
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生ボランティア活動推進のための 

連携・協働における取り組み内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記載されている取り組み内容は、平成 20 年 9 月～10 月の調査時点における内容で

すので、ご留意願います。 



［学生ボランティア活動推進のための連携・協働における取り組み内容］ 

【国公立】

国立大学

学校名 取組内容
小樽商科大学 小樽市在住の外国人に日本文化を紹介
北海道大学 ボランティア情報交換、学生ボランティア紹介
北見工業大学  ・講習会等のボランティア推進活動

・募集情報の提供、ボランティアへの協力
弘前大学 ボランティアを依頼する団体から、郵送、ＦＡＸ等でボランティア要請を受付ている。
岩手大学 市町村等行政機関を訪問し、依頼している。
山形大学 学生主体のため、大学として把握していない
茨 城 大 学 （ 教 育 学
部）

 ・県や市町村と大学（学部）との協力協定にもとづいた派遣事業
 ・教育学部地域連携委員会を窓口とした派遣事業

・教育実践総合センターを窓口とした派遣事業
宇都宮大学  ・募集チラシ等をもらい、学内掲示・サークルへの配布を行っている。

・宇都宮市教育委員会・宇都宮大学教育学部との間で連携協議会を設置し、学校支援ボ
 ランティアに関する事業を行っている。

・スクールサポートセンターのチラシを年度はじめに県内の小・中・高校へ送ってい
る。

埼玉大学  ・定期的な情報提供
 ・イベントの開催

・学内施設の提供
千葉大学 授業での協力を依頼している。
横浜国立大学  1.保土ヶ谷区と協働で地域の小学生を対象に科学教室等の教育支援活動を行っている。

2.学生中心のプロジェクトを立ち上げて市民団体と協働で地域社会のレクリエーション
 活動を考案・実施している。

3.横浜聾特別支援学校と聴覚障がいを持つ学生との交流を行っている。
新潟大学 地域の社会福祉協議会やその他の地域団体からは、学生を対象とした様々なボランティ

アニーズを寄せていただいております。地域の行政機関からはボランティアニーズや被
害地の情報等々を提供いただいているとともに、各種の支援を受けています。

筑波大学  ・課外活動団体（サークル活動）等への積極的な情報提供
 ・ボランティア活動に限らず、学生参加による企画・活動の支援

・障害に対する適切な理解・支援技術を習得することを目的とした授業科目の開設
長岡技術科学大学 各機関・団体からの募集案内の掲示、各機関・団体からの募集案内のサークルへの周知

等の協力
上越教育大学 1.ボランティア・NPOセンター等で発行されているボランティア情報の機関誌を積極的に

 受け入れ、学生への周知徹底に努めている。
2.県の教育委員会と連携して、県内小・中学校等の学習支援ボランティア(学生支援員)

 の情報提供・登録・派遣を積極的に推進している。
3.地域の子供会や老人ホーム等と連携し、各種イベントボランティアや事業ボランティ
アの依頼に対して、一般学生への情報発信の他、本学課外活動団体へも参加を積極的に
呼びかけている。

東京学芸大学 1.「学校教育ボランティア説明会」を開催し、近隣の各市区教育員会からボランティア
 活動の内容や方針について本学学生に説明していただく。

2.「学校教育ボランティアカード」を学生から受付、希望する市区の教育委員会に送
 付。

3.教育委員会の主催する「学校教育ボランティア懇談会」に出席し、実態を把握すると
ともに、意見交換等を行う。

東京農工大学 ・府中NPOボランティア活動センターと連携し主として環境関係について学生サークルが
 地域貢献している。

・府中市市民活動支援課と協同し、高校生のボランティア活動に協力している。
東京海洋大学 募集案内を学生サービス課窓口に備え付け、学生に募集を呼びかけている。
富山大学 1.青少年自然の家等の企画事業（ボランティアを含む）の募集について学内掲示を行っ

 ている。
2.県のボランティアセンターにて取りまとめたボランティア情報について、学内掲示を
行っている。

金沢大学 金沢市が実施する事業等に対しての学生ボランティアについて、市より活動証明書が発
行。

福井大学 各機関・団体からのボランティア募集に対し、活動内容が適合する学生サークルに案
内・要請を行ったり、一般学生に対して掲示板にて周知している。

岐阜大学  各学部への募集案内・ポスターの送付
 公用掲示板への掲示等による周知

募集内容と直接的に関係のある部局と依頼者である機関・団体との連携の上、ボランテ
イア活動の推進を図っている。  
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学校名 取組内容
静岡大学  ボランティア機関の職員を授業の講師に依頼している。

 静岡県災害ボランティアと共同で「サバイバルキャンプ」を実施している。
磐田市からの要請で、教育学部英語科の学生が週1回ボランティア活動を行っている。

三重大学  ・「みえボランティアフェスティバル2008（仮称）」における実行委員の派遣
・大学ボランティア情報交換会への参加

浜松医科大学 学生サークルが主体で行っているので、大学としては連携を行っていない。
豊橋技術科学大学 学生が届出するボランティア活動に関係する機関等へ、安全面や活動に対する支援依頼

を行っている。
京都大学 京都市の教育委員会と「学生ボランティア」学校サポート事業協定を締結し、教職を目

指す学生や高い専門知識・技能を持つ学生を市立学校・幼稚園に派遣して教育活動の支
援を実施している。

京都教育大学 連絡調整
京都工芸繊維大学 京都市教育委員会と学校サポート事業における学生の派遣に関して協定を結び、派遣学

生を推薦し、京都市立学校・幼稚園に学生を派遣しています。
大阪教育大学 地元教育委員会からの要請に応じて、放課後学習や「総合的な学習の時間」を利用して

の森林体験、起業家教育などを実施している。
神戸大学  地域のまちおこし団体等と協力し「祭り」の協力

 学童保育所・児童館等で子供たちの支援
1人暮らしの高齢者等への支援

奈良女子大学 地域活動のボランティアに参加を希望する学生のために地域の行政機関担当者による学
内事前説明会を開催するなど地域の行政機関との連携のもとにボランティア活動への参
加促進を図っています。

和歌山大学  ・ボランティア募集の連絡を受け、主に掲示にて学生に周知。
・社会福祉協議会に講師を依頼し、年一回、ボランティアに関する講習会を開催。

兵庫教育大学 不登校児童生徒支援団体への人的サポート
島根大学  各機関・団体の募集を掲示等でしている。

 各機関・団体の要望に沿った学生を派遣するため、団体への連絡を密にしている。
学生に個別にあたってなるべく参加するよう対応している。

岡山大学  ・留学生と市民との交流会の実施
・小学生の下校時の安全確保

広島大学   (1)東広島市ボランティア活動支援センターと連携し、情報交換を図っている。
 (2)広島市及び東広島市の社会福祉協議会と連携を図り、ボランティア情報を提供をして

 もらっている。
 (3)地域の社会福祉施設、幼稚園、小学校へボランティアの提供を照会している。

山口大学  ・情報誌の交換
 ・各種会議への出席

・授業に講師として招く
徳島大学 県教育委員会が実施する「青年による人権教育交流推進事業」を関係サークルに周知

 し、学生との連絡調整を行う。
児童文化研究部が企画する近隣の小学校等の児童を対象にしたイベントの学内資源の提
供及び準備。

香川大学 ボランティア活動の受入。
愛媛大学 授業の開講、学内イベントの開催
鳴門教育大学  学生支援員の養成と派遣（徳島県教育委員会）

 学習支援ボランティア（徳島市教育委員会）
特別支援教育サポーター（鳴門市教育委員会）

九州大学  九州大学学生後援会と連携したボランティア団体（NPO法人）への活動助成
 九州大学学生後援会と連携したボランティアサークルへの活動助成

地域行政機関が主催するボランティア事業への学生の派遣
九州工業大学 地域行政機関、商店街等と共同で地域活性化を目的とした催しを行う等しているが、そ

の際の連絡・調整・物的支援を行っている。
福岡教育大学 福岡県、福岡市、北九州市等と協定を締結し、小学校・中学校等の依頼を受けて学生を

ボランティアとして派遣し、教師が行う授業や課外活動等の補助等を行っている。
長崎大学 上記団体から挙げられた企画を検討し、その企画に合った学生を派遣する。
熊本大学 ・県及び市のボランティアセンターや市の社会福祉協議会へ依頼し、 新のボランティ

