
平成 25 年度 ボランティア団体一覧（50 音順 PDF ファイル） 
 

 

 

    里環境の会 OPU 大阪府立大学 

    児童文化実践サークル「うぷ」関西大学 

    Habitat For Humanity Kuis 神田外語大学 

    國學院大學人間開発学部絵本キャラバン國學院大學 

    県大ねっこわーく＠島根島根県立大学 

    SnoTcH 淑徳大学 

    上越教育大学被災地ボランティア団体 Action By JUEN 上越教育大学 

    「めぐこ」－アジアの子どもたちの自立を支える会ー上智大学 

    信州大学工学部環境 ISO 学生委員会信州大学 

    諏訪東京理科大学ボランティアサークル「ボランティ」諏訪東京理科大学 

    西南学院大学手話サークルとびうめ西南学院大学 

    SKV 専修大学 

    eco active 同好会崇城大学 

    WorldFut TSUKUBA 筑波大学 

    鶴見大学東日本大震災学生ボランティアチーム鶴見大学 

    東海大学病院ボランティアプロジェクト東海大学 

    ストリートチルドレン芸術祭東北福祉大学 

    OPERATION つながり広島大学 

    福岡大学ボランティアサークル福岡大学 

    i サイクル同好会保健医療経営大学 

    大道芸団マアム明星大学 

    START Tohoku 山形大学 



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ その他 活動領域２

構成員数 37 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 14 日

http://panpangood.ounsstudio.jp/sp/002.html

福留　健太朗

団体のホームページアドレス

今年から毎年参加していた子どもカーニバルが中止になったので、それに代わる
活動場所を探しています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは吹田市にある小学校の学童保育に訪れ、子ども達にペープサートや紙芝
居などを披露しています。
子ども達に楽しんでもらい、成長の手助けになるよう、日々社会貢献を目的に活動
を行っています。
また、学童保育以外にも吹田市主催の子どもカーニバルへの参加や、夏休みに全
校生徒１００人以下の地方の小学校に訪れ合宿公演など様々な活動に取り組んで
います。
それに加えて学童保育先の子ども達を関西大学の施設に招待して、公演を行った
りしています。

児童文化実践サークル「うぷ」

関西大学

大阪府

大阪府



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ 国際

構成員数 60 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 14 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

私たちHabitat For Humanity KUISは、“誰もがきちんとした場所で暮らせる世界”と
いう理念の元、日々活動しています。活動内容としては、主にGlobal　Villageと呼ば
れる外国で家を必要としている人々の元へ実際に行き、現地の方と一緒に家を建
てる活動をしています。年に２回、春と夏に長期休みを利用し、GVを行っています。
また学校周辺の駅前で募金活動を月に１回行っています。
私達は家は生活の基盤となる、生きていく上で欠かすことのできない大切なものだ
と考えています。家を建てることはその人の一生の生活を支援している活動だと信
じています。

Habitat For Humanity KUIS

神田外語大学

吉澤　萌

団体のホームページアドレス

日本での貧困住宅に対する問題意識の低さをどう変えていくのか、Global　Village
に行く学生をどう募れば参加人数が増えるかなどが私たちの課題です。たくさんの
人を集めればより多くの家を建てることができます。たくさんの人に関心を持ってい
ただき貧困住宅の現状を少しでも解決していきたいです。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ 福祉

構成員数 50 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 15 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

地域の幼稚園、保育所、社会教育施設、小学校等で絵本の読み聞かせを中心とし
た子どものための活動をしています。絵本、紙芝居、紙人形劇等の児童文化財に
子どもたちがふれる機会を提供し、学生には共に楽しむ場の創造を通して将来に
わたって人とかかわることのできる力を養っています。

