
平成 26年度 学生ボランティア団体一覧 (50音順 PDF ファイル) 

 

団体名 大学名 

HIAMU 愛知医科大学 

DoNabe net in あいち 愛知県立大学 

京都薬科大学ボランティアサークル Friwilly 京都薬科大学 

神戸大学東北ボランティアバスプロジェクト 神戸大学 

神戸学院大学ボランティア活動支援室学生スタッフ子ども班 神戸学院大学 

地域とつくる＜大宮イルミネーションプロジェクト＞ 芝浦工業大学 

SIV（専修生田ボランティア） 専修大学 

東北福祉大学アカペラサークル MUSICOM 東北福祉大学 

ボランティアサークル葡萄 福岡女学院看護大学 

子どもクラブ バンビーノ 立教大学 

Sept Couleur 龍谷大学 

 



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２

構成員数 18 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

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

東日本大震災ボランティアの経験を経て、自分たちが暮らす街で震災前からの地
域のコミュニティ形成をめざしています。２～３カ月に一回のペースで学生と地域の
方との食事会を開催。食事会という素朴な活動の中で、「顔の見える一対一の関
係を築き、震災が起きた時家族のように思いあえる関係を」積み重ねていくことが
私たちの目的です。また、食事会の中で地域の方がこぼすニーズを、学生の私た
ちだけで解決しようとするのではなく、私たち自身も行政を頼りながら、地域の方と
行政の中間地点として機能していきたいと思い活動しています。

DoNabenet in あいち

愛知県立大学、名古屋外国語大学、愛知淑徳大学、愛知学院大学

中部

中部

donabenetinaichi@gmail.com

櫻井まどか

団体のホームページアドレス

地域の方達のニーズへの具体的な動きへの発展。今後、東北大震災のボランティ
アを経験した学生が減っていくことで、この地域コミュニティの分野の重要性に気付
きメンバーとなる学生の増減と継続性。有効な広報活動について。



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 福祉

構成員数 90 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 27 年 3 月 23 日

李 麗佳

団体のホームページアドレス

発足から６年目を迎える本年，新たに活動の幅を広げつつ，既存の活動に継続し
て参加し，さらに活性化できるような仕組み作りを課題としている。
留学にしてもボランティアにしても，今ある活動を同じエネルギーで次の世代に伝
えていくことが難しいので，活動が小さくならないように早いうちからうまく後輩を巻
き込んでいくことに気をつけている。
HIAMUという舞台を最大限活用して欲しいと考えている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 地域連携

１． 国際交流
学生が運営する留学生派遣・受け入れ活動（ドイツ　ルール大学）
上記とは別に国際医学生連盟（IFMSA）の実施している海外留学支援とも提携し、
留学生派遣の支援と世界各国からの留学生の受け入れを行っている。
どちらも、留学生のフォローや研修先などの確保は学生が中心となって行ってい
る。
２． 福祉
小児科ボランティア
愛知医科大学病院内の小児科病棟において週一回のペースで、入院している小
児患児さんに対して、工作やレクリエーションを行っている。季節によって内容を変
えるなど飽きない工夫をしている。参加する学生は，子供達とのコミュニケーション
を通して患児（患者）との接し方を経験できる。

HIAMU  (Heart in Aichi Medical University )

愛知医科大学

愛知県

愛知県



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 福祉

構成員数 95 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 27 年 3 月 27 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 環境

目的：幅広いジャンルのボランティア活動を通し。地域や学内外の団体との交流か
らボランティアについて学び学生として社会とどう向き合い貢献するか考え実行す
る。　活動内容：月に１回ミーティングをし、次の内容と前回の活動の報告をする。
月に３回以上ボランティア活動を行う。年に２回程度、サークルの運営や今後の予
定について話し合い、今までの活動から学んだこと生かせることなどについての勉
強会を開く。

Sept Couleur

龍谷大学

近畿

近畿

http://sept-couleur.jimdo.com

福谷香

団体のホームページアドレス

いかに多くの部員に積極的に参加してもらうか。新しい活動探し。



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 35 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 28 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

