
 

  団 体 名   大 学 等 名 

天文愛好会 CORE 愛知教育大学 

Youth for Ofunato 青山学院大学 

大手前栄養製菓学院専門学校 ボランティア部 大手前栄養製菓学院専門学校 

読み聞かせサークル Hobbit 岡崎女子大学・岡崎女子短期大学 

神奈川大学 学生ボランティア活動支援室 神奈川大学 

MAKE SMILE 神田外語大学 

RCY サークル 九州看護福祉大学 

みらい発信局おむすび静原応援隊 京都産業大学 

地域連携学生プロジェクト「商店街活性化隊 しあわせ工房 CanVas」 京都文教大学 

日中韓こども童話交流 参加経験者事務局 慶應義塾大学 

引佐耕作隊 静岡文化芸術大学 

手話サークル たんぽぽ 淑徳大学 

カレッジいわはな 城西大学 

CeeK 上智大学 

児童美術研究部 女子美術大学 

PAO 西南学院大学 

面瀬学習支援 中央大学 

日本マラウイ学生団体 筑波大学 

東北大学陸前高田応援サークル ぽかぽか 東北大学 

環境サークルたんぽぽ 東北工業大学 

東北福祉大学救命ボランティアサークル FAST（First Aid Student Team） 東北福祉大学 

信州池田活性化プロジェクト「Maple Tree」 長野大学 

新潟青陵大学ぼらくと 新潟青陵大学 

学生有志団体 Cocoa 日本社会事業大学 

弘前医療福祉大学救急救命研究会 弘前医療福祉大学 

カンボジア国際交流プロジェクト 広島経済大学 

広島朗読フェスティバル実行委員会 広島女学院大学 

福岡大学 和太鼓部 鼓舞猿 福岡大学 

法政大学市ヶ谷ボランティアセンター学生スタッフ「チームオレンジ」 法政大学 

松本大学◎いただきます!!プロジェクト 松本大学 

ミュージックセラピー研究部 武蔵野音楽大学 

Meiji International Friendship Organization 明治大学 

natuRable 立命館大学 

早大防災教育支援会 WASEND 早稲田大学 

 

平成３０年度 学生ボランティア団体 掲載団体一覧（大学等 50 音順） 



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 73 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 31 年 3 月 5 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　「愛知教育大学天文愛好会CORE」は、1977年より40年以上にわたって活動を続
けている大学の中でも活発で歴史のある部活です。
　天体観測をしたり、観望会で星を見せたり、プラネタリウムの解説を行ったり、投
影機を作ったりと、様々な角度から天文を楽しむ部活です。毎週金曜日の業後、活
動場所である部室にて天体観測を行っています。
　また、大学祭（5,12月）や科学・ものづくりフェスタ（11月）、県内の公民館・児童館
等の施設の催しなどで上映を行ったり、刈谷ハイウェイオアシスにおける観望会の
開催や他大学との交流イベントへの参加、学内外での天文イベントのお手伝いな
どといった活動も行ったりしている団体です。

天文愛好会CORE（コア）

愛知教育大学

愛知県

愛知県

http://phyas.aichi-edu.ac.jp/~phoenix/index.html

今井皇辰

団体のホームページアドレス

　自作投影機を使用した天文普及活動と望遠鏡を持ち出しての観望会が主になっ
ており、使用回数が多く故障もたびたび起こっていることから、プラネタリウムの作
り直し、改修作業が必要になってくる。観望会では、不具合により使用されてこな
かった望遠鏡や双眼鏡などの設備を修理し、よりより観望会を開催できるようにし
たい。投影機を使用しないワークショップなど、活動の種類を広げ活動の均等化を
図りたい。



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 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 31 年 3 月 30 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

Youth for Ofunatoは、岩手県大船渡市で活動する震災復興・地域創生ボランティ
ア団体です。2011年から継続的に支援を行なっています。現在は「大船渡と私たち
の未来のために」をビジョンに掲げ、３つのプロジェクトを行なっています。

観光プロジェクト：大船渡のスローライフ的魅力を発信するべくリーフレットを作成し
た他、Instagramアカウントも開設しました。

学習支援プロジェクト：地元中学生を対象にした勉強会と進路選択ワークショップを
開催しています。

ペットボトル灯篭プロジェクト：少子高齢化による祭りの担い手不足という課題に着
目しました。地域住民の祭りの準備段階への主体的な参加を促し、その存続と地
域コミュニティの繋がり強化を目指しています。

Youth for Ofunato

青山学院大学

東北

関東

https://youthforofunato311.jimdo.com

青山夢

団体のホームページアドレス

活動資金収入が不安定であることが今後の活動を続けていく上での懸念点です。
メンバーの資金面の負担をなるべく抑え、活動を継続するためには、安定的に助
成金が獲得できることが欠かせません。各助成事業に合ったプロジェクトや団体の
見せ方を追求していきたいです。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２ 地域連携

構成員数 10 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 31 年 3 月 30 日

近畿

近畿

http://pro.otemae.ac.jp

畦岡　悦子（顧問）

団体のホームページアドレス

専門学校は2年制のため、継続した活動が難しくなってきています。
授業の時間割も結構忙しいため、アルバイトなどもしていると、時間の確保が難し
いのも現状です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは、栄養士・管理栄養士を目指しています。
様々な経歴の方々が専門学校には入学されていて、その経験も生かした活動を
行っています。
活動としては、地域の「子ども食堂のお手伝い」、市町村からの依頼による
食育活動、福祉施設のイベントのお手伝いなどを主にしています。
将来の栄養士・管理栄養士として社会へ貢献するための様々な経験を積み上げて
いきたいと思います。