絵本キャラバン

國學院大學

神奈川県

神奈川県

中村　崇宏（國學院大學人間開発学部２年）

団体のホームページアドレス

活動時間の確保、学業との両立



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ その他 活動領域２ 地域連携

構成員数 20 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 年 月 日

川本　拳也

団体のホームページアドレス

課題は２つある。１つ目に「資金調達」がある。本団体の資金は多くの方からの募
金や助成金から賄われており、資金に限りがある。学生にとって決して安いとはい
えないボランティア参加費を少しでも援助することで多くの学生に積極的に参加し
てほしいという思いがある。より多くの学生を派遣しようと思えば資金はなくてはな
らないものである。
２つ目に「情報取得」である。現在、県社協からの情報を頼りに派遣を行っており、
その情報もまちまちである。様々な情報が正確かつ早く学生に伝わるシステム構
築が完全に出来ていないのが現状である。より多くの学生により多くの情報を伝達
するためにはこの「情報取得」方法を見直さなければならない。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

東日本大震災をはじめとする災害が発生した際にボランティア活動に参加し、参加
学生の活動の手続きや管理、サポートなどを行うことを目的とする。また、本学内
外において情報発信・共有をすることで地域や他大学との交流を図り、復興支援の
重要性を訴えていくことも目的とする。２０１１，５，６をはじめとして以後、約２００名
の学生が東北３県に赴き、ボランティア活動を行った。本団体としては募金活動や
派遣後の報告会の開催、３，１１にイベントの開催など、被災地支援及び周知活動
を行った。

県大ねっこわーく＠島根

島根県立大学

島根県

島根県



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ その他 活動領域２ 地域連携

構成員数 14 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 19 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 環境

　平成23（2011）年3月11日に発生した東日本大震災から平成26(2014)年3月で3年
になります。ABJでは、2011年8月より学生・教職員・地域の方々と共に被災地で復
興支援活動を行ってきました。主に農地の復興を目的とした活動で、これま7回実
施し約300名の方が参加しています。
　団体名のActionには活動・行動・働き・作用などの意味があります。行きたいとい
う思いを行動に移す、上越から被災地に働きかけることを理念に団体を立ち上げま
した。大学の学校ボランティア支援室のサポートを受けながら、学部生、大学院生
で活動を企画しています。今後も被災地の復興に向けて継続して活動していきた
いと考えています。

上越教育大学被災地ボランティア団体 Action By JUEN

上越教育大学

東北

中部

http://twitter.com/juen_abj

山崎　卓也

団体のホームページアドレス

　東日本大震災から平成26(2014)年3月で3年が経ちます。それに伴って、ボラン
ティアへのニーズも変わってきているように感じます。現地が必要としている活動
と、ABJとしてできる活動を調整することが必要になってきています。現地に行って
活動するだけでなく、外で遊ぶことができない現地の子どもたちを上越に呼んで、
思いっきり遊んだり、一緒に勉強したりといった宿泊体験をするといったことも、今
後行っていきたいと考えています。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２ 地域連携

構成員数 40 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 14 日

宮島　巧

学生ボランティア団体紹介

信州大学工学部環境ISO学生委員会

信州大学

長野県

長野県

活動領域３ その他

信州大学工学部環境ISO学生委員会は信州大学工学部の環境方針を踏まえ，環
境マネジメントシステムISO14001構築のボランティア活動を通して，地球環境保
全・改善活動に貢献する事を目的とした団体です。2003年に発足して以来，継続し
てキャンパス内のゴミ分別調査活動や，水質調査や学内のリユース促進等様々な
活動を行っています。近年では更にボランティア活動に重点を置き，視野をキャン
パス外にまで広げ，ながの環境パートナーシップ会議に参加し，地域の河川の水
質向上活動や長野市の環境団体であるみどりの自転車NASLと連携して，キャン
パス内で不要になった自転車を回収し修理した後，同団体へ寄贈し長野市内で利
用してもらうシェアサイクル活動も行っています。また学外活動のノウハウを活かし
た新規活動として，学内の留学生を対象とした無料貸出し自転車を企画しており，
理念に基づき活動の幅を広げています。また浄水所や環境に配慮した企業等見学
を行い，専門知識だけではなく環境調和型の考えや，ボランティア精神の向上に努
めています。

