
 
令和元年度 学生ボランテイア団体 掲載団体一覧（大学等 50 音順） 

 
 
 団 体 名                                   大 学 等 名 
 
fan × fun 学生ボランティア愛好会 青山学院大学 

ザンビア・ブリッジ企画 愛媛大学ほか３大学* 

大阪大学中国語劇団 大阪大学 

STUDY FOR TWO 金沢大学支部 金沢大学 

学生団体 KUMC（Kansai University Muses Campus) 関西大学 

北里大学北里会文化会 ハンドベル クワイヤ 北里大学 

むしばくらぶ 九州歯科大学 

さいもんめ 京都大学 

学生防災支援サークル 京都文教大学 イーサポ 京都文教大学 

ボランティアクラブ こんぺいとう 静岡県立大学 

ロボット遊交部からくり 芝浦工業大学 

淑徳大学 Deaf. i 淑徳大学 

アーツ・イン・エデュケーション 城西大学 

STP カンボジア 上智大学 

摂南大学ボランティア・スタッフズ 摂南大学 

災害復興支援団体「わたりば」 高崎健康福祉大学 

筑紫女学園大学子ども応援グループ LYKKE  筑紫女学園大学 

中央大学学生スタッフ団体りこボラ！ 中央大学 

筑波大学公認ボランティアサークル LUZ 筑波大学 

芸大 猫と地域との共生を考える会 東京芸術大学 

学生サークル「ジャグリコ」 東北福祉大学 

ThunderBirds 常葉大学 

奈良教育大学ユネスコクラブ 奈良教育大学 

ボランティアサークル Together 南山大学 

日本社会事業大学ボランティアセンター学生スタッフ １step 日本社会事業大学 

国立あかるくらぶ 一橋大学 

広島経済大学興動館プロジェクト「動物のかけがえのない命を守ろうプロジェクト」 広島経済大学 

災害復興架け橋隊 福岡大学 

福岡女学院看護大学ボランティアサークル 葡萄 福岡女学院看護大学 

チームたまモン 法政大学 

北海道医療大学学生ボランティアネットワーク 北海道医療大学 

Meiku 三重大学 

＠GREEN 宮城大学 

明星大学 文化会 へき地教育研究部 明星大学 

大川活用プロジェクト支援団体 haconiwa 立命館大学 

IDFC日本ミャンマー学生会議 立命館大学ほか７大学** 

海士ブータンプロジェクト 早稲田大学 

（注 * ）  愛媛大学、国際医療福祉大学、杏林大学、秋田大学 
（注 ** )   IDFC2019：立命館大学、三重大学、同志社大学、慶応義塾大学、上智大学、筑波大学、大阪大学、京都大学 



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 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： 令和 2 年 4 月 13 日

http://fanfunfordc.wixsite.com/2020

藤森 千菜

団体のホームページアドレス

　団体全体として、昨年から人数が増加し、価値観の共有やミッションへ進んでいく
ための一体感の維持などが課題です。
　国外では、活動の拡大に伴って地域の行政や学校などと関わる機会が増えてお
り、その調整量に難があったり、今より質の高い企画を行っていくための知識など
企画力に課題感があります。
　国内では、親子向けのイベントを順調に延ばしてきましたが、イベントや地域の情
報を発信するのための認知が足りていません。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 環境

　私たちは、「楽しさで背中を押す」、「本当のニーズに沿った活動を」という共通の
価値観（理念）を持って活動しています。
　国外では、フィリピン・セブ島のスラム街で、子供達の選択肢を狭めてしまう環境
を少しでも変え、選択の自由がある社会を実現するための教育支援や、社会問題
となっているゴミの状況にコミュニティレベルから取り組む地域改善を行っていま
す。
　国内では相模原市にて、市が課題としてあげている自然の活用が少ないこと、親
子で遊ぶ機会の減少という課題に取り組むため、自然を活用した親子イベントを毎
年3回ほど開催しています。
　国内外、各地域の課題としていることに対して、真摯に向きあって解決に取り組
んでいます。

fan×fun学生ボランティア愛好会

青山学院大学

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 4 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 24 日

関東

愛媛県

https://zambiabridge2017.wixsite.com/zambiabridge-avp

玉井葉奈

団体のホームページアドレス

診療所が完成した後に計画通りに運営されるかが課題です。私たちも3年程度は
モニタリングしますが、外部からのサポートだけではなく現地の人たちの手で運営
される必要があります。
また、創設した奨学金により既にマケニ村出身の青年が国内の医学部に進学しま
した。彼が医師になるまで教育や心理的な面でのサポートが重要です。同じような
壁を抱えている若者は多いため、奨学金を拡充していくことも今後の取り組みで
す。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

私たちは、アフリカ・ザンビア共和国のマケニ村で住民と共に診療所建設などに取
り組み、地域の健康を守る活動をしています。日本国内ではザンビア風お好み焼
きや現地の布を使った手芸品の販売、アフリカ写真展や音楽コンサート、寄付など
により活動資金を集めながら、現地の医療問題や魅力的な文化について発信して
きました。2020年度中には診療所が完成し、現地保健局により運営が開始されま
す。今後は、診療所運営のフォローアップを通して建設した建物が地域の健康改
善に寄与するようにサポートします。同時に、僻地出身で経済的に恵まれない若者
が医療者になるサポートをするために、奨学金を創設し人材育成にも取り組みま
す。

ザンビア・ブリッジ企画

愛媛大学ほかいくつかの大学（他地域含む）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 国際 活動領域２ 地域連携

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： 令和 2 年 5 月 9 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　私たちは国際交流および中国への認知度向上のため、中国語による劇を公演し
ています。大学での年２回の公演では地域の方々だけでなく、様々な外国人の方
にもお越しいただいており、異文化理解の場として機能しています。また年１回、中
国や台湾の大学をお借りして海外公演を行い現地の大学生と実際に交流すること
で、お互いの文化を共有する活動をしています。50人の劇団員の中にも中国や台
湾からの留学生が在籍しており、母語話者としての観点から多くの意見を頂きな
がら全員で劇作りに取り組んでいます。これからはSNS等のツールを用いて、さら
に活動の輪を広げていくことが目標です。

