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ボランティア支援室サポートスタッフ向けオンラインワークショップ「新型コロナウイルス感染症と
わたしたち」
ボランティア支援室サポートスタッフ向けオンラインワークショップ

企画名称

「新型コロナウイルス感染症とわたしたち」
・ファシリテーター

講師

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）
開催期間・日時

2020 年 5 月 6（水）

16：30～19：00

会

場

Cisco Webex Meetings によるオンライン開催

目

的

ボランティア・社会貢献活動への理解を深め、社会問題に対する認識を深める

参加者数
ボランティア支援室サポートスタッフ 3 名
協

力

認定 NPO 法人開発教育協会
活動内容（概要）

ボランティア支援室では、昨年度より支援室サポートスタッフの学生を募集し、ボランティア支援室の
事業運営などを協働することを通じて、ボランティア・社会貢献活動への理解を深め、社会問題に対する
認識を深めるための試みをしています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、サポートスタッフも非対面での活動に限定し
て行わざるを得なくなりました。こうした時期に、何かできることを模索していたところ、認定 NPO 法
人開発教育協会が製作したワークショップの情報を入手し、オンライン開催をしました。
【内容】
5 月 6 日（水）に、「新型コロナウイルス感染症とわたしたち」を用いて、オンラインでのワークショッ
プを実施しました。私たちの生活に少なからず影響を及ぼした新型コロナウイルスについて、ワークシー
トを用いながら、じっくり話し合うことができた貴重な時間となりました。
● アクティビティ１「わたしの気持ち」
新型コロナウイルスにまつわるニュースを見ての自分の気持ちについて、ワークシートに示された選択
肢をもとに共有しました。
※ワークシートは、以下の URL から参照してください。
http://www.dear.or.jp/books/book01/2645/
《参加者が選択した気持ち》
くやしい、どうにもできない、有効に使いたい、怖い、おどろいた 不安、受け入れよう、役に立ちた
い、前向き
毎日、新型コロナウイルスの報道がされる中、改めて自分の気持ちを整理し、知ることができました。
同じ気持ちを選んだとしても、それぞれ理由は異なっていました。しかし、この状況をポジティブに捉え
ようとする気持ちは共通していました。
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●アクティビティ２「なにが起こった？どう感じた？」
新型コロナウイルス発生から半年ほど経過していたこと、志村けんさんが亡くったことは、共通して大
きな驚きでした。新型コロナウイルスに対する危機感を持った時期、新型コロナウイルスを意識してマス
クを着用するようになった時期等が違いました。お互いに、どのように春休みを過ごしていたのかなど報
告しあう時間にもなりました。
●アクティビティ３「様々な意見を読んで考える」
それぞれ驚いた意見・情報が違い、その理由も知れました。ワークシート③にはコロナウイルスに関す
る 8 つの意見・情報が載っているのですが、このワークシートを通じて初めて知るものもありました。
●アクティビティ４「これからの世の中」
テーマごとに、コロナウイルスの影響で変化すると思うこと、そして自らが変えたいと思うこと、こん
なふうに変わっていってほしいために自分ができることはなにか？について考えました。
※テーマの例：仕事・雇用、政治、衣・食・住 暮らし方、経済・産業など
個人的な感想なのですが、ワーク④における自分の考えをまとめるのに時間がかかったと同時に、他の
人がどんなことを考えたのか気になりました。そのため、様々な意見が聞け、このような社会の動きもあ
るのかと新たな気づきの連続でした。自分が変えたいと思うこと、あるいはこんなふうに変わっていって
ほしいと思うことに対して自分ができることについては、これからアイディアが思いつくのもしれない、
と思います。
当たり前かもしれませんが、意見交換をすると、様々な気持ち・意見が聞けるため、共感したり、気づ
きを得たり、新たな考え方を知れたことは大きな収穫でした。
それぞれの状況により、新型コロナウイルスに対する気持ち・意見は様々ですが、このワークショップ
全体を通じて、「前を向いて進んでいこう！何かチャレンジしてみよう！」というポジティブな気持ちを
共有できました。
（ボランティア支援室サポートスタッフ 下井田絢子）
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ボランティアサークル向け春のオンラインサロン
企画名称

ボランティアサークル向け春のオンラインサロン

開催期間・日時

2020 年 5 月 20 日（水）

会

場

Cisco Webex Meetings によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークル間の関係構築

18：30～21：30

・新入生歓迎活動の状況をサークル間で相互に共有すること
参加者数

16 名
・参加サークル
ISR ConnACTION、IVUSA、環境系サークルエコボラ、Team Value Creation、
DAISY、TIPS、バリアフリーサークル歩み、読み聞かせ朗読会
・ファシリテーター
日比野 勲（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）
・進行サポート
下井田絢子、宮下亜美（ボランティア支援室サポートスタッフ）
活動内容（概要）

ボランティア支援室では、ボランティアサークル間の関係構築と、新入生歓迎活動の状況を相互に共有
することを目的として、春のオンラインサロンを開催しました。
例年、ボランティア支援室は 4 月にボランティアガイダンスを、4 月から 5 月にかけての時期にサーク
ル合同説明会を開催していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度はオンラインイベン
トの開催という形で、サークル間の関係構築の機会をもつこととしました
新型コロナウイルス感染症の影響で、対面によるボランティア活動ができない中、Cisco Webex
Meetings を使い、ボランティアサークルを集めた 2020 年春のオンラインサロンを行いました。2020 年度
の東洋大学ボランティアサークルメンバーの顔合わせとコロナ禍での各サークルの活動状況の共有をしま
した。１年生も参加してくれ、とても貴重な意見を聞くことができました。
例年はチラシ配布など新入生歓迎を行うことで１年生との交流をしているのですが、今年は不可能なた
めどのサークルも情報発信に苦しんでいるようです。授業のみならず、サークル活動においてもオンライ
ン化に対応して活動を切り替えているところです。
各サークルの状況は様々ですが、Twitter や Instagram といったソーシャルメディアを使い宣伝をした
り、動画作成や zoom などのようなビデオ会議システムを使い交流会や説明会を開いたりなど、試行錯誤
をしながら活動を続けています。毎週決まった曜日にミーティングを開いているサークルもあるので、興
味のある方は見学してみるといいかもしれませんね。
私自身各サークルの活動内容を聞くのは初めてでしたが、似ているようでそれぞれ違った目標をもって
活動をしていることがわかりました。入部を考えている方はぜひ自分のやりたいことにあてはまるサーク
ルを見つけてほしいと感じました。そういった意味でも、様々なボランティアサークルの説明を一度に聞
けて比較できるような場があるといいと思いました。
最後には、東洋大学のボランティアサークルが協力して何かアクションを起こせないかという視点で話
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を進めました。１年生からは、オンライン授業だけでは友達作りが難しい、サークルにおいても対面では
ないので雰囲気をイメージするのが難しいという意見が出ました。今後はアイディアやノウハウを共有し
ながら、１年生同士が交流できるような機会、コロナが収まってからの合同説明会について検討していく
予定です。
新入生にとっては、サークルのミーティングなどに参加することで同期や先輩と仲良くなれるチャンス
があります。コロナウイルスが収まってからでも遅くないので、積極的に探してみてほしいです。
ToyoNet-ACE「ガクチカサプリ」のコースニュースや、Twitter で「#春から東洋」というハッシュタグ
で検索すると、サークルの情報がたくさん出てくるので、実践してみてください。
（ボランティア支援室サポートスタッフ 宮下亜美）
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ボランティア支援室ガイダンス
企画名称

ボランティア支援室ガイダンス

講師

ボランティア支援室

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 7 月 15 日（水）

12：30～13：00

第 2 回：2020 年 7 月 22 日（水）

12：30～13：00

山本

奈央

会

場

zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティア活動に関心のある学生を対象に、ボランティア支援室の活動紹介およ
びボランティア活動の基本的な考え方を伝える。

参加者数

第 1 回：3 名
第 2 回：2 名
活動内容（概要）

ボランティア支援室では、ボランティア活動に関心のある学生を対象に、ボランティア支援室の活動紹
介およびボランティア活動の基本的な考え方を紹介するガイダンスを実施しました。従来、このガイダン
スは新 1 年生を対象に春に実施をしておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オンライン
での実施となりました。
ガイダンスでは、現在展開されている様々な形でのボランティア活動の活動例を紹介し、ボランティア
活動の幅の広さを伝えるとともに、活動を展開する上で考え方の柱となっている「ボランティア活動の 4
原則」を解説しました。また、ボランティア支援室の活動紹介として、ボランティア支援室の使い方や役
割・機能について写真を交えて紹介し、授業再開の際には支援室を活用して貰えるよう PR しました。
ガイダンスの最後には、現在オンラインで開催しているボランティア支援室のイベント情報やボランテ
ィア系サークルの SNS について情報発信し、今後もオンライン上でのつながりを作れるように促しまし
た。
参加した学生はいずれも 1 年生で、
「まずは１日体験をしてみたい」「学校が再開したらボランティア室
を利用したい」との声がありました。
オンライン授業の期間が長く続く中、オンラインの利点を活かした情報発信を心がけ、学生たちが自分
の時間を有効に活用できるようサポートしていきます。
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白山キャンパスボランティアサークル オンライン説明会
企画名称

白山キャンパスボランティアサークル オンライン説明会

参加団体

第 1 回：バリアフリーサークル歩み、エコボラ、DAISY
第 2 回：東洋大学 IVUSA、読み聞かせ朗読会
第 3 回：フェアトレードサークル HEART BAZAAR、ISR-ConnAction

