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2016年度活動概要　第二部

1．経緯・目的
　リユース傘貸し出しプロジェクトは、突然雨
が降った場合や傘を持ってくるのを忘れた学
生、教職員に傘を貸し出す。学内で廃棄される
傘を再利用することで、安易に使い捨ての傘を
購入するなどの無駄を防ぐことが出来る。また、
傘を貸し出す際に、ボランティア・NPO 活動
センターの企画を周知することで知名度の向上
も図る。

2．概　要
（1）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明書

を提示してもらい、学生に貸し出し用の傘
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�学生スタッフが貸し出しの期日が一週間で
あることと、センター企画を伝え、その日
までに返却するように説明する。

（2）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学生部に届け
られた落し物の傘である。持ち主が見つからな
いまま一定の期間保存され、引き取りの見込み

が無くなったものを提供していただいている。
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る。
（3）期日を過ぎても傘の返却がない場合
　一週間をすぎて返却されなかった場合は、利
用者に連絡、三日以内に返却するように伝える。
リユース傘を紛失した場合は代わりの傘を持参
するよう伝える。
※�傘を盗まれた、不慮の事故により傘が壊れた
等で返却が不可能となった場合は柔軟に対応
する。

3．広報方法とリユース傘貸し出しデータ
（1）広報方法…広報方法については、立て看板
を21号館下に設置、広報誌ボラゴンに記載、ま
たポスターやチラシを掲示板に張り出した。

（2）リユース傘貸し出しデータ
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
H26年度（ 4月〜 3月）…174名
H27年度（ 4月〜 3月）…241名
H28年度（ 4月〜 3月）…162名

事　業　名 リユース傘貸し出しプロジェクト（継続企画10年目）
日　時 2016年4月1日（金）〜2017年3月31日（金）
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162名

企画メンバー
（学生スタッフ）

高野喜暉（経済3）　大家彰文（国文3）　田中敬子（法学3）　永翁ふみな（文学3）
米山真奈美（経営3）　江上春菜（経営2）　山田真己（経済2）　矢野龍平（政策2）
長田雄大（経済2）　中野優太（文学1）　吉田響（文学1）　丸山莉佳（経営1）
奥田萌 （々法学1）　安岐　萌（法学1）　石崎絵梨香（法学1）　小松舞由子（経済1）
山田京花（短大1）　渡辺早耶（経営1）

３．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、ボランティアの第一歩とな
るような活動や啓発の場を提供しています。センターでは、日常的、定期的に行えるボランティアを
数多く紹介、また、学生が社会の課題に気づけるようなイベントを実施して、ボランティアの裾野が
広がることを目的として活動しています。
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ボランティア情報の提供、センター事業の広報

H21年度〜H28年度の貸し出し本数

H28年度月別の貸し出し本数

4．参加者の声・得られた効果など
・�貸し出し期限がひと目で分かる POP を作っ

たおかげで貸し出しがスムーズに行えた。
・�貸し出しの際のボランティア情報の広報を昨
年度より意識的に行えた。

5．学んだこと・今後の課題
　リユース傘の広報活動は今年度も行っていたが利
用者数が減少してしまった。一番大きな要因として
今年度と昨年度の天候の違いがあると思うが、広
報活動不足もあったのではないかと反省している。
　来年度は広報活動を工夫して、今までやって
いた広報活動をするだけでなく、新しい方法を
模索し、実行したい。それが利用者増加・セン
ターの知名度向上につながると考える。今後の
課題として、広報活動により力をいれ、新たな
広報手段を考えることをあげ、メンバー一丸と
なって活動していきたい。

6．経　費
　なし

〈報告者：高野　喜暉〉

1．経緯・目的
　広報誌「ボラゴン」の発行を通して、本学学
生にボランティア活動の啓発を行い、一人でも
多くの学生がボランティアに興味を持つきっか
けを作る。また、ボランティア・NPO 活動セ
ンターの周知を行い、センターの認知度向上を
目指す。
　さらに、広報誌発行を通して、企画メンバー
をはじめとする学生スタッフがボランティアに
関する知識を深め、自分たちの活動をさらに理
解するきっかけを作る。

2．概　要
○年間4回、計2,500部発行
○春号：10ページ（900部発行）
　・センター紹介
　・学生スタッフ活動紹介
○夏号：8ページ（500部発行）
　・傘の貸し出し
　・特集「ちょっと遠出ボランティア」
　・新スタッフ突撃インタビュー
○秋号：8ページ（600部発行）
　・STAR（学生スタッフ企画）紹介
　・特集「秋におすすめボランティア」

事　業　名 深草広報誌「ボラゴン」の発行（継続企画8年目）
配布期間 2016年4月1日（金）〜2017年3月31日（金）
場　所 深草キャンパス内
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）

田中奏多（文学5）　中北　梢（文学4）　小山由貴（法学4）　平舗眞子（法学4）
新川貴大（法学3）　石川真帆（法学3）　大矢誠志（法学3）百済圭吾（経済3）
橋本望海（法学3）　南山裕紀（政策3）　伊藤万莉（経営2）　原　弘樹（経済2）
松坂智彰（政策2）　坂井　綾（経営1）　土橋茉奈（文学1）　寺島安里沙（経営1）
平尾匡識（文学1）　米本圭吾（経済1）　脇坂弾夢（文学1）
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　・東日本大震災、熊本地震復興支援活動報告
○冬号：10ページ（500部発行）
　・特集「身近なところにボランティア」

3．得られた効果
○本学学生
　・�広報誌をきっかけとした来室者があるなど、
学内におけるセンターの認知度向上が図れた。

○学生スタッフ
　・�記事から得た、ボランティア情報や体験談を

コーディネートの時に活かすことができた。
○企画メンバー
　・�記事を作るために行った取材でボランティアや

学生スタッフの活動を深く知ることができた。
　・�読み手を意識した記事作りを考えられた。

4．学んだこと
○段階を踏んで計画的に作成すること
　本企画は一年を通した活動のため、モチベー
ションを保つのが難しい。そこで作成過程を企
画・実施・検証・改善の4段階に分けた。さら
に企画・実施段階を企画・編集・校正に細分化
することで活動を明確にして、モチベーション
の維持を図ることができた。
○活動を客観的に評価すること
　広報誌は読者を特定することが困難であるた
め、効果を把握しにくい。そこで、学生スタッ
フ（企画メンバー除く）を対象にアンケートを
実施（夏号34名、秋号27名、冬号35名）し、そ
の結果をもとに検証、改善案を検討した。アン
ケートは、記事ごとに4項目（レイアウト・文
字の大きさ・読みやすさ・分量）を4段階で評価、
感想等を自由に記述する形式で行った。

★広報誌「ボラゴン」に関するアンケート★

　このアンケートを行うことで、客観的な視点
で検証することができ、よりよい記事づくりを
行うことができた。

5．今後の課題
○読者のニーズを捉える
　広報誌は読者のニーズに応じた情報を掲載す
ることが重要である。しかし、現状はその読者
のニーズが把握できていない。学生スタッフ対
象アンケートは、読者のニーズを把握するため
の第一歩ではあるが、さらに幅広い読者のニー
ズを把握することができる手法を検討する必要
がある。
○情報を多面的多角的に収集、掲載する
　広報誌を繰り返し作成していると、内容が重
複してくる。“ボランティアの多様性”を伝え
るのであれば、多面的多角的に情報を収集し、
掲載することが大切である。そのための手法を
検討する必要がある。