1)発足してから相当期間が経過し，学内環境の変化も生じており，これに伴い発足
当初の目的や活動内容の見直しの必要性も感じています。先輩方の想いや理念
は引き継ぎながらも，時代に沿った活動を展開していく必要があると考えます。
2）構成委員が学生のため，年度毎に構成委員が入れ替わります。年々高度で持
続性のある活動を行って行くために，引き継ぎ資料の綿密な作成や指導方法等を
考慮し，今後さらなる発展が可能となる組織構成を構築していく所存です。

団体のホームページアドレス http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering/iso14001/stu/



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２ 環境

構成員数 21 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 14 日

なし

中村和樹(H26年度部長）　関塚正嗣（顧問）

団体のホームページアドレス

①地域のニーズが多いため十分に応えきれない。そのため部員の確保が課題で
ある。②部員が4年生で卒業、しかも３生末には就職活動が始まるため、活動の継
続性の維持が課題である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

【目的】地域のボランティアニーズに応えることと広く社会に貢献することを目的とす
る。
【活動内容】
●地域での主な活動
① 小泉山の山開きで子どもたちと遊ぶ活動　②子ども福祉教室「四葉」の企画運
営　③知的発達障害者入所施設精明学園「せいめい祭」に参加　④「茅野どんば
ん」（祭り）に参加　⑤上川の河川敷の清掃 ⑥「尖石縄文まつり」に参加　⑦「玉川
コミュニティまつり」でバルーンアートを教える ⑧諏訪湖のヒシ回収活動　⑨「障害
者自立センター」の手伝い。
●地域外での活動
①東日本大震災の災害ボランティア活動　②被災地支援のための募金活動　③大
学祭で岩手県の海産物販売と被災地の写真のパネル展示

諏訪東京理科大学ボランティアサークル「ボランティ」

諏訪東京理科大学

長野県

長野県



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２

構成員数 13 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たち手話サークルとびうめは言語としての手話やろうあ者の生活・文化を学び、
自分たちの生活や今後に活かすことを目的として活動しています。本学やその他
の大学等で手話の講師をされている先生や、障がい学生支援をしているNPO法人
の方に教えていただき手話を学んでいます。ろうあ者である先生からは日常会話
の中で使う手話を教えていただいています。また、年に１度行われる全国手話検定
を受検しています。今年度は５級を２名、３級を３名受験し全員合格しました。定例
活動以外では年に１回行われるNPO法人グラウンドワーク福岡が主催する「花の
ジョイントコンサート」に平成２０年度から参加しています。

手話サークル　とびうめ

西南学院大学

福岡県

福岡県

田中　亜依

団体のホームページアドレス

現在の課題は部員数が少ないことです。３年生が引退し１・２年生のみとなるため、
部員数が半分に減ります。そのため、来年度は新入生の勧誘に加え、２年生以上
の新部員の募集も積極的に行いたいと考えています。また、毎年参加している「花
のジョイントコンサート」が例年と違い、来年は８月に行われることに決定したため
その練習をテスト勉強と並行して取り組んでいくことも課題と考えています。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２ 地域連携

構成員数 33 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 15 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちWorldFutTSUKUBAは「サッカー×社会貢献」を軸として、フットサル大会や
パブリックビューイングなどのサッカーに関連した事業を行い、その収益でカンボジ
アを支援しているチャリティー団体です。サッカーというスポーツを手段として用いる
ことで、イベント参加者に国際協力を身近に感じてもらい、より社会貢献への関心
を深めていただこうというコンセプトで活動しています。また、現在支援先であるス
マオン村の自立を目標とし、その中でも教育環境を整えるために２０１４年の春まで
に校舎建設のプロジェクトをすすめています。

WorldFutTSUKUBA

筑波大学

茨城県

茨城県

http://worldfuttsukuba.web.fo2.com

植竹　渉

団体のホームページアドレス

私たちが現在の課題として掲げていることは、支援先のスマオン村の自立の定義
をどのように決定していくかということです。現段階では、医療、教育、インフラなど
分野ごとに分け、それぞれの達成度をもって自立したと判断していこうと考えており
ます。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ その他 活動領域２

