、やらなければいけないから
ではなく、自分がやりたいからやるものなん
だと思った。

・�企画を作る大変さや楽しさを体験できたので
すごくよかった。

・�リーダーは「管理する役割の人」という印象
だったが、今日の講座で変わった。

・�後期に向けてこれから企画を立てるのでとて

も為になった。
・�ただニーズを聞いてそれに取り組むだけでな

く、常に地域やその人々に向き合い、本当の
課題を見つけることが大切だと気づいた。

・�「一日30分、社会や地域に思いを馳せる」を
実践していこうと思う。

4．コーディネーター所感
　日頃から、学生の社会への興味関心が薄いの
ではないかと気になっていました。めまぐるし
く変わっていく社会にもっと目を向けて、どん
な課題があるのか、今何が求められているのか、
気づいてほしいと願って立てた企画です。新聞
や本を読まない学生が多くなっていること、視
野が狭く社会の課題に気づきにくいこと、話し
合う機会や伝える場が少ないことなどが、今の
学生スタッフの課題だと感じていました。
　それらをすべて1回の講座で解決できたわけ
ではありませんが、三木さんの事例紹介やワー
クなどで刺激を受けて、はっと気づく瞬間が
あったと思います。
　新聞を使ったワークでは、なぜこの記事を選
んだのかグループで思いを伝え合い、その中か
ら企画を立ち上げるまでのプロセスを体験。短
い時間でも企画はできる、興味関心をカタチに
できるんだと実感できたと思います。それぞれ
が感じて学んだことを、ぜひ今後の活動に活か
してほしい、社会に興味関心を持ち続けてほし
いと願っています。

〈報告者：古澤　登美代
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉

事  業  名 第1回ボランティアリーダー養成講座「地域への興味関心を企画につなげる」
実 施 日 2015年8月7日（金）13時30分〜16時30分
場　　所 深草キャンパス　21号館401教室
実施主体 ボランティア・NPO 活動センター
参加人数 本学学生68名
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ボランティアリーダー育成事業

1．経緯・目的
　ボランティア活動、サークル活動などに、仲
間と協働・協力して取り組むなかで欠かせない
のがミーティングです。ミーティングを活性化
させることは活動自体の活性化につながりま
す。
　第2回の養成講座では、ミーティングにおけ
るよりよいコミュニケーションの実現や、方向
性を共に検討し、合意形成を促進する場づくり
の方法をワークショップ形式で学びました。

2．概　要
（1）講師：�川中�大輔�氏（シチズンシップ共育

企画�代表）
（2）内容：
　　①会議をパワーアップさせるには？
　　　・�よい会議とは？
　　　・�よい会議を阻むものは？
　　　・�よい会議が実現している時のポイント

は？
　　　・�よい会議を実現するために参加者がで

きることは？
　　②�ミーティング・ファシリテーションの基

礎知識
　　③活動に参加したくなるためには？

（3）対象：�ボランティアに関する活動をしてお
り、活動をさらに POWER　UP さ
せていきたいと考えている学生

3．参加者の声・得られた効果など
・�ミーティングが変わることで、そのグループ・

組織自体が成長できるという言葉が印象的
だった。

・�「よいミーティングとは？」「よいミーティン
グを阻むものは？」等と、ワークショップの
中で具体的に考えて発表、共有していったこ
とを実践していくことで、自分たちのミー
ティングを変えていけそうな気がする！ミー