 ア情報をメール等で提供してもらっている。
・その他必要に応じて相互連携や協働を行っている。

大分大学  ・各種ボランティア活動の依頼を迅速に周知する。
・地域福祉等ボランティア活動を促進する。

鹿児島大学 鹿児島市と包括連携協定を締結
琉球大学 教育相談、学校現場での学習補助ボランティア、教育実践力の向上  
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公立大学

学校名 取組内容
釧路公立大学 ボランティア募集情報の収集
名寄市立大学 社会福祉施設の行事への同行など。
札幌市立大学 学生の絵本読み聞かせボランティアサークルが、長期休業期間中、各機関・団体におい

て絵本読み聞かせのボランティアを行っている。
青森公立大学 学生の自主参加を促すための情報交換及び調整
会津大学  地域の機関団体主催のスポーツ等イベントの運営サポート

老人福祉施設への慰問
宮城大学  ・区民まつり等、地域活動のボランティアスタッフ

・県･市教育委員会からの小･中学校での学習支援ボランティア
岩手県立大学  ・社会福祉協議会等が主催する福祉まつりに学生が企画から参加している。

・学生が防災フォーラム等を開催する際には、社会福祉協議会等の協力をいただいてい
 る。

 ・自治会と協力して、フリーマットの開催や地域の雪かきを行っている。
・NPOの広報誌の作成を学生が行っている。

国際教養大学 留学生のボランティア
群馬県立女子大学 地域の小・中学校から学童保育・勉強会などへの派遣依頼が来た際に、教職志望の学生

を中心に情報を送る
茨城県立医療大学  ボランティア活動の案内があれば学生や学生団体へ周知している。

本学認定学生団体が、社会福祉協議会に加盟している場合には、必要に応じて保険の加
入状況等を確認している。

長野県看護大学 各機関のボランティア募集等に積極的に応じる。
埼玉県立大学  地域活動の支援（祭り）

学校健康診断の補助
神奈川県立保健福祉
大学

 ・地元の社会福祉協議会からのボランティア情報を学内に周知している。
・病院において、入院している子どもの親が病棟にいる間、子どもの兄弟姉妹の保育ボ

 ランティアを実施している。
・地元の養護学校の在校生を対象としたサマーキャンプを実施している。

金沢美術工芸大学  ・大学に寄せられるボランティア情報を学生に掲示等で周知
・ボランティア活動に関心のある学生に直接参加を呼びかける

名古屋市立大学 里山再生活動、子育て支援、トワイライトスクール支援
愛知県立大学 教育活動支援を行うボランティアを求めている公共団体と協定を結び学生と受入れ先の

希望が一致する者を推薦している。
愛知県立看護大学 地域の祭事、施設行事などの参加
三重県立看護大学 学生のボランティア活動の情報提供
大阪府立大学  ・さかいっ子環境フェスティバル2008

 ・打ち水フェスタ
・ビデオ教材を使用した小学生への環境教育

神戸市外国語大学 ・本学は語学大学であるため、語学を生かせる活動に力を入れている。（学生も望んで
 いる。）

・ただし、学外からの活動要請は福祉関係の活動が大半であるため、これらの活動に学
 生の参加を促すよう努めている。

・講習会の一部で、地域住民にも参加を呼びかけた。（手話講習会）
和歌山県立医科大学 地域の自治会行事（一般清掃など）に参加している（保健看護学部）
滋賀県立大学 正課授業ではないが、地域貢献活動プロジェクトとして「近江楽座」を開設しており、

 行政・NPO団体・地域社会との協働を推進している。
地元自治会と定期的に意見交換できる場を設定している。

神戸市看護大学 区役所と連携協力協定を結び、学生が健康づくりのイベントに参加することにより、地
 域の健康支援を行っている。

地域の教育ボランティアを募り、学生が訪問し生活を共にすることにより健康支援のあ
り方を勉強する。

県立広島大学（庄原
キャンパス）

学生ボランティア団体と関係団体との連絡調整

香川県立保健医療大 教員を通じてボランティア募集を行っている
北九州市立大学 乳幼児親子や学生・市民が自由に立ち寄り、こどもを遊ばせお茶を飲みながら、情報交

換できる多世代交流の場を学内にと作っている。
熊本県立大学 包括協定（本学と自治体、企業等が地域の様々な課題解決のために協力することを目的

としたもの）締結先団体の様々な活動に学生もボランティアとして参加
長崎県立大学 ・大学と相互協力協定を結んでいる自治体と連携し、小中学生の学習補助を行うボラン

 ティアに取り組んでいる。
・アメリカンスクールを訪問し、異文化理解支援のためのボランティアに取り組んでい
る。

沖縄県立芸術大学 他機関・団体からボランティアの案内を受けた際、学生に周知している。  
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学校名 取組内容
福岡県立大学 ボランティア活動調査中のため不明
宮崎公立大学 可能な限り需給調整を事務局で行うようにしている。（事務局を通して申し込むように

している）
沖縄県立看護大学 関係機関との協定を結び、学生の待遇面の確立を図る。  

 
公立短大

学校名 取組内容
名寄市立大学短期大
学部

社会福祉施設の行事への同行など

岩手県立大学盛岡短
期大学部

 ・社会福祉協議会等が主催する福祉まつりに学生が企画から参加している。
・学生が防災フォーラム等を開催する際には、社会福祉協議会等の協力をいただいてい

 る。
 ・自治会と協力して、フリーマットの開催や地域の雪かきを行っている。

・NPOの広報誌の作成を学生が行っている。
山形県立米沢女子短
期大学

学生への協力依頼があれば掲示等にて対応している。

岩手県立大学宮古短
期大学部

 ・教員とNPO団体等との連携による学生への情報提供
・社会福祉協議会（インターンシップ受入先）からの要請による学生への情報提供

県立新潟女子短期大
学

協力依頼については、日程等可能な状況であれば、ボランティアサークルの学生ができ
るだけ協力している。

三重短期大学 福祉系担当教員による紹介・案内等を行っている。
倉敷市立短期大学  国際ソロプチミストから助成金を受けて活動している。

同団体の支援する他のクラブ・グループを協力して、地域での活動を行っている。
大分県立芸術文化短
期大学

 ・授業時に講演を依頼し、活動の呼びかけを行う。
 ・授業での発表会で学生の発表を聞き、コメントをいただく。

・検討会で意見を伺う。  
 
 

国公立高専
学校名 取組内容

旭川工業高等専門学 地域における環境整備（花壇整備と除雪奉仕）
苫小牧工業高等専門
学校

ポスターを掲示

釧路工業高等専門学
校

 1.釧路開発建設部と連携し、釧路新道で｢植樹会｣を学生達が行った。
2.釧路霧フェスティバル実行委員会に本校学生が参加し、釧路市民と力を合わせて釧路

 の一大行事である、｢釧路霧フェスティバル｣の企画運営を行う。
3.町内会からの要請により、本校学生が街路樹の整備やイルミネーションの取り替えを
行った。

宮城工業高等専門学
校

 構内緑化
 イベント補助

清掃活動
鶴岡工業高等専門学
校

1.ボランティアセンター発行の「便り」等の学内掲示等による学生へのボランティア情
報の提供。
2.清掃活動等における地元町内会との連絡調整。
3.自治体主催行事へのボランティア学生派遣等の連絡調整。