大阪大学中国語劇団

大阪大学

大阪府

大阪府

https://sites.google.com/site/oucddabandaxuezhongguoyujutuan/home

矢ヶ部 修法

団体のホームページアドレス

　現在では50の団員が所属していますが、中国語での劇はハードルが高く思われ
るのか、なかなか新規団員数が増えないという問題があります。これに対して広報
活動に工夫を凝らし、日本語劇にはない魅力を発信できるようにしていきます。



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 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： 令和 2 年 3 月 22 日

支部のHPはありませんが、各種SNSから広報活動を行っています

北野昂大

団体のホームページアドレス

　わたしたちの活動や支援先の地域について多くの人に知ってもらいながら、大学
生の教科書購入において、新品のものを購入することに限らず、STUDY FOR
TWOから購入するという新たな選択肢をより広く普及させていきたいと考えていま
す。そして、教科書の再販売による売上金額の目標を達成することや寄付金額を
増やしていくことが現在の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

　わたしたちは「勉強したいと願うすべての子どもたちが勉強できる世界に」、「大学
の教科書をより安価に購入できることが当たり前の世界に」という活動理念を掲
げ、活動しています。
　学内でのビラ配布やSNSでの広報などを行いながら、大学生や大学の先生方か
ら不要になった本を寄付していただき、それらを安価で大学生向けに再販売してい
ます。再販売によって得られた利益はバングラデシュやラオスの子どもたちへの教
育支援に充てています。
　また、どちらかが身を削るのではなく、誰もが恩恵を被るwin-winな関係が構築さ
れるボランティアの形を目指しています。

STUDY FOR TWO金沢大学支部

金沢大学

石川県

石川県



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 242 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 4 月 24 日

http://www.

三浦千尋

団体のホームページアドレス

現在の課題として、出前授業やイベントなど限られたところでしか活動できていな
いという点です。少しづつですが増えてきてはいるものの、同じところに参加する事
が多いので活動の幅を広げ、多くの人に防災について学んでもらいたいと考えて
います。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

普段大学で防災について学んでいる学生が中心となり、活動拠点である関西大学
高槻ミューズキャンパスのある高槻市を中心に、「防災の啓発活動」と「地域貢献」
を軸に活動を行っているボランティアサークルです。加えて活動内容がより充実し
たものとなるように、ＫＵＭＣでは年に2回東日本大震災で被災した東北に訪問させ
ていただいています。大人から子供まで幅広いそうに対して防災を発信すること
で、地域社会の安全や笑顔、大切な人を守るための知識を自分たちで伝えていく
ことでより実感を持ちながら活動しています。

学生団体KUMC

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 福祉 活動領域２ 地域連携

構成員数 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 2 年 4 月 16 日

松木義人

団体のホームページアドレス

　ハンドベルという楽器のイメージから、演奏活動はクリスマス時期に集中していま
す。しかし、クラシック、邦楽そして民謡など様々なジャンルのハンドベル用の楽譜
があるため、１年間を通して演奏会を実施して、ボランティア、地域交流会等の活
動のお手伝いが可能と思っています。
　今後も、これまで以上に演奏会を行い、より多くの患者様への心のケアの提供を
し、地域住民の方々の交流の橋渡し役として活動して行きたいです。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　北里大学北里会文化会ハンドベルクワイヤは、北里大学病院に入院している子
供達に、ハンドベルによるクリスマス演奏会を開くために結成されました。入院中に
外出ができない子供達にクリスマスの雰囲気を、音楽を通して感じてもらうためで
した。このような背景から、身体の不自由な方をはじめ、子供から大人まで様々な
人に、楽しみや癒しを感じてもらえる演奏会をして、社会に貢献することを目的とし
て活動しています。

北里大学北里会文化会ハンドベルクワイヤ

北里大学

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 福祉

構成員数 70 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 3 月 31 日

福岡県

福岡県

https://mushiba2014.jimdofree.com/

河本拓也

団体のホームページアドレス

現在でも部員は70名程であり、本大学最大の学生団体となっておりますが、活動
に参加する学生は毎回10人以下であることが多く、活動に参加をしたことがない学
生が多いことが現状です。部員の数に応じた活動を行いたいと考えており、頻度や
領域を再検討し、幅を広げることが今後の課題となっております。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

むしばくらぶは「無私の心で社会に奉仕する者の集い(無私派くらぶ)」のむしばくら
ぶとして創設されました。活動は主に小倉南区にある知的障害児施設あすなろ学
園や門司区にある門司障害者地域活動センターに訪問し、利用者に対するブラッ
シング指導や、交流を主としたボランティア活動を展開しております。部員も一時期
は 100 名に達し、過去には今までの活動が認められ、学長賞も頂くことができ、現
在でも本学より一目を置かれる部として成長を続けております。

むしばくらぶ

九州歯科大学



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 115 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 25 日

京都府

京都府

なし

村瀬文哉

団体のホームページアドレス

近年京都市内の母子家庭は増加傾向にあり、私たちも、多様な性格や事情を持つ
子どもたちひとりひとりに最適な接し方を模索し続けていかなくてはなりません。私
たち自身が、施設職員さんによく学び、実際へと生かせるような連携づくりができる
かが、今後重視すべき課題だと思われます。また令和2年5月現在、新型コロナウ
イルスが日本においても猛威を振るっており、施設への訪問が困難な状況となって
います。この状況を悲観するのではなく、活動を再開できるようになってからの新た
なアプローチなどを、この活動休止の間に模索することこそ重要だと感じています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　京都市内４つの母子生活支援施設を訪問し、子どもたちと工作やゲームなどをし
て一緒に遊びます。遊びだけでなく、宿題や受験勉強など子どもたちの目的に合
わせて学習をする支援も行っています。これら普段の活動に加え、施設ごとに季節
のイベント（七夕・海水浴・クリスマスなど）や、大きなものでは私たち学生が中心と
なり企画する夏の施設合同キャンプがあります。学生はキャンプ中に果たす役割
に応じて５つの班のいずれかに必ず所属し、春からミーティングを重ねてキャンプ
の準備を進めていきます。
　これらの活動を通じ、友だちや家族・職員さん方とはまた違ったコミュニケーション
をとることで、子どもたちのより健やかでのびのびとした成長に貢献することこそ、
さいもんめの何よりの目的です。

さいもんめ

京都大学



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 6 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 4 月 21 日