構成員数 30 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 6 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私達は、2011年3月11日に発生した東日本大震災を機に、同年の7月より宮城県気
仙沼市内の小学校にて学習支援ボランティア活動（通称：学びーば）を実施してい
ます。主な活動内容は、児童の学習支援です。市内の仮設住宅からは多くの児童
が登校していますが、仮設住宅は防音性や部屋の広さが十分でなく、学習環境が
整っているとは言えません。そこで、小学校の教室をお借りし、自主学習の場を設
けました。勉強の合間には児童と共に遊ぶなど、和気あいあいとした雰囲気です。
また、近年は横浜市内の復興イベント等にも参加し、我々の活動を紹介するととも
に、気仙沼の特産品の販売も行っています。
また、最近は気仙沼でのボランティア活動で培った力を鶴見や横浜での地域貢献
に生かすために、鶴見での学習支援、防犯パトロール、防災ボランティアにも取り
組んでいます。

鶴見大学学生ボランティアチーム

学校法人総持学園　鶴見大学・鶴見大学短期大学部

東北

関東

http://blog.tsurumi-u.ac.jp/gakuseisaigai/

山根　明

団体のホームページアドレス

現在の課題は、十分な人員の確保です。震災発生当時に比べ、人々の震災への
関心は薄れています。しかし、被災地が完全に復興を遂げるまでには、まだまだ多
くの時間を要することが予想されます。学内での募集はもちろん、最近では他の団
体様よりご協力いただくなど、その活動の輪は学外にまで広がっています。これか
らの復興を支える為にも、“人員不足”は解決しなければならない課題です。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２

構成員数 50 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 17 日

http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/hospital/about_us.html

吉永　将太郎

団体のホームページアドレス

病院では、病気や怪我を治すことだけではなく、患者さんの心のケアも必要とされ
ているが、病院によっては手が回らず二の次になってしまっている現状がある。そ
の心のケアの不足を少しでも補える存在が病院ボランティアである。絵本は不安を
抱える小児患者とコミュニケーションをとることが出来るが、私達の活動範囲には
限りがある。このような活動を社会認知させ、絵本の必要性を呼びかけ活動人数を
増やすことが今後の課題である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本プロジェクトでは附属病院での病棟ボランティアを活動の軸とし、患者さんの入
院生活における不安を緩和してもらうことを目的とした、患者さんの気分転換となる
ような季節に応じた内容の院内コンサートや、外部から医療・福祉の専門家を講師
に招いたセミナーの開催をはじめとする多岐にわたる企画を行っている。昨年度よ
り開始した絵本制作の企画では複数の新聞に掲載され、外部からの評価を得る事
が出来た。絵本は小児患者に向けて制作し、歯磨きや手洗いといった生活習慣を
はじめ、薬の大切さやなぜ治療を受けなければならないかを絵本で伝えることで少
しでも心の準備に繋がることを期待している。

東海大学チャレンジセンター病院ボランティアプロジェクト

東海大学

神奈川県

神奈川県



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ その他

構成員数 37 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 14 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：
東日本大震災によって被災した人々の心に寄り添った活動を展開すると同時に、
より多くの人々が被災地に想いを寄せるきっかけを作る。
活動内容：
当団体では、上記の目的を達成するために、広島大学学生約２０名で構成される
ボランティアチーム「つながり隊」の宮城県諸地域への派遣や、広島大学学生約６
名で構成される小部隊派遣の宮城県亘理町への派遣を通して、被災地の人々の
心に寄り添った活動を行う。また、広島地域において、カフェや展示会、講演会など
の活動を通して、被災地の現状や、被災地のために広島からできること、東日本大
震災の教訓を広島の人々に伝える

OPERATION　つながり

広島大学

東北

中国

冨吉　亘哉

団体のホームページアドレス

・仮設住宅退去後の住民の方へのアプローチ
⇒今後、仮設住宅では多くの住民の方が退去し、抽選によって災害公営住宅に振
り分けられ、そこで住むことになる。この環境の変化は、仮設住宅で築いたコミュニ
ティが無くなるという点で、住民の方に精神的な負担がかかる可能性を持ってい
る。そのため、退去後の住民の方へのアプローチの仕方を模索することが課題で
ある。
・広島ー宮城間の交通費などの費用の工面
⇒当団体の活動では、特に東北派遣の際に多額の交通費がかかり、メンバーの会
費だけではこれを工面することができない。そのため、様々な団体の助成金を申請
しているが、震災復興支援は長期的な活動であるため、長期的なビジョンを持った
資金調達をしていくことが今後の課題である。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２