広
報
誌
『
ボ
ラ
ゴ
ン
』（
２
０
１
６
年
度
発
行
）

6．経　費
　消耗品（A4用紙）
　230円（束／500枚）×11.4束（5,700枚）＝2,622円

〈報告者：南山　裕紀〉

振り返りを行う企画メンバー

キャンパス内で配布する学生スタッフ
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1．経緯・目的
　ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）
では、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を親しみやすく記事に
し、学生スタッフの目線ならではの広報誌をセ
ンター学生スタッフの活動として、2009年度よ
り発行している。
　広報誌を配布することで、ボランティア・
NPO 活動センターを本学学生や教職員への認
知度を高めるとともに、当センターへの来室者
の増加を目指し、ボランティア啓発を行うこと
を目的としている。

2．概　要
（1）春号（2,000部発行）
　　配布時期：4/2、4/3、4/4
　　内容：センター紹介、学生スタッフ紹介
　　学生スタッフ募集
（2）夏号（600部発行）
　　配布時期：7/11、7/12、7/14、7/15
　　内容：�センター紹介、海外スタディツアー

紹介
（3）秋号（700部発行）
　　配布時期：10/26、10/27、10/28
　　内容：�ボラセンの紹介、秋冬ボランティア情報
（4）冬号（500部発行）
　　配布時期：1/10、1/11、1/12
　　内容：センター紹介、ボランティア紹介
　　学生スタッフのボランティア川柳特集、
　　コミュニティ企画2017の紹介
（5）配布・設置場所
　学生スタッフによる手配り、ボラセン会議・説
明会・報告会での配布、センター（瀬田）・学友
会館パンフレットスタンド・Vコーナーに配架

3．参加者の声・得られた効果など
・�記事に学生企画や係や班の情報を載せること
で、学生スタッフの活動を知ってもらうこと
ができた。

・�広報誌を見てセンターの存在を知った学生や
広報誌を見て来室した学生もいた。また、自
ら広報誌を手に取りに来てくれる学生なども
おり、センターの広報におおいに貢献した。

4．学んだこと・今後の課題
（1）よかった点
・�広報誌の作成の際に役割分担をし、個々が記
事作成をして、各ページの確認をしていたが、
1つの冊子となることを踏まえ、統一感を持
たせる作成を心がけることができた。
・�今年から広報誌を手配りする際、シフトの時
間ごとに手伝ってくれた学生スタッフの中か
らMVPを決め、どんなところがよかったな
どを発表することで学生スタッフのモチベー
ションアップにつなげることができた。また、
MVPに選ばれた学生スタッフの理由を共有
しあうことで、一人一人の手配りのスキル
アップにもつながった。

（2）反省点・今後の課題など
・�前年と同様にまだまだ昼休みの手配りの際
に、シフトに入る学生スタッフが年間を通し
て少ないため、学生スタッフ全員が広報誌の
役割を考え取り組んでいくことが課題として
残った。
・�センターの認知度向上のためにも、広報誌を広
報誌係だけでなく学生スタッフと一丸となってよ
りよい広報活動につなげられたらと思う。

〈報告者：仲上　昂希〉

事　業　名 瀬田広報誌「Volunteer News」の発行（継続企画8年目）
配布期間 2016年4月1日（金）〜2017年3月31日（金）
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）

清水謙汰（理工3）　長友沙樹（社会3）　佐久間涼（社会3）　福納知香（社会3）�
仲上昂希（理工2）　福山真琴（社会2）　山本加奈（社会2）　瀧本真由（農学2）�
玉田遼河（社会1）　杉村歩美（農学1）
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1．経緯・目的
・�「ボランティアには少し興味があるが、ボラ
ンティア・NPO活動センター（以下センター）
には行きづらい」このような学生に対して学
生スタッフがセンターの外に出てブースを設
けることで、ボランティアに参加するきっか
けを提供する。
・�瀬田キャンパス内の人通りの多い場所にブー
スを出しボランティアを紹介することで、多
くの学生に興味を持ってもらう。
・�当日は企画メンバーだけでなく、学生スタッ
フ全員が協力し、企画を行う。

2．概　要
　屋外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、
ボランティアやセンター事業への参加、セン
ターの利用を呼びかけた。
　また、新しい試みとして、ブースを訪れた人
に対して、センターの情報が記載されたクリア
ファイルを配布し、センターの周知・利用を促
した。

①5月16日（月）、17日（火）、19日（木）（3日間）
　入学直後の新入生を中心に、ボランティアや
センターの存在を知ってもらうとともに、ボラ
ンティアの情報を発信していくことで、ボラン
ティアや新しいことへの挑戦の第一歩としても
らうことを目的に活動した。
場所：食堂前テント下
来場者：98名
②7月4日（月）、5日（火）、7日（木）（3日間）
　普段は授業などで忙しい学生に対し、夏季の
長期休暇を利用して参加できるボランティアを
紹介した。また、学生企画である大津祭と連携
して広報を行い、7/5（火）には大津祭の広報
のために特定非営利活動法人大津祭曳山連盟の
方にお囃子の演奏をしていただき、たくさんの
学生に立ち寄ってもらうことができた。
　また、実施日が七夕の日を含むことから、笹

飾りを制作しセンターに配置することで、セン
ターに足を運んでもらえるようにした。
場所：食堂前テント下
来場者：111名
③11月16日（水）、18日（金）、21日（月）（3日間）
　学生スタッフが日々行っている活動を学生・
教職員にアピールするとともにセンターで活動
する班や係などの長所を活かしてイベントを盛
り上げたいという思いから、班・係ごとに役割
を分担し実施した。
場　所：食堂前テント下
来場者：53名

3．学生スタッフの声
・�事前に紹介するボランティアの内容について
十分に共有したので当日コーディネートがし
やすかった。（5月）
・�大津祭曳山連盟の方に来ていただけたので、
大津祭のボランティア活動について知っても
らうことができ、Let's ボランティアのブー
スのアピールにもつながった。（7月）
・�班、係ごとに役割をはっきり分担したことに
より、活動の内容が掴みやすかった。（11月）

4．得られた効果
・�今年度の新しい試みとして実施したクリア
ファイルの配布は、より多くの学生の来場に
結びつき、結果センターの周知につながった。
・�活動初日終了後の振り返りやボランティアチラシ
の冊子化などの工夫により、学生スタッフが
ブースで適切に対応できるようになった。

事　業　名 Let's ボランティア〜ボランティアしようよ♪〜（継続企画7年目）

日　時
第1回： 5月16日（月）、17日（火）、19日（木）昼休み
第2回： 7月 4日（月）、5日（火）、7日（木）　 昼休み
第3回：11月16日（水）、18日（金）、21日（月）昼休み

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）
参加人数 来場者数　262名（①98名、②111名、③53名）
企画メンバー

