
 
令和２年度 学生ボランテイア団体 掲載団体一覧（大学 50 音順） 

 
 
 

 団 体 名                                   大 学 等 名 
 

教育ボランティアサークル Iris  敬愛大学 

ASANTE PROJECT 上智大学 

ボランティア部 第一工業大学 

日本マラウイ学生団体 筑波大学 

東工大学生ボランティアグループ 東京工業大学 

学生ボランティアコーディネータ― ぼらくと 新潟青陵大学 

IYAH 広島大学 

初等教育研究会 どろんこの会 明星大学 



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 72 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 12 月 21 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 環境

 私達は千葉市美浜区を中心に、小学生の多彩な学びを支援するため、体験型の
学習プログラムを提供する教育ボランティア活動を展開している。主な活動を以下
の文章で述べたい。
 まず、近隣の小学生を集め、学校で与えられた課題に一緒に取り組んだり、理科
を中心とした実験教室や図工教育を通じたものつくりの楽しさを体感してもらえるよ
うな学習会を行ったりしている。次に、イオンスタイル検見川浜と連携して小さな子
どもからお年寄りまで、年齢を問わず参加していただける企画を展開し、地域の
方々の繋がりを醸成してきた。最後に、千葉市美浜区役所と連携して、大型イベン
トの企画運営や、プランターでの地域緑化に協力したりしている。

教育ボランティアサークルIris

敬愛大学

千葉県

千葉県

http://www.

網中弓華

団体のホームページアドレス

　私達は年に36個の企画を行っている。そのため新しい企画を考えることが、だん
だんと難しくなってきているという課題がある。しかし我々のスタッフは、将来は教員
になりたい人がほとんどのため、大学の授業や実習の経験などを活かし、新しい企
画を作っていきたい。そして、子ども達と接することができる企画を増やしていき、共
に学びながら多くの笑顔を作っていけるような企画を考えていきたい。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 国際 活動領域２ その他

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 12 月 16 日

https://asante-project.com

小林千浪・岡田花凛

団体のホームページアドレス

　今回コロナの流行により渡航ができず、現地のニーズを掴むことが難しくなった。
また今年度は対面ミーティングがほとんど行えず、メンバー間のコミュニケーション
が取りづらい環境にある。
　このような状況で、先代の活動を引き継ぐことや、さらなる発展をするにはどうす
れば良いか、という悩みも生まれている。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　私たちはタンザニアの未就学児の教育支援活動を行っている学生団体です。活
動理念としては「現地のニーズを最優先に、持続的かつ将来性のある支援を、学
生の力で社会に変化を」という三つを軸に、日々活動しています。
　現地渡航は年に二回、二月と九月に実施しています。また日本では、タンザニア
布を使用したハンドメイド商品を扱う『ASANTE MARKET』の運営や、タンザニアの
魅力を伝える広報活動を行っています。
　これまでの支援としては、チョークやノートなどの物資支援から学校設備の建設
支援を行ってきました。これからも日々変わりゆく現地のニーズを学生の目線で的
確に捉え、現地の”ASANTE（ありがとう）”を生み出す活動を行っていきます。

ASANTE PROJECT

上智大学

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 42 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 3 年 2 月 2 日

http://www.

長山なな子

団体のホームページアドレス

　まちづくり舞鶴隊では、駅の自転車やバイクの施錠・防犯登録をしていない人に
直接呼びかけるなど施錠・防犯登録の強化を図ることや、舞鶴隊で行っている地域
のごみ拾いも別の活動としてボランティア部全員で定期的に行い町をきれいにする
活動を徹底することが課題です。
　マナビバでは、それぞれの子どもに合わせた教え方、学習の仕方を考えながら勉
強が苦痛にならないよう楽しく勉強できるように工夫すること、子どもが悪いことをし
た時や決まりを守らなかった時などの怒り方を工夫することが課題です。
　舞鶴隊やマナビバ、地域のイベントなどでもすべてのボランティアにおいて、自分
で考えて行動すること、時と場合に合わせて臨機応変に対応する力が重要だと感
じられたため、これからは自分に足りない各ボランティアにおける課題、全体的にお
ける課題を改善することがこれからの課題であります。
　