一関工業高等専門学 吹奏楽部によるボランティア演奏
仙台電波工業高等専
門学校

清掃活動、通学指導、出前授業、子供病院での社会奉仕活動

長野工業高等専門学 特別な連携等は行っていない　教員の学生引率派遣程度
茨城工業高等専門学 盲導犬、養護施設
小山工業高等専門学
校

1.学生会が主体となり、学園祭などで、「カンボジア地雷撲滅キャンペーン」に協力し
 て募金活動を行っている。

2.吹奏楽部やハンドベル同好会が近隣の幼稚園や老人施設、病院等で慰問の演奏活動を
行っている。

木更津工業高等専門
学校

各団体との情報の共有

東京工業高等専門学 留学生と地域の小中学生との交流
岐阜工業高等専門学
校

 ・地域の文化祭などの行事への参加協力
・校内での献血の実施

鈴鹿工業高等専門学
校

地域の他大学及び高等学校と地域連携のボランティア連合会を今年度結成し、組織の発
展とともに学生の意識向上を図っている。

石川工業高等専門学 津幡町、内灘町の環境整備、祭り等の地域行事への参加、能登半島地震の災害復興支援
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学校名 取組内容
鳥羽商船高等専門学 社会福祉協議会老人介護施設での吹奏楽演奏
明石工業高等専門学
校

 1.障害者の作業所を学生が訪問し、ニーズを調査、対応する。
2.兵庫県立考古博物館と協働して、地域で取得できる素材を活用し、学生が中心となっ

 て竪穴住居を復元する。
3.地域のため池協議会のニーズに対応して、チナンパ（浮島の上に作った水上畑）作製
などため池環境浄化に貢献する。

舞鶴工業高等専門学 地域の方々と近隣駅の清掃を行ったり、敬老会で吹奏楽の演奏会を行った。
奈良工業高等専門学
校

 ・近隣自治会クリーンキャンペーンへの参加
・市からの要請による市主催行事「全国金魚すくい選手権」の審判員としてのボラン

 ティア活動
・教育委員会等主催「実験教室」においてサイエンスボランティアとして実験補助を務
める。

米子工業高等専門学
校

 ・知的障害者施設での祭に運営補助として参加
 ・神社の清掃活動

・小学校児童と一緒に清掃活動
津山工業高等専門学 行政機関から要請があった場合は、学生の派遣に協力する。
呉工業高等専門学校  地域の美化運動

 老人ホームの訪問
募金活動

広島商船高等専門学
校

 ・地元のNPOが企画した清掃活動に、趣旨を同じくする本学の同好会が参加している。
・近隣の介護老人保健施設のイベント等に、有志の学生がボランティアとして参加して
いる。

大島商船高等専門学 実習先の紹介等
阿南工業高等専門学
校

 知的障害者のための電子工作講座、支援
老人介護施設のイベント手伝い

高松工業高等専門学
校

 募金活動
河川等の清掃活動

新居浜工業高等専門
学校

情報収集

高知工業高等専門学
校

 1.物部川流域の清掃活動（公共団体・NPOとの連携）
 2.中国少数民族への小学校建設支援への募金活動（NPOとの連携）

3.校内の清掃・花植等の環境整備活動
詫間電波工業高等専
門学校

高齢者の状況、障害者の実態の認識・把握

佐世保工業高等専門
学校

 校長が個人でロータリークラブに加盟し、様々な情報交換を行っている。
学生主事室では教員側が持っている地域のボランティアグループ等の情報を、学生会役
員に積極的に提供するなどの支援を行っている。

鹿児島工業高等専門
学校

 霧島美術展の絵画搬入等の作業
 隼人駅の清掃

ねんりんピックのチーム係（編成場所への誘導、弁当の配付等）
都城工業高等専門学 社会福祉施設からの依頼があれば出来る限り協力出来るように努力している。
八代工業高等専門学
校

 ・地域のボランティアグループ・NPOの要請によるボランティア派遣
 ・海外のボランティアグループへの物資を輸送する際の仲介依頼

・ボランティア活動を推進する中間支援機関への情報提供
東京都立航空工業高
等専門学校

区主催の産業展への参加、町内会の行事への参加、保育支援
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【私立】

私立大学

学校名 取組内容
北星学園大学 ボランティアで、学生のボランティア活動に関する相談員として対応してもらってい

る。
北海学園大学  交通安全街頭啓発

 地域と連携して町内美化運動（ゴミ拾い等）
区との行事協力（雪中運動会・他）

酪農学園大学 えべつ介護支援情報ガイドブック「つむぎ」へ掲載
函館大学 地域の行事に特定のクラブがボランティアとして参加している。
札幌大学  日本ユニセフ協会北海道支部と協力し募金活動を行った。

 財団法人オイスカ北海道支部と協力し植林を行った。
町内会の花植え活動の協力をした。

北海道工業大学  ・日程等の連絡調整
・実施方法の連絡調整

札幌学院大学 教育委員会と学校ボランティア派遣協定を結んでいる。
旭川大学 学内掲示、ボランティア可能学生に直接案内
北海道情報大学 地縁組織等からボランティア依頼があった場合、直接ボランティアサークルの代表に連

絡をとり、ボランティアを依頼する。
千歳科学技術大学 地域イベントの手伝い、共同イベント（車椅子サッカー交流イベント）の開催
北海道文教大学 地域の植栽活動、地域のごみ拾い、学生支援員（小学校・中学校・高校）
稚内北星学園大学 教育委員会とは、不登校児童・生徒の支援やクラブ・部活動支援、自然の家主催事業等

 の支援で連携・協働しています。
 養護学校とは、運動会等の行事等の支援で連携しています。

ボランティア団体とは、まちづくり関連のイベントへの参加や協働などで連携していま
す。

星槎大学  ・地域の学校等のボランティア募集への対応
・学生へのボランティア活動の斡旋

札幌大谷大学  養護施設での「ヨサコイ」演舞。
病院での音楽療法コンサート実施。

東北学院大学  連携
 ・　市町村ボランテアセンター→スポーツ指導・高齢者軽度障害者の話し相手、散歩

 ・　市教育委員会→小学校の英語教育サポート・学校行事・スポーツ指導
・　独立行政法人療養所育児院・社会福祉法人施設→奉仕活動全般

東北福祉大学 ・これからのボランティア社会を担う人材育成をより一層推進するために「覚書」「協
約」を締結、ﾈｯﾄﾜｰｸを強化している。
・現代的課題、地域課題の解決を図る取組を進めている。（地震・津波防災、子育て支
援等）
・前述の取組を広く情報提供し、地域社会との対話・フィードバックを通して、よりよ
い活動になるよう努めている。

東北工業大学 ボランティア愛好会が宮城県警察の「ポラリス宮城」に参加
仙台大学  教育ボランティア（市町村教育委員会を窓口として情報交換をしている）

ボランティアセンター（当大学の依頼用紙を通じて希望する学生がボランティア活動に
行ける状況を作っている）

八戸工業大学  1.地域のイベント（祭りの補助）
 2.災害時の募金活動

3.献血
盛岡大学  外部の学校及び社会教育施設からの情報の学生への周知

 ボランティア参加希望学生の取りまとめ
関係教員との連携

石巻専修大学 石巻市から依頼のある「教育支援学生ボランティア」の企画で、学生の募集を行ってい
ます。

東日本国際大学 （1）地域のNPO法人・障害者施設　（2）地域青年会議所　（3）地域商店会
仙台白百合女子大学  ・社会福祉協議会よりボランティア募集情報をメールで教えていただいている。