企画・運営

ボランティア支援室サポートスタッフ

開催期間・日時

2020 年 7 月 14 日（火）12：20～13：00
2020 年 7 月 16 日（木）12：20～13：00
2020 年 7 月 21 日（火）12：20～13：00

会

場

Zoom によるオンライン開催
活動内容（概要）

5 月にボランティアサークル向けに実施したオンラインサロンでの意見交換を受け、ボランティア支援
室サポートスタッフが企画運営を担う形で、本オンライン説明会を企画しました。
新型コロナウイルスの影響により、人が対面で活動できないという状況の中、新入生がサークル加入決
定の決め手を欠いていたり、対面活動の再開を待ってサークル入会を決めたりする動きが見られていま
す。対面活動再開の見通しが立たない中での開催となりましたが、東洋大学のボランティアサークルがど
のような活動をしているのか、その情報発信をとりわけ新入生に対し行うとともに、サークル間でお互い
の取り組みを共有する機会ともなりました。
参加者は、ボランティア活動について知りたいというきっかけでこの説明会に参加を決めた人が複数見
受けられ、ボランティアサークルに加入することをボランティア活動のための手段の 1 つと考えているこ
とが見て取れました。3 日間に日程が分かれた形にはなりましたが、複数のボランティアサークルの活動
について話を聞くことができ、各団体から複数人が説明会に参加していたことで、サークルの雰囲気を感
じやすかったといった感想も寄せられ、個々のサークルが行うオンライン説明会とはまた違った効用があ
ったということを確認できました。
（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲）
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ボランティア入門講座ボランティアのファーストステップ～一歩を踏み出した先に広がる世界～
企画名称

ボランティア入門講座
ボランティアのファーストステップ～一歩を踏み出した先に広がる世界～

講師

ボランティア支援室

ボランティアコーディネーター

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 8 月 11 日（火） 10:30～12:30

日比野

勲

第 2 回：2020 年 8 月 20 日（月） 14:00～16:00
会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

ボランティア活動の基礎を学ぶ

参加者数

第 1 回：8 名
第 2 回：9 名

協

力

ボランティア支援室サポートスタッフ
活動内容（概要）

ボランティア支援室では、ボランティア活動に初めて触れようとする学生を主な対象として、ボランテ
ィア入門講座を、オンライン形式で開催しました。
「ボランティアとはなにか？」ということについて、楽しく分かるようになることを目指し、クイズを
出題しながら参加者に考えていただく場面を、今年度初めての試みとして創出しました。その他、講師自
身のボランティア活動体験の紹介や、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る中で、いまできることとは
何だろうか？ということについて問題提起を行いました。
私は第 2 回の 8 月 20 日の日程でボランティア入門講座に参加させていただきました。講座は全員の自
己紹介から始まり、和やかな雰囲気でスタートしました。講座に参加している人は、ボランティアをして
みたいけれど何をしたらよいかわからなかったという人から、ボランティア経験が豊富な人までさまざま
な理由で集まったメンバーでした。私はオンライン講座に参加したのは初めてでしたが、チャット機能を
使ったり反応ボタンを使ったりと受け身だけで終わらない参加型のイベントだったのでとても楽しく学ぶ
ことができました。
まず初めに、ZOOM のチャット機能を使いみんなのボランティアに対するイメージを出しました。オ
ンラインならではのチャット機能を使った交流は、意見を出しやすくみんなの答えの多様性がひと目でわ
かります。チャットには“困っている人を助ける”という言葉から、“人とつながる”、“居場所になる”とい
う私の想像していなかった言葉まで出てきました。ボランティアの支援をするという部分だけでなく、自
分がボランティアをすることで人との交流を通して新しい仲間ができ、時には今後のボランティア活動に
つながるようなきっかけを得られて自分の居場所となる、という新しい視野に気が付くことができまし
た。本講座でも交流や雑談を通して一緒に活動をしていくつながりを生み出すきっかけになりました。
その後はクイズ形式で、解説とともに楽しくボランティア活動を学びました。
私は講座を通して特に心に残っていることが三つあります。一つ目はボランティア活動とは何か特別な
分野や種類に特化するものではないということです。清掃、福祉、災害、オリンピックなどの種類のもの
だけがボランティア活動なのではなく、イベント運営のお手伝いなど他にも種類はたくさんあります。私
も自分で気が付いていないだけで身近なところでボランティアをしていることに気が付きました。何から
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はじめれば良いか分からないという人も、難しく考えず自分の好きなことや興味のあることから気軽にボ
ランティア活動を始められるということを学びました。
二つ目はボランティアで一番重要なことは自発性である、ということです。ボランティア活動の 4 原則
では自発性、無償性、公共性、先駆性があるということを知りましたが、中でも自ら進んで行動しようと
いう気持ちがボランティアでは一番大事なのです。ボランティア活動に参加する側、イベントを企画する
側のどちらの立場でも、義務感をあまり抱くことなく自発性を発揮できるような場を選び、提供すること
が大切だと感じました。
三つ目に述べたいことは、ボランティアをする上で気を付けたいことです。ボランティアをしている
と、現状をよくするためにまだ自分には何かできるのではないか、と考えすぎてしまうことがあると思い
ます。しかし、自分が無理をしてしまうと、相手もつらいと感じてしまいます。そのことを念頭に置い
て、無理をしすぎないことも大事だと教えていただきました。
最近のコロナ禍では海外に行ったり大勢の人が集まったりすることはできず、思うようにボランティア
活動ができないということが多いと思います。私も昨年からボランティア支援室サポートスタッフとして
多くの人から刺激をもらったので、2020 年は実際に足を運んでさらに活動の幅を広げていきたいと思って
いました。しかし、新しい生活様式を受け止め、家にいながらできることをしたいと思っています。本講
座もオンラインで実施していただき、新たな視野を持ちボランティアの基礎知識を習得することができま
した。私は、この期間をコロナが収まったときのための蓄積期間だと思い、オンラインイベントに参加し
たり情報収集をしたりして今だからできることを探していきたいと思います。今回のボランティア入門講
座はボランティア活動を始める前、またはボランティア活動を見直すことのできる良い機会になったと思
います。最後に日比野さんから教えていただいた、ボランティア活動を「手段」として社会に関わるとい
うメッセージを忘れずに、今後も活動していきたいです。
（ボランティア支援室サポートスタッフ 宮下 亜美）
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ボランティアカフェ
あつまれ！国際ボランティアやってみたい人
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「あつまれ！国際ボランティアやってみたい人」

ゲスト

赤池 稀未さん（東洋大学 3 年、国際ボランティアサークル Salamat 代表）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 7 月 20 日（月）12:20～13:00
第 2 回：2020 年 7 月 27 日（月）12:20～13:00

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

第 1 回：6 名
第 2 回：8 名
活動内容（概要）

ボランティア支援室では、例年月に１～2 回程度、お茶やお菓子などを囲みながら気楽な雰囲気でボラ
ンティア・社会貢献活動に関する話題に触れることのできる機会として「東洋大学ボランティアカフェ
（以下、ボラカフェ）」を開催しています。新型コロナウイルスの影響により、今回初めてオンライン環
境下での開催となりました。
オンラインによるボラカフェ開催にあたり、参加者間のつながりを築くことを重視して企画を構成しま
した。そのため、今回のボラカフェでは初の 2 回連続開催とし、1 回目の開催で参加者同士の交流に時間
を充て、2 回目でリソースパーソンの話を聞きテーマについての認識を深めていくことを目指しました。
参加者も東洋大学の他、高知大学や北海道教育大学函館校からも集まり、全国どこからでも参加ができる
オンラインイベントの特性を打ち出すことのできた企画となりました。
1 回目の開催は「サイコロトーク」を行い、モデレーターがアプリ上で振ったサイコロの出た目の数字
ごとに設定されたお題に沿って、参加者が話をするという形で進み、参加者間の交流を深めました。
2 回目は、序盤にアイスブレーキング（雰囲気ほぐし）のアクティビティとして「ご当地自慢フォトト
ーク」を実施。予め参加者に、出身地・在住地などにまつわる写真を１枚用意していただき、その写真に
まつわるエピソードをお話しいただきました。東洋大生も香川県や福岡県からオンラインで参加してお
り、日本各地から参加者が集った企画ならではの盛り上がりを見せました。
赤池さんのお話しは、国際ボランティアサークル Salamat の紹介にはじまり、Salamat の活動を通じて
訪れるスラム街での子どもたちとの触れ合いの中で感じたことに話が及びました。目の前で関わっている
子どもたちは、Salamat の学生がそこを訪れることによって笑顔を見せるものの、スラムの取り巻く社会
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環境に対して、それを変えられないという無力感を感じたことがあったと赤池さんは話していましたが、
活動中に先輩にボランティアについて尋ねたところ、返ってきた言葉が「Have a great hobby」という言
葉だったのだそうです。
「ボランティア活動を、趣味のようなものだと考えているんだ」というニュアン
スを、その先輩は込めたのだとか。
ボランティア活動や NPO・市民活動が広がりを見せ、一般的になるにつれて、成果主義的な側面が強
まってきている傾向があると筆者は感じることがあります。もちろん、社会課題の解決を図るという意味
において、成果にこだわることも大切ですが、
「業務」や「ビジネス」とはまた違った、無償であるがゆ
えの自由度の高さ、柔軟性をもって関われるというボランティア活動の特性もまた、大事にされるべきで
あると考えます。
ボランティア支援室という「場」も、学生の皆さんに構えずふらっと立ち寄ってもらいたいというコン
セプトとしていることや、「ボラカフェ」という緩やかな「場」も、改めて意識化してみるとそんな
「hobby」としての感覚を大切にしていたのかも知れないと、赤池さんのお話から教えてもらったように
思いました。
（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲）
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「子どもが好きな人、大集合！」第 1 回・第 2 回
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「子どもが好きな人、大集合！」第 1 回・第 2 回

