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新しい自分を
　　  咲かせよう!!
新しい自分を

　　  咲かせよう!!

編集後記編集後記編集後記
これを読んでボランティアをやってみようと思ってもらえたらう

れしいです！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ももち）

悩んで悩んで作りました！みなさんがボランティアに興味を

持ってくれたら嬉しいです☆　　　　　　　　　　　　 　（マツバラ）

楽しく読めるように考えました！裏から読むと・・・？　（ダイゴ）

このボラリーがあなたの学生生活を変える一助になりますよ

うに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （トダ）

華やかで優しいボラリーになりました！ぜひ手にとっていただ

きたいです！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （こーさく）

ボランティアの魅力を詰め込んだ一冊になりました！多くの人

に読んでもらえると嬉しいです★☆　　　　　　　　　 　（アイリ）

私たちボランティアセンタースタッフは「関大生にボ

ランティアを広めること」を目指して活動しています。

学生スタッフとしての活動はボランティアに参加する

だけでなく、運営として企画に携わることができるの

で、とてもやりがいを感じられます。学生スタッフに

魅力を感じたそこのあなた！学生スタッフになって

みませんか？私たちはあなたとともに活動できる日

を楽しみにしています！
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関西大学ボランティアセンターは、「ボランティアをして

みたいけれど、最初の一歩が踏み出せない．．．」そんな

関大生とボランティアを結びつけるサポートをしていま

す。はじめてボランティアに参加する方でも参加しやすい

よう、ボランティアセンター学生スタッフを中心にボラン

ティアプログラムも実施しています。

ボランティアセンター紹介 どんなところなんだろう？

ボランティアセンターって

関西大学ボランティアセンターとは関西大学ボランティアセンターとは
ボランティアセンター学生スタッフとはボランティアセンター学生スタッフとは

ボランティアに関する講座(災害

ボランティア、学習支援)やコミュ

ニケーションスキルアップ講座な

ど、様々な講座・講演会を実施し

ています。新たなことを学べる絶

好の機会‼皆さまの参加をお待

ちしています。

様々な講座・講演会の実施

ボランティアに興味はあるけれ

ど、どうしたらいいの…？そん

なあなたをサポート!!職員やボ

ランティアセンター学生スタッ

フがあなたに合うボランティア

を紹介します。

ボランティアコーディネート

学習支援や学童ボランティア、

環境保全やイベント運営ボラン

ティアなど、様々な分野のボラン

ティア情報を紹介しています。気

軽にCheckしてみてください!!

ボランティア情報の収集及び提供

さらに

ボランティアセンターでメール登録手続きをしていただいた

方には、ボランティア情報や講座・講演会情報を配信してい

ます。ぜひご利用ください♪

次はボランティセンター

学生スタッフの紹介だよ！！

学生スタッフ紹介

ボランティアセンター学生スタッフは関大生にボランティアの魅力を広めることを目的に活

動しています。主な活動として様々なボランティア体験ツアーの企画・運営をしています。ま

た、ボランティアセンター職員と共に活動しており、ボランティアコーディネートを行うなど

学生目線からボランティアに参加するきっかけ作りのお手伝いをしています。

ボ
ランティア体験ツアー

ボランティアセンター学生スタッフが

企画するボランティア活動です。様々

な体験ツアーを用意しています。気に

なる人は次のページで自分に合う体験

ツアーを見つけてみよう♪

全体ミーティング

週に数回ミーティングを行います。こ

のミーティングでは各企画のふりかえ

りや次回企画についてなど、様々な内

容で話し合いを行っています。

PICK UP!!

今回は

体験ツアーの

企画会議に

潜入!!