キャンパス近くの学童保育施設へサークル員が訪問し、児童と宿題、お絵かき、鬼
ごっこ、体を使った運動などを一緒にすることで日々交流を深めている。当サーク
ルと学童保育施設の継続的な関係性から一昨年から学童保育施設の行事、運動
会、バザー、新年会にも招待していただけるようになった。また、大学の夏季休業
中には、児童を大学構内に招待し、事前準備したお化け屋敷、迷路、などのアトラ
クションで遊んだり、工作をしたり、一緒に昼食を食べるなど一日を通したイベント
を大学ボランティアセンターと共催している。こうした継続的な学童保育施設との関
わりの中で、児童の日々の成長を見守り、大学をも巻き込んだ地域貢献を目指し
ている。

こどもクラブ　バンビーノ

立教大学

埼玉県

埼玉県

http://www.

近藤愛実

団体のホームページアドレス

授業時間の影響で曜日ごとに訪問するサークル員の人数に偏りがあること。また、
キャンパス全体として女子学生の人数が多いこともあって男子学生の人数が少な
いことが挙げられる。



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 0 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 27 年 1 月 27 日

http://www.

0

団体のホームページアドレス

病気を抱えた子どもたちと触れ合う中、子どもと接する喜びもある一方で、時に自
分達の知識不足を感じる。病気のことについてもっと知っていれば、違う関わりや
声かけが出来るだろうにと考えてしまう。事前に準備するように努めているものの、
授業が毎日ある中で限界があり、現在の課題である。また、参加するメンバーが限
られており、幅広く多くの部員に参加してもらうことも課題となっている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

地域住民、病院、施設に入所されている方々などの役に立ち喜んでもらえることを
目的に活動をしている。
■活動内容の特徴は、様々な年齢層の方を対象に、健康相談や健康学習会など
活動内容が多岐にわたり、中でも定期的に開催している２つの活動を紹介いたし
ます。
　１つ目は、ホームレス/生活困窮者自立支援施設で、毎月１回行っている健康相
談会です。
　２つ目は、病気や障害で自宅療養中の子どもの自宅に訪問し、「遊び」を提供す
る。月１回のボランティアだ。
子どもにとって「遊び」は生きることそのものであるが、病気や障害ゆえに阻害さ
れ、他者との交流が少ない。
集団で行うイベントも開催し、今年で３年目通算８回の行事を開催した。

ボランティアサークル葡萄

福岡女学院看護大学

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 福祉 活動領域２ 地域連携

構成員数 111 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 27 年 3 月 16 日

0

板橋　杏奈

団体のホームページアドレス

活動するメンバーが固定化されてきているため、より多くのサークル員が気軽に参
加できるよう活動を工夫する必要があると考えます。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：MUSICOMとはミュージックとコミュニケーションの2つの言葉を組み合わせた
もので、アカペラというジャンルを通して多くの人とコミュニケーションをとり充実した
活動を行うことを目的としています。

活動内容：主にライブやコンクールへの出場、ボランティア活動への参加などで
す。近年力を注いでいるボランティア活動では、これまで高齢者福祉施設や仮設住
宅を訪れ、アカペラ演奏やリズム体操、参加者と一緒に歌うなどをしてきました。こ
れらの活動により参加者と楽しい時間を共有するともに、学生自身のコミュニケー
ション能力の向上、他団体との連携や積極的な交流、被災地復興支援への気持ち
が風化されないよう学生からの発信を行っています。

 東北福祉大学　アカペラサークル　MUSICOM

東北福祉大学

宮城県

宮城県



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

構成員数 31 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 27 年 3 月 10 日

http://senshusiv.jimdo.com/siv%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