ゲスト

久保 穂華さん（東洋大学国際学部 4 年、NPO 法人 Learning for All 学生ボランティ
ア）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 8 月 18 日（火）12:00～13:00
第 2 回：2020 年 8 月 25 日（火）12:00～13:00

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

・第 1 回：8 名
・第 2 回：9 名
活動内容（概要）

ボランティア支援室では、気楽な雰囲気でボランティア・社会貢献活動に関する話題に触れることので
きる機会として「東洋大学ボランティアカフェ（以下、ボラカフェ）
」を開催しています。コロナ禍の現
在は、オンラインにより開催。複数回のシリーズ開催を通じて、参加者間の交流を重視して内容を構成。
参加者も東洋大学の学生のみならず、高知大学や山形大学、北海道教育大学函館校からも迎えました。
8 月 18 日に開催した 1 回目では、カードゲーム の要領で、参加者の「子ども時代」を紹介し合いなが
ら交流を深めました。8 枚のカードには、それぞれお題が記されており、リソースパーソンがピックアッ
プしたカードに基づき、参加者が話をする形で進めました。初めて出会う人が互いに親しみを感じられる
だけでなく、既に一定の関係が築かれている間であっても、よりよく相手を知るきっかけとなりました。
8 月 25 日開催の 2 回目では、リソースパーソンの久保さんに、NPO 法人 Learning for All の学習支援
ボランティア活動を通じての子どもたちとの関わりについてお話しいただきました。
以下、久保さんからの報告です。
今回のボラカフェでは、私自身が子どもと関わってきた経験やそれに対する思い、実際にボランティア
活動をしている Learning for All の活動紹介や実際の体験談をお話ししました。現在私は、NPO 法人
Learning for All に学生ボランティアとして関わっています。私は「発展途上国の子どもの貧困」に興味を
持ち、東洋大学国際学部国際地域学科に入学しました。入学後、国際ボランティアサークル Salamat（フ
ィリピンの子ども達の支援を行う）で活動し、子どもの貧困から発展する課題は金銭的な問題にとどまら
ないということを学びました。特に、貧困など子どもが抱えるさまざまな課題が子どもの心理に与える影
響に興味を持った私は、学童保育でアルバイトを始めました。もっと一人ひとりの子どもの成長に寄り添
った活動をしたいと考えていた時に出会ったのが、Learning for All でした。
Learning for All は、子どもが抱える様々な問題や課題を本質的に解決することをミッションに掲げて活
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動している団体です。学生が参加できるボランティアは、学習支援と居場所支援という二つの形がありま
す。私が参加している学習支援の活動では、１人の教師が 1～3 人の小中学生の子どもと向き合い、週に 1
回、学習指導や生活指導を行います。活動を通して、一人の子どもと向き合う時間が長いからこそ難しい
こと、嬉しいことを経験しています。実際に、私の担当する子どもが私に心を開いてくれるまで時間がか
かりました。その経験から、子どもの表面的な言動だけではなくて、その奥にある思いを考えることが大
切だと学びました。今後も子どもと向き合い、子どもの「こうしたい！」に寄り添う存在になれるよう頑
張っていきたいと思います。
ボラカフェに参加してくれた皆と自分の子ども時代を話すことは、新鮮な体験でした。また、みんなか
らの感想で「意外と子どもと関わったり、考えたりする機会は多くないので、新鮮だった」という感想が
多かった印象があります。今回のボラカフェで何か子どもと関わる経験につながることがあったらいいな
と思います。
（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲、リソースパーソン 久保 穂華）
【参加者からのコメント：森田千智さん（東洋大学３年、NPO 法人 Learning for all 学生ボランティ
ア）】
私は今年の春から NPO 法人 Learning for all(以下 LFA) で学習ボランティアをしている縁で、今回の
リソースパーソンの久保穂華さんにご紹介いただき、今回初めてオンラインボラカフェに参加しました。
今回は子どもや教育に関心のある、広い地域からの学生が集まっていて、お互いの子ども時代の経験
や、いまの子どもとのかかわり方などを話しながら和気あいあいと交流ができました。地方の大学生の
方々の子どもに関わるボランティ アについての経験も興味深く、子ども分野のボランティア活動に関す
る視野が広がりました。
2 回目の開催となった 25 日は、真摯に子どもと向き合ってきた久保さんだからこそできるお話を聞き、
一緒に活動していた頃のことを思い返し、私は春のプログラムで何を子どもに届けられたのかと改めて考
えなおしました。
今回、私自身もプログラムでの経験を話させていただき、自分の経験を聞いてもらえたことで、自分の
子どもや教育に対する思いを再確認できる機会 となりました。
今年はコロナ禍で、当初予定していた学習ボランティアもオンラインでのスタートでしたが、よいご縁
に恵まれ、オンラインで出会いや学びが広がる機会に巡り会えました。
そして何よりも、LFA での ZOOM を用いた研修及び学習支援活動もそうでしたが、このボランティア
カフェでも、ネットを介した中でも笑顔溢れる温かな交流が生まれる『居場所』ができることに感動しま
した。機会があれば、また参加させていただきたいです。 ありがとうございました。
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わたしたちにできる SDGs アクション！
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「わたしたちにできる SDGs アクション！」

ゲスト

東洋大学 TIPS の皆さん
・三浦央稀さん（TIPS 代表、経済学部総合政策学科 4 年）
・山本亜美さん（経済学部国際経済学科 2 年）
・髙橋由奈さん（国際学部国際地域学科 1 年）
・山崎翼さん（情報連携学部情報連携学科 1 年）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 9 月 7 日（月）14:00～16:00
第 2 回：2020 年 9 月 14 日（月）14:00～16:00

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

第 1 回：13 名
第 2 回：16 名
活動内容（概要）

2016 年から 2030 年の 15 年間に、国連加盟 193 カ国が達成すべき目標を掲げた SDGs(持続可能な開発
目標)。前身ともいえる MDGs（ミレニアム開発目標）が、どちらかというといわゆる途上国が目指すべ
き目標を掲げていたのに対し、SDGs では先進国として果たすべき責任が目標として示されたこともあ
り、市民・NGO セクターのみならず、企業・行政セクターの間でも関心事となっています。
社会課題にアプローチする学生ボランティア団体においても、SDGs は親和性の高いテーマであり、ボ
ランティア活動に関心のある本学学生の間でも SDGs へ一定の関心が向けられていますが、一方で具体的
にどのように SDGs 達成に向けたアクションに取り組めば良いかわからないという声も聞かれます。
今回のボラカフェは、東洋大学で SDGs 達成に向けたプロジェクトを展開している TIPS を迎え、
SDGs に向けた具体的なアクションへの関わり方のヒントを学ぶことを目的に開催しました。
7 日に開催した第 1 回では、参加者に予め SDGs にちなんだ（と自分で考える）写真を１枚用意いただ
き、それをビデオ会議システムのバーチャル背景または画面共有の機能を使って紹介するというアクティ
ビティを実施しました。ある人は「質の高い教育」のイメージとして、ある人は自身の留学先の写真を示
しながら、SDGs を語る人の中に社会課題の当事者がいなかったことを問題提起し、またある人は
自身の故郷の写真を紹介しながら、グローバル化の渦中ローカルな視点を持ちながら、すみつづけられる
まちづくりに貢献したいという目標を語るなど、参加者の数だけ多様な SDGs の視点があるのだというこ
とを実感できるアクティビティとなりました。
14 日に開催した第 2 回では、TIPS の皆さんにその取り組みを紹介していただきながら、ブラウザ＆ス
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マートフォンアプリ「Kahoot!」を活用した SDGs クイズを実施しました。
TIPS は、SDGs とダイバーシティ（多様性）を軸に活動を行っていますが、何よりも大切にしていること
は、活動を通じての学生の成長です。SDGs とダイバーシティを軸に据えた意味での「よりよい社会」の
実現を目指すために、ものごとの本質を見つめ、先入観や偏見にとらわれず、自分たちで知り、考え、行
動することのできる「担い手」となれるべく成長できる場をつくることを目指しています。そのことは、
東洋大学の考える「哲学する」こと*1 にも相通じるものであるといえます。
TIPS のウェブサイト*2 では、TIPS の SDGs に関する取り組みや、白山キャンパスをサステイナブル
（持続可能）なキャンパスにしていくためのビジョンが示されており、この日のボラカフェでも紹介され
ました。
キャンパスライフを送る中で気がついたなにげない疑問。その疑問を本質的に考え、向き合い行動する中
で、気がつくと SDGs アクションになっている。わたしたちにできる SDGs アクションとは、そのために
何かしようと思って行動することよりも、もっと身近なところにヒントがあるのかも知れません。
＊１：「哲学する」こととは、「先入観や偏見にとらわれず物事の本質に迫って、自らの問題として深く考
えることととらえ、その営みの下で深く社会の課題に取り組む」ことであるとしています。
（引用元：
『「哲学する」姿勢が世界を生き抜く力になる』竹村牧男談、東洋経済企画広告制作チーム制作、東洋経
済オンライン、2016）
*２：https://toyotips.themedia.jp/
上記ウェブサイトにおいて、今回のボラカフェにリソースパーソンとして参画したことのレポートが掲載
されています。
（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲）
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「意外と広い？ふくしの話～ふだんの、くらしの、しあわせを～」第 1,2 回
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「意外と広い？ふくしの話～ふだんの、くらしの、しあわせを～」第 1,2 回