大手前栄養製菓学院専門学校ボランティア部

大手前栄養製菓学院専門学校



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 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 31 年 3 月 28 日

http://www.okazaki-u.ac.jp/

米村知夏

団体のホームページアドレス

今後の課題として、長い間主顧問を歴任していただいた先生が退職されると共に
サークルメンバー数が急激に増え、体制を新しいものに移行したことによりまだうま
くサークル全体が機能しておらず不安な場面があります。ほかにも、新たにボラン
ティアをさせていただく場所も増え全体の管理が難しくなっている状況です。そのた
め、目的である実践力の育成が難しくなっているので、絵本や手遊び・製作遊びの
参考資料を新たに増やしてアイディアの引き出しを多く持てるようにすることで、
サークルメンバーの意志の向上と実践力の育成につなげ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

保育者の卵である私たちが専攻している｢幼児教育｣の専門性を活かし、絵本や紙
芝居の読み聞かせ手遊びや製作等を通して子どもや地域の方と触れ合う活動を
積み重ね地域貢献をすることや講義だけでは学ぶことのできない子どもの姿や一
人一人にあった援助の仕方を学び、実習や就職後の保育に活かせるような力を身
につけていくことを目的として、地域の施設で子どもとその保護者を対象に子ども
達が興味を持って参加できるような内容をサークル内で話し合い準備し練習してい
ます。ほかにも、刈谷市美術館で展覧会のテーマに沿った内容で子どもだけでは
なく地域の方を前に読み聞かせや手遊びをしています。

読み聞かせサークル　Hobbit

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学

中部

中部



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 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 31 年 4 月 5 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

神奈川大学横浜キャンパスに通う学生を中心に、ボランティア活動の紹介を行うた
めに設立された。また、神奈川大学宛のボランティア募集に関しても対応し、ボラン
ティアして欲しい人としたい人を繋げる、ボランティアコーディネートが設立当初の
目的である。近年は、学内での活動に留まらず、自治会や行政機関などとも連携し
て企画を通したまちづくりを行う「まち×学生プロジェクト」にも中心的に関わり、活
動の幅が広がっている。
キャッチコピーは、「あなたのやりたいを支援します」

神奈川大学 学生ボランティア活動支援室

神奈川大学

関東

関東

http://www.kanagawa-u.ac.jp/volunteer_support/

川島　あき

団体のホームページアドレス

当団体は大学のひとつの機関であるが、他と比べて特徴的なのは、専門のボラン
ティアコーディネーターがおらず、学生主体で運営しているということだ。そのため、
学内や外部NPO団体との連絡などで苦労することも多い。さらに、令和元年度から
は、いままで学生の動きの記録や、社会人としてのマナーを社会人パートが退職
し、完全に学生のみでの運営となった。また、一般学生のボランティア参加者が少
ないというのも課題である。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２

構成員数 12 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 31 年 4 月 1 日

http://www.

酒田　海

団体のホームページアドレス

今年で震災から8年が経過し、子供達も震災を経験していない世代になってきてい
る。それとともにMAKE SMILEは今後現地の子供達や職員さんたちとどのように関
わっていくのがいいのかというのが課題となっています。また資金面においても大
きな課題となっています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは毎年宮城県亘理町にある被災地の児童館を訪れます。そして英語ボラン
ティアを通して子供達や職員の方々と楽しい思い出を一緒に作り、「常に自分たち
のことを考えてくれる人がいる。」「毎年誰かが会いに来て。」る。」と感じてもらうこ
とで被災地の方々の心のケアも行い、子供達が明るく健やかに成長するためのサ
ポートすることを目的として活動しています。また現地の人が被災地の状況を説明
してくれる語り部ツアーにも参加し、震災復興について学びます。

MAKE SMILE

神田外語大学

宮城県

千葉県



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 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 31 年 3 月 30 日

熊本県

熊本県

http://www.

岩田奈巳

団体のホームページアドレス

若年層の献血協力者数が少ないため、今後も若者に向けた推進活動が必要であ
ると考えます。献血セミナーの実施や若者が興味を持つ処遇品の準備などが課題
です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

RCYサークルはRed Cross Youth(青少年赤十字)の略称で、献血の推進活動を目
的にしています。活動内容としては、主に学内献血の運営や、熊本県学生献血推
進協議会での活動を行っています。呼びかけや処遇品の準備、イベントの運営、
献血セミナーなどを行います。

RCYサークル

九州看護福祉大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２ 地域連携

構成員数 25 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 31 年 4 月 7 日

近畿

近畿

HPはないですが、『静原応援隊』と検索で、SNSでできます。

松本瑞季

団体のホームページアドレス

　活動を行っている地域が山間部にあることもあり、人の出入りがしにくいというこ
とが挙げられます。私たちが活動のために利用している京都バスも年々本数が
減っており、イベントなどを行うときにこのような不便さを超えた魅力を見出し、どの
ようにして集客をするかが課題となっています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

 私たちみらい発信局静原応援隊は、京都府京都市左京区にある静原を元気にす
るべく活動しています。静原という地域は山間部に位置しており、少子高齢化が進
み、地域の活力も減反してきつつあります。この地域は、昔から農業が盛んな地域
で、現在も地域産業は農業、というような場所です。そこで、私たち静原応援隊は、
地域産業である農業を生かした地域活性化をはかっています。静原地域で学生が
実際に育てた野菜を地域外で販売したり、野菜を使った商品開発を行うことで、
『静原ブランド』の構築を図ることを目標として活動しています。一番の大きな目的
は、このような私たちの活動を通して、地域に産業を興すことです。

みらい発信局おむすび静原応援隊

京都産業大学



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 41 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 31 年 4 月 11 日

京都府宇治市宇治橋通り商店街

京都府宇治市

https://www.facebook.com/ujicanvas/

中村 太海

団体のホームページアドレス

1年生の加入も多く、プロジェクトの規模が大きくなってきています。嬉しい反面、情
報共有や意識や意欲のばらつきが生まれ、自主的に動くメンバーが限られてきて
います。メンバーの個性や価値観を認め合いながら、組織や体制の見直しを考え
ていきたいです。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