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　霧島市にある唯一の大学であり、より地域に貢献できる活動を行うことを目的とし
ボランティア部として活動しています。主な活動は、地域での夏祭りに参加したり、
その他にも地域のイベントや子ども食堂、子どもの学習・話し相手になるマナビバ
などです。
　また、第一工業大学伝統の舞鶴隊という、地元の警察の方と地域を歩いてパト
ロールをしながらごみ拾いをしたり、駅の駐輪場の施錠・防犯登録の確認をしたり、
月に1回（コロナ前は月3回）行っている。地元の祭りでは、祭りの前と後にごみ拾い
をしたり、祭りの最中は警備や神輿の運搬・案内など来られた方々が楽しく安全に
楽しめるよう努めています。子ども食堂では、個食・孤食により一人でご飯を食べて
寂しい思いをする子が少しでも楽しくご飯を食べれるようご飯と食べる場所を提供
する活動で、私たちボランティアはご飯をつくったり片づけをしたりしています。マナ
ビバは、親が土日や長期休みなど仕事で家にいないことの多い子供たちに学習を
する、話し相手になる学校でも塾でもない第3の居場所として子供たちの相手をす
るなどの活動をしています。地域に貢献できるよう市や地域の方々からのご依頼を
受けさせていただき活動しています。

ボランティア部・まちづくり舞鶴隊

第一工業大学

鹿児島県

九州



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 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 12 月 23 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本団体は、「日本とマラウイの架け橋になる」ことを理念とし、アフリカのイメージを
豊かにすることを目標に活動を行っている。
活動は大きく分けて、渡航活動、国内活動、団体内活動の三つがある。
渡航活動では、毎年夏休みに3週間、有志でマラウイに渡航して活動を行う。活動
内容はその年の渡航者内で決定するが、小学校での運動会や大使館訪問は毎年
行っている。
国内活動については、渡航経験を国内で発信するイベントの開催や他のアフリカ
系学生団体との交流会などを開催している。
団体内活動では、月２回のミーティングでの発表や、それぞれが企画しているイベ
ントの提案・進捗報告などを行っている。

日本マラウイ学生団体

筑波大学

関東

茨城県

https://jmyorg.wixsite.com/jmyo

今泉那菜

団体のホームページアドレス

現在の大きな課題として、コロナ禍によって団体の大きな活動の一つであった渡航
活動ができなくなっていることが挙げられる。
ただ、この状況を機に国内活動の充実化を図り、渡航しない団員も積極的な活動
を行うことのできる団体にできるよう試行錯誤を重ねている。



団体名

所属学校名

本拠地（所在地）

活動地域

活動領域１ 地域連携 活動領域２ 環境

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： 令和 3 年 2 月 9 日

https://twitter.com/titechvg

市村知輝

団体のホームページアドレス

東工大生や教職員と共に第二回スタディツアーとして1泊2日の行程を計画してい
る。グループワークなどの学びを昇華させる機会をより充実させ、「東工大生」なら
ではの復興支援活動モデルの提案を目指している。また対面での活動が難しい現
状の中、防災活動として学内ハザードマップの作成や、ボランティア活動における
葛藤の共有、環境報告書における情報発信など、自分たちにできる新しい活動の
形も模索中である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

本団体は東日本大震災をきっかけに、「大学内で復興のお手伝いがしたい」という
思いから設立された学生活動であり、復興支援活動・防災活動・地域連携活動の3
つを軸に活動している。復興支援活動では被災地から仕入れた物産を大学祭で販
売し、売上金をその地域に還元している。また一般の学生を含む有志で東北を訪
れ、被災地の今を自分の目で確かめ、現状からの学びを獲得・発信している。防災
活動では本学や目黒区主催の防災訓練に参加し、防災意識の向上を図っている。
さらに地域連携活動では駅前の花壇整備や地域イベントへの参加、月に一度のこ
ども食堂の手伝いを行い、日ごろから地域とのかかわりを持つことで、防災・減災に
努めている。