リソースパーソ
ン

賀上 桜子さん（東洋大学社会学部社会福祉学科 3 年、バリアフリーサークル歩み）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 11 月 7 日（水）10:40～12:10
第 2 回：2020 年 12 月 16 日（水）10:40～12:10

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

第 1 回：10 名
第 2 回：9 名

11 月度は福祉編として、3 回シリーズを企画し、第 1 回・第 2 回を以下の通り開催しました。
7 日に開催された第１回は、バリアフリーサークル歩みの交流企画においても実施された、「カタカナ語
のものを、カタカナ語を使わずに説明する」ゲームを３チーム対抗で行い、参加者間の関係を深めまし
た。
23 日に開催された第２回は、リソースパーソンの賀上さんより、バリアフリーサークル歩みの取り組み
についてお話しいただきました。
バリアフリーサークル歩みは、現在 40 名ほどのメンバーが集まり活動を行っています。2019 年度は障
害者スポーツボランティア活動や、メイン活動の 1 つに位置づけられる大学のオープンキャンパス時の移
動支援活動、学園祭（白山祭）でのミニパンケーキ販売、年２回行われる合宿などです。今年度はコロナ
禍でここに挙げられているような対面型の活動は行うことができませんでしたが、オンラインツールを活
用しメンバー間で顔を合わせながら、ボランティア支援室や株式会社ミライロとの共同企画などの実施を
予定*1 しています。
はじまりは、創立者のオープンキャンパス時の経験にありました。車椅子に乗って生活していた創立者
がオープンキャンパスへの参加を申し出たところ、別日程での参加を担当者に勧められました。その対応
に配慮を感じたものの、オープンキャンパスを通じて感じたかった大学の雰囲気や、共に入学しようとし
ている学生の様子が、別日程への参加では感じ取れないということに不安を感じたそうです。そこで思い
立ったのは、学生がオープンキャンパスの案内役となり、障害をもつオープンキャンパス来場者に対応す
ること。そうすることで、学生はバリアフリーについて考えながら行動することを通じて学びを深め、来
場者は大学の雰囲気を掴むことができ、入学後に授業がはじまってからのキャンパスライフのイメージを
より膨らませやすくなり、安心感を得られることにつながるからという考えからです。
こうして 2013 年から活動を続けている歩みですが、障害領域に留まらない多様性を大切にするという
価値観を、無意識的であってもメンバー間で共有していて、そのことが場にも現れているというメンバー
からのコメントもありました。
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今回は山梨学院大学からの参加者があり、山梨学院大学においてもスポーツで活躍する学生に対するピ
アサポート体制があるという事例の紹介から、学生によるピアサポートに関する話題へと発展していきま
した。山梨学院大学においても従来は教職員によって行われていたサポートが、数年前から学生によるピ
アサポート活動へと発展し、近年こうした動きは全国的に見られるようになってきています。それはまさ
に、歩みが発足した経緯でもある「学生にとっても、当事者との関わりを通じて大きな学びが得られるこ
と」が、一般的にも認知されたことにもよる広がりであるのではないかと考えられます。
賀上さん発表の最後の「誰もが暮らしやすい社会とは？」という問いについては、十分話し合う時間が
取れないままにボラカフェは終了することになりましたが、この問いに対する思索は、次回第３回へと引
き続いていくことになりました。
*1: 本企画実施当時の記述。当該企画は 2020 年 12 月 13 日に実施されました。（本書

ページを参

照）
（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲）
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「意外と広い？ふくしの話～ふだんの、くらしの、しあわせを～」第 3 回
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「意外と広い？ふくしの話～ふだんの、くらしの、しあわせを～」第 3 回

リソースパーソン

賀上 桜子さん
（東洋大学社会学部社会福祉学科 3 年、バリアフリーサークル歩み）

ゲスト

髙本 恵さん（株式会社 LITALICO LITALICO ワークス札幌大通、東洋大学社会福
祉学科卒業生）
山本 詩菜さん（高知大学理学部 4 年、社会福祉法人福祉楽団 内定者）
平岩 なつみさん（福祉 KtoY 代表、コミュニティデザイナー）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

2020 年 11 月 28 日（土）9:30～12:00

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

17 名

第 3 回は 11 月ボラカフェで１番多くの参加者が集まりました。お話をしてくださるのは、福祉に携わ
る仕事をしている 3 名のスペシャルゲストです。
1 人目。東洋大学を卒業後北海道へ渡り、社会福祉法人ゆうゆう（生活介護事業所）を経て現在株式
会社 LITALICO で就労相談員として働く高本さんは、「○○さん」をキーワードにお話をしてくださいま
した。「みんな」とは誰か、福祉とは誰のためにあるのかということを自らに問い、「それは『○○さん』
というたった一人の人のため」であるのではないか、ということをお話しいただきました。仕事を通して
得た経験と考えたこと、特に自閉症の方が書いた個性的な文字が印象に残っています。関わる具体的な相
手を考えることから、1 人の人を思うことの重要さを感じました。
2 人目は社会福祉法人福祉楽団に内定した高知大学 4 年生の山本詩菜さん。理学部で地震について研究
しており、一見福祉とは無縁そうでした。しかし、災害ボランティア活動を通じて聞いた生の声と、日本
語パートナーズ派遣事業（主催：国際交流基金アジアセンター）での経験を通して、「社会的マイノリテ
ィ」を感じたそうです。この社会に対する生きづらさが「障害」と結びつき、福祉の世界で働くことに繋
がったというお話でした。
3 人目は平岩なつみさん。福祉を「ふだんの

くらしの

しあわせ」と考え、デイサービス職員の他

に、幸せを創造するコミュニティデザイナーとしても活動されています。きっかけは周りを見渡すと福祉
職で働く人がいなかったこと。福祉を目指す若者のキャリア支援が必要と思い、出会いの場を創出するべ
くご縁を求めてさまざまな場所に出向いているそうです。それらの想いが、福祉職のイメージを変える
「福祉 KtoY」の立ち上げ、医療福祉系コミュニティ「WelCaMe」の運営に表れているのだと感じまし
た。
福祉を学んだ人だけが福祉の道に進む、あるいは福祉の道に進んだ人はみんな同じような経歴をたど
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ってきているとは限らないと改めて思うような回でした。参加者の中には「福祉」への関心が高まり、選
択肢の多さに驚きと発見をした人も多いのではないでしょうか。スペシャルゲストの個人、海外、防災、
キャリアという別の切り口からのお話は、全て「福祉」と結びつきました。「福祉」はより身近にあり、
意外と広いのだと感じました。
（東洋大学社会学部社会福祉学科 3 年、リソースパーソン 賀上 桜子さん）
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「好きなことでボランティア！～旅＋ボランティア＝？～」第 1,2 回
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「好きなことでボランティア！～旅＋ボランティア＝？～」第 1,2 回

リソースパーソン

赤羽 真萌さん（東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 2 年、IVUSA 白山クラ
ブ）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

第 1 回：2020 年 12 月 9 日（水）10:40～12:10
第 2 回：2020 年 12 月 16 日（水）10:40～12:10

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

第 1 回：3 名
第 2 回：9 名
活動内容（概要）

好きなことや趣味を訊ねられて、「旅」や「旅行」を挙げる方は少なくないと思いますが、「旅」も形を
変えると、スタディツアーやワークキャンプという形で、ボランティア・社会貢献活動につながることが
あります。今回のボラカフェは、そうした「好きなこと」で関わるボランティア・社会貢献活動を提案す
るというコンセプトで実施しました。
アイスブレーキングの意味合いを込めた 9 日を経て、16 日はリソースパーソンの赤羽さんより、新潟県
関川村への「旅」の話題を共有いただきました。
「旅」といっても、いわゆる観光旅行とは趣が違い、赤羽さんが所属する学生団体 IVUSA で取り組
む、関川村での地域活性化活動に伴うものです。
IVUSA の関川村での活動は、過去に関川村出身のメンバーが所属していたことにありました。人口約
5300 人の関川村もまた、過疎化の影響が深刻化し消滅可能性都市にも加えられているという状況の中で、
かつて IVUSA で活動をしていた村出身の学生の「自分の故郷を元気にしたい」という想いから、村の年
中行事である「大(たい)したもん蛇(じゃ)まつり」の運営補助をはじめたことがきっかけとなって始まっ
ています。そうした意味では、この活動もまた当時の学生が当事者として感じていた地域課題をなんとか
したいと思い、自発的にはじめられたものです。2014 年には IVUSA と関川村との間に、地域連携協定が
結ばれ、相互に協力して地域振興を図ることや、災害時に協力することなどを確認するに至り、今年は
IVUSA が関川村での活動を開始してから 17 年目を迎えました。
「大(たい)したもん蛇(じゃ)まつり」は夏に行われる年中行事で、全長 82.8 メートル、重さ 2 トンにも
及ぶ大蛇を、神輿のように担ぎ、街を練り歩くお祭りです。82.8 メートルという長さはギネス記録にも認
定されていますが、この数字は 1967 年 8 月 28 日の羽越大水害の惨事を次代へと語りつぐために設定され
たものとのことです。
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この祭りの運営に関わるために村を訪れる IVUSA メンバーは、数日間村に滞在し祭り以外にも村でさ
まざまな活動を行います。2019 年度は 4 日間滞在し、「孫の手ボランティア」と呼ばれる、村の方々の手
の届かない地域の困りごとを学生が「孫の手」となって手助けするという活動や、村のお祭りの活性化に
ついて村民の方々とともに語り合う「未来サミット」の開催などを行います。IVUSA の関川村での活動
は、夏だけでなく冬にも行われ、赤羽さんも冬は「七ヶ谷雪ほたる祭り」の活性化活動に関わった経験が
あり、夏同様に数日間村に滞在しながら、村民とともに村を盛りあげます。
関川村では、長年の活動により学生と地域との間に信頼関係が築かれてきました。学生が、自ら考え
「自分ごと」として地域に関わるためには、地域で受け入れをされている方々が学生たちを尊重し、「任
せる」場面を創出していることが大きいのではないかと考えます。「横」につながるボランティア活動を
通してだからこそ、同じ関川村の未来を素敵なものにしたいという方向を、学生も地域の方々も一緒にな
って見ることができ、それが信頼関係を生むことにつながっているのではないでしょうか。
活動を通じて赤羽さんが魅力を感じるのは、関川村が自分にとっての第 2 のふるさとになるという感覚
と、村の未来に関われるという実感を得ていることだといいます。そして、関川村で考えたこと、学んだ
ことを大学のキャンパスのある朝霞市周辺のコミュニティ形成にも活かせるのではないか、という気づき
を得ることができたといいます。非日常の「旅」の経験から、日常生活を送る中では見えてこなかった日
常の姿が見えてくる、そんなきっかけになるのかも知れません。
（ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲）
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「好きなことでボランティア！～旅＋ボランティア＝？～」第 3 回
企画名称