・仙台市教育委員会と連携協力に関する覚書の締結をし、仙台市立の小・中学校で学習
支援等のボランティアをしている。

東北公益文科大学  環境､福祉､教育､イベント等に関する連携と協働｡
ボランティア案内が届けば､ボランティア系サークルへの周知､参加者の取りまとめ｡

福島学院大学  大学が立地する地域の活性化イベントへの協力。
実習先や就職先機関との連絡調整

秋田看護福祉大学 依頼のあった施設の情報を掲示し、取りまとめることもある。
千葉工業大学  大学周辺地域の清掃作業を昨年度から実施している。

 地域の催し等の参加
献血活動補助  
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学校名 取組内容
千葉商科大学  地域の子供を相手に遊びを通して相互のコミュニケーションを図り遊び方も教える。

 地域の老人への手助け（代理買い物）をし、町内会とのコミュニケーションを図る。
情報の共有

和洋女子大学 日本赤十字、また、地域からのボランティア要請に応え、学生を募っている状況。
関東学院大学 ・他大学の学生との共同活動

・他大学と連携し教職員および学生に対し講習会等を実施
・地域のお祭りに参画
・すでにISO14001（環境に関する条項）を機関として取得し、講習会を協力して進めて
いる。
・ボランティア情報の提供を受ける。
・活動の報告・発表と交流として、横浜国際フェスタへの出展
・交流と支援として砂漠の植林（内モンゴル）、地域のNPO機関と行政との意見交換・支
援を実施。

鎌倉女子大学  ・地域の社会福祉協議会との情報交換
・横浜市、藤沢市、横須賀市など各市教育委員会と協定を結び、学習支援や部活動支援

 の分野でのボランティア活動の推進に努めている。
・活動報告書を提出させることによって、活動の実態把握と分析を行い、支援内容の充
実に努めている。

相模女子大学 各施設・団体のボランティア募集について、学内での告知、希望者への申込手続（仲
介）。

鶴見大学 1.設置母体(宗教団体）の支援により、学内のクラブ活動として全国の子ども達に人形劇
等の実演を行っている。
2.横須賀市・神奈川県等とボランティアに関する協定を結び、高校等のクラブ活動や勉
学のサポートへのボランティアを実施している。
3.地元の法人会と連携し、法人会主催行事へのボランティアを行っている。

獨協大学  小・中学校への授業支援
 草加市民まつり等への協力

講演会の開催
東京国際大学  小中学校学習支援

小中学校外国籍児童学習支援
フェリス女学院大学 ・中間支援機関での学生スタッフ訪問研修、大学での夏ボラ紹介説明会へのゲストな

 ど。社会福祉協議会とは、ボランティア保険の他、地域ボランティア関連の連携相談。
・地域NPOとの共催コンサート（6年目）やイベント、福祉施設への演奏ボランティア派

 遣など。
・韓国の大学と連携して、和解と平和構築のための交流プログラムを実施（3年目）。

敬愛大学  ・福祉施設利用車の補助
 ・花火大会運営補助

・市のお祭り運営補助
長野大学  ・ボランティアセンターが上田市の社会福祉協議会と連携し活動している。

・ボランティアセンターの理事として社会福祉施設や専門学校の教職員が運営に関わっ
 ている。

・災害地での援助活動において、現地ボランティアセンターと大学で設置した組織が連
携している。

茨城キリスト教大学 「教育ボランティア」として幼稚園、小学校、中学校、養護学校で授業（保育）指導の
補助、休み時間や放課後等の補充的な指導、学習相談など取り組んでいる。

明海大学 大学所在地の浦安市とボランティア活動に関する協定を結んでおり、市の提供する施設
で活動し、一定の基準を満たした学生に単位（2単位）を認定している。市からは活動証

  明書が発行される。
国際NGOである国際教育交換協議会（CIEE)のメンバーシップ校となっており、積極的に
海外ボランティア活動への参加を推進している。また、年に2回、CIEE職員が出向し学内
で説明会を開催している。

自治医科大学 サークルにまかせている
神奈川工科大学 地域の中学、高校から依頼され、授業サポートボランティアとして学生を派遣している
関東学園大学 地域防犯パトロール・市主催のキッズスポーツ教室のインストラクター
常磐大学 近隣の市町村と協定を結び、若者からの意見を取り入れる会議へ学生を派遣する。ま

た、実習受け入れ施設からのボランティア募集に対して学生を派遣する。
昭和音楽大学 学内にボランティア情報を掲示するとともに、個別に声をかけて応募を促すなどしてい

ます。
白鴎大学 ・町内会等からボランティアの依頼を受け、ボランティア団体に紹介する。

・付属の幼稚園に学生がボランティアとして定期的に慰問する。
・福祉施設と連携し、障がい児などに、定期的にダンスを教える。

駿河台大学  ボランティア学生の受け入れについて
 地域のボランティアセンターが主催する事業におけるボランティア活動

障害者と学生の定期的な交流会
帝京平成大学  町内会等と協力し、自転車による見廻り、清掃作業

学校ボランティア  
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 学校名 取組内容
聖学院大学 ・地域のまちづくり協議会（商工会・自治会・福祉団体・子供会などで構成するもの）

の人とともに、まちづくりイベント（フェスタや小学生絵画展、里山清掃）に参加協
 力、日常運営にもメンバーとして定例会議に出席している。

・地域の商工会主催の祭り（フェスタ）に実行委員として参加。準備から当日運営ま
で、今や無くてはならない存在として評価されている。

千葉経済大学 関係機関からのボランティア募集の対応
新潟産業大学  ・地域振興局の「観光交流人口拡大事業実行委員会」への学生の参画

 ・市が企画する「こども課外活動フェア」への参加・協力
・市が企画する「トライウォーク」でのイベント実行・運営協力

聖徳大学 行事の手伝い・発表・清掃
帝京科学大学

・地域の行政機関（市区町村等)
市教育委員金と廃校活用に関する協定書を取り交わし､市内の児童に様々な体験型の学び
の場を本学の学生が提供する｢自遊塾」を開校した。体験型の学びの内容は､ダンス・武
道・陶芸・自然観察・科学実験・動物ふれあいなどであり､市内の校長会の協力を得て､
市の全児童に門戸を開いた。
・幼稚園、小・中・高等学校
平成15年度より生活科の授業支援の一環として「動物ふれあい教室」を展開。支援内容
は多岐にわたり、ふれあい教室のみならず、動物の飼育体験支援、動物園遠足のサポー
ト、学校飼育動物の飼育支援を行った。

文京学院大学 老人会への参加や地域のこどもたちを集めて大学で遊ぶといった世代間交流。また、保
育園、幼稚園や福祉施設へのボランティアの参加。

敬和学園大学  電話、メールなどで情報交換を行っている。
ボランティア情報は携帯アドレスを登録している学生にメール送信し、ボランティアに
関心のある学生には直接情報提供などもしている。

東洋学園大学 地域の行政、NPOと連携し、路上喫煙防止キャンペーン等に取り組んでいる。
東京成徳大学 BBS活動、イベントの手伝い、子どもの学習
つくば国際大学 障害者施設および高齢者施設と連携の上、ボランティア活動の未経験者に対する養成を

行っている。
新潟経営大学 1.田上町役場で毎月1回土曜日に開催されている「ゆうゆう教室」（小学生を対象として

レクリエーション、自然体験、創作活動等を行う）にリーダー、ファシリテーターとし
て参画している。
2.指導の要請を受けた加茂市内の中学校運動部で定期的に実技指導を行っている。
3.アルビレックス新潟および新潟アルビレックスＢ.Ｃ.の公式戦において試合会場での
各種運営業務にボランティアスタッフとして参加している。