「宇治橋通り商店街」の更なる賑わい創出とお客様の安定的な来訪を目指し、宇治
橋通商店街振興組合と連携し活動を行う。宇治の来訪者は年々増加し、従来地元
客を対象にしていた商店街にも観光客向けの店舗が増え、外国人の往来も多く
なった。店舗や客層の変化を捉えつつ、商店街とお客様双方の視点を持ち、互い
を繋ぐことを目的に活動を行う。
【活動内容】
①振興組合主催イベントへの出展と運営サポート
②マップ作成や来訪者調査など振興組合事業のサポート
③独自イベント「宇治ロゲイニング」（※写真を撮りながらまちあるきを行う）の開催
④学内イベントでの宇治橋通り商店街の紹介
⑤「宇治ロゲイニング」を活用した、他地域イベントのサポート

地域連携学生プロジェクト　商店街活性化隊 しあわせ工房 CanVas

京都文教大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２

構成員数 10 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 31 年 3 月 28 日

東京都

東京都

http://www.douwa-kids.com

一戸　悠生

団体のホームページアドレス

資金の確保をどのようにおこなっていくかが課題となっています。たとえば、日本で
冬の交流会を開催するにしても、お金に困っている中国・韓国メンバーの交通費を
全員分確保できないため、日本に来ることができない学生がいることが問題となっ
ています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

当団体は、毎年、夏に行われている日中韓子ども童話交流に参加したOB・OGが、
交流会で築き上げた友好関係を保っていき、活動を世界に発信していくことで、最
終的には、社会貢献などしていくことを目的として立ち上げられました。主な活動内
容として、広報誌の発行、冬の交流会の企画・運営、SNSの更新、国会議員の先
生方への活動報告会などを行っています。

日中韓子ども童話交流同窓会事務局

さまざまな大学のメンバーにより構成



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 環境

構成員数 5 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 31 年 3 月 30 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　この活動は、浜松市北区引佐町の「久留女木の棚田」において、耕作放棄地
（500㎡）を水田として再生し、収穫したコメを販売することである。棚田は、コメの生
産に伴い、水源涵養等の「多面的機能」を有している。しかし近年、棚田の耕作放
棄地化に伴い、この機能が失われている。久留女木の棚田においても同様の傾向
が見受けられる。よって、静岡文化芸術大学の学生が、地元農家の協力のもと、こ
の棚田の耕作放棄地を再生する活動を開始した。コメの収穫後は、学生がパッケー
ジデザインを考案・製作し、商品化して販売する。販売により得られた利益は、次年
度以降の活動資金とし、持続的に棚田を再生することにより、その多面的機能を保
全する。

引佐耕作隊

静岡文化芸術大学

中部

中部

https://www.suac.ac.jp/news/topics/2017/01486/

中野七海

団体のホームページアドレス

　主たる課題は、以下2点「①栽培技術を向上させる」「②栽培面積を拡大する」に

集約される。①に関し、従来の収穫量は、コメの平均収穫量である0.6kg/㎡に届い
ていない。水の管理技術を向上させる必要がある。②に関し、栽培面積を拡大し、
より多くの耕作放棄地の再生を目指す。①・②を通じ、収量の増大を図り、活動資
金を獲得することによって、より多くの耕作放棄地を再生し、棚田の多面的機能の
一層の発揮を目指す。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 活動領域２

構成員数 150 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 31 年 4 月 10 日

関東

関東

http://www.

田中　彩夏

団体のホームページアドレス

サークル内での活動を充実させる反面、サークルに入っていない学生から壁を感
じやすくなっているという課題がある。そのため、サークル内外に関わらず、手話に
興味を持ってもらう機会をこれから作っていきたい。また、大学内にある聴覚障が
い者に対する情報保障団体とより協力し合い、情報保障としての手話を広めてい
きたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

手話サークルたんぽぽでは、毎週「例会」という手話を学ぶ場を設けており、毎回
テーマを決めてみんなで楽しく手話を学んだり、手話レクを行うなど、手話を通して
コミュニケーションを図っています。その他にも、「大学祭」という大きなイベントで
は、"手話ソング"をお客様に披露したり、実際に手話でお客様と交流する"交流会
"などを行っています。メンバーのほとんどが、大学から手話を学び始めたので、年
に２回の合宿や打ち上げの中などで楽しく手話を学んでいます！

手話サークル　たんぽぽ

淑徳大学



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 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 31 年 4 月 12 日

関東

関東

http://www.

田中昭伍・鈴木悠真

団体のホームページアドレス

数年の活動を経て、障害児童の参加が減ってきています。理由は、東松山市の各
方面で障害児童の居場所つくりが二根前から盛んになりました。10人以上参加し
てくれていたのが現在は４人くらいです。今後は新しい活動領域を広げていくべき
ではないかと検討しています。一部は卒業し、一部は就活です。新しいメンバーを
迎えています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは、東松山のいわはなという福祉施設で、障害児童の週末の居場所作りを
しています。昨今では、多くの役所や社教で居場所作りをされています。私たちの
活動は、それ以上のものになることはできません。ですが、１つだけ私たちだからこ
そできることがあります。それは、私たちは、この、いわはなで友達の家に遊びにく
るように障害児童の皆さんを迎えることを目的としています。この活動は障害者生
活支援センター　ケア･サポートいわはなで、障害児童の皆さんと一緒に遊べること
を考え、おやつを作り、記念になるものを一緒に作る3時間を過ごしています。この
活動では他大学の立正大学のボランティアの皆さんと一緒に活動しています。一
緒に活動することで、私たちには考え付かないようなレクリエーション等を考えつく
ことができます。