東洋大学ボランティアカフェ ONLINE
「好きなことでボランティア！～旅＋ボランティア＝？～」第 3 回

リソースパーソン

赤羽 真萌さん（東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 2 年、IVUSA 白山クラ
ブ）

ゲスト

沼能 奈津子さん（旅行代理店 エコ・スタディツアー企画担当）

モデレーター

日比野 勲（東洋大学ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター）

開催期間・日時

2020 年 12 月 24 日（木）9:30～12:00

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

・ボランティアサークルの活動紹介の場の提供
・学生のボランティア活動や社会貢献活動への一歩を踏み出す後押しをする
・参加者、ゲスト間などボランティア活動に関心のある人同士をつなぎ、仲間づくり
の機会とする
・ゲストの取り組みに学びながら、ボランティア活動や社会貢献活動の多様性と魅力
に気づく機会とする

参加者数

11 名
活動内容（概要）

12/14 に行われた第 3 回目のボラカフェは、「旅」のテーマのごとく、出身・現住、全国各地からオンラ
イン上に集まりました。今回お話をしてくださったのは、旅行代理店で働いている沼能さんです。
沼能さんは「多様化する旅のかたち」をテーマに自身が担当しているスタディーツアーと絡めてお話を
してくださいました。スタディーツアーとは一般的に知られているレジャー旅行に、変化する社会の中で
大切にされてきた「テーマ性」を加えたイメージであり、沼能さんの旅行代理店では、『私と社会の「豊
かな未来」につながる旅』を定義として、学びや持続可能性がある旅を提供しています。具体的には、地
域×交流×まちづくりで福島県の資料館や東日本大震災を考えるプログラムである。旅行に行くことが学
びではなく、行く前そして言った後にも自分ごととしてその地域を考えられるツアーだと実感しました。
話の後半ではスタディーツアーに関わってからの学びにについて 3 つのお話してくださいました。1 つは
「なんでもスタディ！」現地に行った時の少しの心の変化に対してなんで？どうして？と素直な気づきが
学びになると話していたのが印象的でした。2 つ目は「魅力発信だけではない旅の可能性」旅行の楽しさ
だけでなく、現状や課題を把握する必要があると話してくださいました。そして 3 つ目は「お互いの持続
性を考える」現地に行く私たちはただ支援するだけではなく、生活に私たちが介入することで自立を妨げ
てしまうのではないかと考える大切さを感じました。そして最後には、今のかたちということで、オンラ
インで行われている旅についての紹介で話を締めてくださいました。
今回のボラカフェでは旅は知るきっかけになると学ぶことができました。行きたい！楽しい！という旅
も、なんで？どうして？と疑問持つことで知らなかったこと、見えていなかったことを知るきっかけにな
ります。『旅＋ボランティア＝？』の答えは、1 つの正解はなく、感じ方・学んだことによって様々な答え
があるのではないでしょうか？身近である旅には、多くの学びが転がっているように感じました。
（東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 2 年、IVUSA 白山クラブ 赤羽 真萌さん）

24

25

東洋大生がワークショップで学ぶ SDGs
東洋大生がワークショップで学ぶ初めての SDGs
企画名称

東洋大生がワークショップで学ぶ初めての SDGs

講師

ファシリテーター：認定 NPO 法人開発教育協会（DEAR）

八木 亜紀子 さん

アシスタント：木村 明日美 さん
開催期間・日時

2020 年 7 月 11 日（土） 13：00～15：00

会

場

zoom によるオンライン開催

目

的

・SDGs の概要について学ぶ。
・SDGs についての関心を高め、今後の更なる学びや行動に繋がるきっかけを作る。

参加者数

計 23 名(学生 18 名、教員 2 名、ボランティア支援室スタッフ 3 名)
活動内容（概要）

ボランティア支援室における SDGｓ推進の一環として、１年生や初めて SDGs を学ぶ学生を対象に
「東洋大生がワークショップで学ぶ初めての SDGｓ」と題したワークショップを開催しました。
今回のワークショップは、昨年のボランティア WEEK で開催した同ワークショップが好評であったこ
とから、さらに多くの学生が SDGs について学び、関心を高めるきっかけを作ることを目的に、昨年同様
に認定 NPO 法人開発教育協会（DEAR）の八木亜紀子さんに講師をお努めいただき実施しました。
今回のワークショップは新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オンラインでの実施となりました。
ワークショップではまず、今回の新型コロナウイルスに関して、感染が国内で広まり始めてからの約半
年を振り返り、自分の率直な気持ちを語り合うことからスタート。「不安」や「くやしい」というネガテ
ィブな感情が語られる一方、自分に向き合う時間が出来たことを歓迎する気持ちや、何かの役に立ちたい
という前向きな気持ちも語られました。同じ現象でも人によって感じ方が様々であること、時間の経過と
ともに感情が変化していくことを確かめ合いました。
お互いの気持ちを言葉にしてオンラインの場が少し和んだところで、15 年前の世界と今の世界を比較す
る 6 つのグラフが登場。グループに分かれて、何についてのグラフかをクイズ形式で考えました。6 つの
グラフは、「1 人あたりの CO2 排出量」や「所得の格差」、
「女性の国会議席数の割合」などを示すもの
で、15 年間でどのような変化があったのかを、ディスカッションを通して学び合いました。また続けて、
その数値は今後どう変化していくと思うのかを意見交換しました。
世界の現状、そして過去 15 年における変化について理解を深めたところで、2030 年に向けた課題解決
の目標である SDGｓについて学びました。アジェンダ 2030 に記された今日の世界に対する「強い危機
感」を受け取り、ＳＤＧｓが示す「持続可能な開発」とはどういうことなのかを学ぶことで、私たちはこ
れから何をしなければならないのかを切実に考えさせられました。
参加者からは、「自分の考えを持とうと思えるきかっけになった。」
、
「SDGｓを身近に感じられた。」と
いう感想が寄せられた他、「17 のゴールについて具体的に学びたい。」
、
「解決に向けて自分たちにできるこ
とを考えたい。」など、次の学びのステップへの意欲を感じるコメントが多く寄せられました。
ボランティア支援室では、引き続きより多くの学生が SDGｓについて身近に感じられるよう学びの場を
提供するとともに、学生一人ひとりが自分の関心のある分野について更に学びを深め、課題解決に向けて
具体的なアクションを模索し実行できるような機会を作っていきたいと思います。
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「SDGs を“自分ゴト”として考えてみよう」～身近なものから世界とのつながりを考える～
東洋大生がワークショップで学ぶ SDGs「SDGs を“自分ゴト”として考えてみよう」～