新潟工科大学  ・ボランティア募集に対する学生への積極的な周知
・会議等への出席による情報収集

身延山大学  特別養護老人ホームの催し物の手伝いや学園祭模擬店売上を社会福祉協議会へ寄付。
町内活性化推進団体の催し物の手伝い等。

筑波学院大学  授業の社会参加活動の受け入れ先として
学生のボランティア先として

十文字学園女子大学  1地域行政機関との連携協力包括協定の締結
 2社会福祉施設との協力（実習等）

3幼稚園・保育園との協力（実習等）
平成国際大学 ・地域のクリーン活動

・地元の祭りの支援
・中学校に留学生を派遣

宇都宮共和大学 1.地域の行政機関（市コミュニティーセンター）よりのボランティア活動依頼 情報収集
共愛学園前橋国際大
学

「こざくらプラン/学校フィ－ルド学習」この事業は、小学校教員を目指す本学の地域児
童教育専攻2年生及び3年生が、前橋市立笂井小学校で1週間の学習支援活動を行うもので
す。本学の学生は、学習指導の補助、放課後の指導に加えて下校指導等、授業以外の活

東京福祉大学  ボランティアの募集依頼があった場合は、学生に周知を行う。
ボランティアを希望する学生がいた場合は、各機関に受け入れ依頼を行う。

高崎健康福祉大学 ボランティア保険の加入代行、ボランティアニーズ把握、共同募金協力
高崎商科大学 地元町内会及び小・中学校と連携して地域のゴミ拾い
共栄大学 かいしゃごっこというIT関連のサークルにおいて、日光IT都市研究所との連携で、講習

 会のサポートをボランティアで行っている。
地域共生活動という授業の一環で、春日部市の社会教育活動と連携して、国際交流やス
ポーツ指導を行っている。

長岡大学  ・NPO法人地域循環ネットワークの活動への参加…里山整備、墨作りなど。
 ・長岡自閉症児親の会…自閉症児キャンプへの参加

・福祉の里ボランティア連合会…高齢者ボランティアサポート
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 学校名 取組内容
新潟医療福祉大学 現状では、学生のボランティア団体の主体的な活動に委ねている。大学の担当部署とし

て取り組める状況にはない。
山梨英和大学  主な機関：福祉施設　公立小学校　付属幼稚園など

各団体からの依頼に対して協力可能な学生を派遣する
千葉科学大学  1：警察の方と協働してパトロール活動を行い、地域の安全を守る

 2：消防団への参加
 3：地域の清掃活動

4：不登校で悩みを抱えている子供たちとふれあうボランティア
八洲学園大学 パンレット、ポスター等の送付・掲示。
群馬パース大学 情報の周知
了徳寺大学  夏季休暇時に・・・保育園、幼稚園、小学校へ保育ボランティア

 　　　　　　　　　小学校、特別支援学校へ学習ボランティア
横浜薬科大学 地域ボランティア活動の紹介等
植草学園大学 ほとんどが、学生の実習先のため、大学は実習を依頼し、先方はボランティアを募集し

て、お互いに助け合っています。
青山学院大学 ・Q9回答機関より、ボランティア募集情報を定期的に受け取り、学内への掲示を行って

 いる。
 ・市社会福祉協議会との共催によるボランティアセミナーを行っている。

・大学主催の学校支援ボランティア説明会に市教育委員会およびボランティアを受け入
 れる市内小学校数校が参加している。

・市内小中学校でボランティア活動をした本学学生が希望する場合、市教育委員会より
亜細亜大学  現在は、地域交流レベルで行っている。今後も変わらないと思う。

 1.商店街活性化のイベントへの協力
2.公共機関ボランティアセンターの協力

大妻女子大学 ジュニアスポーツ教室支援、各地の教育施設で連携活動
学習院大学 ボランティア募集の掲示、ボランティアだよりの配架
北里大学 当大学の付属病院との連携
共立女子大学  ・地域の企業ボランティア連絡会会員として他会員との情報交換。

 ・地域のボランティアセンター主催ボランティアへの参加。
・企業の社会貢献室主催のボランティアへの参加。

国立音楽大学 本学ではその性質上、音楽指導（合唱、吹奏楽等）のボランティアに関して連携を行っ
ている。近隣の小・中・高等学校から例年のように学生派遣要請の依頼があり、登録制

 をとって対応を行っている。具体的には、以下の通り取り組んでいる。
1.登録に関しては、各学生がボランティアに参加可能な時間帯等を個別に申告させ、条

 件があった学生に連絡を取るようにし、ミスマッチを防止している。
2.登録を行っていない学生へ対しても、掲示等で周知を行い新規学生の登録と情報提供

 を行っている。

国際基督教大学  ・三鷹市役所インターンシップ生派遣、三鷹市とのボランティア講座共催
 ・サービス・ラーニングアジアネットワーク内での学生交換

・サービス・ラーニング実習で学生をNPOや施設に派遣
国士舘大学  町内会、自治会との連携

消防関係
駒澤大学  正課の一部として。

町内会との清掃活動
上智大学  災害救援ボランティアの養成/派遣

 ボランティア情報の提供/学生への情宣
ボランティア養成プログラム等の講師として

昭和女子大学 1.大学設置のNPO法人運営施設をコミュニティサービスラーニング活動の場として提供す
 る

2.世田谷ボランティアセンターとの連携による平日夜間や長期休暇期間を活用した学生
 への地域施設・機関でのプログラム提供、相談助言、情報提供を行う。

3.区と子ども・子育ての相互協力に関する協定を締結し、キャンパスにて子育てフェス
女子栄養大学  市の行事に参加

 商工祭などのステージで歌やダンスを披露
市の建物やシャッターに壁画を製作

成蹊大学  ・学内におけるボランティアガイダンス等への講師依頼。
・地域の活動へ学生をボランティアとして参加させる。

聖心女子大学 地域のボランティアセンター、NPOあるいは商店街振興組合とは常時連絡を取り合える関
係にあり、学生に関する情報交換は日頃から行っている。

清泉女子大学 1.児童センター、すまいるスクールなど毎月の情報をメール、電話等でやりとり、訪問
を行っている。また、ボランテイアセンター職員もボランテイアとして活動を行ってい

 る。
 2.地域の祭り、イベント等への参加し交流をはかっている
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 学校名 取組内容
大正大学 ニチイ学館との提携による学生ボランティアの派遣と各種受講特典。大学の教員が設置

したNPO法人を通じ、町内会・商店会などとの交流と地域貢献を行っている。大学に隣接
した地区の中学校・高校への学習支援や課外活動指導のボランティア派遣。

高千穂大学  地域の小学校での授業補助
 商業地域の活性化の提案・協力

清掃活動
拓殖大学  ・大学祭時、近隣町内会の皆様方にも出演頂き交渉を図っている。

 ・課外活動団体（吹奏楽部、落語研究会等）が施設に出向き交流を図っている。
・ボランティアサークルが老人ホーム等と交流を図っている。

玉川大学  ・商店会の祭りや催し物への参加
 ・近隣小学校へのティーチングアシスタントやプール開放指導員の派遣

・学生防災ボランティア隊の町田市自衛消防技術発表会への参加
多摩美術大学  ・本学の特色（アート＆デザイン）を活かした地域貢献

 ・地域のボランティアグループと学内ノートテイクボランティアの連携
・地域のイベント開催協力

中央大学  災害救援ボランティア推進委員会の協力を得て講座を実施している。
学術・文化・産業ネットワーク多摩事務局と協働で小・中学校に学生ボランティアを派
遣している。

東京家政大学  商品の共同開発
学生・サークルの派遣

東京経済大学  ベルマーク財団と協力してベルマークを集めている。
国分寺市と連携して地域インターンシップやボランティア活動をしている。

東京女子大学 ・子羊学園：2月に1週間、学園に宿泊して、介助を主とする働きを体験するスタディー
ツアー、ボランティアを募集。事前にキリスト教センター主事による説明会を実施。体

 験後に感想文を提出させ報告会実施。
・ACEF：年1回事務局長による団体の働きとスタディーツアーの説明会を実施し、参加者

 募集に協力。スタディーツアー後もボランティアとして関わる学生も多い。
・杉並区立すぎのき生活園「けやきグループ」：知的障害者通所施設内での活動の介
助、園外活動の付き添い、介助等を行うボランティアを募集。