（学生スタッフ）
中川真実（社会4）　藤村一樹（社会2）　多田涼太（理工2）　松澤宏紀（理工2）
濱野瑛奈（社会2）　上村真衣（社会1）　石田進登（理工1）
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5．学んだこと・今後の課題
・�ブースを訪れた学生が昨年度に比べ、大きく
増加したことにより、多くの学生にボラン
ティアに興味を持ってもらい、参加するきっ
かけをつくるという目的は達成できたと考え
られる。
・�笹飾りや大津祭曳山連盟に来ていただいた7月
の Let's ボランティアでのブースへの来場者
数が多かった。実施のイベントは学生がブー
スに興味を持つために、とても重要な要素で
あると感じた。さらに多くの学生がブースを
訪れるような工夫を今後考えていきたい。
・�声掛け・呼び込みに対して苦手意識を感じて
いる学生スタッフもおり、積極的に行えてい

ないという現状がある。そのため、さらに多
くの学生にボランティアを啓発していくため
に、学生スタッフでよりよい活動になるよう
に検討していきたい。

6．経　費
　消耗品代
　　ファイル代� 4,320円
　　インク代� 2,720円
　　シール代� 2,592円
　　風船代� 108円
　　合　計� 9,740円

〈報告者：松澤　宏紀〉

1．経緯・目的
　ボランティアに対して漠然とした関心がある
学生に対して、ボランティア募集団体の方に、
実際に大学まで来ていただき、直接、団体の設
立背景や社会問題について話してもらうこと
で、ボランティア活動へのきっかけにして欲し
いと考え、例年に続き企画、実施した。
　また今年度の目的として、今までの活動を通
してせっかく関わりを持った団体と継続的に連
携がとれていないことを私たちの課題と考え、
この機会を通して学生スタッフが団体と連絡を
積極的にとって、継続的にコンタクトできる関
係になることを目指した。

2．概　要（両日共に下記プログラム）
　�9：30〜12：15　準備
　12：15〜17：00　合同説明会
　17：00〜17：30　団体と学生スタッフの交流会
　17：30〜18：00　片付け
①団体ブース（1日目10団体・2日目11団体）
　団体登録している中の中から希望を募って、
ボランティア募集団体（21団体）に大学に来ていた
だき、来場者（一般学生・学生スタッフ・教職

員）に対してブース形式で説明を行ってもらう。
②ボランティア・NPO活動センターブース
　学生スタッフが一般学生にボランティア紹介
を行う。参加団体以外のボランティア募集のチ
ラシを配架、広報誌を配布。

3．参加者の声・得られた効果など
（1）参加者の声
　　①一般学生
　　・�単発でもボランティアにいけるとわかった。
　　・�ボランティア募集団体から詳しい話を聞

けた。
　　②ボランティア募集団体
　　・�学生に活動内容や団体について知っても

らうことができた。
　　・�今後イベントを開催する際に今回の縁を

深めていけたら良いと思う。
　　③学生スタッフ
　　・�ボランティア募集団体の思いや背景につ

いて知ることが出来て良かった。
　　・�コーディネートに生かせる情報を知るこ

とができた。
（2）得られた効果

事　業　名 ボランティア募集団体合同説明会（ボラコレ2016）（継続企画3年目）
日　時 2016年7月5日（火）、7日（木）9時30分〜18時
場　所 深草キャンパス22号館107教室
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 87名（7月5日34名・7月7日53名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

藤原恵太（文学4）　永翁ふみな（文学3）　上野　翼（経済3）　百済圭吾（経済3）�
新川貴大（法学3）　三輪可那子（国際3）　藤岡　舞（経済3）　原　弘樹（経済2）�
江上春菜（経営2）　松坂智彰（政策2）　西山大樹（政策2）　日野萌絵子（法学2）
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・�ボランティアに参加するきっかけづくり
　�来場学生から「単発でも関われるということを
知った」や「団体やボランティアについて詳しい
話しを聞くことができた」という声が寄せられ
ていた。このことから、学生がボランティアに
参加するきっかけづくりができたと思われる。
・�活動の広報
　�団体にとって、学生に活動内容を知ってもらう良
い機会となった。今回の目的でもある「継続的
な関わり」をこの企画を通して実現したいという
声が得られたので今後につなげていきたい。
・学生スタッフの学びの場
　�団体の思いや背景について知ることが出来
た。一般学生だけでなく学生スタッフにとっ
てもよい学びの場となった。

4．反省点
・�交流会開催についての連絡が不十分だった。
団体との連絡には不手際がないように責任を
持って行なわなくてはいけない。
・�参加する団体の選定に時間がかかり、実施日
を遅らせることとなった。
・�当日学生スタッフの案内の引継ぎが十分でな
かった。企画メンバーを中心にシフトの役割
や内容について協力してくれる学生スタッフ
への共有を徹底するべきだった。

5．学んだ事・今後の課題
（1）広報
　チラシ配布だけでなく、今回初めて校内放送

を利用したり、Twitter などの SNS を利用す
ることで広く周知できた。今後さらに、一般学
生の興味をひく工夫が必要で、一般学生に対す
るニーズ調査も検討している。
（2）会場（22号館107教室）
　使いやすく、広さ、設備もちょうど良かった。
教室前で授業終わりの学生に向けて積極的に呼
び込みを行ったのだが、見ていると入りづらそ
うだった。気楽に入ってもらえるよう、なんら
かの工夫が必要だと考える。参加しやすい中庭
等での屋外開催も検討したい。
（3）実施時期
　ボランティア募集の時期が4〜6月の団体もあ
るので、早めに準備にとりかかり、もう少し早
く実施したい。
（4）今後の課題
　今回の趣旨・目的にもある団体と関係を継続
するために、企画メンバーで今回参加された団体
に夏休み中にボランティアに行くことを計画し
ている。さらに、企画メンバー以外の学生スタッフ、
一般学生にも積極的に参加を呼び掛ける。

6．経　費
　交通費� 4,070円
　（参加団体との事前打ち合わせ9カ所、のべ10名）
　消耗品� 3,188円
　合　計� 7,258円

〈報告者：藤岡　舞〉

（参加団体）
5日（火）：10団体（1団体当日欠席）

所在地 団　　　　体　　　　名 分　野

7月5日

京都 小倉山百人一集の会 PTO 環境
滋賀 しが棚田ボランティア事務局（滋賀県農政水産部農村振興課内） 環境
滋賀 大津市障がい児サマースクール南Ⅱ班 福祉
滋賀 びわこ学園医療福祉センター野洲 福祉
京都 希望の家　タイムケア事業所　れいんぼう 福祉
京都 公益財団法人　京都YWCA 国際
滋賀 湖南市国際協会 国際
京都 NPO法人東九条まちづくりサポートセンター「まめもやし」（欠席） まちづくり
京都 伏見をさかなにざっくばらん・伏見エコライフ まちづくり
滋賀 びわこてらこや 子ども