近畿

近畿

http://www.kbu.ac.jp/kbu/campuslife/project.html

中野 宗一郎

団体のホームページアドレス

現在の課題としては、部員の減少が考えられる。4月現在で4回生4名、2回生2名で
あり、そのうち2回生の2名は他団体との掛け持ちであるため、多忙である。4回生
の卒業後を見据えた積極的な新入生の勧誘が必要だと考える。また、学内におけ
る避難誘導や防災設備の細かな確認ができるよう、教職員との密な連携も課題と
して挙げられる。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

日本各地で、豪雨や台風などにより、大きな災害が発生している。多くの方に「防
災」についての知識を広めるため、京都府宇治市・京都市伏見区地域内外で活動
を行っている。防災知識を身に付け、大学内・地域の方に対して「防災」に関心を
持っていただくことも目的としている。
2011年3月に発生した東日本大震災の復興支援がきっかけに発足。以降、東日本
をはじめとする日本各地の災害発生地での災害ボランティアに参加している。ま
た、大学内の避難訓練などに参加し、災害発生時の行動を学ぶ。京都府公認学生
ネットワーク・大学生消防防災サークル支援事業「京都学生FAST」に参加し、京都
府内消防団や他大学との交流、防災訓練にも参加している。

学生防災支援サークル　京都文教大学イーサポ

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 福祉 活動領域２ 地域連携

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： 令和 2 年 5 月 26 日

https://twitter.com/konpeito_uos

田中 夏暉

団体のホームページアドレス

現在の当部は、活動を主催する頻度と比べ、他団体が主催する活動に参加する頻
度の方が高い。今年度は、助成金も用い、部員のアイデアから新たに活動を生み
出していきたい。
また、学内において当部の詳細な活動内容はそれほど広く知れ渡っていない。
したがって、SNS・学内広報などを用いて、日頃の活動を多くの学生に発信してい
き、てんかんなど、日頃共に活動している団体の方々がかかっている疾患への理
解も広めていきたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

誰一人として同じ人がいない世の中で、互いにその違いを認め合い助け合って行
ける社会の実現を目的としている。そのような思いから、たくさんの色や形を持った
「こんぺいとう」を団体名にし、活動している。
主に障害を持った方々へのボランティアを主に活動し、交流の中で当事者の方々
が何を望んでいるのか、どんな社会生活をしているのかを考えている。そして、
人々へのボランティアを行うとともに、部員の将来の社会貢献を期待している。
昨年度は、特定非営利法人ゆうゆう舎および、公益法人日本てんかん協会との交
流やイベントへの協力を主にし、当学学生からの洋服の寄付募集や、静岡ふれあ
い広場実行委員会への参加などを行った。

ボランティアクラブこんぺいとう

静岡県立大学

静岡県

静岡県



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 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： 令和 2 年 4 月 14 日

https://karakuri-sit.net/

勅使河原大介

団体のホームページアドレス

使用するパーツのほとんどをTAMIYAで発注しています。子ども達に楽しんでいた
だく為に様々なパーツを注文する上で、発注・配達が遅延する連絡が多く、生産加
工時間がイベント間近までになってしまうことが問題となっています。3Dプリンター
などで加工することなどを視野に考えております。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：　ロボット遊交部からくりは、2004年に芝浦工業大学文化会加盟団体となっ
て以来、子ども達にものづくりの楽しさを知ってもらうことと地域の方々との交流を
目的としています。工作の楽しさや達成感、考えながら遊ぶ面白さを伝え、学校の
授業では体験できないことを感じてもらい、子ども達がより広い視野を持つきっか
けになればと考えております。からくりの活動は、大学で学んだことを活かし、「企
画を立ち上げ、計画から運営まで自分たちの手で行う」ことで、学生たちにとっても
非常に有意義なものと考えております。
活動内容：　工作教室では、部員が子ども全員に目が行き届くよう配慮し、ロボット
の作り方から工具の使い方まで丁寧に教えながら進めます。工作には部員が設計
したオリジナルの工作キットと説明書を使用します。また、使うロボットのパーツは、
子ども達が安全にロボットの組み立てができるように加工します。工作教室は、毎
年異なったイベントを企画します。

ロボット遊交部からくり

芝浦工業大学

関東

埼玉県



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 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： 令和 2 年 3 月 31 日

関東

関東

https://www.shukutoku.ac.jp/campuslife/club/chiba/defu.html

石橋　実咲

団体のホームページアドレス

私たちの現在の課題は二つあります。ひとつは部員数が減ってきていること。もう
ひとつは学外の人との交流が少ないことです。一つ目については、Deaf.iがどのよ
うな活動を行っているかということをチラシやポスター、歓迎会等でより積極的に発
信していきたいと考えています。二つ目については、地域の手話サークルに通うメ
ンバーや他大学の手話サークルに知り合いがいるメンバーから、交流会の提案を
していきたいと考えています。また、SNSを利用し、より広い範囲でつながりを持ち
たいと考えています。交流を増やすことでより多くの刺激を受けることができ、成長
につながると私たちは考えています。各々の成長のためにも、課題解決に取り組
んでいきたいと思います。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

Deaf.i（デフアイ）は、手話を学ぶサークルです。健聴者と聾者が共に協力し合いな
がら、手話や聾者とのコミュニケーションの取り方について学ぶことを目的としてい
ます。また、活動を通し健聴者と聾者の文化の違いを学ぶことを目的としていま
す。活動は週に３回、学内の部室で行っています。聾者や先輩を中心にテーマトー
クやゲーム等をしながら、楽しく手話を学んでいます。そのほかには、学内で発表
会を行っています。グループに分かれ、手話ソングや手話劇といった手話を使う発
表をそれぞれ行います。練習から本番までを通し、手話を学ぶだけでなく、聾者と
健聴者とのかかわりの中で互いの文化を知り、仲を深めています。また、学内だけ
でなく学外のイベントや交流会などにも参加し、見分を広めています。メンバーの中
にはサークルの活動で学んだことを活かしながら、学内のノートテイカーとして活躍
している人もいます。

淑徳大学　Ｄｅａｆ．i(デフアイ)

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

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： 令和 2 年 4 月 30 日

http://www.