五十嵐　瑞穂

団体のホームページアドレス

①活動に使う資料や道具が多いのに反し、部室がないため、計画的な活動がしず
らい。
②活動する上で、個人の家の位置により交通費がかさみ、個人の負担に偏りが出
る。
　 現在は資金の一部を交通費に補填し、平等にするように努めてはいるが、難し
い状況である。
③人数が少なく、大規模な企画が不可能なため、認知度も低く活動が活発的では
ない。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

SIVの目的は主に
1.「震災地区に対してのボランティア」
2.「専修大学で災害が起きた際、リーダーシップをとって学生を無事に誘導する」
3.「地域貢献と防犯活動を通じて、地域との密接なつながりを確立する」
の3点になります。
　一般の学生によるサークルとは異なり、専修大学ボランティア推進委員会傘下に
位置づけられるSIVでは、所属するメンバーは「上級救命救急士」ならびに「セーフ
ティーリーダー認定証」の資格を取得しています。
活動内容は月に数回の清掃ボランティアをはじめ、防災訓練の体験、防犯啓発
キャンペーン実施、また定例会を通じて「人」としても成長することを目指していま
す。

ＳＩＶ（専修生田ボランティア）

専修大学

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 地域連携 活動領域２ 0

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 25 年 1 月 1 日

東北

近畿

http://ku-tohoku.jimdo.com/

木村拓真

団体のホームページアドレス

２０１３年度、２０１４年度は某企業から年額３００万円の助成があったが、２０１５年
度からそれがなくなるので、新たな助成先を求めている。現状の資金では、頻度と
規模を大幅に縮小せざるをえなくなる。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 0

大地震災害を経験した神戸大学から東北被災地へ定期的に神戸大学生を送り込
み、早期復興に向けて被災者のお手伝いをする目的で、２０１１年４月３０日から現
在まで計２１回（１０名前後の小派遣を含めると計３６回）派遣を続けている。参加
学生数は延べ９７５人、教員や他大学生も含めると計１，３０２名、総活動日数は２
５３日間になる。当初は瓦礫撤去などのハード中心だったが、今はコミュニティ構築
のためのソフト中心の活動（足湯、手芸、喫茶、ワークショップ等）になっている。少
子高齢化、過疎地の最先端iと言われる岩手県沿岸部が主な活動場所。何度も繰
り返し訪れることにより、顔と名前を知り合う関係になり、これからも続けることを求
められている。

神戸大学東北ボランティアバスプロジェクト

神戸大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ 福祉

構成員数 11 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 27 年 3 月 31 日

http://www.

朱　美紗子  (所属：神戸学院大学人文学部人間心理学科）

団体のホームページアドレス

現在2つあるキャンパスのうち、片方のキャンパスでのみ活動している。今年度、も
う一つのキャンパス付近の小学生と交流できるような企画を初めて行った。今回の
企画でお世話になった団体との交流を活発にし、その地域を活動領域として加え
たい。また、来年度の夏にデイキャンプほどの規模の企画を計画している。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

大学の周辺地域の小学生を対象として、年に2、3回、企画を行うことが主な活動で
ある。活動を楽しんでもらうことが主な目的となる。また、活動を通して、子どもたち
の成長へと繋がるような活動とすることも目標としている。また、年に2回、大学の
学生スタッフ以外の学生も一緒に活動を行う。その際、学生と子どもたちとの間に
たち、学生にとっての貴重な経験になるような活動を目標としている。過去には、夏
にデイキャンプを行ったり、大学近辺の小学校のお祭りで出し物を行った。

神戸学院大学ボランティア活動支援室学生スタッフ子ども班

神戸学院大学

近畿

近畿



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 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 27 年 3 月 30 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本プロジェクトは、地域の方々と協働でつくりあげるイルミネーション活動によって、
大宮の地域を活性化させることを目的としたプロジェクトである。昨年度は、2006年
から取り組まれてきたプロジェクトの経験や知見を生かし、大宮駅東口商店街の
方々をはじめとする地域の方々と、協働でつくり上げるライティングデザインを実践
した。こうした活動は、地域情報冊子「たまろぐ」「もぎたてさいたま」「日本経済新聞
埼玉版」など各種メディアでも紹介された。これらの実績が評価され、教会、区役
所、大学近隣の小学校から活動依頼を受けるなど、地域団体からの要請があっ
た。本活動は、一つの商店街の活性化から「地域の活性化」へと活動を広げてい
る。