7日（木）：11団体
所在地 団　　　　体　　　　名 分　野

7月7日

京都 京エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター） 環境
大阪 社会福祉法人　北摂杉の子会 福祉
滋賀 びわこ学園医療福祉センター草津 福祉
京都 特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス 国際
京都 特定非営利活動法人アクセス　共生社会をめざす地球市民の会 国際
京都 特定非営利活動法人　JIPPO 多文化共生
京都 洛中洛外 文化
京都 公益財団法人　京都市ユースサービス協会 青少年
京都 シチズンシップ共育企画ユースACTプログラム 青少年
京都 京都市都市緑化協会 子ども
京都 京都老人福祉協会　稲荷の家・墨染つどいの広場ほっこり 子ども
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1．経緯・目的
〈展示〉
　新スタッフや来室者のコーディネートをする
中で今までボランティアに参加しなかった理由
として、「興味はあるが、どんなボランティア
があるか分からない、参加の仕方が分からない」
などの意見を聞いた。今回の龍祭では、関心は
あっても、あと一歩踏み出すことが出来ない人
に対して、具体的にボランティアの種類や参加
方法、ボランティア募集団体について分かり易
く紹介する展示を行うこととした。展示を通し
て、「ボランティアが身近なものであり、誰で
も参加可能である」という私たちからのメッ
セージを伝え、あと一歩踏み出せない人の背中
を押して、ボランティアに参加できるようにす
ることを目的とした。
〈模擬店〉
　豚汁の販売を行い、その収益を下記の2団体
に寄付することにした。
①�「はみんぐ Bird」：東日本大震災を忘れない、
福島との繋がりを失わないという想いから決定。
②�熊本県義捐金：平成28年熊本地震の発災当初
から多くの学生が募金活動に参加し、関心が
高かったことと、学生スタッフが大学の復興
支援ボランティアに実際に参加し、まだまだ
復興が進んでおらず今後も支援が必要である
と感じたことから決定。

2．概　要
〈展示〉
①�ボランティア活動の紹介や参加方法、ボラン
ティア募集団体の設立背景や活動内容、実際に
参加した人の体験談を写真等を使って展示。
②�会場内にボランティア紹介ブースを設け、展

示を見て「ボランティア活動を行ってみたい」
と希望する来場者に対して、ボランティアの
コーディネートを行った。

〈模擬店〉
　利益を2団体に義捐金として送るために、豚
汁の販売を行う。

3．参加者の声・得られた効果など
〈展示〉
来場者：4日　162名、5日　325名、6日　355名
　　　　合計842名　満足度：平均88％
・�展示を通してセンターがいろいろな取組みを
していることがわかった。
・�震災のコーナーを見て、熊本だけでなく東日
本の震災についても関心が再び沸いた。
・�展示してある模造紙だけでなく学生達が直接
説明をしてくれたので内容や想いがとても
しっかり伝わった。
・�ボランティアというと難しいとか、自分には
遠いものと思っていたけど詳しくわかりやす
い展示で自分でも何かやれそうに思えた。
・�展示物などもとても良かった中で、特に体験
コーナーが楽しかった。展示物だけでは伝わ
らないと思うので実物があるのは良いと思
う。など。

事　業　名 第94回　深草龍谷祭への出展（展示・模擬店）（継続企画15年目）
日　時 2016年11月4日（金）〜6日（日）10時〜17時30分、6日のみ10時〜14時30分
場　所 展示：22号館107教室　模擬店：芝生前広場
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842名　　　　模擬店：販売数447食

企画メンバー
（学生スタッフ）

展　示：
永翁ふみな（文学3）　津田莉沙（経済3）　上野　翼（経済3）　鴻池　遼（経済2）�
坪下大介（文学2）　藤原　純（文学2）　松坂智彰（政策2）　西山大樹（政策2）�
吉田　響（文学1）　村井俊介（文学1）　桑原田�海（法学1）　下岡祥人（短大1）�
火威沙耶（法学1）　湯川　希（法学1）　平尾匡識（文学1）　山田京花（短大1）�
模擬店：
田中奏多（文学5）　藤野優祐（経済4）　高野喜暉（経済3）　百濟圭吾（経済3）�
大家彰文（国文3）　江上春菜（経営2）　延安美菜（文学2）　辻　祐児（法学2）�
日野萌絵子（法学2）　土橋茉奈（文学1）　丸山莉佳（経営1）　中野優太（文学1）�
玉川隆明（文学1）　織田香朱美（政策1）　清水理沙（経済1）　脇坂弾夢（文学1）�
島内桃花（政策1）　坂井　綾（経営1）　寺島安里沙（経営1）
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4．反省点
〈展示〉
①準備段階
・�各ブースの内容をもっと企画メンバー、学生
スタッフ全体で共有する時間、機会が必要。
・�コーディネートする対象者をいつも通り、学
生と想定していたので、いろんな年齢層の方
が来て、特に初日は慌ててしまった。
・�他の企画も平行して準備している中で、展示
物の作成、ポップやダンボール等の準備が直
前になってしまった。早めの余裕のあるスケ
ジュールを立てるべきだった。
②当日
・�ボラゴン（広報誌）やチラシなどの広報物の
置き忘れやアンケートの書き漏れがあった。
・�企画メンバーではない学生スタッフに展示物
の情報がいきわたっておらず展示の説明に個
人差が出てしまった。話す内容をある程度は
統一しておくべきだった。
・�アンケートブースに人が密集してしまった時
に来室者の方に狭いチラシブースの机でアン
ケートを書いてもらった。スペースが足りな
かったと思う。
・�一部のブースを素通りしてアンケートブース
に行かれてしまうことがあったため、すべて
のブースを見て回ってもらえるように声掛け
した方が良い。
・�会場内に学生スタッフが多くいて、来室者が
入りにくい雰囲気を作ってしまったかもしれ
ない。入りやすい工夫を今後考えたい。

〈模擬店〉
・�コアメンバー間の情報共有に時間がかかった。
・�今までの模擬店メニューに比べ、調理に時間
がかかった。

5．学んだこと・今後の課題
〈展示〉
　アンケート結果から、展示や学生スタッフの
説明を通してボランティアに対する堅苦しさや
自分とは関係ないという意識が変わり、自分に
もできそうなボランティアが見つかったとの回
答が多くみられた。今回展示内にコーディネー
トブースを設置し、来場者に実際にボランティ
アコーディネートを行うという試みを実施し
た。実際にボランティアへの参加が決まって、
龍谷祭後にセンターへ足を運ぶ学生も複数いた
ので、大変やりがいを感じた。
　学生スタッフは普段からシフト中のコーディ
ネートのためにボランティア募集団体を説明で
きるように日々勉強している。たくさんの来場者
が集う龍谷祭で多くの来場者に展示物の内容を

説明したり、ボランティアに関する質問に答え
ることによって、さらに知識、経験が身につい
た。これらは学生スタッフのコーディネーショ
ン力の向上や自信につながる。また、自分の興
味のあるボランティアだけでなく、なじみのな
い分野のボランティアに行ったり、取材するこ
とでより充実したコーディネートができた。
　来場者は昨年同様800名を超えた。学生より
も一般の方（子どもを含む）が多く、幅広い年
齢層であった。ボランティアで実際に使用した
ピニャータ（くす玉）や弓矢を展示した体験コー
ナーが特に興味関心をひいていたことから、体
験型の説明の効果が高いことが分かる。今後は
体験コーナーやコーディネートブースなどを展
示に取り入れ、一般学生に知られていないボラ
ンティア募集団体を取り上げるなど、新しい試
みをさらに検討していきたい。
〈模擬店〉
　企画を進めていく上で仲間同士の雰囲気作り
が大切だと実感した。また、個々人が責任感を
もって自分の力を発揮するためには、まとめて
いくリーダーの的確な人事配置や状況認知が必
要とされると分かった。小さな声掛け、心配り
が大切だと思う。今後、企画に参加するときは、
今回学んだことを意識しながら活動していきた
い。