柳澤智美

団体のホームページアドレス

ボランティア団体の平均年齢が70代近いこともあり、展示等の活動は不可能に近
い。2年後には活動を停止したいとの相談を受け、今後学生ボランティアが引き受
けるかどうかを検討しなくてはいけない。大学生ボランティアが引き受けることがで
きなければ全国作品展で埼玉県の西部の作品展示がなくなってしまうため、この２
年間で対応を検討しなくてはいけない。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：私たちボランティアの目的は、坂戸鶴ヶ島支部で児童作品展に関わる高齢
者の方たちのサポートです。ボランティア団体の高齢化にともない開催が難しいと
のことでした。絵を描くことを通して豊かな「美育」という思いを伝えたいというボラン
ティア団体の皆さんの思いを私たち学生がつなげていければと考え活動していま
す。
活動内容：2020年で19回目となり、ボランティアをされている団体の方たちの年齢
の平均が60代後半になってきました。私たちは、この団体の皆さんが支え続けた坂
戸鶴ヶ島児童作品展を存続させるために、私たちがボランティア団体の皆さんを支
え、この児童作品展が続くようにしていきたいと考えています。

アーツ・イン・エデュケーション

城西大学

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 その他

構成員数 16 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 4 月 14 日

活動領域３

学生ボランティア団体紹介

STPカンボジア

上智大学

東京都

東京都

　STPカンボジアは上智大学外国語学部英語学科の学生で構成されている教育支
援ボランティア団体です。夏季休暇期間中、アンコールワット遺跡で有名なカンボジ
アのシェムリアップ州にあるワットチョー中学で英語教育支援活動を10日間行って
おります。STPカンボジアでは授業を一からすべてメンバーで考え、授業で使う道
具や教科書を手作りしております。私たちの活動を通して、現地の中学生が英語力
や国際的な視野を養い、学習意欲を上げ、自分の力で選択の幅を広げられるよう
になってくれたらと願っております。
　

　 私たちの活動の課題点は生徒に直接指導する機会が少ないことです。年一度、
10日間という短期間での活動ですので、限られた時間と資源でより大きいインパク
トを与えられるようメンバー一同工夫を凝らしております。
　具体的には、彼らがいつ振り返ってもためになるような教科書づくり、生徒の学習
意欲を向上させられるようなカリキュラム、また一年越しに会う子供たちの成長に
気づき、褒めることを大切にしております。

団体のホームページアドレス http://stpcambodiasophia.wixsite.com/stp-cambodia

長澤明寿香



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 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： 令和 2 年 5 月 26 日

https://volunteers2016.jimdofree.com/

深江果音

団体のホームページアドレス

新型コロナウイルスのため、2020年度前期の活動は、全て中止となっており、学生
は大学に登校せず、オンライン授業となっているため、今年度の活動は非常に見
通しが悪い状況である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 国際

青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促しながら自立した存在として育
成するために、青少年を対象にして、大人への準備となる人格の基礎を築き将来
の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させるとともに、自らの人生をどう設計し
ていくかについて考えさせ実践させる活動を行っている。

ボランティア・スタッフズ

摂南大学

近畿

近畿

https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/
https://volunteers2016.jimdofree.com/


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 16 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 3 月 27 日

東北

関東

http://www.takasaki-u.ac.jp/contribution/volunteer

松本みう

団体のホームページアドレス

　現在の課題は、一般学生の参加人数を増やすことだ。近年頻繁に起こる自然災
害について多くの学生に向き合っていただくために、企画の募集方法や企画内容
について再度見直していく。もう一つは、防災に対する意識を高めるための方法を
考えていくことだ。今後、いつどこで起こるかわからない自然災害と遭遇した時、ど
のように行動すれば良いのか、何に気を付ければいいのかをシミュレーションする
企画を立案・実施していきたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

　わたりば は、東日本大震災で影響を受けた宮城県亘理郡亘理町を中心に活動
している。定期的に特定の場所を訪れることで、その地域が再生していく様子が目
に見えて分かり、現在のニーズと向き合うことが出来る。更に現地での活動は地域
活性化に繋がると考える。企画には一般学生にも募集をかけ、自然災害について
考えるきっかけに繋げることも目的の一つだ。
　毎年児童センターを訪問し子供たちとの交流を続けている他、現地のイベントへ
の参加や植樹を行ってきた。本学の文化祭では、亘理町の特産品を使った商品を
販売し、その利益を現地の非営利団体へ寄付している。また自然災害が起きたと
きには、学内での募金活動や現地での復旧活動も行う。

災害復興支援団体「わたりば」

高崎健康福祉大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 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： 令和 2 年 4 月 14 日

http://www.

本田さくら

団体のホームページアドレス

地域での認知は徐々に高まってきていますが、対象者への呼びかけがまだ弱いよ
うに感じます。今後は広報面もしっかり行っていきたいと思います。また、私たちの
活動には学生ボランティアの存在が欠かせません。ボランティア学生に活動の魅
力をどのように伝えていくかも工夫していく必要があります。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

子どもや子育てをしている方を中心に大学生として支援すること(居場所作り)を目
的としています。具体的な活動内容は地域での子ども食堂や学習支援、若いママ
を対象としたママカフェといった取り組みを行っています。

LYKKE

筑紫女学園大学

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 地域連携

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： 令和 2 年 3 月 29 日

https://sites.google.com/view/rikobora

原嶋亜由美

団体のホームページアドレス

りこボラ！では、後楽園キャンパスにはないボランティアセンターの代わりとして学
生がボランティアに触れやすい環境を整えようとしています。現状の課題として、ボ
ランティア参加率の向上、ボランティア情報の効率的な発信、ボランティアの企画
運営などがあげられます。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 福祉

りこボラ！は、「理系でもボランティアを日常に」というキャッチコピーのもと、日々ボ
ランティア活動を行っています。りこボラ！の活動の目的は、ボランティアの参加に
消極的だと思われがちな理系学生にもボランティアに気軽に楽しく参加してもらえ
る機会を作り、助け合いの輪を広げることです。りこボラ！が行っているボランティ
ア活動の種類は多岐にわたります。具体的には、ゴミ拾い、防災訓練、被災地支
援、理科実験教室、募金活動などが挙げられます。また、りこボラ！では、ボラン
ティア活動を行って気が付いたことを振り返り、共有することにも重点を置いてお
り、月に一度ボランティアの経験を参加者同士で共有する機会も設けています。