地域とつくる〈大宮イルミネーションプロジェクト〉

芝浦工業大学

埼玉県

埼玉県

http://www.sawadalab.se.shibaura-it.ac.jp/omiya_illumi_hp/top.html

田中敬之

団体のホームページアドレス

過去9年間続いた活動は、社会的な評価を受けながらも、商店街や学生にとって
「新鮮さ」を失ってきた。その問題意識から、2014年度は商店街の店主らと協働で
行うライティングデザインを実践した。街の人々と関わることで、新たな街の問題や
魅力を発見することが出来た。2015年度、大宮の「地域活性化」を目的とする本活
動は、商店街を始めとする地域の方々との繋がりを大切にしながら、新たなまちづ
くり活動に挑戦する。



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 35 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 27 年 3 月 26 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 福祉

あなたにとってボランティアとは何ですか？
Friwillyでは社会にどのように貢献するかだけではなく、自分たちもいかに成長でき
るかということを大切にしています。
Friwillyはこれまで、個々のメンバーが自発的に行ったものも含め「海外の児童たち
への学習支援」、「福祉系の活動」や「近隣商店会との交流」など幅広く活動してき
ました。
最近では、サークル全体で協力し合って「児童を対象にした科学実験会」を行って
います。薬学生らしさを活かして児童に科学の面白さを伝えるだけでなく、私たち自
身もさまざまな経験から学んでいます。今後もボランティアを通して、参加者も自分
自身も成長できるような活動を続けていきます。

京都薬科大学ボランティアサークルFriwilly

京都薬科大学

京都府

京都府

http://friwilly.digi2.jp/

峯松 奈央

団体のホームページアドレス

Friwillyでは自分たちでイベントを企画し実施してきた経験がほとんどないため、課
題として「イベントを企画する力を身につけ、もっと幅広い活動を実行できるように
すること」があります。この課題へ取り組むため、現在、地域交流・貢献を目的とし
た薬学生らしさを活かした学校内でのイベントを学校と連携して企画しています。こ
の企画を通して、よりよい活動ができる団体となるように成長し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 国際 活動領域２ 福祉

構成員数 90 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 27 年 3 月 23 日

李 麗佳

団体のホームページアドレス

発足から６年目を迎える本年，新たに活動の幅を広げつつ，既存の活動に継続し
て参加し，さらに活性化できるような仕組み作りを課題としている。
留学にしてもボランティアにしても，今ある活動を同じエネルギーで次の世代に伝
えていくことが難しいので，活動が小さくならないように早いうちからうまく後輩を巻
き込んでいくことに気をつけている。
HIAMUという舞台を最大限活用して欲しいと考えている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 地域連携

１． 国際交流
学生が運営する留学生派遣・受け入れ活動（ドイツ　ルール大学）
上記とは別に国際医学生連盟（IFMSA）の実施している海外留学支援とも提携し、
留学生派遣の支援と世界各国からの留学生の受け入れを行っている。
どちらも、留学生のフォローや研修先などの確保は学生が中心となって行ってい
る。
２． 福祉
小児科ボランティア
愛知医科大学病院内の小児科病棟において週一回のペースで、入院している小
児患児さんに対して、工作やレクリエーションを行っている。季節によって内容を変
えるなど飽きない工夫をしている。参加する学生は，子供達とのコミュニケーション
を通して患児（患者）との接し方を経験できる。

HIAMU  (Heart in Aichi Medical University )