構成員数 74 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 月 日

原　一起

団体のホームページアドレス

所属している部員が多いため、活動に対する意識の高低差が出てしまう。皆、同じ
ように高い意識を持って活動するにはどうすればいいのか模索中です。また、活動
場所までの交通費が自己負担になっており、参加活動によって交通費に個人差が
出てしまうところも課題です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

病院、養護施設、老人ホームでのボランティアを行っている。活動日は基本的には
大学の講義のない週末で、病院では絵本の読み聞かせ、養護施設では子供たちと
の遊び、老人ホームではシーツ交換等を行っている。その他にも数多くの団体と関
係を持ち活動の場を増やすべく働きかけている。サブ活動としては、主に障がい児
（者）を対象とした活動を行っている。季節によっては、ぶどう狩り等アウトドアでの
活動のお手伝いや我々学生企画の活動、長期休暇中には、泊りがけの活動も
行っている。

福岡大学ボランティアサークル

福岡大学

福岡県

福岡県



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２ 国際

構成員数 15 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 2 月 4 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 地域連携

  「iサイクル」とは、私（i）が始めるリサイクルで、人と環境に「愛」を循環「サイクル」
させるための活動に由来します。

　iサイクル同好会は、国際協力や環境に対する意識改革、また地域交流や学生
ネットワークの構築を目的に、平成23年7月に設立、平成25年末には「部」に昇格し
ました。

  発足以来、学内外でのキャップリサイクルは勿論、近隣教育機関への訪問や講
演による啓発運動、地域イベント参加等を行っています。平成25年度は、7月にリ
サイクルや国際協力をテーマにしたシンポジウムにて活動報告を行い、8月にフィリ
ピン貧困地区での国際協力ボランティアに参加、活動報告は本学や近隣の小中高
にて行い、メディアによる取材も受ける等、積極的に活動の意義をPRしています。
また11月には、大学祭を通じてフィリピンのレイテ島台風災害募金活動も行いまし
た

保健医療経営大学　iサイクル部

学校法人ありあけ国際学園 保健医療経営大学

福岡県

福岡県

http://www.st-mary-med.or.jp/icycle/

坂西 洋

団体のホームページアドレス

 課題は、他大学や高校生などとのネットワーク不足です。より広いネットワークを
構築することで、この活動以外の様々な社会貢献活動への広がりや情報交換、ま
た、学生自身のプロジェクトマネジメント能力の育成にも繋がると考えています。

 また、社会貢献やリサイクル志向に関心がある層の薄さと定着化の課題もありま
す。同じメンバーだけではなく、より幅広い人達が、生活の一部として自然に社会貢
献やリサイクル活動を続けていける地域社会となるよう、さらにPRに努めたいと考
えています。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ 福祉

構成員数 14 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 1 日

HPはありませんが、メールアドレスがあります→spg.maam@gmail.c

黒米　宏彰

団体のホームページアドレス

まだ発足したばかりのサークルなので、あまり知られておらず、パフォーマンスをす
る場所が少ないことが課題です。団員が増えてきたので、これからは宣伝にも力を
入れていきたいです。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

大道芸団マアムは、福祉施設や地域のイベントでパフォーマンスを行うボランティ
アサークルです。大道芸団マアムでは、大道芸によるパフォーマンス行うことで、地
域住民に大道芸文化を知ってもらうこと、そしてイベントや福祉施設に出向くこと
で、親交を深め地域の活性化につなげることを目的としています。