ティングに対するモチベーションがあがっ
た。

・�ファシリテーションは自分にとってまだ難し
いと感じる。少しずつ挑戦していきたい。

・�学んだことを活動の中で実践していきたい。

4．コーディネーター所感
　本講座への参加を通じ、参加学生は、ミーティ
ング・ファシリテーションの基礎知識を学ぶこ
とができました。あわせて、ミーティングを

「POWER�UP ！」するためには、ファシリテー
ションは勿論、参加者の役割が大きいというこ
とをワークショップを通して、体験的に学ぶこ
とができました。
　それぞれが感じたこと、学んだことを、ぜひ
今後のボランティア活動・サークル活動に活か
してほしいと思います。
　ボランティアリーダー養成講座のテーマは、
ボランティアリーダーとして活動するセンター
の学生スタッフやサークルの学生に役立つ内容
となるようコーディネーターが検討し、決めて
います。
　今後も学生の活動の現状や悩み、課題を客観
的に促え、学生のエンパワメントにつながるよ
う講座を企画していきたいと思います。

〈報告者：東郷　珠江
（瀬田キャンパス　コーディネーター）〉

事  業  名
第2回ボランティアリーダー養成講座

「ミーティングを POWER UP ！　〜ファシリテーション力をつけよう〜」
実 施 日 2016年2月4日（木）13時30分〜16時30分
場　　所 瀬田キャンパス　6号館プレゼンテーション室
実施主体 ボランティア・NPO 活動センター
参加人数 本学学生44名
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1．経緯・目的
　本学学生や地域で市民活動に取り組んでいる
人々が、市民活動への理解を深め、実践的な取
り組みの担い手として活動できる力をつけるこ
とを目的として、特定非営利活動法人　日本ボ
ランティアコーディネーター協会が主催する

「ボランティアコーディネーション力3級検定直
前研修並びに検定試験」を共催実施しています。

2．概　要
（1）当日の流れ
　10：00〜10：10
　主催者挨拶およびオリエンテーション
　10：10〜10：20
　【講義】�ボランティアコーディネーション力

検定
　10：20〜10：35
　【講義】�今、なぜ、ボランティアコーディネー

ション力なのか？
　10：35〜14：00
　【講義】�ボランティアの理解（途中休憩あり）
　14：00〜16：30
　【講義】�ボランティアコーディネーションの

理解
　17：00〜18：00　［検定試験］

（2）受験資格　※年齢は問いません
　※①②③のいずれかに該当していること。
　①�これまでにボランティア活動の経験がある。
　②�これまでに地域社会、組織（施設・機関、

NPO など）においてボランティアコーディ
ネーションに関わった経験がある。

　③�ボランティアコーディネーションに関わる
予定がある。

（3）必要経費について
・�龍谷大学学生：6,380円（受講料：無料、テ

キスト代：2,380円、検定料4,000円）
・�その他、一般：11,700円（全て込みのセット

価格）

3．参加者の声
　学生は、「講義を通じて新たな気づきを得る
ことができた。日頃の学生スタッフの活動に活
かすことができる。」と学びの多様性を感じて
いました。また、仕事として普段からボランティ
アコーディネーションに関わっておられる一般
受験者は、「体系的に学び、さらに、資格を得
ることができる本講座は本当に為になります。
大学で学ぶことができる学生達がうらやまし
い。」と感想をの述べておられました。

4．コーディネーター所感
　センター、そして大学が地域に開かれた場所
であることを体感できる学びの場となりまし
た。普段の活動の中でボランティアや市民活動
に関わっている学生、そして、市民の方が一つ
の教室で、共に学ぶことができるこのような機
会が大学にあるということが、これからの社会
にとても大切です。生涯学習と呼びかけられて
はいるものの、特に社会人は、日常生活や仕事
に追われて学ぶ機会が少なくなります。よりよ
い社会を目指して学ぶ大人の姿は学生達にとっ
て、大変刺激となっています。

〈報告者：上手　礼子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

事 業 名
ボランティアコーディネーション力3級検定　〜市民の社会参加を支える“チ
カラ”を身につけよう！〜

実 施 日 2015年10月17日（土）直前研修　10時00分〜16時30分、検定試験　17時00分〜
18時00分

場　　所 深草キャンパス　21号館101教室

実施主体 龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター／
特定非営利活動法人　日本ボランティアコーディネーター協会

参加人数 学生29名、一般4名　合計33名
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