企画名称

身近なものから世界とのつながりを考える～
講師：特定非営利活動法人開発教育協会（DEAR）

講師

特定非営利活動法人開発教育協会（DEAR）
開催期間・日時

2020 年 8 月 28 日（金）

会

場

zoom によるオンライン開催

目

的

・身近なものと社会問題とのつながりを知る。

岩岡 由季子 さん
中村 絵乃 さん

11：00～13：00

・SDGs について関心を深めるきっかけをつくる。
参加者数

25 名
（内訳：学生 21 名、教員 1 名、ボランティア支援室スタッフ 3 名）
活動内容（概要）

ボランティア支援室では SDGs 推進の一環として、学生が SDGｓについて知り身近な問題として関心
を深めるための学びの場を提供しています。本ワークショップは、初めて SDGｓを学ぶ学生を対象とした
学びの場として、今年度２回目の開催となりました。今回は、講師として特定非営利活動法人開発教育協
会（DEAR）より、岩岡様、中村様にお越しいただきました。
今回のワークショップでは、「身近なものから世界とのつながりを考える」という副題のとおり、“パー
ム油”に焦点を当て、私たちの身近な食品や日用品が作られる過程に潜む大きな社会問題について学びまし
た。ワークショップの中では、“見えない油”と呼ばれているパーム油が、その扱い易さや価格の安さか
ら、私たちが普段よく手にする食品や日用品に多く活用されていること、そしてその精製の過程では熱帯
林の破壊やこどもの労働問題等の多くの問題を孕んでいること知りました。
ワークショップの後半では、より深く問題を理解するためにロールプレイを実施。パーム油の生産から
製品化・消費までに関わる異なる立場の登場人物を 6 名の学生に演じてもらいました。政治・経営の立
場、そこで働く人の立場、製品を製造し消費する人の立場、そして人間以外の立場。6 名の異なる視点か
らの意見を聞くことにより、1 つの問題には多くの側面があり、複雑に絡み合っていることを知りまし
た。
ロールプレイの後は少人数のグループに分かれ、ロールプレイを経て感じたことをシェア。自分とは異
なる意見に接することで、新たな考え方や見方に気付いたり、自分自身の価値観に気付くことにも繋がり
ました。また、それぞれのグループでは「自分たちにできること」についても意見交換を行い、知識を学
ぶだけでなく、自分たちの生活や日々の行動に紐づけて考えることができました。
参加した学生からは、
「パーム油の問題を始めて知った」
、「問題を色々な面からとらえることの大切さ
に気付いた」という声や、「まずはもっと知ることから始めたい」、「家族に共有したい」、「買い物の際に
気をつけようと思う」など、具体的な行動へのモチベーションも高めることができました。
今回のワークショップを通じて、自分たちの身近な生活の中にも、SDGｓのゴールを達成するためにで
きることが沢山あるということに気付くことができました。今後とも、学生が SDGs を身近な問題として
捉え、関心を深めるきっかけとなる場をつくっていきたいと思います。
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環境問題から考える初めての SDGs
東洋大生がワークショップで学ぶ SDGs

企画名称

「環境問題から考える初めての SDGs」
講師

講師：一般財団法人 SDGs 市民社会ネットワーク

開催期間・日時

2020 年 10 月 3 日（土）

会

場

zoom によるオンライン開催

目

的

・身近なものと社会問題とのつながりを知る。

星野

智子さん

11：00～13：00

・SDGs について関心を深めるきっかけをつくる。
参加者数

22 名
（内訳：学生 19 名、ボランティア支援室スタッフ 3 名）
活動内容（概要）

本ワークショップは、初めて SDGｓを学ぶ学生を対象とした学びの場として、今年度３回目の開催とな
りました。今回は、講師として一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワークより、星野智子様にお越しいた
だきました。
今回のワークショップでは「環境問題から考える初めての SDGs」と題し、環境問題を切り口に SDGs
への理解を深めました。近年、日本でも自然災害による風水害が頻発したり、夏には 40 度を超える猛暑
となるなど、異常気象に見舞われることが多くなりました。また、スーパーやコンビニ等でもレジ袋有料
化が進むなど、環境問題を身近な問題として実感することが増えています。星野氏の講義からは、世界規
模での環境破壊や気候変動、それにともなう人間社会や経済への影響は非常に深刻で、一刻も早く改善に
向けてのアクションを進めなければならない状況であることを学びました。日本においても SDGs のゴー
ルを達成するべく国や企業・団体が積極的に取り組みを進めています。環境問題はあらゆる問題のベース
であり、SDGs の 17 のゴールのほとんどが環境問題にリンクしているため、「環境問題は経済問題であ
り、人権問題である。」という言葉が非常に印象に残りました。
講義で環境問題の現状と SDGs について学んだ後、それぞれが自分の身近なものと SDGs とのつながり
を捉えるワークを行いました。まずは、各自で自分の身近にあるモノ・コトを選び、それがどんな社会問
題につながっているかを想像し、ネットワーク図に描いていきます。普段何気なく手にしているものが、
どんな原料で、誰の手によって作られているか、その原料や労働力はどこから来ているのか。１つのモノ
の背景に想像力を働かせてみることで、身近なものが社会問題につながっていることを実感できました。
さらにグループで共有することにより、お互いの気付きを共有して学びを深めることができました。
環境問題は、地球規模で改善していかなければならない大きな問題ですが、小さくても一人ひとりの
日々の積み重ねが大切です。ワークショップを通じて、私たち一人ひとりにできることがあるというこ
と、日常生活の中でも改善できることが沢山あるということに気付けたのではないでしょうか。
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今知っておきたい世界のジェンダー問題と私たちの権利～SRHR（性と生殖に関する健康と権利）を知っています
か？～
東洋大生がワークショップで学ぶ SDGs

企画名称

「今知っておきたい世界のジェンダー問題と私たちの権利～SRHR（性と生殖に関す
る健康と権利）を知っていますか？～」
講師

講師：公益財団法人ジョイセフ

柴

千里さん

開催期間・日時

2020 年 12 月 5 日（土）

会

場

zoom によるオンライン開催

目

的

・身近なものと社会問題とのつながりを知る。

11：00～13：00

・SDGs について関心を深めるきっかけをつくる。
参加者数

21 名
（内訳：学生 19 名、ボランティア支援室スタッフ 2 名）
活動内容（概要）

本ワークショップは、初めて SDGｓを学ぶ学生を対象とした学びの場として、今年度４回目の開催とな
りました。今回は、講師として公益財団法人ジョイセフから柴千里さんにお越しいただきました。
今回のワークショップでは「今知っておきたい世界のジェンダー問題と私たちの権利」と題し、「ジェ
ンダー問題」の切り口から SDGs について学びました。
講義では、途上国におけるジョイセフの活動についてお話いただくとともに、途上国の多くの女性が望
まない妊娠・中絶や不衛生な環境の中での出産により、命を落としているという事実を知りました。その
数は１日に約８００人。驚くべき数字にショックを受けた参加者も多かったようです。また、男尊女卑の
文化や人身売買の被害、性感染症などに巻き込まれる若い女の子が多くいること、その状況を打破するた
めに現地の女の子たちに正しい知識を教えることや、自己効力感を得てもらう取組みが行われていること
を知りました。
講義後半では、日本や私たちをとりまく「性の問題」に目を向けました。日本は先進国にも関わらず、
2019 年の「世界男女平等ランキング」において 121 位（調査対象 153 ヵ国）にランクしており、ジェン
ダー平等の観点からは取組が遅れている現状を学びました。日本では、学校における性教育の開始年齢が
各学校の自由裁量に委ねられているなど、「性」に関して積極的に語る文化が少なく、「性」にまつわる問
題についても主体的に発言したり声を挙げる人が多くない現状があります。性感染症や避妊の方法などに
ついての正しい知識、自分の性別や好きになる人の性別の多様性など、私たち自身の身体や生き方そのも
のに密接する「性」の話を、日本においてももっと当たり前に語られる必要性を感じました。
ジョイセフでは、自分の人生を自分で選択して生きることができるよう、ILADY．という取組を通じ
て、啓発活動を行っています。ワークショップの中では、参加者が自分の人生を振り返って「人生グラ
フ」を絵にかき、その折々でどんな困難があったか、どんな選択をしたか、どうやってそれを乗り越えた
のか、などをグループでシェアしました。自分が一生付き合っていく「自分自身」という存在について、
誰かの意見に流されるのではなく、自分で「選択」していくことの大切さについて気付かされる時間とな
りました。
人生には様々な「選択」の場面がある中で、見えない差別や固定観念に左右されることなく、自分の意
志を持つことが、社会を変えていくために私たちにできる一歩であると感じました。
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東洋大学ボランティア WEEK
企業における人権への取組
企画名称

東洋大学ボランティア WEEK
「企業における人権への取組」

講師

秋山映美氏（株式会社クレアン）

開催期間・日時

2020 年 12 月 1 日（火）

9：00～10：30

会

場

東洋大学

2107 教室

目

的

企業の社会的責任（CSR）の一環で、人権への取組についての基本的な考え方と具体

川越キャンパス

Webex 及び YouTube ライブを用いた配信

例を学ぶことで、人権への理解を深めること。
参加者数

64 名

※主な内訳は、以下の通り。

【内訳】総合情報学部「CSR 論」履修者 59 名、一般学生 5 名
協

力

総合情報学部の専門科目「CSR 論」
（担当：小瀬博之先生）と連携して実施
活動内容（概要）

「企業における人権への取組」というテーマで、株式会社クレアンの秋山映美氏にご講演いただいた。
最初に「人権とは」というテーマで、人口問題や地球温暖化問題、水問題などの社会及び環境問題を取
り上げながら、これらにも深くする人権課題をグローバルに取り上げ、日本の人権と世界の人権に対する
認識の違いを明らかにした。さらに SDGs（持続可能な開発目標）のベースに人権があることを取り上
げ、人権の重要性を説いた。
次に「ビジネスと⼈権に関する社会動向」として、企業における人権尊重の責任を取り上げ、企画・設
計から使用までのバリューチェーンにおける人権の関わりについて説明した。また、森林伐採や化学物質
流出などによる汚染、児童労働や劣悪な労働環境、ダイバーシティ（多様性）推進の阻害となる無意識の
偏見による人権侵害の発生、外国人技能実習生制度の構造的な人権侵害など、企業活動がさまざまな人権
に影響を与えていることを説いた。
最後に、「企業の取り組み」として、日本企業によるトラブル事例を取り上げるとともに、国連による
「ビジネスと人権に関する指導原則」や各国での法制化の動き、投資機関による人権問題を理由とした投
資引上げ、企業の人権への取り組み評価の状況、外国企業や経団連の動向について説明した。また、結論
として企業が人権問題を「引き起こさないこと」「加担しないこと」を問いた。
講師がオンライン上で講演される状況で、教室での受講も 5 名にとどまる中で、respon を活用しながら
双方向のやり取りがなされるように工夫しながら進めていただいた。学生からは人権問題を具体的に、ま
た詳しく知ることができた、企業の対応の難しさがよくわかったなどの好意的な感想が多くあげられた。
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子どもの権利実現のために自分たちにできることを考える
企画名称