東京女子体育大学  1.地元教育委員会が生涯学習事業を実施する際に、学生ボランティアを派遣している。
2.本学のボランティア講座を実施する際に、地元の障害者スポーツセンターから講師の

 派遣や会場の提供を協力していただいている。
3.地元の小中学校に学校支援ボランティアの派遣を協力している

東京農業大学 密な情報交換
東京薬科大学 小学校に出向き、河川の水質調査の実験を小学生と一緒に実施したり、薬の授業を行っ

 ている。
福祉施設に出向き演奏会や農作業を行っている。

東京理科大学  ・地域のイベントに課外活動団体をボランティアとして積極的に参加させている。
・野田市教育委員会とのパートナーシップ協定に基づいた学生派遣事業、児童生徒等の

 体験学習の運営
・中学校、高校等からの授業補助、実験アシスタント等のボランティア派遣の依頼を受
け、掲示等で募集活動を行っている。

日本大学
（生物資源科学部）

 ・藤沢市六会地区防犯パトロールボランティア
 ・藤沢市公民館主催「地域で取り組む環境展」へのボランティア参加

・小学校に於けるこども樹木博士ボランティア

日本歯科大学  ・パンフレット等を学生が閲覧できるように設置している
・ポスターを学内に掲示する

日本社会事業大学 地域の高齢者の交流
高齢者施設のイベントサポート
学生と高齢者とのアミューミート

日本獣医生命科学大 障害者に対する乗馬会開催に関して、学生主体で協働を行っている。
日本女子大学 ・川崎市多摩区との協同事業により、区内の幼小中学校の子ども達の豊かな成長と教職

を目指す学生の資質の向上を目的として｢学校教育ボランティアによる学校サポート事
 業｣を行っている。

・東京商工会議所が主催する企画の一環として、本学住居学科の学生有志が文京区の商
店会の活性化を目的とした「まちづくり」の提案を行っている。

法政大学  ・イベント等での出張ボランティアコーディネート
 ・ボランティアセンター設立に係るアドバイス

・ボランティア情報の定期的な受け取り
武蔵野音楽大学  ・町内会と連携しファミリーコンサート

 ・小学校との連携によるコンサート
・特別支援学校を招待して音とふれあう機会

明治学院大学  ・大学周辺地域（戸塚、白金）の自治体や団体との連携プロジェクト
 ・横浜みなとみらい地区6カ所の国際機関へ年2回（春・秋）学生を派遣

・外部団体との協働によるアメリカ　サンフランシスコ　バークレイ地区への学生派遣
プログラムの実施

立教大学 池袋駅前花壇整備、池袋地域通貨にかかわるお祭り参加、都のモデル事業実施校との共
同プログラム開発、老人福祉施設での定期的ボランティア
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学校名 取組内容
早稲田大学 環境系NPOと協働で実施する森作りのボランティアプロジェクト、企業や研究機関と連携

した寄附講座や寄附研究の実施、他大学と共催で行う環境保全に関する森林ボランティ
アの養成やスタディーツアー

杉野服飾大学 地域と連携して、地域の伝統工芸や商店街の活性化のため学生のボランティア活動の支
援に取り組む予定であるが具体化されていない。

聖路加看護大学 小児病棟で子どもと遊んだり、成人の病棟でお食事の配膳をしたりしてボランティアし
ています。

文化女子大学 学内にペットボトルキャップの回収箱を設置し、エコキャップ推進協会へ送付してい
 る。

学内に使用済み磁気カードの回収箱を設置し国際ボランティアセンターへ送付してい
る。

明星大学  1.ボランティア募集情報の精選
 2.ノートテイカー養成

3.学生の社会体験機会の増大
日本女子体育大学  地域子育て環境支援（子供達にスポーツ、レクレーションなどを指導）

 障害者のスポーツ参加への協力
地域住人の健康増進、地域社会の発展に貢献する

和光大学 学生サークル等が地域のイベントなどに参加する
杏林大学  1.情報の交換

 2.情報の収集
3.ボランティア活動内容の確認

東京工科大学  ・小中学校への教育活動補助
・地域清掃の協力

日本赤十字看護大学 1.ボランティア関係掲示板に送付されてきた案内、ポスター等、学生への情報提供をし
ている。ポスターを見てボランティア活動に参加している学生がいると思うが参加数は

 把握していない。
2.災害ボランティアサークルは被災地に行って被災者とのコミュニケーションをはかる
など、支援活動を行っている。

川村学園女子大学  1.千葉県我孫子市教育委員会と市立小中学校の学習補助として学生ボランティアを派遣
 する協定を結んでいます。

2.機関・団体からの要請に応じて、学生ボランティアを募っています。
恵泉女学園大学  ・教職員が関係するNPOと学生との橋渡しを行い、学生の参加を促す

・教職課程履修者の介護等体験先と連絡を取り合い、ボランティア要請に対応してい
 る。

・日本語教員養成課程履修者を地域の日本語教室に教育ボランティアとして紹介してい
る。

東洋英和女学院大学  ・ノートテイカー養成講座、ＰＣテイカー養成講座の開催
 ・授業での講演

 ・ボランティア活動の情報収集
・ボランティア活動の学生紹介

駒沢女子大学 市内小学校教育補助ボランティア、市民祭への参加(ポスター作成等)、国際ソロプチミ
スト団体との連携

学習院女子大学 国際協力NPOとの協働（講義、ボランティア活動の調整、海外での活動）
東京女学館大学 関係団体からのご案内、要請により学生への周知をして、活動をサポートしている。
聖母大学 地域との連携として本学と本学の実習病院、近隣の小学校と、ユニフィケーションのイ

ベントを開催しており打ち合わせ会議をしている。学校等、公開講座の案内の郵送をし
ている。

デジタルハリウッド
大学

 （1）「Akiba Smile」 清掃プロジェクトの告知を実施
 主催：秋葉原タウンマネジメント（株）　（代表取締役：大山恭司（千代田区副区長）

 （2）「万世橋ルネッサンス」　公式ポスターおよびロゴマークのコンペを学内にて実施
　　　主催：千代田区万世橋出張所

白梅学園大学 機関・団体からのボランティア依頼の受け入れ
東京医療保健大学  ・NTT東日本関東病院が実施する緊急事故、災害時での救命訓練への参加。

 ・日本糖尿病協会が主催する各種行事（サマーキャンプ）への参加。
・日本赤十字社献血活動への参加

日本教育大学院大学 区在住の区民への図書館開放。
東京未来大学  ・足立区との連携

・地域住民（子どもと保護者）
愛知学院大学 ・情報交換
金城学院大学  1.ふれあいフレンド（教員の補助）

 2.トワイライトスクール（学童保育）
3.守山区元気まつりに参加  
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学校名 取組内容
同朋大学 継続的にボランティアを行っているところについては、ほとんどボランティアの課外活

動団体が成立している。災害等のボランティアについては過去に大学職員にコーディ
ネートする職員がいたが、現在いないため、少し動きがにぶい。本調査票1、Q1・Q2にあ
るような専門部署を早く立ち上げたいと思っている。

名古屋商科大学 1.国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部との連携による本学学生の海外ボランティア派
遣ならびに外国人ボランティアを受入れての本学学生との共同生活を通した岐阜県東白
川村でのボランティア事業。
2.地元、日進市役所からの情報提供による地域清掃活動等への参加の呼びかけ。
3.町内会からのボランティア事業の紹介窓口となり学生に活動の紹介を行っていく。

日本福祉大学  ボランティア情報の提供
 講座の開催（手話講座など）

障害学生支援に関する他大学との情報交換
皇學館大学 皇居勤労奉仕、情報交換、活動の連携
福井工業大学  少年少女柔道・剣道・空手・バドミントン教室などでボランティア指導しています。

