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　新しく入った学生スタッフがセンターの目的や学生スタッフの役割を理解し活動するため
に、深草・瀬田の学生スタッフと教職員が集まって、毎年合宿を行っています。総勢 104 名
が集結！『 新しいＶＣ、始まるっ！～あなたの殻をパッカーン～ 』をテーマに、熱気あふれ
る２日間の合宿となりました。

　5～ 6月にボランティア初心者向けの、体験活
動を伴う全３回連続の講座を実施しています。こ
の写真は、第 2回目の『ボランティアを体験して
みよう』の体験先で活動をしているところです。

　ボランティアやサークル活動などをしている学生に
向けて実施するスキルアップ講座を年 2 回実施してい
ます。第 1回は 8月に西村仁志氏（広島修道大学教授）
を講師に迎え、『活動を円滑にすすめるには？チームビ

ルディングについて学ぼう！』というテー
マで 64 名の学生が学びました。第 2 回
は 2 月に河北純子氏（株式会社ひとまち
　ホワイトボード・ミーティング ® 認定
講師）を講師に迎え、『意見がサクサク出
るミーティングをしよう～ファシリテー
ション入門～』というテーマで 69 名の学
生・教職員が学びました。

◆ボランティア入門講座

◆オリエンテーション合宿

◆ボランティアリーダー養成講座

（詳しくはＰ100～101）

（詳しくはＰ94～96）

（詳しくはＰ96～98）



◆南区民ふれあいまつり ◆小さな命のモノガタリ ─知らない表情がここにある─

◆合宿

　歴史ある東寺で行われた南区民ふれあいまつりのち
びっこひろばにブース出展しました。あいにくの雨にも
かかわらずたくさんの子ども達がブースを訪れ、射的、
ミサンガづくりで楽しみました。

　深草キャンパスで行われた龍谷祭では、
展示と模擬店を出展しました。展示では
842 名の来場者にセンターの活動を紹介し
ました。今までの企画で実際に使った遊具
を展示して体験してもらうなど、活動の一
端を知っていただくことができました。多
数の来場者のある学園祭は、学生スタッフ
の活動をアピールする良い機会となってい
ます。

　学生スタッフの成長、資質向上を目的に夏休みと春休みの長期休みに 1泊 2日の合宿を
行っています。近江希望が丘ユースホステルで行った夏合宿は 60 名が参加、ともいき荘
で行った春合宿には 41 名が参加し、活動のふり返りや今後の目標について話し合った後、
ボランティアやボランティア・NPO 活動センターの存在について、じっくりと考える機
会を持ちました。

　動物 1 匹 1 匹の命にも物語があることを伝える

ため、動物愛護団体などに学生スタッフが取材に行

き、撮影した写真を使って写真展を行いました。ま

た、動物たちの現実をよりリアルに伝えるためフォ

トジャーナリストの児玉小枝氏が「ちいさないのち

のものがたり」をテーマに編集した 5 タイトルの

フォトエッセイ集の写真をお借りし、「～児玉小枝

写真展～ちいさな “ いのち ” のものがたり」と題し

て別コーナーを設け展示しました。

（詳しくはＰ51～52）

（詳しくはＰ102～108）

◆龍谷祭（詳しくはＰ35～36）

児玉小枝写真展 ─ちいさないのちのものがたり─（詳しくはＰ39～40）
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◆ボランティア募集団体合同説明会 2016

◆こどもサマーフェスティバル 2016 

　団体登録している団体に呼びかけて、実際に大学まで
来ていただき、ボランティア募集を行う場を設けました。
活動内容や想いを直接聞くことの出来る貴重な機会とな
りました。

　深草キャンパスの近くにある深草児童館で、
学生スタッフが考案した遊びで、子ども達と夏
休みの一日を楽しく過ごすイベントを開催しま
した。この活動を通じて、児童館の役割や、地
域で育つ子どもについて考えることができまし
た。