カレッジいわはな

城西大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２

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 31 年 3 月 17 日

http://ceekc.com

阿部優子

団体のホームページアドレス

毎年夏にカンボジアツアーを行うにあたって、私たちの活動が現地で本当に必要と
されているのか、必要とされていることはどのようなことなのかということを考えつ
つ、活動を行っています. そのためにはカンボジアの今を知り、現地の声を大切に
しながら、活動を考えていく必要があると感じています. また、このようなカンボジア
の今や私たちの活動について多くの人に知ってもらうことも必要だと考え、活動して
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CeeKは、交流を通じた国際協力・教育支援の実現を目指して活動している
インカレサークルです.2011年夏にカンボジアを訪れ、貧富の差や教育・医療・イン
フラ水準の低さを目の当たりにしました.そこで、私たち大学生でもカンボジアのた
めに何かできることはないだろうかと考え、帰国後に設立に至りました.毎年夏にカ
ンボジアツアーを行っており、ツアー中では２つの村を訪れ、鉛筆・洋服・衛生の3
つのプロジェクトを行うことでカンボジアの子どもたちとの交流をしています.この活
動では、日本で自分たちの手で集めた物資を自分たちの手で渡すことを大切にし
ています. また、日本国内においても有志のメンバーで東北方面へのボランティア
にも参加しています.

CeeK

上智大学

東京都

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 その他

構成員数 19 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 31 年 3 月 24 日

http://www.facebook.com/chibiken.joshibi

槙原れいか

団体のホームページアドレス

幼児から小学校高学年まで楽しめるよう同じテーマ・技法のワークショップでも難易
度に幅を持たせ、現在では少なくなった異年齢間の子どもの交流・遊びの場にも
なっていきたいと考えています。さらに、美大ならではの、一般の学校や家庭では
使いにくい材料や道具の使用を検討しており、また複数の専攻の部員がいること
による幅広い分野の専門的な知識・技法を取り入れ子供向けに工夫していく所存
です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

基本の活動は月に一度、幼児・児童とその保護者を大学に招いての作品制作ワー
クショップの開催です。その内容は、発達段階に合った難易度や材料・技法を通し
て得られる新鮮な感覚と美術知識、達成感、発想と工夫の余地などを考慮して考
案しています。当研究部の目的は児童美術の研究とアート体験の提供、美術教
育、その重要さの周知です。自由な創造は自己肯定感を育て、他者の作品からは
個性の多様さを学べます。学校の美術の授業への意欲を育むと共に、評価の伴う
学校教育とは異なり自己表現のもう一つの拠り所になり得ると自負しています。保
護者の方にとってはこの活動が子育てと交流に役立ち、かつ少しの息抜きになれ
ばと考えています。

児童美術研究部

女子美術大学

関東

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

構成員数 19 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 31 年 3 月 31 日

九州

九州

http://www.http://www.seinan-gu.ac.jp/pub/volunteer/2019_volunteer_guide.pdf

月原將聖

団体のホームページアドレス

現在のPaoは型というものを敢えてつくっていないため、子どもたちにとってとよいも
のであることは勿論、保護者の方、学生にとってもよりよい活動になるように、自由
に柔軟に活動を考え探求していきたい。また、保護者の方々との交流も密に測り、
子どもたちと保護者の方々の要望をより取り入れられた交流活動にし、子どもたち
の言動に対してわからないことがあれば、すぐに保護者の方々に聞くようにしてい
きたい。また、学習会や活動計画の準備の段階から学生間で今まで以上に意見交
換を行い、日々の活動に生かしていきたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：　私たちPaoは発達障がいなどの障がいをもった子どもたちと交流する学生
主体のボランティアサークルです。子どもたちとの交流活動は、“子どもたちと一緒
に楽しく活動”をモットーに、児童発達支援センターゆうゆうセンターの方々にアド
バイスをいただきながら、障がいをもった子どもたち一人ひとりの特性を考慮し、子
どもたちが楽しめることは勿論、楽しい思い出や成功体験の機会を作り、子どもた
ちの自信に繋げられるような活動を目標に毎回の活動を考えています。さらに、学
校の他に子どもたちの拠り所、特別な居場所になっていることも念頭に置き、活動
をしています。また、学生自身もこのサークルで自分のしてみたいことに挑戦でき、
自分の考えた活動で子どもたちが楽しく遊んでいる姿や笑顔を側で見ることができ
るように心掛けています。

活動内容：　月に一度子どもたちと交流活動を行っており、遠足、運動会、クリスマ
ス会などの季節に合わせた活動や、室内遊び・ゲーム、クッキングと様々な活動を
行っています。また、月に二回程度集まり、計画書の作成などの準備をし、交流活
動に備えています。他にも、年に二回学習会(ゆうゆうセンターの方々によるワーク
ショップ形式のセミナー等)を開き、障がいについての知識を得たり、学生間で意見
交換を行ったりして、日々の活動に生かしています。

Pao

西南学院大学



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 地域連携

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 31 年 3 月 13 日

宮城県

東京都

https://www.chuo-u.ac.jp/usr/volunteer/

門澤　龍世

団体のホームページアドレス

東日本大震災からの復興に向け、大人たちがより忙しくなったことで、「子どもが子
どもらしくなくなった」という地域の方の言葉から発足した団体です。産業への打撃
や工事の増加から、共働き家庭が増え、ひとりで留守番をする子、遊び場を失い、
あるいは友達が近くにおらず、外で遊ばなくなった子など、子どもも大きな影響を受
けています。子どもたちが抱える窮屈な思いを遠慮せず打ち明けてもらえる居場所
が必要だと考えています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは「学校とも家庭とも違う、子どもたちのための第３の居場所をひらく」という
理念を掲げ活動を行っています。
学校や家庭のような「教える・育てる」立場、友だちのような「仲間・対等」な立場で
はない、「ナナメの関係」である大学生として、子どもたちの本音をしっかりと受け止
める場所づくりを目指します。
活動内容としては、地域のNPO・学校とも連携しながら、宮城県気仙沼市面瀬地区
の小学生、中高生を対象に、宿題指導と自由遊び、企画を行っています。主に大
学の長期休暇（春・夏・冬）を利用し、約１週間現地での活動を行います。活動で
は、１週間で延べ２５０～３００人の子どもたちが参加しています。