6．経費報告
〈展示〉
　消耗品費　模造紙、画用紙等� 9,597円
〈模擬店〉
　総売上げ：89,400円（447食販売）
　経費：材料費　25,432円、雑費� 5,000円
　　　　冷蔵庫費 4,000円、レンタル費 9,396円
� 合計43,828円
　寄付額：45,572円（89,400-43,828）
　　　　　（内訳）熊本県義捐金� 22,786円
　　　　　はみんぐバード� 22,786円

〈報告者：原　弘輝（展示）、伊藤　万莉（模擬店）〉
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1．趣旨・目的
　①�多くの地域住民や龍大生が来場する龍谷祭

を利用して、多くの人にセンターの存在や
活動を知ってもらい、ボランティア・
NPO 活動センター（以下センター）の活
用を促す。

　②�来場者がボランティアに興味や関心を持て
るように、ボランティアの魅力や多様性を
感じてもらえるような啓発を行う。

　③�学生スタッフ全員が展示の製作・紹介や模
擬店の運営に携わることでボランティアの
知識やセンター理解をより深め、また、組
織力や団結力の向上を目指す。

2．概　要
（1）展示
場所：2号館1階　多機能教室1・2
内容：①ボランティア・NPO 活動センター紹介
　　　　・センターの役割とは
　　　　・学生スタッフとは
　　　　・�学生スタッフ企画・班活動について
　　　②ボランティア紹介
　　　　・�様々なボランティア（子ども、国際、

高齢者、環境、障害者、まちづくり）
　　　③ボランティア〜サークル編〜
　　　　・�センターに登録しているサークルを紹介
　　　　・�登録サークルが行ったボランティア

活動紹介
　　　　・�サークル情報交換会拡大版の紹介
　　　④災害ボランティア
　　　　・�過去に行った復興支援活動の様子を

写真及びスライドショーで説明
　　　　・�現地へ行くことができないとしても

できることはあるか、来場者に問い
かける展示

（2）模擬店
場所：2号館付近
内容：タンドリーチキン
価格：4個入り1セット300円

個数：2日で約600セット販売（最終値下げあり）
売上金：162,000円
収益：86,510円
利益の使途：防寒用スタッフジャンパー

3．参加者の声（展示会場の来場者アンケートより）
・�自分の特技、得意分野もボランティアになる
と知った。
・�今日展示を見たことで熊本のボランティアに
行くことを決めた。
・�ボランティアにもいろんな形があることを
知った。
・�自分にできることから少しずつ続けていきたい。
・センターの活動がよく分かった。
・�単なる人の世話ではなく心に訴えることが本
当のボランティアだと思った。

4．得られた効果
・�来場者アンケートの「当センターの役割を知
ることができましたか」の項目で、来場者の
約83％が「できた」「よくできた」と答えて
おり、多くの来場者にセンターの役割を知っ
てもらえたことが分かった。しかし「できな
かった」と答える来場者もいたので改善の余
地はある。
・�展示を見に来られたボランティア団体に、セ
ンターの役割を知ってもらい、活用を促すこ
とができ、団体登録の説明ができた。
・�ボランティア系サークルの学生に、サークル
登録を呼びかけるとともに、サークル情報交
換会への参加案内や、センター登録団体からの

事　業　名 ボランティアの形〜今の私にできること〜in 瀬田龍谷祭（継続企画14年目）
日　時 2016年10月29日（土）・30日（日）10時30分〜17時30分
場　所 瀬田キャンパス2号館多機能教室1,2（展示）／2号館付近（模擬店）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
参加人数 来場者数329名（1日目169名・2日目160名）
企画メンバー

（学生スタッフ）
矢野佑磨（理工2）　中原　茜（社会3）　長友沙樹（社会3）　多田涼太（理工2）�
森岡尋仁（農学2）　土橋　歩（社会2）　美濃優磨（社会1）
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ボランティア要請についての説明ができた。
・�学生スタッフからは、「一人一人に詳しくセンター
について知ってもらえた」という感想が挙がり、
学生スタッフが、展示紹介を通して目的達成に
手ごたえを感じたことが分かった。

　以上のことから、目的①は達成できたと思う。
・�来場者アンケートの「ボランティア活動に興
味関心はもてましたか」「ボランティアの多
様性について知ることはできましたか」の項
目では、約80％が「できた」「よくできた」
と答えており、多くの来場者にボランティア
の興味関心や多様性を感じてもらえたことが
分かった。

・�来場者アンケートの「今のあなたにできるボラ
ンティアはなんですか」という項目では、多種
多様な意見が得られたことから、ボランティア
の多様性に気づいてもらえたと考えられる。

・�1日目、特技を書いてもらうスペースなどで、
学生スタッフが趣旨目的を説明できていな
かったという意見が出てきたが、その反省を
踏まえ、2日目は意識して趣旨目的やボラン
ティアの魅力を説明する人が増えた。

　以上のことから、目的②は達成できたと思う。
・�「準備段階で学生スタッフ同士が積極的に会
話をし、団結力が向上した」「みんなで作業
ができ、一体感が生まれた」という学生スタッ
フの声があり、組織力や団結力の向上はでき
ていたが、準備の時間に企画メンバーがいな
かったこともあり、改善点も見つかった。

・�「展示を作成しながら自分たち学生スタッフ
の知識や理解を深められた」という学生ス
タッフの意見が多かった。これらのことから、
目的③は達成できたと思う。

5．学んだこと・今後の課題
・�企画書の進行自体は早くから行っていたが、
展示製作のスケジュール管理、企画メンバー
から学生スタッフへの適切な人材配置と指示
ができていなかったために、製作のスタート
に遅れが生じた。この問題についての改善策
は、エリア同士や各展示担当内での情報共有
を十分に行い、次に何をするべきかを企画メ
ンバーが把握し、的確な指示を出すことだと
学んだ。

・�展示の順路が分かりにくいという声が多かっ
た。事前の共有会（全体ミーティング）で、
順路をもっと学生スタッフにわかりやすく説

明するようにすることで改善につなげること
ができたと思う。
・�展示にかかる経費についての検討が甘かっ
た。インクなどの在庫確認をしっかり行い、
経費を割り出すように改善する必要がある。
・�前日準備の段階で、学生スタッフから展示の
意見やアドバイスをいくつかもらったが、こ
れが事前の共有会の段階でできていればなお
良かった。直前で慌てずに済むように、共有
会は企画メンバーが説明するだけでなく、全
員が気軽に意見を言えるような場を作る必要
がある。
・�展示会場の受付に、団体登録用紙やフェイス
シートを置いておくことでスムーズな対応が
可能となるので、次回からは用意しておきたい。
・�「学生スタッフが来場者に声掛けに行けていな
い場面があった」「模擬店の待ち時間を有効活
用できていなかった」という声が挙がってお
り、待ち時間の間に展示の PRができれば目
的の達成度はより上がったのではないかと考
えられるので次回はより積極的に実践したい。
・�「展示内容にセンターの活動報告が多く、龍
大生や一般の来場者が興味関心を持ってもら
えるような展示づくりができていなかった気
がする」という意見もあったので、企画メンバー
がもっと趣旨・目的を意識して、より詳しく
学生スタッフに伝え、学生スタッフ一人一人
も当事者の自覚を持って次回に臨みたい。
・�学生スタッフの、この企画への参画の姿勢に
差があったと感じたため、来年は全員参加の
意識を準備段階から高めながら、当日を迎え
られるよう努めたい。

