
 
令和３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 
 

大阪大学中国語劇団 大阪大学 

たけともミライ 滋賀県立大学 

手話サークル たんぽぽ 淑徳大学 

中央大学ボランティアセンター公認学生団体 面瀬学習支援 中央大学 

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 

明星大学音楽ボランティアサークル Freedom music 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 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 4 年 1 月 31 日

https://ja-jp.facebook.com/Oucd2012/

河内康宏

団体のホームページアドレス

アフターコロナの世の中で、従来の劇づくりがうまく機能しないことが考えられま
す。また年に一回の現地交流についても、この数年は実現できていない状況にあ
ります。そのため、今後はZoom等のインターネットツールを用いた新たな劇づくり
の創造や、中国や台湾の学生とのオンライン交流を積極的に行うことで課題の解
決を行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

私たちは国際交流及び中華圏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。大学での年に２回の公演では地域の方々だけでなく、様々な外国の方
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。また年に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、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
に活動の幅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



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 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 4 年 2 月 7 日

http://www.

里本麗

団体のホームページアドレス

プロジェクトの終末に向け、展覧会を企画している。展覧会は竹の会所や私たちの
活動について知らない人に見てもらうことで、「いま私たちにできること」を考える
きっかけをもってほしいという目的で企画している。しかしどういった展示内容、見
せ方をすれば見る人々のこころに届くのか、また、展覧会以外でも私たちの活動や
震災を記録として残し伝えていくために何ができるのか検討していくことが私たちの
課題である。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

 たけともミライが活動している宮城県気仙沼市は、2011年3月の東日本大震災によ
る津波で大きな被害を受けた。地域の方より、「子供たち、孫たちに胸を張って残せ
る地元をつくりたいが、みんなが集まって話すことのできる場所すらなくなってしまっ
た」という話を聞き、学生たちが有志で立ち上がったのが活動の始まりである。
 2019年度に活動の拠点である竹の会所を解体した事を受け、プロジェクトの終わ
りを考えたときに、ミライに活動を伝えることが必要であると考えた。そこで、学生や
地域の人たちが「竹の会所」という地域の交流の場をつくり、共に歩んできた“軌
跡”を記録し残していくことを目的として活動を行っている。

たけともミライ

滋賀県立大学

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 福祉 活動領域２ 地域連携

構成員数 132 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 4 年 2 月 1 日

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

野村真緒

団体のホームページアドレス

　現在の課題については、まず、サークル全体の人数に対して、行事やボランティ
ア活動に参加するメンバーが固定化していることである。集まると同じような顔ぶれ
が揃っていると感じている。そのため、会員全員がより活動に興味を持ち、意欲的
に参加できるようにしていかなければならないと感じている。
　また、どうしても依頼を受けてから活動することが多いが、今後はこちらから働き
かけをして聾学校や千葉県外との関わりを持ちたいと思う。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

目的：
　手話を通じて、会員相互の人間的成長を図ると同時に、「聞こえない」ということか
ら生じる数々の日常的問題に対して障がい者・健聴者がともに学び、考え、最良の
解決方法を具体化、実現すること。
　手話勉強会である「例会」を通して、手話の習得を目指すこと。

活動内容：
　手話勉強会である「例会」で、手話の習得をしたり、交流を深めたりしています。対
面活動だけではなく、オンラインで子どもたちに手話を教える活動も行っています。
また、オープンキャンパスなどの大学のイベントでは、手話通訳を務めます。
　コロナ禍前は、合宿、大学祭への参加、大学内外において手話ソングの披露など
の活動も積極的に行っていました。

手話サークル　たんぽぽ

淑徳大学

関東

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 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： 令和 4 年 2 月 9 日

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

山本 あかり

団体のホームページアドレス

震災から10年以上が経ち、それに伴って現地の社会問題も複雑化してきている。そ
のため、私たちの活動はいつまで、どの程度まで行うのかを考えてゴールラインを
定める必要がある
また、新型コロナウイルスの蔓延により、現地へ行くことが困難になってしまった。こ
のような状況の中でどのように現地と関わっていくのかが課題である。