愛知医科大学

愛知県

愛知県



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

構成員数 18 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

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

東日本大震災ボランティアの経験を経て、自分たちが暮らす街で震災前からの地
域のコミュニティ形成をめざしています。２～３カ月に一回のペースで学生と地域の
方との食事会を開催。食事会という素朴な活動の中で、「顔の見える一対一の関
係を築き、震災が起きた時家族のように思いあえる関係を」積み重ねていくことが
私たちの目的です。また、食事会の中で地域の方がこぼすニーズを、学生の私た
ちだけで解決しようとするのではなく、私たち自身も行政を頼りながら、地域の方と
行政の中間地点として機能していきたいと思い活動しています。

DoNabenet in あいち

愛知県立大学、名古屋外国語大学、愛知淑徳大学、愛知学院大学

中部

中部

donabenetinaichi@gmail.com

櫻井まどか

団体のホームページアドレス

地域の方達のニーズへの具体的な動きへの発展。今後、東北大震災のボランティ
アを経験した学生が減っていくことで、この地域コミュニティの分野の重要性に気付
きメンバーとなる学生の増減と継続性。有効な広報活動について。



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 35 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 27 年 3 月 26 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 福祉

あなたにとってボランティアとは何ですか？
Friwillyでは社会にどのように貢献するかだけではなく、自分たちもいかに成長でき
るかということを大切にしています。
Friwillyはこれまで、個々のメンバーが自発的に行ったものも含め「海外の児童たち
への学習支援」、「福祉系の活動」や「近隣商店会との交流」など幅広く活動してき
ました。
最近では、サークル全体で協力し合って「児童を対象にした科学実験会」を行って
います。薬学生らしさを活かして児童に科学の面白さを伝えるだけでなく、私たち自
身もさまざまな経験から学んでいます。今後もボランティアを通して、参加者も自分
自身も成長できるような活動を続けていきます。

京都薬科大学ボランティアサークルFriwilly

京都薬科大学

京都府

京都府

http://friwilly.digi2.jp/

峯松 奈央

団体のホームページアドレス

Friwillyでは自分たちでイベントを企画し実施してきた経験がほとんどないため、課
題として「イベントを企画する力を身につけ、もっと幅広い活動を実行できるように
すること」があります。この課題へ取り組むため、現在、地域交流・貢献を目的とし
た薬学生らしさを活かした学校内でのイベントを学校と連携して企画しています。こ
の企画を通して、よりよい活動ができる団体となるように成長し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 地域連携 活動領域２

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 27 年 3 月 30 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本プロジェクトは、地域の方々と協働でつくりあげるイルミネーション活動によって、
大宮の地域を活性化させることを目的としたプロジェクトである。昨年度は、2006年
から取り組まれてきたプロジェクトの経験や知見を生かし、大宮駅東口商店街の
方々をはじめとする地域の方々と、協働でつくり上げるライティングデザインを実践
した。こうした活動は、地域情報冊子「たまろぐ」「もぎたてさいたま」「日本経済新聞
埼玉版」など各種メディアでも紹介された。これらの実績が評価され、教会、区役
所、大学近隣の小学校から活動依頼を受けるなど、地域団体からの要請があっ
た。本活動は、一つの商店街の活性化から「地域の活性化」へと活動を広げてい
る。

地域とつくる〈大宮イルミネーションプロジェクト〉

芝浦工業大学

埼玉県

埼玉県

http://www.sawadalab.se.shibaura-it.ac.jp/omiya_illumi_hp/top.html

田中敬之

団体のホームページアドレス

過去9年間続いた活動は、社会的な評価を受けながらも、商店街や学生にとって
「新鮮さ」を失ってきた。その問題意識から、2014年度は商店街の店主らと協働で
行うライティングデザインを実践した。街の人々と関わることで、新たな街の問題や
魅力を発見することが出来た。2015年度、大宮の「地域活性化」を目的とする本活
動は、商店街を始めとする地域の方々との繋がりを大切にしながら、新たなまちづ
くり活動に挑戦する。



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 11 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 27 年 3 月 31 日

http://www.