面瀬学習支援

中央大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２ 地域連携

構成員数 22 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 31 年 3 月 27 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：
本団体は、日本とマラウイの架け橋となることを基本理念に据え活動しています。
理念達成のため、アフリカのマラウイに焦点を当てて活動しながら、日本の多くの
人が持つアフリカ・途上国のイメージを豊かにすることを目標に掲げています。この
目標を通して、アフリカの国々に「貧困」「飢餓」「途上国」といったイメージが必要以
上に強く付いている現状にアプローチします。
活動内容：
設立当初より、毎年夏に約１か月間のマラウイ渡航活動を実施しています。これま
での渡航活動では、日本式運動会の開催や、マラウイの人々へのインタビュー活
動、村でのホームステイ、ワークキャンプを現地の方とともにゼロから計画し、実施
してきました。この活動をふまえ日本の中学校や高校で講演会や大学図書館で展
示会を実施するなど、マラウイを知ってもらう機会提供をしています。また、団体内
で学生ボランティアや国際協力についてディスカッションを行い、よりよい活動を模
索し続けています。

日本マラウイ学生団体

筑波大学

関東

関東

http://www.

小林のどか

団体のホームページアドレス

本団体は、学生自身が運営を行い、活動を一から考えています。アフリカ渡航には
多額のお金が必要なため、渡航したいという気持ちがありながら金銭面の問題に
よりあきらめる団員もいます。そのため資金調達が課題です。また、団体活動に継
続して関与し、現地の人々との関係を次の代へ継承する学生が必要不可欠な一
方、一定の団員数を確保し団体を存続させるために各団員の希望に応える必要が
あるという課題も抱えています。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２ 地域連携

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 31 年 3 月 29 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

東日本大震災の被災地である岩手県陸前高田市において、仮設住宅や災害公営
住宅の入居者の孤立を防ぎコミュニティー形成を支援することを目的として設立さ
れた。月一度現地に赴き、主に手芸作成や足湯を通したサロン活動を行う。他にも
現地の伝統行事やイベントの手伝い、子供支援も行う。
震災後、人口流出により継続が難しくなった伝統行事を、大学生が支援に入ること
により盛り上げたり、被災により公園などが使えなくなり遊び場が減った子供たち
に遊ぶ機会を提供する。また、ボランティアツアーを企画し、ボランティアに興味の
ある学生を現地に連れていき上記の活動を行う、ボランティアコーディネーターの
仕事も担っている。

東北大学陸前高田応援サークル　ぽかぽか

東北大学

東北

東北

http://ameblo.jp/poca-2

冨岡奈央

団体のホームページアドレス

私たちが開催する企画にいらっしゃる住民さんは固定化していると感じる。目が行
き届かない所にも、コミュニティーを必要としている方がいるはずだから、今までの
サロン活動に加えて、そういった方々の参加を促すような広報の仕方や、魅力的な
イベントを考えていくことが現在の課題である。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２ 地域連携

構成員数 75 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 31 年 3 月 30 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

環境サークルたんぽぽは大学生の環境意識の啓発と、サークルメンバーの環境活
動機会の提供し、そして環境都市づくりの支援をすることを目的に活動していま
す。
　主な活動内容としては、月に１度の大学周りの清掃、教室の電気消灯活動、ペッ
トボトルキャップの回収、緑のカーテン活動を行っています。また、海岸清掃や植樹
活動の他に仙台で行われる青葉祭りや七夕祭りなどの多くのイベントに参加してエ
コステーションの運営、イベントの進行の補佐を行って地域社会に貢献していま
す。

環境サークルたんぽぽ

東北工業大学

東北

東北

http://www.tohtech.ac.jp/campus/club

菅野優喜

団体のホームページアドレス

環境サークルたんぽぽは主に宮城県内を中心に活動していますが、活動範囲を東
北へそして全国へと広げて、さらなる環境都市づくりの支援、社会貢献したいと考
えております。
　また、大学内だけではなく、多くの方々にゴミの分別、３Ｒ意識の向上を持っても
らうために、イベントでのエコステーション運営で呼びかけの強化や広報したいと考
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 36 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 31 年 3 月 20 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本団体は、救急救命技術を学習して、学内(ゼミ等)や地域社会において相互に助
け合えるよう普及を図るとともに、災害時や非常時においても迅速に対応できるよ
う救命技術を向上させ、支援の担い手となって、活動することを目的としています。
活動の内容としては、専門機関(消防・日赤等)の指導のもと、正しい救命技術を習
得し、学内及び地域へ救命の知識や技術の普及を図るため出前講座を行ってい
ます。また、学内及び地域の防災訓練に参加し、「共助」のための支援に協力、知
識や技術の普及のための「クイズ」や「マニュアル」等を作成・発行しています。

東北福祉大学　救命ボランティアサークルFAST (First Aid Student Team)

東北福祉大学

宮城県

東北

http://www.tfu.ac.jp/club/59.html

野地　蘭

団体のホームページアドレス

現在の課題は、救命の知識や技術をさらに普及させるために、出前講座を行う場
を広げていくことであると考えています。継続的な広報活動を行いFASTの活動に
ついて知って頂く機会を増やし、またさらに対象のニーズに応じた、より効果的な出
前講座を作り上げていく必要があると考えています。