中央大学ボランティアセンター公認学生団体りこボラ！

中央大学

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 49 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 1 月 23 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　「誰もがきちんとした場所で暮らせる世界」を理念とし住まいに重点を置き活動す
る。主な活動としてはhabitat for humanityの指導のもとGroval Village Program（以
下GVと略す）と呼ばれるプログラムに参加し、春と夏の長期休暇を利用して２週間
ほど途上国において住居建築活動に携わっている。
　またGV以外に国内においても貧困やその他の理由により住まいの問題を抱え生
活している方に対しての住居支援も行なっている。その他にも興味のあるボラン
ティア活動に積極的に参加している。

筑波大学公認ボランティアサークルLUZ

筑波大学

茨城県

茨城県

https://tsukubayolo.wixsite.com/luz-tsukuba-cc

西岡遼也

団体のホームページアドレス

主な活動がGVであり約２週間ほど途上国に滞在する。航空券、滞在費、保険料、
ドネーションとして一人当たり合計20万円ほどの費用がかかってしまう。よって個人
に対する負担が大きく、課題として複数回行くことができないことから継続的な支援
とはなりづらいという点が挙げられる。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 環境 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： 令和 2 年 5 月 22 日

目的：芸大構内に棲む「野良猫(地域猫)」の福利活動(去勢・避妊、餌やり、掃除等)
活動内容：
本サークルは、多くの自治体がNPO団体と提携を取りながら「殺処分ゼロ」に向け
て行っている、いわゆる「地域猫活動（またはTNR活動、T=trap, N=neuter,
R=return）」の、芸大構内および近隣地域での推進と啓発運動を行うことを目的と
する団体である。
毎日の餌やりに加え、定期的に開催しているチャリティーコンサートを通して、動物
愛護活動を広めている。
また音校キャンパス内の野良猫を保護し、必要に応じて不妊・去勢手術などの処
置を施した上で、里親募集を行っている。

構成員を有志で募っているため、人員を確保できないという課題を抱えている。
現在率先して活動をしているメンバーの多くが、今年度で卒業してしまうため、今年
度中に後任を育成しなければならない。

団体のホームページアドレス wt//:ptth　rettiwT /iakokenieg/moc.koobecaf.www//:ptth　koobecaF

宮武苑子

活動領域３ その他

学生ボランティア団体紹介

芸大　猫と地域との共生を考える会

東京藝術大学

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 地域連携 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： 令和 2 年 3 月 23 日

東北

東北

https://www.tfu.ac.jp/club/74.html

白井　千尋

団体のホームページアドレス

　大学内外のサークルや地域の方々との連携を図りながら活動する機会が少な
い。自分たちとは異なる種別の方々と一緒に活動することで、自分たちの活動以外
の分野にも視野が広がり自分たちの成長にもつなげられると思う。さらに自分たち
の活動範囲の拡大にもつながる。そのためにも今後積極的に大学内外のサーク
ル等との共同の企画を立てて活動を行っていきたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

 地域社会の人の繋がりは福祉にとって重要な役割を担っているといわれている。
そこで私たちは地域で行われている地域イベントに参加し、ジャグリングのショーを
披露したり、イベントに参加している方々と一緒に簡単なジャグリング体験を一緒
に行うことで、楽しい時間を同じ地域の人同士で共有してもらえるように企画を立て
ている。ショーを披露するだけでなく、そのイベントに自分たちも実際に参加させて
いただくことで、ボランティア活動のみならず、地域の方々との対話も大切にしてい
る。単に楽しむだけでなく、自分たちのコミュニケーション能力の向上も実感できて
いる。

学生サークル「ジャグリコ」

東北福祉大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ 環境

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： 令和 2 年 4 月 15 日

活動領域３ その他

 目的：
　本団体は、2008年中国四川省大地震をきっかけに発足し、「僕らが今、できるこ
と」をモットーに、現在全学部５０名の学生が在籍するキャンパス最大のボランティ
アサークルである。国際救助隊ThunderBirdsに由来し、「必要なところに必要な支
援を」を信条に活動している。
　活動は５つの柱を中心に地域のニーズに応える活動と地域の団体や他大学と連
携・協働して企画運営を行う活動から成る。学生一人ひとりが「地域に貢献」すると
いう高い意識をもって活動する。
活動内容：
①防災：災害支援活動（岩手・熊本・長野）、募金活動、3.11復光キャンドルナイト等
②防犯：地域防犯（小学校下校見守り活動/まもろーる、まもちゃり）、防犯教室等
③スポーツ：三遠ネオフェニックスホームゲーム、ブレス浜松ホームゲーム等
④こども：夏休みひまわり講座、学習支援（ぐんぐんスクール）等
⑤地域活動：TOYOTASOCIALFES、浜松市医療救護訓練、地域防災訓練等　本団体では、ボランティア活動を円滑に行うため、代表と副代表、会計、５つの活
動のリーダーによる幹部組織を立ち上げて、運営をおこなっている。学生限定の活
動であるため、幹部組織は1年で交代になり、代による温度差が多少みられる。ま
た、組織の人数は多いが、活動に参加する人の固定化が課題である。ボランティ
アに参加する学生を増やすために、月１回の全体ミーティングや幹部ミーティング
の定例化による情報共有や団体内での交流会等を行い、ボランティアに参加しや
すい環境づくりに努めている。

団体のホームページアドレス https://ja-jp.facebook.com/thunderbirds.tokoha

松下紘大

学生ボランティア団体紹介

Thunder Birds

常葉大学

静岡県

静岡県



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 地域連携

構成員数 87 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 5 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

目的：私たちユネスコクラブは、「防災」に視点を置き、防災意識を向上させること、
防災について自分ごととして考えることができるようにといった目的でボランティア
活動を開始した。

活動内容：2018年「西日本豪雨」によって被災した岡山県を訪れ、ボランティア活動
を開始した。主な作業内容としては、浸水した家屋からの土砂の掻き出しや家財道
具の搬出、家屋内外の清掃、被災された住民の方々へのニーズ調査などである。
そして、12月には、被災地でのボランティア活動の成果や学びを発信する場とし
て、被災地ボランティアシンポジウムを開催した。昨年には、「今必要としている支
援は何か」調査し、もう一度現地を訪れ写真洗浄ボランティアを行った。