6．経　費
　消耗品費：9,909円（模造紙、インク等）

〈報告者：美濃　優磨〉
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1．経緯・目的
　龍谷大学の「建学の精神」の中に、“全ての
命を大切にする「平等」の心”というものがあ
る。現在日本では、年間約17万頭を超える犬猫
が殺処分されており、その数は年々減ってきて
はいるものの、尊い小さな命が毎日500頭近く
奪われている。近年のペットブームにより動物
好きが増え、動物ボランティアにも関心を持つ
学生が増える中で、この現状を知っている人は
少ない。そこで、本企画では、この現実を踏ま
えて「建学の精神」に基づき、命を大切にする
こと、特に身近なペットを大切にすることを目
的に活動していく。私たちはこの企画を通して、
殺処分が行われている現状を知ってもらい、な
ぜ殺処分が行われているのか、どうしたら殺処
分を減らすことができるのかを伝え、自分にで
きることは何かを考え行動してもらう中で、動
物ボランティアの啓発を行っていく。

2．概　要
　殺処分される動物一匹一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実際
に学生スタッフが取材に行き、撮影した写真を
使って写真展を開催した。
　「殺処分」に関しては、その現実をよりリア
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」と題して別枠で展
示した。より多くの人に見てもらうために2会
場に分けて開催した。
（写真展示枚数　22号館200枚、和顔館140枚）

3．参加者の声・得られた効果など
・�普段、道で散歩しているペットと何も変わら
ない犬ばかりで、すごく胸が締め付けられる
思いがした。私の周りの人達にも伝えていき
たい。
・�自分の飼っている犬と重ねて切なくなった。
　�次に自分の家で飼う時は、保健所や動物愛護
団体から引き取りたい。
・�きらびやかなペット産業の裏の、目を背けた
くなるような現実に真摯に取り組まれてい
て、誠実さを感じます。この問題を一人一人
が認知して考えてほしい。
・動物問題について知るいい機会となった。
　�自分にも出来ることがあるとわかったので、
これから実行していきたい。

4．反省点
・写真展を見る道順が分かりにくかった。
・�来てくれた人に声をかけるタイミング、誘導
の仕方がむずかしかった。
・�たくさんの写真が展示できる22号館での開催
が1日だけなのは、もったいなかった。
・�伝えたい内容をしっかりスタッフ間で共有で
きていなかった部分があり、実際に説明する
内容に差があった。

5．学んだこと、今後の課題
（1）学んだこと、良かった点
　今回、積極的な呼びこみや様々な手法での広
報活動により、271人もの方に見ていただくこ
とができた。動物問題に関心のある人もない人
も幅広い層に満足してもらえ、中には何回も写
真展に足を運んでくれる方もいた。アンケート
の回答を受けて、スタッフ間のふりかえりを行

事　業　名
小さな命のモノガタリ―知らない表情がここにある―
児玉小枝写真展―ちいさないのちのものがたり―
STAR（Save Animal from Ryukoku）（新規企画）

日時／場所 2016年11月22日（火）〜11月25日（金）：和顔館1Fスペース
2016年11月29日（火）：22号館107教室

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 271名（来場者）

企画メンバー
（学生スタッフ）

津田莉沙（経済3）　白土奈央（法学4）　永翁ふみな（文学3）　高野喜暉（経済3）�
藤原　純（文学2）　延安美菜（文学2）　吉田　響（文学1）　桑原田海（法学1）�
下岡祥人（短大1）　土橋茉奈（文学1）　丸山莉佳（経営1）　中野優太（文学1）�
玉川隆明（文学1）　火威沙耶（法学1）�平尾匡織（文学1）　織田香朱美（政策1）
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い、次の日の展示に向けて説明方法を修正でき
たのが良かった。
　企画した学生スタッフからも、この企画を通
してより深く動物問題について学ぶことができ
て良かったという意見があった。
（2）改善点
　初企画で、しかも動物の殺処分問題という難
しいテーマだったこともあり、当初の計画通り
になかなか進まず、いろいろと迷うこともあっ
た。また、当初考えていた開催時期から遅れ、
他の企画との掛け持ちや情報共有不足から、担
当学生スタッフの間で意識の差ができてしまっ
た。明確な役割分担、ミーティング議事録を使っ
た情報共有、スケジュール管理などを徹底して
行う必要があった。

6．経　費
　児玉小枝氏の写真借用料（送料込み）� 2,000円
　画用紙、ファイル、ノートなど� 2,268円
　合　計� 4,268円

〈報告者：津田　莉沙〉

1．経緯・目的
・�近年、社会でも学生内でも「子どもの貧困」に
ついて関心が高まってきている。子ども食堂や
学習支援、居場所づくりに取り組む団体からの
ボランティア募集も増加している。私たちの
身近なところで貧困と向き合っている人や、
支援する取り組みについて、もっと多くの学
生に知ってほしいと考え、この企画を行った。
・�龍大生が、現代の日本で起こっている「子ど
もの貧困」について関心を広げ、正しい理解
を深めることができるよう企画を実施した。
更には、子どもの貧困をはじめとした社会問
題にも目を向け、自分には何ができるか考え
行動を起こせるよう龍大生に働きかけた。

2．概　要
（1）事前学習会
　前半は、子どもの貧困についての基礎を学ぶ
ために学習会を行った。企画メンバーより、「貧
困」や「子どもの貧困」についてのプレゼンテー
ションと、グループに分かれて意見交換を行った。
　後半は、ゲストスピーカーより、子ども食堂、
居場所づくり、学習支援などの子どもの貧困の
解決に向けての取り組みについてお話を伺った。
〈ゲストスピーカー〉
・滋賀県社会福祉協議会　高橋宏和氏
・特定非営利活動法人あめんど　恒松睦美氏
・こどもソーシャルワークセンター　内田昌希氏
・�学生サークル　トワイライトホーム　二宮早
希さん、小林知加さん

事　業　名 笑顔の向こう側〜子どもの貧困×ボランティア〜（新規企画）

日　時
受入団体
場　所

（1）事 前 学 習 会　�2016年12月13日（火）17時15分〜19時40分�
龍谷大学　学生交流会館　カンファレンスルーム

（2）ボランティア体験　�2016年12月21日（水）〜2017年1月11日（水）�
（詳細は2．概要（2））

（3）ワークショップ　�2017年1月16日（月）17時15分〜19時40分�
龍谷大学　学生交流会館　カンファレンスルーム

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）

参加人数
（1）事前学習会　32名（参加学生10名　学生スタッフ20名　その他2名）
（2）ボランティア体験　延べ14名（参加学生5名　学生スタッフ4名）※複数回参加
（3）ワークショップ　8名（参加学生2名　学生スタッフ6名）