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 環境

構成員数 5 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 31 年 2 月 8 日

https://ikeda-mapletree.jimdo.com/

伊藤将人

団体のホームページアドレス

Maple Treeの課題は主に２点です。
１つ目は、今年度から県の補助金「長野県元気づくり支援金」の給付対象外となり、収入源を確保しな
くてはならないことです。いけだいろのサポーターの方を増やすことで対応しようと考えています。
2つ目は、記事を書いてくれる方の確保です。メンバーは今年度から忙しくなることが予想されます。ま
た、主にメンバーが記事を書いているだけでは、扱う内容は限られますし、マンネリ化しがちです。い
けだいろは今年で発行４年目を迎えることもあり、色々な方の視点を取り入れながら成長していきたい
と考えています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

設立の目的は以下の３点です。
① 池田町の魅力を再発見する ＝ 地域資源の持続可能な活用
② 移住者と地元住民の間に存在する見えない壁を少しでも低くする ＝ フリーペーパーによる情報発
信
③ 町民1人1人が地域の未来を考えるサポートをする ＝ 課題の提起と課題を考えるワークショップ等
の実施

活動内容：
2015年から発行しているフリーペーパー『いけだいろ』は、池田町と周辺市町村を取材地に、主に①新
たな取り組みを始めた移住者や地元住民への取材記事、②環境の維持と開発のジレンマを町民で考
える場を意図した自然環境に関する記事、③近隣の中学校の総合の授業と協同した記事から成りま
す。
このほか、地域おこし協力隊と協働して過疎化などの地域課題を考える企画、本を通した世代間交流
をねらいとしたビブリオバトル、町役場等の行政機関と協働した小学生向け町内ウォークラリー企画な
どを実施してきました。また、町長選挙の際には、町の商工会青年部と共催で立会演説会を実施する
など、地方自治の振興活動も行っています。

信州池田活性化プロジェクト「Maple Tree」

長野大学

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 地域連携 活動領域２ 福祉

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 31 年 3 月 6 日

中部

中部

http://www.n-seiryo.ac.jp/volunteer/

窓口担当：佐藤瑞稀

団体のホームページアドレス

近年は「継続」の難しさを痛感しています。当団体では、初めてボランティア活動を
行う学生や行いたい学生を対象に「1DayVolunteer」などイベントを企画・運営しボ
ランティア活動の斡旋などを行っておりますが、学内の学生の様子を見ていても、
就職や進路の為に経験してみたいという層や1回参加してそれっきりなど継続しな
い学生が多くいるように感じます。当団体は地域や関係先と「信頼」を大切に活動
を行っている為、信頼関係の維持や活動の発展の為にも継続的に学生を繋ぎ、両
者にとって良い関係となれるようさらなる調整が必要であり、今後の課題でもあると
感じています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

新潟青陵大学ぼらくと（学生ボランティアコーディネーター）は、新潟青陵大学・新潟
青陵大学短期大学部ボランティアセンターに属する学生組織として活動している団
体です。学生ボランティアコーディネーターとして、学内の学生リーダー的立場、ま
た地域と学校の架け橋となり、日々スキルアップを行いながら主体的に活動を行っ
ております。近年は自分達で助成金を申請し、その資金で児童養護施設の子ども
達の自然体験の場を設けるなど、社会課題にも目を向けるようにしています。その
他にも高大連携活動や日本赤十字社と連携し災害支援、防災活動などより良い未
来を創造するため積極的に社会課題に目を向けて活動に励んでおります。

新潟青陵大学ぼらくと

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部



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 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 31 年 3 月 24 日

東京都

東京都

http://www.

道三和恵

団体のホームページアドレス

・年々活動するメンバーが減少し、継続が難しく感じる場面が出てきたこと、実際に
被災地に行く費用について、学校からの理解を得るのが難しい、どうやって安定し
た資金を集めるべきか等が課題である。また、活動者全員の意識を高めることも可
課題であると感じる。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

・被災地の復興支援を目的とし、ボランティアバス（下記に内容記載）では、遊び場
を失った子ども達に遊びを提供する目的から始まり、その他に現在は交流を持ち
続けることも一つの目的としている。
・月に一度、被災地（現在は熊本県、宮城県）　からお菓子を取り寄せ、学校で復興
カフェを行い、収益を支援として送る活動を行っている。また、春、夏に子ども達へ
遊びの提供や、被災地の現状を知る目的で実際に被災地へ行く「ボランティアバ
ス」という活動を行っている。

学生有志団体Cocoa

日本社会事業大学



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 32 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 31 年 3 月 30 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　「救急救命研究会」は普段の講義やサークル活動の中で学び得たことを活かし
救命講習会を開催することで、市民の方々に緊急時対応に関する知識・技術を身
に付けてもらい、心肺蘇生法・応急手当法が社会全般に普及されることを目的に
活動しています。
　私たちが開催する救命講習会の特徴は、一般的に取り扱われることの少ない心
臓が止まる前の処置(気道異物除去法、骨折の固定法、止血法、搬送法等)まで多
様な緊急事態を想定し、実践的な実技を取り入れた体験型の講習会であることで
す。また、受講者の方は学生と一緒に、学生のデモ展示を見て同じ動きをしながら
実技に取り組み学べることから、どなたでも安心して参加できる講習会となってい
ます。

弘前医療福祉大学救急救命研究会

弘前医療福祉大学短期大学部　救急救命学科

東北

東北

https://www.hirosakiuhw.jp/

齋藤駿佑

団体のホームページアドレス

　今後は、昨年開催した救命講習会事後アンケートの結果を踏まえ、実際に起きた
事故事例を参考にしながら、緊急時の対処法を取り入れた救命講習会を継続して
いきたいと考えています。その際、事例ごとにロールプレーイングを導入し説明す
ることで、想定され得る事故の可能性や事前の危機管理、活動時のイメージの幅
を広げ、さらなる救命講習会の充実化を図っていきたいと思います。