 駅前活性化のために商店街と一緒に七夕祭りの企画・運営などを行なっています。
科学実験を児童館などで行なっています。

大同工業大学 ボランティアへの派遣を依頼された場合の人数派遣。
中部大学 連携先の事業に対する積極的な運営協力。
名古屋学院大学 ・清掃活動・防犯活動・自転車整理
名古屋女子大学 ・社会福祉協議会からのボランティア参加の要請を受け、学生を派遣している。

・町内会、自治体のボランティア活動の情報を集め、学生が参加するよう支援してい
る。
・他大学とボランティア連絡協議会を設立して、定期的に防犯パトロール等のボラン
ティア活動を展開している。

愛知学泉大学  豊田市ボランティア連絡協議会への参加
 各種団体によるイベント参加

大学への障害者受入れ（体験入学1週間）の際の介助ボランティア
藤田保健衛生大学  障害者施設の夏祭りへの参加

 老人施設のクリスマス会への参加
 知的マイノリティ（ゲイ、レズビアン）のフェスティバルへの参加

ミャンマーサイクロン被害救援募金参加
名古屋芸術大学 日ごろより少しでも学生が力に慣れればと、ボランティアの依頼があれば出来る限り協

力している。
朝日大学  河川敷や道路・周辺地域の清掃

市の祭りへの出店
岐阜聖徳学園大学 1.少年自然の家・市教育委員会からの要請を受けて年間を通じて子どもたちにレクリ

 エーション等を教え、それに伴うインリーダー研修会にも参加している。
2.発達障害団体のNPO法人の要請を受けてそこが主催する行事に参加する専属団体があ

 る。
3.小学校の宿泊研修に参加し、キャンプファイアー等の指導をしているサークルがあ

 る。
1・3のサークル加入者は各々100人を越えているので複数の地域に同時に出かけている。

愛知淑徳大学  1）ボランティア団体、社会福祉協議会と連携した「ボランティア展」の企画・運営
2）教育委員会、行政と連携した外国人コミュニティでのボランティア活動を通じ人権啓

 発冊子の作成
3）企業と連携し環境活動・ワークショップの企画・運営

東海学院大学 情報の共有
豊田工業大学 地域清掃、地域のレクリエーション参加
三重中京大学 基本的には、依頼があったときに掲示紹介、クラブへの紹介、授業科目の担当者への紹

介に留まっている。
浜松大学 地域イベントのボラティア参加。保育関係の学科があるので、保育園等のボランティア

参加。災害等の募金活動
高岡法科大学  近隣の公立小学校「学習支援ボランティア講師」

「保護観察処分」を受けている子供たちとの「ビーチボールバレー」交流
静岡理工科大学 ・小中学校にいって教育アシスタントを実施

・社会福祉施設等で音楽活動による慰問　等
鈴鹿医療科学大学  1.スプリングフェスタ（大学独自のイベント・地域交流活動目的）

 2.福祉・医療関係機関とのイベントや体験ボランティア
3.他大学とのボランティア推進連絡会においての情報交換や実践報告

愛知みずほ大学 社会を明るくする運動、コミュニテー会議への参加。教育ボランテイア。
静岡産業大学 依頼があれば、積極的に学生に呼び掛けをする。
鈴鹿国際大学  ・地域社会への貢献

 ・学生への情報提供強化
・活動状況の把握  
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学校名 取組内容
愛知文教大学 近隣の小学校と連携し、学生を小学校で児童に算数を教える補助活動（算数タイムと称

されている）に送り出している。
静岡文化芸術大学 ・自転車のリサイクル等について地域のボランティアグループ、NPO等と連絡をとり、共

 同で作業する。
 ・地域行事への参加、運営への参加

・発展途上国での住宅建設
愛知工科大学 現在のところボランティア活動を推進するための取り組みはありません。
仁愛大学 大学設置の市と災害協力協定を締結していることで、市の震災訓練にボランティアとし

て参加した。
静岡英和学院大学 講座の共催、セミナー等への講師派遣、活動プログラムの受け入れ
静岡福祉大学  はっぴい祭（NPOと協力して、市内高齢者施設の利用者の作品展示会)

 教育委員会の開催している講座に学生が参加｡
 教育委員会の委託事業「放課後子ども今日知る』を運営している。

 幼稚園や保育園や福祉施設の納涼祭やイベントにボランティア参加｡
 小学校の授業(総合学習)に参画｡(大学見学、探検、シンポジウムなど)

 夏休みの補講に、学生も学習ボランティアとして参加｡
各種地域イベントの実行委員として、協同している｡

浜松学院大学 幼稚園・保育園・社会福祉施設等の行事に関するボランティア
光産業創成大学院大
学

 「町内会・自治会等の地縁組織」に関して
 　浜名湖周辺の地元漁師を対象に藻類の有効活用に関する指導を行う。

 「研究機関」に関して
　地元小中高校生を対象に理科離れ対応学習(光技術を用いた学習)を行う。

四日市看護医療大学  機関・団体からの依頼をボランティアサークルに取り次ぐ。
機関・団体からのポスター等を掲示する。

大谷大学  教職希望者に対して、学校ボランティアを実施
地域でのイベントに学生を紹介

京都女子大学  京都市教育委員会「学生ボランティア学校サポート事業」
 京都女子大学付属小学校「学生ボランティア教育支援事業」

京都女子高等学校・中学校「学生ボランティア教育支援事業」
種智院大学  ・社会福祉施設等のアルバイトに参加

 ・地域ボランティア等の取り組みに参加
・NPO法人京都頚骨髄損傷者連絡会文部科学省委託研究「福祉現任者研修のカリキュラム
の作成」に参加

同志社大学 協定等の締結を行い、地域活動・教育活動支援に対してボランティア学生を派遣してい
る。

京都ノートルダム女
子大学

各ボランティア団体が顧問等の相談のもと自主的に活動しているため、大学として全て
を把握していない。

立命館大学 学術交流協定等を締結し、協働して教育プログラムを構築している。
龍谷大学  ・ボランティアコーディネーター養成の講座等の参加

 ・「大津祭」等のボランティアとして参加（地元NPO、自治会等との協働）
・京都市伏見区におけるゴミ拾いボランティア（地元自治会との協働）

大阪学院大学  スクールボランティア活動
 大学周辺の清掃活動

地域活性化・町づくりを応援するための活動
大阪工業大学 淀川クリーンキャンペーン、地域クリーンキャンペーン
大阪商業大学  ・市役所等の行政が主催しているイベントに参加（主に教育委員会関係）

 ・近隣小学校と協力しての交通安全活動やイベント（秋祭り等）
・社会福祉協議会のイベントやフェアに出店

大阪電気通信大学 地域の小学生を対象にクラブの学生がスポーツ・文化活動を教える。
関西大学 市民団体との連携事業として、ボランティアセンター学生スタッフによるボランティア

 体験ツアーを実施。
大阪府危機管理室との連携事業として、防災キャンペーン（炊き出し訓練・展示等の啓

 発行事）を実施。
吹田市教育委員会と連携し、学校ボランティアに学生を派遣、その後学生同士の情報交

 換会を実施。
大阪家庭裁判所での大阪家庭少年友の会学生ボランティアプログラムを実施。

近畿大学 事務文書のやりとり。
相愛大学  ・地域と連携した清掃活動

 ・教育施設における実習活動
・福祉施設における実習活動

桃山学院大学 情報交換、学生スタッフ・学生ボランティア団体派遣、相互交流など  
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学校名 取組内容
聖トマス大学 兵庫県阪神南県民局主催の事業共催との協働化と参加機関団体とのネットワーク促進の

 中核を担当予定（将来的に学生を巻き込む環境作り）
兵庫県尼崎市社会福祉協議会ボランティアセンターとの事業協働「生涯学習とボラン
ティア」連続講座の開催、県内・市内「環境」に関わるNPO団体への事業協力