奈良教育大学ユネスコクラブ

国立大学法人奈良教育大学

近畿

近畿

 

狗飼菜々子

団体のホームページアドレス

現地に赴き、ボランティア活動として多くの支援を行ってきたことにより、私たち学
生の防災意識は以前よりも高まったと実感している。しかし、その輪を外へ広げる
ことができていないのが現状である。本大学に在学する学生はもちろんのこと、地
域住民の方々とも交流を重ね、地域全体での防災意識の向上を目指したいと考え
ている。



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 環境

構成員数 112 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 31 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 地域連携

私たちボランティアサークルTogetherは、活動を通して個人の社会における視点・
視野を広げ、人脈を広げて、学生生活をより充実させるという目的をもって活動し
ています。活動内容としては主に、環境・福祉・赤十字・町おこし・募金の5つの分野
で活動を行っています。環境ボランティアでは川やその周辺を地域の方々と清掃し
ます。福祉ボランティアでは、児童館のお手伝いや、発達障がいを持ったお子さん
を託児して、子どもとコミュニケーションをとります。赤十字ボランティアでは献血の
呼びかけを中心に行い、春には大勢の部員が赤十字について学ぶ基礎研修に参
加します。コロナ自粛期間では使い捨てマスクを作成し病院に送りました。町おこし
ボランティアでは、岐阜県美濃加茂郡の白川町で活動しています。現地の農家の
方に教わりながら田植えや稲刈りを体験し、年に何度か開催されるお祭りのお手
伝いも行っています。募金活動では、被災地や発展途上国への寄付金の呼びか
けをしています。

ボランティアサークル　Together

南山大学

愛知県

中部

http://office.nanzan-u.ac.jp/student-services/clubs/cat02/nagoya05/001667.html

加藤爽

団体のホームページアドレス

現在、コロナウイルス感染拡大防止につき、活動そのものができない状況になって
います。3月には赤十字活動にて使い捨てマスクを個人で製作し、医療現場に届け
ることができました。「今私たちにできることは何か」ということを部員全員が意識し
て考え実行することが課題である。



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 福祉

構成員数 17 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 3 月 13 日

東京都

東京都

http://www.

笹原舞

団体のホームページアドレス

紹介や斡旋をした学生の継続的なボランティア活動への参加が今後の課題です。
今まで以上に地域と学生が繋がりを持てる機会を創出するために、市内のまちづく
り市民会議等の団体と連携してまちづくりや相互支援の取組に参加し、活動をさら
に充実させ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

私たちは学生とボランティアを繋げ、学生がボランティアを始める一歩をつくること、
地域と学生が繋がりを深める架け橋となることを目指して活動しています。学内ボ
ランティアサークル同士の意見交換・情報共有の場としての交流会、新入生向けに
各ボランティアサークルの活動を紹介するボランティアトークサロンの等を開催して
います。また、地域と学生を繋ぐ活動として社会福祉協議会と協力し、地域のボラ
ンティア紹介から斡旋までを担う活動や、福祉施設やボランティア団体と連携し、
学習会からボランティア体験会までを行う一連の企画を実行してきました。

日本社会事業大学ボランティアセンター1step

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 環境 活動領域２ 福祉

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： 令和 2 年 5 月 31 日

0

布勢勝久

団体のホームページアドレス

現在の課題として、参加している学生の人数が少ないことが挙げられます。この課
題を克服するためさらなる外に向けたPR活動を行っていいかなければならないと
考えています。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 地域連携

東京都国立市を中心として、環境活動・福祉活動・防災活動を行っています。特に
環境活動につきましては、毎週木曜日、日曜日の夕方から一般の方も交えてのゴ
ミ拾い活動を行っていますので興味のある方は是非ご参加ください。福祉活動につ
いては例えば、市の児童館と共同で小中学生向けの学習支援活動や高校生に向
けたワークショップ活動などを行っており、地域の学習支援に力を入れています。
防災活動については、国立市の自主防災組織に所属し、地域の方を交えた防災
訓練や防災備品の点検等を行っています。

国立あかるくらぶ

一橋大学

関東

関東



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 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： 令和　 2 年　4　月　24　日 

西原　実希

団体のホームページアドレス

現在の課題は、主催企画である「体験ボランティア」の参加者が少ないことで
ある。この企画は、「保護動物の現状を知ること」や「終生飼養(最期まで責任
をもって飼うこと)の大切さ」などについて、動物管理センターの保護動物とふ
れあい体験を通し、考えてもらう企画である。しかし、参加者数が伸びず苦悩
の日々である。現在は、SNS発信やチラシ配布を行い学内・外に広報を行っ
ている。目的達成のために引き続き尽力していきたい。

私達は広島県民を対象とし、「動物と人間が一歩一歩ともに歩んでいく社会
を実現すること、そして、一匹でも幸せな動物を増やすこと」を目的に活動し
ている。
目的達成のためには、私たち人間が動物たちに意識を向ける必要がある。
私たちは、「いぬねこ教室・パネル展・体験ボランティア」などの各種企画を通
して、動物たちに対する知識やペットを飼う責任・覚悟などを発信している。こ
の活動をより正確に行うため私たち自身が「ボランティア活動・外部講師によ
るセミナー」に参加することで、正しい知識をつけている。
私達の活動により、一人でも多くの人が動物に目を向け【ペットを飼うことの
責任・命の大切さ】を意識してもらえるようにしたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

広島経済大学　興動館　動物のかけがえのない命を守ろう

広島経済大学

中国

中国

団体名
プロジェクト



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 44 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 4 月 15 日

https://twitter.com/fu_kakehashi

吉原鉄平

団体のホームページアドレス

①部員の急増により組織が肥大化し、意思決定に時間がかかってしまう
②今まで活動を行ってきた被災地が災害復興から住民同士の繋がりの支援形態
へと変化しているが、対応がまだ不十分である。
③学業の両立と限られた部費の関係から、災害が発生しても　被災地に急行でき
ない(迅速な対応がとれない)