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

構成員数 41 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 30 年 3 月 12 日

広島県

広島県

https://www.facebook.com/カンボジア国際交流プロジェクト-861156250578302/

三野　彩勢

団体のホームページアドレス

今までの活動の中で作られた副読本などはカンボジアの子供が自国復興を行うた
めの糸口になると信じて作成、普及活動を行ってきました。しかし私たちの年に4週
間の現地での活動では限りがあります。そこで現地の大学生と連携して普及、利
用促進活動を行うことないし、現地教職員が我々なしに副読本を用いた授業を行う
ための指導書を作成します。現地でのこの活動の理解を深め、多くの人を巻き込
むことが最大の課題です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

カンボジアは1975年から1979年まで続いたポルポト政権により、多くの知識人が虐
殺されました。その影響は今なお続いており、教育面の環境設備が喫緊の課題で
す。その環境の中でもめげずに頑張っているカンボジアの子どもたちに「夢や希望
を持ち笑顔になってもらいたい」と思いました。そこで私たちは、カンボジアの子ども
たちに自国をよりよくしてもらいたいと思い、日本の戦後の復興事例を記した副読
本を制作しました。この副読本を通してカンボジアの子どもたちに将来自分たちで
自分の国を復興していく想いを持ってもらうことを目的に活動していますこの活動を
通して将来子どもたちをはじめとしたカンボジアの人の笑顔が増えることを願って
います。

カンボジア国際交流プロジェクト

広島経済大学



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 9 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 31 年 2 月 2 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

広島の青少年の読解・朗読力、自己表現能力の強化や読書のすすめを目的とし
て、年に一度、地域の小中学生を対象とした朗読発表のイベントの開催を行ってい
る。いずれも企画段階より学生のみの力で活動を運営している。
これまで、イベント開催時には外部から多彩なゲストを招き、イベントを行ってきた。
今後もより多くのゲスト、学校との繋がりを強め、地域のニーズに合った活動を行う
ことにより、地域と密着した朗読推進活動グループとなることを目指す。

広島朗読フェスティバル実行委員会

広島女学院大学

中国

中国

http://www.

広島女学院大学　幼児教育心理学科　越智麻友美　（2018年度実行委員長）

団体のホームページアドレス

例年の参加校については定着化しているが、新たに参加希望する団体を新規開
拓することが難しい。
朗読などの活動をしている小中学校の数が少ない可能性がある。
今年度新規に参加を依頼した学校からの参加者はいない状況である。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域貢献 活動領域２ その他

構成員数 73 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 31 年 4 月 11 日

http://fukbzr.jimbo.com

木村　賀寿史

団体のホームページアドレス

部員数の増加に伴い、太鼓の機数不足が顕著になり太鼓の修練に支障が出てい
ます。また、活動費を太鼓を買う費用にあまり回せないため、最安価の太鼓のみし
か買うことができずすぐに破損してしまいます。これらが、現在の課題です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

福岡市城南区を拠点として、「自己の育成と地域貢献」を目的に日々の修練に取り
組み、老人ホームや幼稚園、保育園、小学校、などを中心に演奏を行ったり、ボラ
ンティア活動などに参加しています。

福岡大学学術文化部会和太鼓部　鼓舞猿

福岡大学

福岡県内外、海外

福岡県福岡市城南区七隈8-19-1



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 24 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 31 年 3 月 28 日

東京都

東京都

https://www.hosei.ac.jp/volunteer/index.html

鬼頭　雅也

団体のホームページアドレス

大きな課題は東日本大震災の風化問題です。震災から時間が経つにつれ、被災
地の存在や自然災害の恐ろしさを忘れてしまわないように工夫をして活動していく
必要があります。そのためには現地に赴き続けることが大切です。
もう一点は、ボランティアの在り方が変化していることです。肉体的なボランティア
から被災者の心のケアに変化しています。このような精神的な部分に我々のような
ボランティアがどのように関わっていくかが課題です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは東北被災地の支援と、被災地での教訓をもとに、防災教育活動していま
す。大学内の一般学生を募り被災地を訪れるスタディーツアーは年に二回実施し、
現地の現状を知ることで正しく現地の状況やニーズを理解していきます。また、現
地を訪れた際に得た知識を伝えるために防災クイズかるたを作成し、震災を知らな
い子供たちを主な対象として遊びながら防災を学ぶ工夫をしています。そして、東
北の商品を販売する物産展を実施しています。時間が経過して東日本大震災が起
こったこと、またそれによって得られた教訓が忘れられてしまう風化を防ぐために実
施しています。

法政大学市ヶ谷ボランティアセンター学生スタッフ チーム・オレンジ

法政大学



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 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 30 年 3 月 24 日

長野県

長野県

http://www.yume.matsumoto-u.ac.jp/itadakimasu/

大日方晴奈

団体のホームページアドレス

このプロジェクトは食に関する活動を主体に行っているため、他の学部・学科のメン
バーがいないことです。食に関する活動ではありますが、健康栄養学科の知識・ア
イディアだけでなく、他学部ならではの視点でのアイディアが欲しいです。このプロ
ジェクトは大学内でも認知度が低いことが原因だと考えているので、まずはプロ
ジェクト自体を知ってもらうことから始めたいと思います。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

◎いただきます!!プロジェクトは食に関する活動を行っています。プロジェクト名の
「◎」はお皿を、「!!」はお箸を表現しています。本プロジェクトの構成メンバーのほと
んどが人間健康学部、健康栄養学科と呼ばれる管理栄養士養成の学科に在籍し
ており、日ごろから食に関する学習をしています。その知識を活かしながら、大学
周辺の地域を中心に、地域の方々に食に関心を持ってもらえることを目的に活動
しています。プロジェクト発足以来、様々な活動を行ってきましたが、近年では食品
ロス削減を目的に、余りやすい食材、残ってしまった料理を使ったリメイク料理のレ
シピ集を作成しました。また、子供たちにも食に関心を持ってもらえるように、親子
で作れるレシピ集の作成も行いました。これらに掲載されているレシピはメンバー
で考案し、試作・改善を行いながら完成させたものです。また、レシピ集の作成の
みならず、このレシピを使用して、子供向けの料理教室を開催しました。また、◎い
ただきます!!では地域の農業組合とも交流をしており、農家さんの栽培した古代米
を使用したドーナツを開発し、販売をしました。

松本大学◎いただきます!!プロジェクト

松本大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 福祉 活動領域２

構成員数 36 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 31 年 3 月 31 日

http://www.