学園祭に行うボランティアに

ついての話し合いみたいだね

グループに分かれて

話し合いを行っているぞ

みんなで意見を出し合っているよ

ここで出た意見が当日どう活かされるか楽しみだね
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あなたに合う！あなたに合う！

Q1ボランティアするなら…

「まず大学内でできるボランティアから！」
→Q2 へ進む
「いろんな所へ行ってみたい！」
→Q5 へ進む

Q3ボランティアで笑顔にするなら？

「身近な場所にいる人達」
→①のボランティア
「世の中の困っている人達」
→②のボランティア

Q5あなたが大切にしていることは？

「身の回りを綺麗に保つこと」
→Q6へ進む
「たくさんの人と関わること」
→Q7へ進む

Q.7活動する時間帯はどっちがいい？

「朝から気持ちよく！“午前”がいい！」
→⑦のボランティア
「集合時間にゆとりのある“午後”の方が良い！」
→⑧のボランティア

Q2ついに大学での授業がはじまった！

「空いた時間を使ってボランティア」
→Q3 へ進む
「授業がない期間にできるボランティア」
→Q4 へ進む

Q４主にどんな人と関わる活動がしたい？

「同年代の人たち」
→③のボランティア
「子どもたち」
→④のボランティア

Q.6どちらの場所を綺麗にしたい？

「地域の河川敷」
→⑤のボランティア
「色々な人が遊びに来る公園」
→⑥のボランティア

①「関大クリーン大作戦」がおすすめ
キャンパス周辺の清掃や図書館の本の落書き消しの活動をします！
昼休みや２時限または3時限の時間に行われることが多いので、空
いている時間での参加も歓迎しています♪

②「献血ボランティア」がおすすめ
関西大学には定期的に献血車が来ますが、献血への関心が低いのが現
状です…。少しでも献血への関心を持ってもらえるように、着ぐるみや
手持ち看板を使った呼びかけを中心とした広報活動を行います。

③「オープンキャンパスボランティア」がおすすめ
夏休み期間に行われるオープンキャンパスで関大の魅力を伝えるボ
ランティアです。未来の後輩たちを歓迎しましょう♪

④「学園祭ボランティア」がおすすめ
学園祭に遊びに来た子どもたちが楽しく学べるような企画を考え、ブースに分
かれてミニゲーム等を運営する活動をします。
子ども達と関わることが好きな人やイベントに参加したい人にもおすすめです♪

⑤「河川掃除ボランティア」がおすすめ
河川敷で、参加学生同士で話しながら楽しくゴミ拾いをします。
2月ごろには300人以上が参加する大掃除も行っています!

⑥「花植えボランティア」がおすすめ
地域のボランティア団体と交流しながらJR高槻駅前の広場に花植え
をしました！きれいな町作りに関心がある人におすすめです♪

⑦「大阪マラソン給水ボランティア」がおすすめ
大阪マラソンでランナーの方を応援しながらドリンクを渡します。
頑張るランナーさんから元気がもらえます♪

⑧「千里キャンドルロードボランティア」がおすすめ
11月ごろに千里中央公園で行われるイベントでのボランティアです。
キャンドルの配置を考え、並べて点灯します。
たくさんのキャンドルが輝く姿は本当にきれいです！

ボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ートボ ラ ン ティア コ ー ディネ ート
「ボランティアコーディネート」とは学生スタッフ活動の一つで、

学外のNPO団体等が募集しているボランティアや
学生スタッフが企画したボランティア体験ツアーなどの

ボランティア情報を凜風館1階のボランティアエリアに来てくれた学生さんに紹介しているんだ！
このページでは簡単な質問であなたにはどんなボランティアがおすすめか、

過去のボランティア体験ツアーを例に紹介するよ♪

このように、私たちはボランティア体験ツアーを年中企画しています！

どんな体験ツアーがおすすめか詳しく知りたい方は、

ぜひボランティアエリアへ来てください！

このように、私たちはボランティア体験ツアーを年中企画しています！

どんな体験ツアーがおすすめか詳しく知りたい方は、

ぜひボランティアエリアへ来てください！
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※2017年度の活動実績から選択しています。