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

①被災地支援 - 2017(平成29)年に福岡・大分両県で発生した「九州北部豪雨」の
被災地支援を行なっています。災害発生から約三年が経ち、生活インフラの復旧
は完了したものの、豪雨による被害で農作業が再開できない多くの農家の方々が
いらっしゃいます。そのような方々の支援を行っています。
②復興物産展　- 被災した地域の特産物を販売し、売り上げの一部を生産者並び
に被災した地域に寄付することで間接的な支援を行っています。また、物産展に訪
れた方々に被災地の「いま」　を情報発信しています。

災害復興架け橋隊

福岡大学

九州

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 福祉

構成員数 371 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 20 日

福岡県

福岡県

https://ns.fukujo.ac.jp/ （大学HP）

大庭亜利紗

団体のホームページアドレス

現在は、他団体から依頼を受けてボランティアに参加することが多いため、今後は
自分たちでボランティアを企画・立案して実施していきたいと考えている。特に今
は、コロナウイルスの蔓延でボランティアの依頼が少なくなっているので、看護学生
として地域住民の方々にできることは何かを考え、それを形にしていきたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

【目的】
活動ごとにその目的を述べる。
①生活困窮者やホームレスの方々が抱える心身の健康問題を軽減できるよう必
要な情報を提供し自信をつけていただく。見守りを通して安心して生活を送ること
ができること。 ②病気や障害を抱える子どもの成長を促すこと、その兄姉弟妹児に
も遊べる機会を提供すること、保護者にはレスパイト（休息）と育児法を伝授するこ
と。 ③被災者同士のコミュニティづくりと心身の健康保持増進。 ④住民同士の交
流促進や地域の活性化、人々の健康保持増進。
【活動内容】
①生活困窮者とホームレス支援（毎月1回、健康相談会を開催。食生活に不安を感
じる方が多く、年に1回、簡単レシピや調理法などの健康学習会を企画・実施。） ②
在宅療養児とその家族支援（「バルーン遊園地」「サプライズサンタ」等の遊びのイ
ベントを年に2～3回企画・実施する。当日は子ども達の体調チェック、事故防止の
ための安全管理、保護者向けの講座や交流会を行う。） ③熊本地震や九州北部
豪雨後の被災地支援（瓦礫撤去、家屋の整理、被災者への健康測定会は長期休
暇を利用し現地泊まり込みで実施。） ④老人会や子ども育成会、小学校や学祭等
での各種イベント（看護師体験コーナーの企画・実施、健康測定会やミニ講話の開
催など地域のニーズに対応。）

ボランティアサークル葡萄

福岡女学院看護大学



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 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： 令和 2 年 1 月 17 日

http://www.hosei.ac.jp/volunteer/

小森　滉太

団体のホームページアドレス

　現在の課題は、益城町の仮設団地の新たなコミュニティの形成です。2020年には
住民の公営住宅への引っ越しや、現在ある仮設団地の集約が推し進められること
が決まっており、それに伴い今までのコミュニティが再編成し、住民のストレスが増
えることが非常に懸念されています。
　そこで我々は、住民同士がふれあい、新しい関係を築けるような活動の必要性を
感じており、いかにして人と人を繋ぐボランティアをしていくかが今後の課題です。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　我々の目的は、熊本地震の記憶が風化することを防ぐとともに、現地の生の情報
を発信することです。現に、被災者の方から自分たちのことを忘れられてしまうので
はないかという不安の声をいただいていることもあり、その必要性を強く感じていま
す。
　具体的な活動内容は、「熊本県の仮設住宅における活動」と「東京でのスイーツ
販売」の2つです。熊本県の現地活動は、交流により被災者に楽しんでもらいつ
つ、震災当時や現在の状況についてのお話を伺うことを主としております。東京で
のスイーツ販売は、熊本産の茶葉を使ったスイーツを大学近辺のイベントで販売を
し、購入者や立ち寄った人に現地で得た生の情報を広めていくことを基としていま
す。

チームたまモン

法政大学

熊本県

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 福祉 活動領域２ 地域連携

構成員数 106 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 22 日

北海道

北海道

なし

中村凌

団体のホームページアドレス

現在、「福祉・医療」をテーマにした創作演劇の上演とワークショップをセットとした
社会教育プログラムの開発を目指している。このプロジェクトを進めていくうえで、
実際に構築したプログラムが、今後持続的に運営されていくために、プロジェクトに
参加する学生を確保する必要がある点、また演劇の上演に必要な、美術・広報そ
の他制作を行うための初期投資資金が著しく不足している点、以上の2点が本団
体の課題である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本団体は「地域の福祉イベントの企画運営を行う学生有志グループ」を前身とし、
2013年に設立され、活動実績としては、約20年の歴史を誇る。私たちは、特に若年
層との交流が少ないフィールドにおいて、コミュニティの存続に貢献し、地域に刺激
をもたらすことを目的として、各種ボランティア活動を行っている。また、学生自身も
ボランティア活動を通して、将来の医療職としての知見および視野を広げることを
目指している。
活動内容：
　Ⅰ当別町内外でのお祭りの企画運営。
　Ⅱ外部からの募集に応じる形でのボランティア。
　Ⅲ社会教育事業、学習支援事業への参加。
　現在は特にⅢに力を入れて、福祉・医療に関する教育活動を新たに企画中であ
る。

北海道医療大学学生ボランティアネットワーク

北海道医療大学



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 49 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 3 月 13 日

Twitterで「上ノ村縁結びプロジェクト」と検索をおねがいします。

安本伊絵菜

団体のホームページアドレス

すでに活動が軌道にのってから入ってきた世代が増えてきたので、現状に満足し
てしまっていたり、今ある活動に手いっぱいになって新しいことに取り組もうと考え
ることが減ってきているように感じる.また、活動に参加できる頻度が人によって違う
ため仕方なくもあるが、村の人との交流ができていないメンバーもいる。一部の人
だけでなく、できるだけ多くのメンバーが村に住んでいる方と交流を深めていろんな
ことを学んでほしいと考えている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

三重県津市白山町上ノ村で、①耕作放棄地の活用（お米・野菜・果樹の栽培な
ど）、②獣害対策活動（ヤギの飼育、ジビエ料理研究など）、③上ノ村の行事への
参加（盆踊りや山の神への神事など）、④上ノ村や農村文化を知り知ってもらう活
動（こんにゃく・味噌づくりなど）、⑤その他の活動（ピザ窯づくり、古民家改装など）
を行っています。村はちょうど大学生ぐらいの年齢層が少なく、そこを補うような役
割も担っています。農業系の学部に所属するメンバーは田畑で、建築系のメンバー
はピザ窯や古民家改装でといったように、それぞれ学校で学んだことを活かして活
動しています。みんな好きな事を好きなように楽しみながら村をよくしていこうと頑
張っています。