～国連・子どもの権利条約と SDGs の視点から～

東洋大学ボランティア WEEK
子どもの権利実現のために自分たちにできることを考える

～国連・子どもの権利条

約と SDGs の視点から～
講師

出野

恵子氏

（認定 NPO 法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

副代表理事・ファシリテータ

ー）
開催期間・日時

2020 年 12 月 7 日（月）

13：00～14：30

会

場

zoom での配信授業

目

的

国連・子どもの権利条約と SDGs の理念、子どもの権利の視点を踏まえた子ども支援
のさまざまな場面における子どもへのまなざしや子どもへの接し方について、専門家
の方を迎えて学生とともに考える

参加者数

95 名

※主な内訳は、以下の通り。

【内訳】学生 86 名、他学部学生 6 名
協

力

ライフデザイン学部の専門科目「教育制度論」
（担当：内田塔子先生）と連携して実
施
活動内容（概要）

国内外の子どもの貧困や差別の解消のために取り組んでこられた認定 NPO 法人「フリー・ザ・チルド
レン・
ジャパン」の副代表理事の出野恵子氏をお招きし、「子どもの権利実現のために自分たちにできることを
考える

～国連・子どもの権利条約と SDGs の視点から～」というテーマで講義をいただいた。

最初に、講師の経歴および「この道」に進むきっかけとして、教員を目指していた講師が「フリー・
ザ・チルドレン・ジャパン」にかかわりを持っていくきっかけをお話ししていただいた。
続いて、「人権の歴史」を通して、
「子どもの権利条約の」採択から日本での取り組みについて紹介をし
ながら、子どもを「保護される対象」から、「権利の主体」へと捉える子ども観への転換が行われた経緯
について説明があった。
ワーク 1 では、「子どもの権利が守られていなかったと思われる場面」を学生自身の過去を振り返りシ
ェアを行うことで、「権利」について考えた。
次に当団体に関する説明が行われ、12 歳の少年が立ち上げ子どもたちが「主体」となって活動を行って
きた歴史について説明があった。
また、「SDGs」とのかかわりについて、子供たちが「どのように目標に向かって活動をしているのか」
事例を交えて紹介され、デモ・学校での活動・SNS・演劇を用いた活動など、それぞれの子どもたちが
「得意なもの」を生かして活動をし、まずは「自分でできること」から始められることが説明された。
さらに、「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」の運営方法について、
「子どもが運営に参加」
「大人に
も会の運営について理解をしてもらう（書面にサイン）」
「子どもたちが自らアクションを行えるよう導
く」という点を意識して活動を行っていると説明を受けた。
最後にワーク 2 では、
「子どもをサポートしよう」と題して、傾聴力・質問力を身に着ける方法につい
て、説明を受けた。
受講者の声としては、
「今まで保育者になりたいと思っていたけど、子どもとかかわる職業は他にも
多くの選択肢があることが分かったため、もっと視野を広く持って大学生活を過ごしたいと思った。」

35

「子どもの権利はどういうものなのか、改めて理解できた。」「子どもの権利条約と自分の子ども時代の体
験を合わせて考えることで子どもの権利が守られていた経験と守られていなかった経験についてよく考え
ることができました。」
「子どもの権利条約と自分の子ども時代の体験を合わせて考えることで子どもの権
利が守られていた経験と守られていなかった経験についてよく考えることができました。」…
という感想が多く寄せられた。
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エイズってなんだろう？
企画名称

東洋大学ボランティア WEEK
「エイズってなんだろう？」

講師

和田 翔雅氏（オカモト株式会社）

開催期間・日時

2020 年 12 月 8 日（火）

会

場

東洋大学

目

的

HIV/エイズを含む性感染症予防についての知識を広めること

参加者数

60 名

16：30～18：00

白山キャンパス

6101 教室

webex を用いた配信

※主な内訳は、以下の通り。

【内訳】学生 45 名、履修生以外 15 名
＊「学生」に学内配信等イベント運営担当学生を含む
協

力

社会学部の専門科目「貧困と社会的排除」（担当：川原恵子先生）と連携して実施
公益財団法人エイズ予防財団、東洋大学学生団体 DAISY
活動内容（概要）

川原が担当する「社会福祉学専門演習」履修学生の運営による世界エイズデーにちなんだ参加型イベント
を実施した。当日のスケジュールは以下の通り。
１．当イベントの目的・趣旨説明（川原）
２．性感染症に関する学内調査結果報告（ゼミ学生・調査班）
３．ゼミ学生によるプレゼン（性感染症および性感染症予防に関するクイズを出題、双方向）
４．オカモト株式会社和田様よりプレゼン
５．東洋大学学生団体 DAISY による性的同意・避妊具に関するピア・エデュケーション
６．事後アンケート
エイズ・性感染症に関してはこれまでの学校教育において幾度となく学んでいるはずであるが、学内調査
結果からは正確な知識を身に着けている学生が必ずしも多数とはいえない状況であり、交友関係が活発に
なる大学時代にピアでの啓発活動を行う意義を改めて感じた。性に関する内容は学生同士でも話題にしづ
らい人もいるため、今回のイベントをきっかけにエイズ・性感染症について正確な知識を得て、男女関係
においてもお互いを尊重しあえる関係を構築していくことの大切さを学ぶことができたと考える。今回
は、東洋大学学生団体 DAISY さんの協力を得て、性的同意についても触れることができたため、性教
育・ジェンダー平等にまつわる社会課題についても幅広くとらえることができたと思われる。また、今回
オンラインイベントで実施したため、朝霞キャンパスからも 1 名参加があった。
＜イベント後のアンケート、N=28＞
【イベントの感想】

79％が「よかった」と回答

「とてもよかった」「まあよかった」22、「どちらともいえない」3、「あまりよくなかった」3
【講義内容の理解度：5 件法】

82％が「理解できた」と回答

「よく理解できた」「理解できた」23、「どちらともいえない」3、「あまり理解できなかった」2
【感想】＜一部抜粋＞
・メディアなどに取り上げられる機会も少なく、知識を身につける場がほとんどなかったため、分かりや
すく良いイベントであったと思う。
（白山・2 年生）
・コンドームや性的な話というのは日常においてなかなかない。しかし、このような機会があることで解
決する方法が身につくと思うので、とても良かったです。
（白山・2 年生）
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・正直なところ、どうしても性的会話はタブーというイメージがあったのですが、正しい知識を持たず、
無知であることが問題であるように思いました。そのため、今回のような気軽に学ぶ機会がもっと増えて
ほしいと思いました。私自身、コンドームや避妊に対する見方が変わり、勉強になりました。（白山・3 年
生）
・性的同意の場面で相手の意思を尊重することは知っていたが、自分の意思をはっきりと主張するべきで
あるという自覚を持つことができた。（朝霞・1 年生）
・ゼミ生の発表(クイズやアンケート調査の発表)の際に私語が多かったことや、段取りが悪かったことが
気になりました。時勢が時勢なので難しかったのかと思いますが、もう少しリハなどを行い観衆から「ふ
ざけているのかな？」と思われないようにされた方がいいかと思います。（白山・3 年生）
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SDGs と子どもの人権
企画名称

東洋大学ボランティア WEEK
「SDGs と子どもの人権」

講師

秋山映美氏（株式会社クレアン）

開催期間・日時

2020 年 12 月 16 日（水）

会

場

webex を用いた配信

目

的

SDGｓと子どもの人権に焦点をあて、国際社会における子どもと SDGｓ、子どもを

15：15～16：15

※事前学習として、Youtube で資料動画を配信

取り巻く環境と人権、企業が取り組む子どもの人権などについて学び、自分たちがで
きることを考える。
参加者数

18 名

※主な内訳は、以下の通り。

【内訳】履修学生 13 名、履修生以外 5 名

授業履修者数：148 名 授業外申込者：7 名にオンデマンドを配信している。
※この授業は事前にオンデマンド(youtube)にて講義を受講し、当日は担当教員、外
部講師および受講者でディスカッションや質疑応答を行う。
協

力

社会学部の専門科目「児童福祉論 B」（担当：森田明美先生）と連携して実施
活動内容（概要）

企業の CSR 報告書企画制作支援、CSR/サステナビリティ推進支援、また自治体等に研修等を行ってい
る、株式会社クレアンの秋山様を迎え、「SDGs とは」「SDGs と子どもの権利」「企業がどのように取り組
みをしているのか」を事前テキストにより学習の上、ディスカッションを行った。
当日は web での実施であったことから、香港や中国にいる学生からも参加もあった。
参加学生より各自質問を受け、外部講師及び担当教員より説明を行った。
○テレビ等で最近「SDGs」のキーワードをよく聞くようになったが、日本の取り組みは世界と比べると
どの程度なのか？
→一言に「日本」といっても、「政府」・「企業」によって、回答が異なる。「政府」としては、目標の設
定に関しては遅れていると思われる。「企業」については、“今やっていることを SDGs ゴールに当てはめ
る”、“現在抱えている課題を解決していく”という形が多い。
→政府及び企業が「SDGs」に対して“積極的”なのかについては、判断が分かれる。
政府は「今までやっていること」を積み重ねている。という状態。
企業については、「17 のゴール」によって取り組みのレベルが違うように思える。
5.「ジェンダー」については女性管理職や役員、議員の数等を見ても遅れていると思われる。
16.「平和と公正」についても取り組みとしては難しい。
○東洋大学が「SDGs」に対して最近積極的になってきた理由は？
→東洋大学で「SDGs」を推進するプラットフォームが整ったことで、2019 年度からボランティア支援
室でも企画等を進めている。
→政府＞企業＞NPO・学校