朱　美紗子  (所属：神戸学院大学人文学部人間心理学科）

団体のホームページアドレス

現在2つあるキャンパスのうち、片方のキャンパスでのみ活動している。今年度、も
う一つのキャンパス付近の小学生と交流できるような企画を初めて行った。今回の
企画でお世話になった団体との交流を活発にし、その地域を活動領域として加え
たい。また、来年度の夏にデイキャンプほどの規模の企画を計画している。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

大学の周辺地域の小学生を対象として、年に2、3回、企画を行うことが主な活動で
ある。活動を楽しんでもらうことが主な目的となる。また、活動を通して、子どもたち
の成長へと繋がるような活動とすることも目標としている。また、年に2回、大学の
学生スタッフ以外の学生も一緒に活動を行う。その際、学生と子どもたちとの間に
たち、学生にとっての貴重な経験になるような活動を目標としている。過去には、夏
にデイキャンプを行ったり、大学近辺の小学校のお祭りで出し物を行った。

神戸学院大学ボランティア活動支援室学生スタッフ子ども班

神戸学院大学

近畿

近畿



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 0

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 25 年 1 月 1 日

東北

近畿

http://ku-tohoku.jimdo.com/

木村拓真

団体のホームページアドレス

２０１３年度、２０１４年度は某企業から年額３００万円の助成があったが、２０１５年
度からそれがなくなるので、新たな助成先を求めている。現状の資金では、頻度と
規模を大幅に縮小せざるをえなくなる。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 0

大地震災害を経験した神戸大学から東北被災地へ定期的に神戸大学生を送り込
み、早期復興に向けて被災者のお手伝いをする目的で、２０１１年４月３０日から現
在まで計２１回（１０名前後の小派遣を含めると計３６回）派遣を続けている。参加
学生数は延べ９７５人、教員や他大学生も含めると計１，３０２名、総活動日数は２
５３日間になる。当初は瓦礫撤去などのハード中心だったが、今はコミュニティ構築
のためのソフト中心の活動（足湯、手芸、喫茶、ワークショップ等）になっている。少
子高齢化、過疎地の最先端iと言われる岩手県沿岸部が主な活動場所。何度も繰
り返し訪れることにより、顔と名前を知り合う関係になり、これからも続けることを求
められている。

神戸大学東北ボランティアバスプロジェクト

神戸大学



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 31 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 27 年 3 月 10 日

http://senshusiv.jimdo.com/siv%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

五十嵐　瑞穂

団体のホームページアドレス

①活動に使う資料や道具が多いのに反し、部室がないため、計画的な活動がしず
らい。
②活動する上で、個人の家の位置により交通費がかさみ、個人の負担に偏りが出
る。
　 現在は資金の一部を交通費に補填し、平等にするように努めてはいるが、難し
い状況である。
③人数が少なく、大規模な企画が不可能なため、認知度も低く活動が活発的では
ない。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

SIVの目的は主に
1.「震災地区に対してのボランティア」
2.「専修大学で災害が起きた際、リーダーシップをとって学生を無事に誘導する」
3.「地域貢献と防犯活動を通じて、地域との密接なつながりを確立する」
の3点になります。
　一般の学生によるサークルとは異なり、専修大学ボランティア推進委員会傘下に
位置づけられるSIVでは、所属するメンバーは「上級救命救急士」ならびに「セーフ
ティーリーダー認定証」の資格を取得しています。
活動内容は月に数回の清掃ボランティアをはじめ、防災訓練の体験、防犯啓発
キャンペーン実施、また定例会を通じて「人」としても成長することを目指していま
す。

ＳＩＶ（専修生田ボランティア）

専修大学

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 福祉 活動領域２ 地域連携

構成員数 111 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 27 年 3 月 16 日

0

板橋　杏奈

団体のホームページアドレス

活動するメンバーが固定化されてきているため、より多くのサークル員が気軽に参
加できるよう活動を工夫する必要があると考えます。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：MUSICOMとはミュージックとコミュニケーションの2つの言葉を組み合わせた
もので、アカペラというジャンルを通して多くの人とコミュニケーションをとり充実した
活動を行うことを目的としています。