地域おこしサークルMeiku

三重大学

三重県

三重県



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 23 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 3 月 31 日

東北

東北

なし

佐藤彩乃

団体のホームページアドレス

公営住宅の食堂では、一度集まったのにご飯を食べるときは部屋に戻って食べる
人が多い。一緒に住居者の方が食べれるような雰囲気づくりをするのが必要だと
思う。また、食堂にくる方も固定化しているため、さらに参加しやすい環境づくりが
必要である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

復興公営住宅で生活している方の孤立や引きこもりが深刻化している。そのため、
ご近所の方や世代の離れた学生との交流を深める機会や場所を提供している。さ
らに、外に出る機会を増やし心身ともに健康な生活を目指す。また、大学生の食生
活改善を目的として活動している。活動内容としては、復興公営住宅での食堂の
開催や手伝い、大学の加工棟での加工活動、朝ごはんフェアの開催などである。

＠GREEN

宮城大学



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 活動領域２

構成員数 81 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 1 月 21 日

学生ボランティア団体紹介

明星大学　文化会　へき地教育研究部

明星大学

全国各地

東京都

活動領域３

山や島にある幼稚園・小学校・中学校の小規模校へ１週間訪問しボランティア活動
をしています。訪問中では、へき地教育について研究、子どもたち・保護者・地域の
方と交流し関わりを深めています。大学では、訪問先の子ども達にプレゼントする記
念品の作成、訪問中に行うへき地教育や学校教育に関する研究および事前調査を
しています。

https://meisei-hekiken.jimdofree.com/

山本裕馬

団体のホームページアドレス

へき地教育研究部の現在の課題は、研究の目的や方向性をより明確化することで
す。私たちは年間を通して活動を行っていますが、実際に学校を訪問し、先生や児
童・生徒と関わるのは1週間のみとなっています。そのような短い期間でへき地教育
の特徴を深く知り、より良い教育を追究するためには事前の準備が必要不可決で
す。その準備段階で研究について全体で話し合って内容を詰め、有意義な訪問期
間となるように努めていきたいです。



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 34 名

目的及び
活動内容

現在の課題等

　　　代表者名

情報公開日： 令和 2 年 5 月 31 日

近畿

近畿

https://pando.life/haco2wa_bkc/admin

田中　颯太

団体のホームページアドレス

子供への環境学習として大川の活用しようとしていたが、実際活用できている部分
は一部分にとどまっている。大川を利用することで起こる危険を考えると断念せざ
るを得ない状況になっている。それを解消するための大川の開発も順調に進んで
いない。
また活動として10年目を迎えるため地域として企画の定着などは進んでいる部分
もある一方企画のマンネリ化などが起こっているため新たな活動が必要になってい
る。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

「大川活用プロジェクト」に参加し、守山市、美崎町自治会、京都大学生存基盤科
学研究ユニット、立命館守山高等学校と共同で守山市を流れる大川の水質浄化や
環境保全、河川環境を活用したまちづくりに取り組む。基本的な活動内容として、
SDGsを団体の活動指標とした地域の子供への環境学習や、地域資源を生かした
地域活性化活動を行っている。また滋賀県内外でのプロジェクトに関する講演や事
例発表、活動報告、守山市における中高大連携の起点団体として、立命館守山高
校を始め市内中高生に向けた企画やアドバイザとしても活動している。

大川活用プロジェクト支援団体 haconiwa

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 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： 令和 2 年 1 月 6 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　本団体は、「」日本とミャンマーの若者自ら交流機会を創り、将来に向けて関係を
築いていく」を理念に掲げ、「ミャンマー側実行委員会」をカウンターパートとし、毎
年2月に日本かミャンマーの片国、あるいはその両国にて開催する「学生会議」の
企画を実施しています。学生会議には、日本とミャンマー両国の大学生からそれぞ
れ15人ずつ選抜され、参加しています。2019年度に開催される「IDFC2020」は6度
目の開催となり、例年に漏れず「社会課題」、「文化理解」、「自己分析」の3つの軸
の下に、学生会議が進行します。学生会議の最後には、ミャンマーにて開かれるシ
ンポジウムにて、ミャンマーの大学生に対して、約10日間で実施したフィールドワー
クやディスカッションの成果を発表します。

IDFC日本ミャンマー学生会議日本側実行委員会

立命館大学

京都府

京都府

https://idfc-jpn-mmr.jimdofree.com/

川島涼太郎

団体のホームページアドレス

　団体が創設されて2019年度で6年目となりますが、複雑な業務や毎年度構成員
が変わることから、業務や知識の引継ぎが困難となってきています。これを解決す
るために、現在の学生団体「IDFC日本側実行委員会」の後援団体としてのNPO法
人を設立するという一案が提案されています。



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 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： 令和 元 年 12 月 23 日

島根県

東京都

http://www.

櫛部　紗永

団体のホームページアドレス

　ブータンを訪問するのにはどうしても費用がかかるため、各自の自己負担が多く
なり（助成金の獲得等に力を入れているものの）持続可能性という点で問題が残っ
ている。また発信や引き継ぎに関してはまだまだ改善の余地があるため、その強
化を促したいと考えている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：
「海士ブータンプロジェクト」（あまたん）は、早稲田大学平山郁夫記念ボランティア
センター（WAVOC）が展開する早稲田ボランティアプロジェクト（ワボプロ／2017年4
月～）のひとつです。地域創生の「挑戦事例」を数多く有する海士町における就労
体験を通して課題や施策を学び、そこからの学びをもとにブータンの地方問題に一
石を投じることを目指して活動を行っています。

活動内容：
① ミーティング
② 「ブータン勉強会」の開催
③ 中学校での講演、写真展の開催等を通した情報発信
④ 海士町における就労体験
⑤ ブータンにおける地域調査
⑥ 地域密着・体験交流型ブータンスタディツアーの企画・実施

海士ブータンプロジェクト

早稲田大学