大道芸団マアム

明星大学

東京都

東京都



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ その他 活動領域２

構成員数 33 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 1 月 15 日

http://www.start-tohoku.com

石井　孝志

団体のホームページアドレス

今後の課題として挙げられるのは、１つ目として被災地への地域支援の他に、防災
教育の支援などが必要であり、被災地以外の地域に対するアプローチが必要に
なってきていることです。もう１つは、学生を中心として被災地への関心が薄れてき
ており、START Tohokuの活動への関心も薄れてきていることです。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちSTART Tohokuは、以下の２つを目的に活動をしています。①多くの人々が
石巻との繋がりや関心を強めることで、人とお金そして“縁”がまわるようになるこ
と。②震災を機に改めて見直されることとなった、防災や地域コミュニティー、社会
への関わり方の変化といった課題について考えるための場を提供すること。このこ
とを目的に、主に２つの活動を行っています。１つは、石巻の魅力や震災当時の様
子、復興状況を知り、これからの未来を考える「石巻スタディツアー」です。もう１つ
は、津波を被り商品価値を失ってしまった反物を再生させ、復興を支援する「seki-
ponプロジェクト」です。

START Tohoku

山形大学

東北

東北



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２

構成員数 46 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 25 年 3 月 26 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

【目的】
「人と自然とのよりよい関わり方を探ること」を大目的とし、これを達成するために以
下を小目的とする。
1. 自然環境に対する広範囲な知識を身につける。
2. 自然や生物と触れ合うことで、自然の面白さと大切さを実感する。
3. 対話を重視したコミュニケーションを行い、多様な考えを理解する。
4. クラブ活動を通して蓄積した知識や体験などの情報を発信し、環境意識の普及
に貢献する。
5. 自然を科学的な視点からみる力を育み、身近な自然への理解を深める。
(クラブ規約より抜粋)

【活動内容】
「外来種問題」や「里地里山問題」など、主に自然環境問題をテーマとした勉強会を
企画したり

里環境の会OPU

大阪府立大学

近畿

大阪府

http://satokanopu.blog.fc2.com/

中原拓海　(所属：大阪府立大学　現代システム科学域・環境システム学類)

団体のホームページアドレス

調査記録など収集したデータがまだ不十分な部分もあり、あまり外部に公表する機
会がありませんでした。
そのため、大学内においても知名度は低いように感じられます。

活動の幅を広げていくためにも、今後はより対外的なイベントの企画、または外部
のイベントに参加し、環境啓発活動の一端を担えるような人員の育成の場となるこ
とを目指していきたいです。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２

構成員数 104 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 25 年 3 月 30 日

http://terakoyachiba.web.fc2.com/

外山千尋

団体のホームページアドレス

　私たちの団体は人数が多いというメリットがあるがそれを生かし切れていない部
分が多いです。来年度は多くの学生にSNoTcH、てらこやちばの活動に来てもら
い、より充実した活動をしたいと思っています。またSNoTcHは大学から支えてもら
い活動ができているので、てらこやちばの目的でもある地域交流を淑徳大学の周
辺地域とも行っていきたいと考えています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　私たちSNoTcHは淑徳大学の学生はもちろん千葉大学、植草学園大学の学生と
ともにてらこやちばという団体で、地域で共に子ども達の成長を見守る地域教育、
地域で共に学び・共に成長する地域共育、地域でつながり・交流する地域交流の３
つを目的に活動しています。
　主な活動として６大事業を掲げており、居場所づくりを目的としたてらこやハウス
での活動、淑徳大学内を使用し行うサバイバル鬼ごっこ逃走なう、伝統文化体験
DO、中ウォークラリー、とほいこっ！、夏合宿などを行っています。その他にも全国
にあるてらこやとの交流事業、千葉市の活動であるこどものまちCBTへの参加など
様々な活動をしています。

SNoTcH

淑徳大学

関東

関東



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２

構成員数 26 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 3 月 24 日

meguko1.wix.com/meguko

原　和也

団体のホームページアドレス

国内で募金やバザー、チャリティーコンサート等を通して教育支援金を集め現地へ
送金することが重要な活動となっているため、これらに代わる新しい方法で支援金
を集めることが難しい。今後は従来継続している活動に加え、新たな支援金集めの
方法、活動にも着手できるよう努めていきたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