東工大学生ボランティアグループ(東工大VG)

東京工業大学

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 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： 令和 3 年 1 月 6 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ その他

東日本大震災をきっかけに新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部ボランティア
センター内に発足。学生ボランティアコーディネーターとしてボランティアセンターよ
り任命を受けて活動している。活動内容としては、学生のボランティアを希望する学
生に向けてボランティア相談やマッチング等を行い、依頼団体と学生とを繋ぐ役割
を担っている。また、自身のスキルアップ事業の開催や事業の企画・運営、地域で
のイベントボランティアや被災地支援、広報活動として情報誌等の作成やイベント
等でのPR活動を行うなど多岐に渡っている。現在は情勢などの状況に応じてオン
ラインでのセミナーの企画やボランティア関連授業との連携など幅広く活動しつつ、
その時々にあった活動の展開や活動先との信頼関係を大切に活動に励んでいる。

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

新潟県

中部

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

岩城桃子

団体のホームページアドレス

現場に行って活動ができない昨今、オンラインではセミナーの参加やスキルアップ
として有効活用はできるが、”人と人との関わりの中で育まれる感情”はオンライン
では限界があり難しさを感じている。遠方の人との繋がりや交流では今まで以上に
幅が広がったが、現場で感じる「気持ち」までは育めず、それらを今後どのように対
応していくか、またそういった環境で過ごすしかない昨年の入学生や今年度の入学
生をどのように巻き込んでいくか課題となる。



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 100 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 3 年 2 月 12 日

http://hiroshimayouth.sblo.jp/

道方雄太

団体のホームページアドレス

活動を支える資金の不足が課題となっています。原因として、新型コロナウイルス
感染拡大により例年行っていたプログラムが中止になったこと、活動人数の増加
によりさらに資金が必要となったことがあります。新型コロナウイルス感染拡大の
状況に合わせて、オンラインに活動の幅を広げたり、補助金制度へ応募したりする
ことで、課題を克服したいと考えております。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　IYAHは、「たのしくてためになる学び」を子どもたちに届けることを目的に活動し
ている、社会教育団体です。子どもたちが職業・政治・経済といった社会体験を通
して、子どもたちの町をつくる「ぼくらの町」や、仲間と力を合わせて謎を解き明かし
ていく「アドベンチャーハイク」など、多くのプログラムの企画・運営を、高校生・大学
生が行っています。これら楽しくて面白いプログラムを通して、小・中学生といった
子どもたちは、自己実現や社会課題の解決に向かう力を養っていきます。また、高
校生・大学生は、プログラムの企画・運営以外にも、組織運営や物品制作など
様々な役割を各々が担うという経験を通して、学びと成長を得ていきます。

IYAH

広島大学・広島市立大学・安田女子大学・広島修道大学等

中国

中国



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 福祉

構成員数 120 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 3 年 2 月 3 日

学生ボランティア団体紹介

活動領域３ 地域連携

1964年発足以来56年間続いている、明星大学で一番歴史のあるサークルで、子ど
もと関わるボランティアを行い活動しています。部員数は約120名、現在府中市・日
野市・多摩市・八王子市・世田谷区など15か所で、文化センターや児童館などと協
力して子どもたちと一緒に自分たちも楽しめる活動をしています。学生が自ら考え
準備したイベントやゲームを行ったり、地域イベントや季節に合わせたイベントなど
をお手伝いしたりしています。子どもや地域の方々と関わる中で、将来に向けた経
験を積むことを目的としています。

初等教育研究会どろんこの会

明星大学

関東

関東

https://instagram.com/doronko.meisei?igshid=4wes90jo0cq1

林龍志

団体のホームページアドレス

最近では、感染症拡大の影響による存続問題があります。活動が主であったため
活動ができない今はダメージが大きいです。今後、所属する学生も変わり、活動の
形を知っている学生も少なくなるため、今までの在り方ではボランティア活動をでき
ないかもしれません。そうした中でも、今まで築き上げてきた伝統を・活動を切らさ
ず存続できるようにすることが課題です。また、子どもの実態に合わせた対応の重
要性も課題です。
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