◆第 26回深草ふれあいプラザ

　深草地域の団体が集まり、ふれあいと交流
を目的に開催される深草ふれあいプラザに今
年も協力しました。

（詳しくはＰ46～47）

（詳しくはＰ33～34）

（詳しくはＰ47～49）

●深草キャンパスでの活動紹介
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　瀬田キャンパスで行われた龍谷祭では、展示
と模擬店を出店しました。展示では、学生スタッ
フの活動や登録サークルが行ったボランティア
活動、災害ボランティア等を紹介し、ボランティ
アの多様性や魅力を感じてもらいました。模擬
店では「本格タンドリーチキン」を販売しました。

　スポーツボランティアを知ってほしい、魅力に気づ
いてほしいと企画しました。コミュニケーション武道
や子ども達とのドッジボールなど、実際にスポーツボ
ランティアを体験して、その魅力にハマる人続出でし
た。

　本学学生と地域住民に「地域でのつ
ながりの大切さ」に気づいてもらうこ
とを目的に、龍谷大学瀬田キャンパス
に隣接する「滋賀県営都市公園びわこ
文化公園」で開催されたイベント『防災・
減災そなえパークの日』に参画し、防
災啓発のブース運営と、展示を行いま
した。

◆～ボランティアの形～今の私にできること
　～ in 瀬田龍谷祭 （詳しくはＰ37～38）

◆Enjoy ☆ スポーツボランティア！！

◆広げよう！瀬田コミュニティの輪

（詳しくはＰ57～58）

（詳しくはＰ58～60）
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●瀬田キャンパスでの活動紹介

（詳しくはＰ54～56）

（詳しくはＰ32～33）

（詳しくはＰ49～50）

◆『こどものまちおおつ』『商店街ミュージアム in 石山商店街』

◆大津祭へのボランティア協力 

◆Let's ボランティア
　～ボランティアしようよ♪～

　地域の NPO、商店街と連携し、ボランティア企画を行いました。いずれのイベントにもたくさ
んの地域の子どもたちの参加があり、学生ボランティアが活動を盛り上げました。

　大津祭の宵宮が 10 月 8 日（土）、本祭が 9 日（日）に行われ、両日合わせて合計 60
名の本学学生がボランティアに参加しました。特定非営利活動法人大津祭曳山連盟と
連携して、地域の方々と一緒に伝統行事を盛り上げました。

　5 月・7 月・11 月に、瀬田キャンパス樹心館前・
青志館前にて昼休みにボランティアキャンペーン
「Let's ボランティア～ボランティアしようよ♪～」
を実施しました。センターを飛び出して、センター
事業や地域での活動紹介などを行いました。
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06 07

　夏期・春期の長期休暇中に、海外でのボ
ランティア等に関心のある本学学生に向け
て、貧困・福祉・環境問題など様々な課題
を抱える国を訪れ、その現状に触れながら
現地の NPO・NGO などとの交流を通じて
体験的に学ぶプログラムを実施していま
す。写真は、春の海外体験学習プログラム
で行った台湾での様子です。

　夏期・春期の長期休暇中に、国
内のさまざまな地域の住民、NPO
等との交流を通じて、地域の抱え
る問題に触れると共に、ボラン
ティア等の体験学習を通じてより
深く社会の問題について考えるきっかけを作るプログラ
ムを行っています。写真は、春の国内体験学習プログラ
ムで行った福島・福井での様子です。

◆海外体験学習プログラム

◆国内体験学習プログラム

（詳しくはＰ65、Ｐ79～83） （詳しくはＰ23～25）

（日常のミーティングの様子）
（詳しくはＰ65～78）

　センターでは、ボランティアサークルやパフォーマンス系サークルの特技を活かした
ボランティア活動のコーディネートを行っています。あわせて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の提供を行うことを目指し、ボランティア
活動＆サークル活動情報交換会を年間 5回開催しています。