企画メンバー
（学生スタッフ） 髙間美穂（社会3）　濱野瑛奈（社会2）　山本加奈（社会2）　玉田遼河（社会1）
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（2）ボランティア体験
　学習支援ボランティアや子ども食堂、夜の居
場所づくりトワイライトステイ等でのボラン
ティア体験に龍大生と企画メンバーが参加し活
動した。一緒に遊んだり、ご飯を食べたり、勉
強を教えたりし、楽しく充実した活動ができ、
現場を感じる良い機会となった。

日　　時 体験先 人数
2016年12月21日（水）
18：00〜20：30

野洲市市民生活
相談課 2名

2016年12月26日（月）
18：00〜21：00

こどもソーシャル
ワークセンター 2名

2017年 1月 7日（土）
10：00〜14：30

特定非営利活動
法人あめんど 5名

2017年 1月10日（火）
18：00〜22：00

特定非営利活動
法人あめんど 2名

カーサ月の輪 1名
2017年 1月11日（水）
18：00〜20：30

野洲市市民生活
相談課 2名

（3）ワークショップ
　ボランティア体験の振り返りを行い、活動内
容の共有と感想を発表し合った。ボランティア
体験を通して、「子どもの貧困」をボランティ
アという切り口から参加者が感じてきたことを
深め、「子どもの貧困」に対しての支援や取り
組みについて考えた。その上で、私たち大学生
は何ができるのかについて意見交換をした。一
人ひとりが「子どもの貧困」に関して深く考え
る機会になった。

3．参加者の声
・�事前学習会を通して、貧困に対するイメージ
が変わった。日本でも「貧困」が身近に起こっ
ていることを初めて知り、「貧困」の意味に
ついて考えるきっかけになった。

・�「子どもの貧困」に対する取り組みを初めて
知り、勉強になった。貧困がもたらす子ども
への影響について学ぶことができた。

・�ボランティア体験へ行き、ワークショップで
みんなと話し合ったことで、子どもの貧困に
ついてもっと知りたいと感じている。

・�貧困の連鎖を断ち切り、子どもたちへの影響
を減らすためには、私たち学生にできること

を考え、行動していく必要がある。

4．学んだこと・今後の課題
・�企画の実施にあたり、はじめに滋賀県社会福
祉協議会や「子どもの貧困」の解決に取り組
んでおられる団体等へ訪問させていただき、
知識を深めることができた。また、企画を通
して企画メンバー（学生スタッフ）自身も「子
どもの貧困」について参加学生と共に考え、
議論し、深く学ぶことができた。
・�「子どもの貧困」の解決に取り組んでいる団
体の協力や山田�容先生（社会学部現代福祉
学科）よりご助言を頂いたおかげで、新規企
画であったが、本企画を実施することができ
大変良かった。また、学生スタッフへの呼び
かけを積極的に行い、まずは身近なところか
ら理解者を増やしていく必要があると感じ
た。
・�参加学生一人ひとりに深くアプローチし、子
どもの貧困について正しく知り、現場を感じ、
自分達学生に何ができるかを考える機会をつ
くれたことは良かった。しかし、参加人数は
少人数で、多くの龍大生に子どもの貧困やそ
の支援について、広く知らせることは難しい
ことだった。

　団体へのヒアリングや、現場での体験を通し
て、「子どもの貧困」のような大きな社会問題
の解決への取り組みは、短期間で解決につなが
るような成果が簡単に出るものではないという
ことを学んだ。学生スタッフが、社会問題につ
いて、視野を広げ、関心を持ち、何ができるか
を考え、企画実施するなど行動を起こすことは、
大切な活動だと考える。
　今後も引き続き企画メンバーを中心に、学生
スタッフは「子どもの貧困」をはじめとした社
会問題に関心を寄せ続け、龍大生に社会課題へ
の理解を促し、共に解決について考えることが
できるような企画の実施を検討していきたい。

5．経　費
　消耗品� 2,510円
　体験引率　交通費補助� 1,710円
　ボランティア保険代� 1,250円
　講師　お茶代� 500円
　郵送費� 328円
　合　計� 6,298円

〈報告者：髙間　美穂〉
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1．経緯・目的
　ボランティア・NPO 活動センターでは以前
から、昼休みの内30分間を利用してサークル情
報交換会を開き、センターとセンターに登録し
ているサークル、サークル同士の交流を定期的
に図っている。しかし、昼休みの30分間では十
分な情報交換が難しいということに気が付き、
また単なる情報交換だけでなく、お互いの活動
を知ることで、センターとサークル、サークル
間の関係をより密に、より円滑にして、つなが
りを意識してもらい今後の関係を築いていく土
台とするために「サークル情報交換会拡大版！
つながり〜サークル同士の輪〜」を開催した。
また、本企画を通して各サークルにボランティ
ア活動の可能性に気付いてもらい、今後のボラ
ンティアへの参加を積極的に行えるよう働きか
けを行った。さらにその様子を龍谷祭や学生交
流会館のエキシビションに展示してサークルへ
はもちろん、龍大生に広く発信し、ボランティ
ア活動への関心が広がるように試みた。

2．概　要
【1回目・6/29】
　センターの登録サークルとサークルとの連携

を希望しているボランティア募集団体が集ま
り、お互いの活動紹介後、今後、つながれるよ
うに交流を働きかけた。
　　　17：20　受付・あいさつ
　　　17：30　アイスブレイク
　　　18：00　団体紹介・センター紹介
　　　18：35　サークル紹介
　　　18：50　団体・サークル交流
　　　19：25　アンケート
　　　19：30　最後の挨拶
　　　19：40　片付け
【2回目・7/15】
　センターの登録サークルと学生スタッフが集
まり、1回目での活動内容を踏まえて現段階で
のボランティア募集団体とサークルとの進捗状
態について報告しあった。また、学生スタッフ
とセンターの登録サークルの連携の可能性につ
いて考えるワークショップを行った。
　　　17：20　受付・挨拶
　　　17：30　アイスブレイク
　　　18：00　�1回目振り返り、各サークル紹介、

センター紹介
　　　18：40　メインワーク
　　　19：25　アンケート
　　　19：30　最後の挨拶
　　　19：40　片付け
【展示】（11/15〜21及び11/25〜12/9）
　サークル情報交換会拡大版1回目、2回目、およ
びサークルのボランティア活動についての様子
や内容、感想を、写真やイラストでわかりやす
くした展示物を展示するとともに、各サークル、
センターの紹介文を載せた展示物も展示した。

事　業　名 サークル情報交換会拡大版！つながり〜サークル同士の輪〜（新規企画）

日　時
2016年 6月29日（水）17時20分〜19時40分
2016年 7月15日（金）17時20分〜19時40分
2016年11月15日（火）〜21日（月）、11月25日（金）〜12月9日（金）

場　所 瀬田キャンパス　�学生交流会館地下1階カンファレンスルーム�
学生交流会館エキシビション

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）

参加人数
56名（一般学生18名・学外11名・学生スタッフ27名）
1回目　参加サークル：7サークル11名　参加ボランティア募集団体：7団体11名
2回目　参加サークル：6サークル7名