活動内容：主にライブやコンクールへの出場、ボランティア活動への参加などで
す。近年力を注いでいるボランティア活動では、これまで高齢者福祉施設や仮設住
宅を訪れ、アカペラ演奏やリズム体操、参加者と一緒に歌うなどをしてきました。こ
れらの活動により参加者と楽しい時間を共有するともに、学生自身のコミュニケー
ション能力の向上、他団体との連携や積極的な交流、被災地復興支援への気持ち
が風化されないよう学生からの発信を行っています。

 東北福祉大学　アカペラサークル　MUSICOM

東北福祉大学

宮城県

宮城県



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 福祉

構成員数 0 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 27 年 1 月 27 日

http://www.

0

団体のホームページアドレス

病気を抱えた子どもたちと触れ合う中、子どもと接する喜びもある一方で、時に自
分達の知識不足を感じる。病気のことについてもっと知っていれば、違う関わりや
声かけが出来るだろうにと考えてしまう。事前に準備するように努めているものの、
授業が毎日ある中で限界があり、現在の課題である。また、参加するメンバーが限
られており、幅広く多くの部員に参加してもらうことも課題となっている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

地域住民、病院、施設に入所されている方々などの役に立ち喜んでもらえることを
目的に活動をしている。
■活動内容の特徴は、様々な年齢層の方を対象に、健康相談や健康学習会など
活動内容が多岐にわたり、中でも定期的に開催している２つの活動を紹介いたし
ます。
　１つ目は、ホームレス/生活困窮者自立支援施設で、毎月１回行っている健康相
談会です。
　２つ目は、病気や障害で自宅療養中の子どもの自宅に訪問し、「遊び」を提供す
る。月１回のボランティアだ。
子どもにとって「遊び」は生きることそのものであるが、病気や障害ゆえに阻害さ
れ、他者との交流が少ない。
集団で行うイベントも開催し、今年で３年目通算８回の行事を開催した。

ボランティアサークル葡萄

福岡女学院看護大学

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 地域連携 活動領域２

構成員数 35 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 28 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

キャンパス近くの学童保育施設へサークル員が訪問し、児童と宿題、お絵かき、鬼
ごっこ、体を使った運動などを一緒にすることで日々交流を深めている。当サーク
ルと学童保育施設の継続的な関係性から一昨年から学童保育施設の行事、運動
会、バザー、新年会にも招待していただけるようになった。また、大学の夏季休業
中には、児童を大学構内に招待し、事前準備したお化け屋敷、迷路、などのアトラ
クションで遊んだり、工作をしたり、一緒に昼食を食べるなど一日を通したイベント
を大学ボランティアセンターと共催している。こうした継続的な学童保育施設との関
わりの中で、児童の日々の成長を見守り、大学をも巻き込んだ地域貢献を目指し
ている。

こどもクラブ　バンビーノ

立教大学

埼玉県

埼玉県

http://www.

近藤愛実

団体のホームページアドレス

授業時間の影響で曜日ごとに訪問するサークル員の人数に偏りがあること。また、
キャンパス全体として女子学生の人数が多いこともあって男子学生の人数が少な
いことが挙げられる。



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 95 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 27 年 3 月 27 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 環境

目的：幅広いジャンルのボランティア活動を通し。地域や学内外の団体との交流か
らボランティアについて学び学生として社会とどう向き合い貢献するか考え実行す
る。　活動内容：月に１回ミーティングをし、次の内容と前回の活動の報告をする。
月に３回以上ボランティア活動を行う。年に２回程度、サークルの運営や今後の予
定について話し合い、今までの活動から学んだこと生かせることなどについての勉
強会を開く。

Sept Couleur

龍谷大学

近畿

近畿

http://sept-couleur.jimdo.com

福谷香

団体のホームページアドレス

いかに多くの部員に積極的に参加してもらうか。新しい活動探し。
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