相馬亜衣理

団体のホームページアドレス

現在３６名の部員が在籍しており、その大半がピアノ専攻と声楽専攻である。器楽
学科〔管楽器や木管楽器など〕の生徒が少ないため、施設の方々に器楽曲の要望
を頂いても演奏できない時があり、音楽大学という特徴を生かせるように大学内で
も積極的に呼びかける必要がある。また、定期的に訪問させていただいている施
設は、利用者の方の対象が、知的障がい、重度の身体障がい、または病院や特別
養護老人ホームなど多岐にわたっている。より良い活動をするためにも部員が幅
広い音楽的知識をつける必要がある。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちミュージックセラピー研究部は、1984年に「音楽療法を研究する有志の会」と
して発足し、病院や施設を定期的に訪問し、音楽療法的な活動を通して利用者様
に「音楽の力」の素晴らしさを感じていただくため。

10の福祉施設、病院を定期的に訪問し、約一時間のプログラムで音楽の時間を提
供している。季節の歌を入れたり、一緒に合奏やマッサージをしたり、学生による
生演奏を聴いていただいたり、プログラムは利用者様が無理なく楽しめるように気
持ちの盛り上がり、落ち着きを考慮しながら構成している。利用者様の年代や施設
の雰囲気がすべて違うので、施設ごとに様々なやり方で音楽の時間を作っている。

ミュージックセラピー研究部

武蔵野音楽大学

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 180 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 31 年 4 月 2 日

東京都

東京都

https://www.facebook.com/meiji.mifo.2011

井口 盛也

団体のホームページアドレス

国際支援活動を行う上の課題は、継続的な支援の難しさである。学生という立場で
ある以上、ボランティア活動に費やせる時間や資金には限りがある。そのため、支
援先に対して微力な貢献しかできないことや、支援を行っている実感が薄れてしま
うことを痛感する機会は少なくない。しかし後輩たちにボランティアへの思いや活動
を引き継ぐことができるというサークルの利点を活かすことで、継続的な支援が行
え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

国際支援活動と国際交流活動を行う。国際支援では、主に難民支援や貧困支援
でボランティアをしている。日本国内では、親が外国籍の中学生に勉強のサポート
をする「教育ボランティア」や、難民の国の料理を食堂で提供し宣伝活動を行う
「Meal for Refugees」などの活動がある。また、カンボジアの孤児院とミャンマーの
村に出向いてボランティア活動を行い、学生の立場で国際問題について考え、学
ぼうとする姿勢を育むことを目的としている。またボランティア活動だけでなく、日本
にいる留学生との国際交流も行っている。互いの文化への理解を深め、留学生が
母国に帰国した後、日本を再訪するきっかけになれるような絆を築きたいという思
いがある。

Meiji International Friendship Organization

明治大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 活動領域２ 地域連携

構成員数 5 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 31 年 2 月 1 日

滋賀県

滋賀県

https://www.facebook.com/7natuRable/

桂木遼太郎

団体のホームページアドレス

今までは、小学生対象で行ってきた活動だが、今後は市民への対象拡大を目指
す。継続的な小学校教育等の活動を図るため、現地団体と協力することは欠かせ
ないと感じているので現地の方とのコミュニケーションを深くとり現地の環境に対す
る情報を受け取ることが必要である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 国際

「ミクロネシア連邦ポンペイ島における環境問題、特に深刻であるごみ問題に対
し、現地住民が問題意識を持ち自ら行動を起こす」ことを目的とし、当団体は約2週
間ポンペイ島でミクロネシア短期大学生と協力して環境に対する啓発活動を行い、
一過性のイベントで終わるのではなく「ごみはごみ箱へ」という習慣化を目指す。ポ
ンペイ島で環境教育活動やごみ問題に対する啓発活動、そしてダンプサイトや大
使館、JICA、政府機関などへの訪問による現地視察などを行う。今年度は、現地
小学校を訪れポイ捨てに対する意識改革を行う環境教育活動を実施した。

natuRable　(ナチュラブル)

立命館大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２ その他

構成員数 38 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 30 年 3 月 11 日

関東

関東

http://wasend-blog.com/

有西希海

団体のホームページアドレス

私たちの活動をより良くしていくため、他の防災教育を行う団体と情報交換などを
行いたいと考えていますが、そういった団体は少なくなかなか他の学生団体との交
流の機会がないことが課題です。また、海外遠征のための資金調達にも苦労して
います。そして、近年WASENDの活動の範囲が広がってきたので今後は運営体制
を整えもっと多くの方に私たちの活動について知ってもらい、WASENDの規模を大
きくし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

WASENDは日本国内及びインドネシア、フィリピンにて小学生を対象に防災教育を
行う団体です。自然災害による人的災害を軽減し、未来ある子供たちの命を守るこ
とを目的としています。日本と同様に災害のリスクの高いインドネシアやフィリピン
の子供たちに防災教育を行うことで、災害の危険性や災害を意識することの大切
さを伝えたいと考えています。国内活動では小学校での防災教育に加え、防災フェ
スへの出展なども行っております。また、防災教育について考え直してもらい、そし
て防災教育が広がっていくことを目指し、防災絵本を作成しています。

早大防災教育支援会WASEND

早稲田大学