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、子ども達のための第3の居場所をひらく」という
理念のもと活動を行っています。先生や親という「教える・育てる」立場でもなく、友
達のような「仲間・対等」な立場でもない、お兄さん・お姉さんという「ナナメの関係」
を築きます。そして、子どもが第一に尊重され、のびのびと過ごすことができ、子ど
も達の本音をしっかりと受け止めることが出来る居場所を目指します。
活動内容は、地域の方や学校と連携しながら、宮城県気仙沼市面瀬地区の小学
生・中学生を対象に、宿題指導や自由遊び、レクリエーションを行っています。春、
夏、冬の年に3回面瀬地区に行き、1週間ほど滞在して活動を行います。

面瀬学習支援

中央大学

宮城県

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 280 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 4 年 1 月 31 日

https://ns.fukujo.ac.jp/

三輪真菜実

団体のホームページアドレス

現在、コロナウイルスの蔓延により、対面でのボランティア活動の実施が難しくなっ
ている。そのため、対面以外の方法で出来ることはないかを、今後も考え積極的に
行動にうつしていきたい。
活動が一部の学生に偏りがちなので、学内ネットワーク等を活用し、部員達に広く
活動の様子や活動後の感想などを発信し、活動に参加しやすいサークルを目指し
たい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

【目的】
対象者自身が楽しく笑顔になっていただけることを目的としている。また、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も目指している。
【活動内容】
①生活困窮者とホームレス支援(コロナ前：健康相談会を毎月開催。料理教室を年
に1回開催)
②在宅療養児とその家族支援（コロナ前：「バルーン遊園地」などイベントを年２～３
回開催、コロナ禍：クリスマスカードを作成しオンライン上で歌遊びを提供）
③被災地支援（コロナ前：熊本地震や九州北部豪雨後に瓦礫撤去や被災者へ健康
学習会開催。コロナ禍：義援金を集め被災地に送金）
④地域住民へ各種イベント開催(コロナ前：小学生対象の看護師体験コーナー開
催、老人会へ健康測定会開催など、コロナ禍：高齢者スポーツ大会でフレイル予防
のカード作成と当日の感染予防を勧奨、看護師体験コーナーで包帯の巻き方や赤
ちゃんの抱き方など指導)

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

福岡県

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 地域連携 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： 令和 4 年 1 月 28 日

                                                                                                   

青木萌実

団体のホームページアドレス

　現在の課題は、もっと様々な活動ができるようにすることである。まずは私たちの
存在や活動を、多くの人に知ってもらう必要があると感じる。
そのために、イベントに積極的に参加したり、活動の宣伝を行いボランティアをさせ
ていただく機会を増やしたりしていきたいと思う。また、SNSやYouTube等を活用し
た情報発信を、より活発化していきたいと思う。
活動の幅、音楽の幅を広げ、みなさんにもっと楽しんでいただけるようになりたい。

学生ボランティア団体紹介

活動領域３

　私たちFreedom musicは、東京都日野市初の音楽ボランティアサークルである。
　小さなお子様からお年寄りまで幅広い世代の方々に音楽を届け、勇気や元気を
与え笑顔でいっぱいにすることが目的である。
　様々な施設にお伺いさせていただいて、演奏を披露したりお話をしたりして、ボラ
ンティア活動を行なっている。また、地域や大学のイベントに参加し、お客様の前で
演奏したり、楽器作り体験を行なったりしている。そして、コロナ禍になってからは、
オンラインでのイベントを行なっている。SNSでの情報発信や、YouTubeへの動画投
稿を行ない、直接お会いできない方にも音楽を届けられるような活動も随時行なっ
ている。

明星大学　音楽ボランティアサークル Freedom music

明星大学

関東

関東
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