◆ボランティア活動＆サークル活動情報交換会 （詳しくはＰ44～45）

　ボランティアを探しに来室した学生から話を聞き、相談にのり、ぴったり合ったボラ
ンティアを紹介しています。

　深草、瀬田キャンパスが各々、毎週末にミーティングを行い、学生企画についての議論や、
スキルアップのためのワークショップを行っています。

◆日常のボランティアコーディネート

◆学生スタッフミーティング

　月 1回、深草、瀬田両キャンパスの学生スタッフと、教職員が集まって、企画の検討、
事業の報告などを行っています。

◆ボランティア・NPO活動センター会議

●深草・瀬田キャンパス共通の活動紹介③●深草・瀬田キャンパス共通の活動紹介②
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～イチゴ農家の作付けのお手伝い～
～被災した家屋内の片づけ～

　被災した家屋内の片づけ作業、農業支援、崩れた法面の整備や子ども達のケアプログラム
への補助など、様々な活動をグループに分かれて行いました。

～崩れてきた法面にブルーシートをかけて更な

る崩れを防ぐ～ ～子ども達のケアプログラムへの参加～

～夜のふり返りの様子～

～被災状況を視察している～

～地元の人からお話を聴く～

　雄勝湾灯籠流しの手伝いを中心に雄勝ロー
ズファクトリーガーデンの整備の手伝い等を
行いました。また、語り部さんのお話を聴い
たり、防災教育を受講し、震災について学び
ました。

～地元の人に教わりながら灯籠作り～

～雄勝ローズファクトリーガーデンの整備の手伝い等～

～灯籠を手渡しで船に載せていく～

～防災教育～

◆2016 年度　東日本大震災復興支援ボランティア（石巻市　雄勝町）
◆第 1・2回　平成 28年熊本地震復興支援ボランティア（阿蘇市、南阿蘇村）

　2011年3月11日の東日本大震災発災以降、復興支援ボランティアとし
てボランティアバスの運行や学内で東日本大震災に関する啓発活動な
ど、復興支援に関する取組を実施してきました。2011年11月からは宮
城県石巻市雄勝町で定期的に活動を行っています。

●東日本大震災復興支援に関する取り組み

（詳しくはＰ8～9） （詳しくはＰ15～18）
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　被災した家屋内の片づけ作業、農業支援、崩れた法面の整備や子ども達のケアプログラム
への補助など、様々な活動をグループに分かれて行いました。

～崩れてきた法面にブルーシートをかけて更な

る崩れを防ぐ～ ～子ども達のケアプログラムへの参加～

～夜のふり返りの様子～

～被災状況を視察している～

～地元の人からお話を聴く～

　雄勝湾灯籠流しの手伝いを中心に雄勝ロー
ズファクトリーガーデンの整備の手伝い等を
行いました。また、語り部さんのお話を聴い
たり、防災教育を受講し、震災について学び
ました。

～地元の人に教わりながら灯籠作り～

～雄勝ローズファクトリーガーデンの整備の手伝い等～

～灯籠を手渡しで船に載せていく～

～防災教育～

◆2016 年度　東日本大震災復興支援ボランティア（石巻市　雄勝町）
◆第 1・2回　平成 28年熊本地震復興支援ボランティア（阿蘇市、南阿蘇村）

　2011年3月11日の東日本大震災発災以降、復興支援ボランティアとし
てボランティアバスの運行や学内で東日本大震災に関する啓発活動な
ど、復興支援に関する取組を実施してきました。2011年11月からは宮
城県石巻市雄勝町で定期的に活動を行っています。

●東日本大震災復興支援に関する取り組み

（詳しくはＰ8～9） （詳しくはＰ15～18）
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～火山灰をこそぎ落として集める～ ～火山灰を集めて外に運ぶ～

～活動時間ぎりぎりいっぱいまで、必死で作業～

～東日本大震災復興支援ボランティア報告会～

～活動終了後、岡田農園の方と談笑～

　復興支援ボランティア活動終了後の報告会。復興支援ボランティアに参加した学生が想い
を伝えました。

～第2回熊本復興支援ボランティア報告会【瀬田】～

◆その他復興支援の取組

●東日本大震災復興支援に関する取り組み

（詳しくはＰ8～9、Ｐ16～17、Ｐ19）