ここでは関西大学にある
7つのボランティア団体に
ついて紹介します！

ボランティア団体紹介ボランティア団体紹介ボランティア団体紹介
あかとんぼ

私たちは毎週水曜日に吹田市内の小学校
の学童保育に行き、人形劇や紙芝居などを
披露しています。また、この人形劇を披露す
るだけでなく、子どもたちとおやつを食べた
り、外遊びを一緒にしたりみんなで楽しむ
活動をしています！夏には大阪府以外の小
学校を訪問する夏合宿を行ったり、子どもた
ちを招待して実際に劇を披露する「チルドレ
ンコンサート」というイベントも実施します。
子どもたちと交流し、自身の成長を実感・発
見できる団体です！

チャレンジャー ユネスコ研究部

ボランティアサークル「チャレンジャー」は
視覚特別支援学校や障がい者福祉施設で
のイベントのサポートや、障がいを持った
方 と々一緒に様々な場所に出かけるなど障
がいのある方にたくさんの行事を楽しんで
いただくことを目的としています。また、普段
あまり接することのない方たちとふれあい、
経験を重ねることによって、少しでも障がい
のある方々の気持ちを理解し、体験を通じ
て見識を広めることが、自身の成長にもつな
がるという思いで活動しています。

私たちはユネスコ憲章の理念のもとに活動
を行っています。月に一度、吹田市の小学校
の児童と遊んだり、料理をするスクールを中
心に、地域のイベントや子どもとの交流会
に参加しています。また、夏には過疎地の小
学校に訪問して子どもたちと宝探しをした
り、科学実験をしています！これらの活動を
通して子どもたちだけでなく、私たちも成長
できます。子どもたちと遊びたい！面白そう！
と思ったら是非一度活動に参加してみてくだ
さい！

あっぷる

みなさんは手話にどんなイメージをを持って
いますか？「ややこしい」「難しい」のような
イメージではありませんか？そのようなイ
メージを私たち手話サークル「あっぷる」の
活動を通して払拭してみませんか？主な活
動は、手話やジェスチャーを通しての学習や
ゲーム、他にも他大学との交流会や学園祭
での手話劇、手話コーラスの発表、児童ボ
ランティアなど行っています。ぜひ来てくだ
さいね！

うぷ

私たちは児童文化実践サークル「うぷ」と言
います。私たちは子どもたちに向けて様々な
ことを行なっています。毎週水曜日に吹田
市内の小学校の学童保育を訪問していま
す。自分たちで作ったペープサートや紙芝居
を見せたり、一緒にゲームなどをして遊びま
す。また年に3回、イベントを行っています。
夏には、大阪府以外の地方の小学校に行っ
て宿泊公演をしたり、冬には子どもたちを関
西大学に招いて公演をしています！気軽に
見に来てください！

KUMC

学生団体KUMCは「防災啓発」と「ボラン
ティアによる地域貢献」の２つに対して高槻
ミューズキャンパスを拠点に高槻支部・千里
山支部に分かれて活動を行っています。活動
内容としては小学校への出前授業の実施、
地域のイベントの運営や企業とのリスクマネ
ジメントなど日々多くの視点からアプローチ
を行っています。また、活動の中心となって
いる高槻市などで行われる数多くのイベント
にボランティアとして参加し、「学生の視点」
から地域活性化に取り組んでいます。

WEVO

WEVO（ウィーボ）は堺キャンパス唯一のボ
ランティアサークルです。キャンパス近くに
ある幼稚園訪問、大和川清掃、福祉施設で
のレクリエーション事業を主に活動していま
す。自分たちでできることは何かということ
を考え、様々なボランティアに参加・挑戦
し、成長し続けているサークルです。今まで
あまりボランティアに参加したことがない
方、興味はあるけど何をしたらいいかわから
ないという方も大歓迎です。私たちと楽しみ
ながらボランティアをしてみませんか？
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