という流れで、
「教育機関」にも SDGs に関する取り組みが具体化され実

際に活動を行っている段階となっている。
皆さん自身も身近なことから「SDGs」にかかわる活動をすることができる。
NGO 等の活動に参加や寄付をする、「商品」を買う際に“認証マーク”がついているものを買うこと
で、SDGs に取り組みをしている企業を“消費者として選択”する。ことも活動の一つとなる。
○取り組めない企業がある場合はどのような理由があるか？
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→「規模が小さい会社」については難しいのではないか。「社員の生活安定」、
「専門の担当者必要」
など課題も多い。しかし、「消費者の意識」が向上すれば、企業は取り組まないわけにいかない状況
となるので、変わっていくと思われる。
私たちも「おかし」
（フェアトレード商品）などを意識して、「消費者としての質」を上げていく必要
がある。
○CM 等で差別的な表現が原因で「炎上」が起こってしまう理由は？
→企業の中心にいる世代は、これまでの教育で「人権」が取り扱ってこられなかったではないか。
企画者としては「差別の意図はない」と思っていることが原因。企業への研修等を行い、専門家を交
えることで、リスクの回避が必要。また、最近は教育の現場でも取り組みがされているので、世代が進め
ば減少すると思われる。
○児童労働について企業は事実を知っているのか。
→現地の企業及び親世代が自分たちも今までやってきていることから「当たり前」だと思っている。
悪い「ブローカー」等もいるので、委託をする企業側が現地の企業へ児童労働の解消に向けた対応を
行う
ことが必要。
他には「差別」に対する世界の対応（アメリカとヨーロッパの違い）や「選択制別姓」について議論を
交わすことができた。
ディスカッションに参加した学生は、積極的に質問や意見を口頭およびチャットを用いて表現し、他の
学生とも内容を共有することができて有意義な時間を持つことができた。
また、アンケート等により、理解の定着度について調べたところ、１７の目標については理解されてい
ることが分かった。ただ、課題としてＳＤＧs が発展途上国に向けられた取り組みであると理解した学生
が２４％もいた。このことから、今後、学生の学習の場としては、自分の生き方などに引き寄せて考える
機会を提供することが求められると考える必要があると思う。
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ボランティア入門講座
企画名称

ボランティア入門講座（ボランティア week）

講師

ボランティア支援室 ボランティアコーディネーター 日比野 勲
東洋大学ボランティア支援室サポートスタッフ 杉本 昂熙(たかき)
東洋大学ボランティア支援室サポートスタッフ 渡邉 蛍都(けいと)

開催期間・日時

2020 年 12 月 10 日（木）10:40～13:00

会

場

Zoom によるオンライン開催

目

的

大学生に少しでもボランティアに興味を持ってもらい、知識を深めてもらうこと

参加者数

28 名（本学学生のほか、早稲田、明治、千葉、お茶の水女子大学の学生及び
多摩大学より教員 2 名）
活動内容（概要）

学生の参加型の講座として、
・クイズで学ぶ「ボランティア」！
・Our Volunteer Story
・自分にあったボランティア活動の探し方
・まとめ
の 4 部構成で実施しました。
日比野コーディネーターによるボランティアのレクチャー、渡邉蛍都さんと杉本昂熙の経験談から学んだボランティ
アの魅力を存分に詰め込んだ濃い内容の講義となりました。
普段見たり、聞いたりはするが正しい知識を学ぶ機会が少ない「ボランティア」の知識をボランティアコーディネータ
ーから学べることに加え、東洋大学ボランティア支援室サポートスタッフとして関わる学生二人が、大学生目線でボ
ランティアの魅力を発信するという内容でした。
当日は 1 年生から 4 年生までの幅広い学生に参加してもらうことができ、講座ではボランティアに関する新鮮な情
報や、同じ学生の頑張りに笑みをこぼす人もいました。
講座は 12:30 に終了したものの、質疑応答や感想交流で賑わい 13:00 までの延長をしました。
感想では、「ボランティアに対する考え方が変わった」、「自分もこれから色々なことに挑戦してみたい」また参加した
他大学の学生さんからは「東洋大学はボランティアに力を入れていて羨ましい」などという声が散見され、講師一同
開催して良かったという満足感でいっぱいになりました。
ボランティアの 4 原則のうちの一つ「公共性」。ボランティアがより拓かれ、ボランティアの魅力を多くの人に広めた
い。そんな想いで引き続きサポートスタッフとしてこのような活動に尽力していきます。
最後に、本講義に参加していただいた皆さん、お越しいただきありがとうございました。
（ボランティア支援室サポートスタッフ 杉本 昂熙(たかき)）
※写真があれば数枚を添付。但し、HP や広報誌に掲載する場合があるため、被写体の了解を得るなど、
掲載可能な写真を提出してください。
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ボランティア支援室「しゃべり場（オンライン窓口）」
企画名称

ボランティア支援室「しゃべり場（オンライン窓口）」

主催

ボランティア支援室

開催期間・日時

2020 年 7 月 6 日（月）～

会

場

オンライン（zoom）

目

的

新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、春学期期間にボランティア支援室が
閉室となったことにより、zoom を用いてオンラインでの窓口を開室する。
活動内容（概要）

新型コロナウィルス感染拡大防止対応により、春学期中はボランティア支援室が閉室となった。
そこで、web 会議システム「zoom」を用いて、平日の 10：30～15：30 の間で web 窓口を開設し、学生
が窓口に来なくても相談や問い合わせ等に対応できるように体制を整えた。
基本的に学生の課外活動が禁止されていることから、学生からの相談等は多くなかったが、
設置当初は新入生が入室し、ボランティアに関することも含めて大学生活全般での相談が多々見られた。
夏以降はイベントを実施する学生や外部講師等との打ち合わせに利用し、メールでは伝わりにくい
内容や資料等の共有をすることで、対面が出来ないながら工夫をしながら対応することができた。
本学はボランティア支援室がある白山キャンパス以外に４つのキャンパスを要しており、これまでは他キ
ャンパスの学生に対して、対面で相談を受ける機会がなかったことから、2021 年度についても引き続き実
施できるように開室スケジュール等を調整していきたい。
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Hands to Hands-みんなで乗り越える、コロナ禍企画名称

「Hands to Hands-みんなで乗り越える、コロナ禍-」

講師

ボランティア支援室

開催期間・日時

【第１弾】物資募集：2020 年９月８日（火）～30 日（水）
学生配布：2020 年 10 月１日（木）～30 日（金）
【第２弾】物資募集：2020 年 10 月 19 日（月）～11 月 13 日（金）
学生配布：2020 年 11 月９日（月）～寄贈品がなくなるまで

会

場

東洋大学

白山キャンパス

ボランティア支援室

各キャンパス

教学担当部署

目

的

2020 年は新型コロナウィルス感染拡大のため、実家からの仕送りや、アルバイトが
減少し、困窮が一層厳しくなっている多くの学生がいる。
そこでボランティア支援室では、「Hands

to Hands-みんなでのりこえるコロナ禍

-」として、食料品の寄贈を通じて“学生・校友・教職員がみんなで助け合い 、コロ
ナ禍を乗り越える”『場』を提供し、学生が必要な食料品などが入手することで、学
業が継続できる環境を支えあう活動を行うことにした。
参加者数
詳細は別紙のとおり
協

力

校友会・甫水会・東洋大学生協
活動内容（概要）

・支援物資はホームページ、校友会、甫水会等を通じて募った。全国各地の校友、教職員、学生、保護者
（甫水会）のほか、本学関係者のほかにも近隣の学外団体からも持参・宅配便で 800 件 10,000 点以上の
支援物資が届けられた。
・配布は白山キャンパスについては甫水会館内のボランティア支援室で、白山以外のキャンパスについて
は学内便を利用して各キャンパスの教学担当課を通じて全学で延べ 400 名以上の学生に配布した。
会場設営、支援物資の整理・梱包はボランティアを募り、
「つながり」の場を提供した。ボランティアに
は学生以外にも業務終了後の他部署の職員も参加し作業に当たった。
・多くの授業がオンラインになり、イベントも軒並み中止・オンライン開催になる中で、学生には登校の
機会を、校友の方には母校とのつながりを持つ機会をもうけ、それぞれに大学への帰属意識をもってもら
うこともできた。
・寄贈者、ボランティア、物資受取者より「メッセージ」を頂戴し、課内掲示や HP 等で紹介を行い、そ
れぞれへのフィードバックを行った。受取学生のメッセージを読むと、コロナウィルスの影響を大きく受
け、アルバイト等の減少から起こる経済的危機と、「大学に来られない・外に出られない」という精神的
な危機を感じ取ることができた。特に「大学に来られない」ことで、
「他人と話す機会がない」「外に出る
ことができないので気持ち的に落ち込む」「新入生だけど友達ができない」等の深刻な思いを述べる学生
もおり、コロナの影響が学生に対して大きな影を作り出している現実を知り、2020 年度での働きかけに結
び付けられることも多くあった。
2021 年度に向けてもできる範囲であるが、学生の不安を解消できる企画等が実施できるようにしたいと思
う。
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①支援室での様子

③他キャンパス生用梱包一式

②「寄贈者からのメッセージ」貼り付け作業

④「受取者からのメッセージ」掲示
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