企画メンバー
（学生スタッフ）

長友沙樹（社会3）　中原　茜（社会3）　藤澤昂也（理工3）　渡邉祐斗（理工3）
多田涼太（理工2）　森岡尋仁（農学2）　矢野佑磨（理工2）
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3．参加者の声・得られた効果など
○参加者の声
（1回目）
　・�他のサークルの良い所を聞けて良かった。
　・�龍谷大学のいろいろなサークルの活動を知

ることができて良かった。また、ボランティ
ア・NPO活動センターの運営を学生が行っ
ていることに驚いた。

　・�ボランティア募集団体と関われて良かった。
（2回目）
　・�とても楽しく交流する事が出来た。
　・�もっと長く時間をとって欲しい。
　・�自分たちと同じようなボランティア系の

サークルの学生と出会えたので非常に有意
義な時間となった。

○得られた効果
（1回目）
　・�普段のサークル情報交換会とは異なり、

サークル間やボランティア募集団体にお互
い活動紹介ができ、交流ができる良い機会
となった。

　・�今回を機にセンターへのサークル登録を検
討するサークルができた。

（2回目）
　・�サークルとのつながりが深まり、サークル

メンバー、学生スタッフ間で顔見知りがで
き、連絡を円滑に取れるようになった。

　・�他学生スタッフ企画にも良い影響を及ぼし
た。こどものまちおおつ企画でのサークル
への広報、参加募集の連絡を行った際、今
回のつながりをもとにスムーズに連絡を取
り連携することができた。また、龍谷祭で
はセンターの展示を見に来た登録サークル
のメンバーの姿があり、学生スタッフも
サークルの展示や発表を見に行き、お互い
に関係が深まった。

4．学んだこと・今後の課題
・�ボランティア募集団体はサークルと関わりた
い、活動を紹介したいという想いが強く、サー

クルも他のサークルやボランティア募集団体
と関わる機会を必要としており、自分たちの
活動を伝えたいと思っていることを知ること
ができ、今回のような機会を提供する場が重
要であるとわかった。
・�異なるサークル、学生スタッフが集まること
で違った方向からの意見やアイデアが生まれ
ると分かった。
・�ボランティア募集団体の分野に偏りがあった
ことや、事前準備不足、連携不足によりエキ
シビションへの展示が遅れたことなど、スケ
ジュール管理の甘さが目立った。また、1回
目はサークルの活動紹介が予定よりも長引
き、後半時間が足りなくなってしまった。そ
のため事前にスケジュールを徹底的に確認
し、当日もタイムキーパーをつけることが重
要であると学んだ。
・�サークルの参加が少なかった。事前にサーク
ルと連絡を取り合い希望日を聞いて日程調整
を行って、なるべく多くのメンバーが参加で
きるように配慮することが必要だった。
・�今後については、企画等をサークルに広報し
て呼び込む、サークルが行っている活動に参
加するなど、関わりを続けていきたいとの意
見はあった。継続について検討したい。

5．経　費
　2015年度龍谷祭の模擬店の収益金額全額を
学生スタッフ新企画へ譲渡し、学生スタッフ自
身のスキルアップや意識向上につなげて今後の
活動に活かしていきたいという想いで検討し、
収益金額の一部を使用して本企画「サークル情
報交換会拡大版！つながり〜サークル同士の輪
〜」を実行した。
　消耗品（インク、模造紙等）� 計14,428円
　内9,956円を学生補助費より支出、4,472円を
収益金より支出し不足分を補った。

〈報告者：長友　沙樹〉
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1．経緯・目的
　学内サークルのボランティア活動を促進する
ことを目的とし、学内サークルとの連携強化、
センターの認知度向上、サークルの地域活動の
サポート等をサークル活動・ボランティア活動
情報交換会を通して行っています。

2．概　要
（1）サークル登録制度
　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
ボランティア活動への参加、情報提供を希望す

るサークルが登録を行っています。（ボランティ
ア活動以外のサークルも登録対象）
（2）サークル活動・ボランティア活動情報交換会
　年間5回、瀬田・深草のキャンパスで実施し、
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、サークルの特技
を活かした地域でのボランティア活動について
説明、助成金の情報提供等を行い、新規登録
サークルの呼びかけ等を行っています。
（3）サークルへのボランティア活動支援
　自治会・子ども会・老人会等の住民組織、社会
福祉施設等、地域の団体からのボランティア活動、
ボランティア出演の依頼に対し、各サークルへ
のボランティアコーディネートを行いました。

3．参加者の声・得られた効果など
　登録参加サークルからは、「地域での発表の
場を紹介してほしい」「助成金に応募して今後
の活動に活かしたい」等の声があり、ボランティ
アコーディネートや、助成金の情報提供等を随
時行いました。サークルを紹介した地域の団体

事　業　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

2016年 4月27日（水）2団体5名
2016年 7月 1日（金）4団体9名
2016年 9月27日（火）4団体7名
2016年11月17日（木）3団体6名
2017年 1月16日（月）6団体9名

2016年 4月27日（水）6団体10名
2016年 7月 1日（金）3団体 5名
2016年 9月27日（火）3団体 8名
2016年11月17日（木）6団体14名
2017年 1月16日（月）5団体 6名

いずれも�12時30分〜13時00分 いずれも�12時50分〜13時20分
場　　所 ボランティア・NPO活動センター ボランティア・NPO活動センター

登録団体

ジャズ研究会
Broad�Way�musical�circle
マンドリンオーケストラ
交響楽団
京炎そでふれ！輪舞曲
ボランティアサークル
手話サークル
国際ボランティア学生協会
龍吟会
応援リーダー部

アカペラサークルMOUSA
アコースティックギターサークル　音×音
華舞龍
Sept�Couleur
社会福祉研究会 S.W.A.P
手話サークル　D.A.Y
White�Board
マジック＆ジャグリングサークル�Mist
ワークショップ・ビハーラ

計10団体 計 9団体
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
支
援

依頼件数 55件
調整件数 86件
成立件数 33件

実施主体 ボランティア・NPO活動センター
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からは、「学生の活躍でイベントが盛り上がっ
た」等、学生の活動が地域交流・地域貢献につ
ながっていることがうかがえました。一方、学
生からは「初めてボランティアをしたが、喜ん
でもらえて嬉しかった」「地域の役に立てたと
いう実感が持てた」等の感想が寄せられました。

4．コーディネーター所感
　今年度も登録サークルが、それぞれの特徴を

活かし活動しました。地域でのボランティア出
演は、日頃の成果を幅広い世代に伝える場とな
り、サークル活動の幅を広げているのではない
かと思います。また、瀬田ではセンターからの
長期的な支援により地域団体との連携活動を長
年に渡り継続するサークルや、センターの学生
スタッフと連携して活動展開するサークルがで
てくる等の成果も見られます。活動実施後は、
双方へヒアリングを行ったり、SNS で活動報
告を発信したりすることもできました。
　今後も、情報交換会が、サークル同士の交流
ができる魅力的な場となるよう運営するととも
に、登録サークルのボランティア活動を更に応
援していきたいと考えています。

〈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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