インド・フィリピンの子どもたちの自立を支えるため。１９７５年より現地の教育施設
に学資支援を行っている上智大学学生主体のＮＧＯです。私たちは支援者の皆様
と現地の人々の橋渡しとなるべく以下３つの理念のもとで活動をしています。①「同
じ人間仲間」として、経済的貧困により教育の機会を得ることのできない子どもたち
の自立を支援する。②支援先の子どもたちの側に立った「顔の見える支援」を推進
する。③活動を通じて私たちのライフスタイルを見つめなおす。主な国内での活動
はバザーや街頭募金、チャリティーコンサートを行い支援金を集め、支援先へ送金
します。国外活動は毎年支援先を訪れ現地の状況を把握するスタディーツアーが
あります。

「めぐこ」－アジアの子どもたちの自立を支える会ー

上智大学

関東

東京都



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ その他 活動領域２

構成員数 52 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 25 年 1 月 1 日

skv2010.jimdo.com

遠藤直哉

団体のホームページアドレス

現在の課題は、SKVメンバーの防災に関する知識や技術をより深いものにし、自分
たちの活動の幅を広げることです。自分たちが身に付けた知識等を内部だけでなく
外部へ発信していき、いざという時に協力し合える関係を築いていきたいです。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちSKVは防災活動を軸にして、地域貢献等のボランティア活動もやっている団
体です。専修大学では救命技術等を学べる「災害救援ボランティア講座」を開講し
ており、SKVはその修了生を中心に結成されています。講座で修得した知識を多く
の人に伝えるため、学内で応急手当講習会や、高校授業を行っており、自主的に
緊急時に身を守るShakeOut訓練も行っています。また、地域と顔が見える関係を
作るために、月に一度地域清掃を行ったり、行事に参加しています。エコキャップ
活動でも、学内と地域に貢献しています。

SKV

専修大学

東京都

東京都



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２ 地域連携

構成員数 48 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 4 月 1 日

http:/www.facebook.com/sojo.ecoactive

稲吉　礼美

団体のホームページアドレス

課題が多くありますが、もっとも大きな課題はメンバーの活動に対する意識をどう
向上させ、モチベーションの違いをどう埋めていくかというものです。違った考え方
だからこそ、環境問題とというテーマに今まで関心の薄かった人たちをどう巻き込
めば良いのかという課題を解決する糸口を見つけることができるはず、そんな思い
でメンバー１人１人と向き合ってより良い活動をしていきたいと思っています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちの目的は、より多くの人に環境問題への関心を持ってもらい、少しでも実践
してもらうことです。そのためには、誰もができる取り組みを見つけることが必要で
す。そのため、私たちは日々の活動の中でもさまざまな人との交流を重視し、その
交流を通しての身近にある小さなエコに気づくきっかけ作りを目標に活動していま
す。
活動内容は主に、清掃活動、校内の水道・電気の節電・節水点検、ビオトープ管
理、他大学や地域の方との交流を踏まえた活動、野焼きボランティアへの参加、エ
ココンへの参加といったものです。

eco active同好会

崇城大学

熊本県

熊本県



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２

構成員数 30 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 平成 26 年 3 月 20 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

今、世界では毎日１７０００人にも及ぶ子どもたちが飢餓が原因で命を失っていま
す。路上で暮らす子どもたちは、こうした飢餓の可能性におびえるばかりか、国に
よっては誘拐され、子ども兵として戦場に送り込まれたり、臓器をとられたり、性的
な被害にあったりしています。
　「ストリートチルドレン芸術祭」はそうした路上生活を強いられている子どもをはじ
めとした様々な困難のもと生活する子どもたちが描く絵を通し、彼らの存在や夢・希
望を感じとったり、 彼らに向けての国際的なエールを送っていきたいと思っていま
す。彼らが描いた絵をカレンダーにしたり、原画の展示会を開催するなどして、より
多くの方に知って頂く機会を設けています。

ストリートチルドレン芸術祭

東北福祉大学

東北

東北

http://children-smile.com/

石山芽永

団体のホームページアドレス

より多くの方々に子どもたちの絵を見て頂くために、展示会などのイベントの機会を
増やすこと。また、学生メンバー自身がきちんと現状を理解し、活動をよりよいもの
にしていくことがあげられます。
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