神戸女学院大学  ・ボランティア募集のポスターまたはチラシを掲示する。
・講師を招いて講演会をしている。

武庫川女子大学 1.大学近隣の各市教育委員会の要請に応じて、教職希望者を派遣し、学習補助などの教
 育活動のサポートを行っている。

2.学校・園の要請に応じて、特別支援教育のボランティアの学生を派遣している。
高野山大学  施設側からボランティアの依頼があるごとに対応している。

特に大学側からの連絡はしていない。
京都光華女子大学 京都府立盲学校への支援
大阪芸術大学 敬老会や自治会主催のイベントのクラブ・サークルの参加
梅花女子大学 小中学校の学習支援
大阪体育大学 ・大阪知的障がい者スポーツ協会が主催するスポーツ大会「スポーツフェスタ大阪」の

開催について、その日程や派遣人数・内容等を相談・調整の上、競技補助や介助ボラン
 ティアを派遣（毎年200名規模）。

・教育委員会と連携しスポーツ指導や小学校の朝遊びボランティアを展開。
阪南大学  ・近隣小学校との国際交流活動

 ・自治会の老人会へのボランティア活動
・障害者交流会への参加

芦屋大学 幼稚園・小学校の障害児学級のサポート（プール指導、運動会、自然学校引率）
聖和大学 連絡会議がある。
神戸海星女子学院大
学

 区役所事業などへの学生派遣
児童館（学童保育）公民館（子どもへの英語学習）への学生派遣

帝塚山大学  1.学生へのボランティア活動普及のための協力
 2.不登校支援（スクールサポーター）

3.障害各種団体がボランティアルームを通じて種々のイベント（盲導犬普及活動その
他）への活動を要請してくるので、その都度、学生にネット配信して参加者を募ってい
る。

追手門学院大学 1.大阪府教育委員会のほか、近隣の教育委員会と学生ボランティア派遣に関する覚書を
締結。
2.心理学部がボランティアとして従来から行ってきた。茨木市内の小中学校や教育研究
所での適応指導教室におけるスクールメイト等メンタルサポートを主とした活動を今年
度から「インターシップ」として授業に取り組み、単位認定する事となった。受け入れ
先である茨木市教育委員会とインターシップにかかる覚書を締結し、連携の強化を進め
ている。

帝塚山学院大学 ・地域の小中高校等におけるボランティア、学校インターンシップおよびTAとして学習
 補助活動に参加。

 ・地域の行政機関、NPO法人と連携し、地域の祭や文化事業等の活動に参加。
 ・幼稚園、小学校での読み聞かせ、自主学習やスポーツ活動支援、学外活動補助。

・近隣の自治体、個人からの要請により、小学校や福祉施設で紙芝居上演。
神戸学院大学  ・明石市、神戸市西区と連携協定を結んでいる

 ・神戸市西区社会福祉協議会と申し合わせを結び、受給調整の連携
 ・自治会、小中学校の地域行事への積極的な参加協力

・地域団体、海外NPOとの連携で、学生ボランティアの派遣等
神戸松蔭女子学院大 掲示、児童福祉施設への音楽ボランティア、チャリティーコンサート
園田学園女子大学 スクールボランティア等
京都橘大学  学生だけでなく、教職員も地域との交流を意識的に取り組むようにしている。

ボランティア保険への加入を義務づけ、活動に対する主体的な意識付けをおこなってい
る。

四天王寺大学  小学校での運動場の遊びやゲームやものづくりの指導。
 病院にて入院、通院している児童に対し学習指導、スポーツ活動、野外活動支援。

地域の青少年の健全育成や非行防止活動。
甲子園大学 社会福祉協議会や社会福祉施設に対して、学生ボランティアを必要とする大会や行事等

の情報提供をお願いしている。
神戸国際大学  神戸市東灘区礼会福祉協議会

 -東灘区児童館ジャンボリー運営への学生ボランティア派遣
 六甲アイランドを美しい街にする会

-夏祭り、ハロウィーンパーティへの出店と運営ボランティア派遣及び清掃ボランティア
活動への参加

奈良大学 地域学校や自治会とボランティア状況の確認及び要望等の連絡を取っている。協力でき
るものに関しては、学生に連絡して、参加協力を促している。

大阪経済法科大学 情報交換行い、地域行事の支援に協力している。
兵庫医科大学 西宮市大学交流センターからのボランティア活動紹介をボランティア部に伝達する。  
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学校名 取組内容
摂南大学  ・市内の小中高生に対し、災害に関する勉強会・講習会の実施

 ・地域まつりへのクラブ団体の参加
・近隣駅周辺の清掃活動

奈良産業大学 平成18年6月に地元小学校と教育活動支援事業に関する協定を締結し、小学校における教
育活動の円滑な実施及び地域連携に寄与することを目的として、毎週学生ボランティア
が小学校を訪問し、児童の見守り活動を行っている。

宝塚造形芸術大学 自治会主催の祭り・イベント等において備品制作や、芸大ならではの似顔絵コーナーの
設置

姫路獨協大学 小学生の下校時のパトロール等
大阪国際大学 ボランティア募集情報の提供を行ってもらっている。
流通科学大学 情報共有、協同活動、後援
京都造形芸術大学 大学近隣の小中学校と連携し、芸大生というメリットを生かしたボランティアを行って

いる。具体的には小学校のキャンプに引率として参加し、その中のレクリエーションを
考案・実施した。また京都市内の社寺における拝観案内のボランティアも行っている。

プール学院大学  ・製紙企業と連携して使用済み割り箸のリサイクル
 ・使用済み切手、募金の送付先

 ・大学全学行事への講師派遣
 ・大学所在地の自治会行事への参加

・近隣幼稚園、小学校等へのボランティア
関西福祉科学大学  各市教育委員会との連携協力実施に関する協定の締結

要支援児童生徒及び幼児への支援体制の構築
関西福祉大学  1.2.3.5.7.8.9各施設等の事業、フェスティバルへの支援として参画、参加など。

10.交流を通じて、研修、情報交換をしている。
関西国際大学  ・ボランティア講座の外部講師依頼

・地域連絡協議会
常磐会学園大学  具体的取り組みとして

 ・大阪市（幼・小・中・高等学校）と個々に協定を締結
 ・園、学校からの要望を学生に紹介

・学生はボランティア活動を通して教育機関の現場の一端を学びとっている
神戸山手大学 地元自治体や、自治会主催イベントへの参加、及びイベント企画・運営。
平安女学院大学 依頼があった件にはできる限り参加するように指導している。
京都創成大学  ・社会福祉協議会にボランティア団体として登録

・福知山マラソンのボランティアとして参加するために市職員から学生へ説明や指導な
どの講義時間を設ける。

京都嵯峨芸術大学  1.教育委員会と協定を締結し、市内の学校、幼稚園でボランティアとして活動している
 2.近隣の小学校からの依頼で、授業や学校行事にボランティアとして活動

3.図書館で開催する地域の子供たちを対象とした読み語りや伝承遊びの活動にボラン
ティアとして参加している

長浜バイオ大学 国際交流　非行防止　クラブ（演奏活動や理科実験指導等）との連携での地域への派遣
等

大阪成蹊大学 長岡京市みどりサポーターに登録し、地域の清掃
関西医療大学 ・年度初めに、機関よりボランティア活動の年間予定をいただいています。
東大阪大学  幼稚園や保育所・施設での行事ボランティア

子育て支援広場での定期的ボランティア
畿央大学 情報の交流、活動機会の創造、活動の実施
大 阪 河 崎 リ ハ ビ リ
テーション大学

郵送されたボランティア案内について、学内掲示板に掲示したり、ボランティア部の顧
問教員をはじめ、学生に対して周知している。

京都医療科学大学  地域行政機関が窓口となり、ボランテイア取り組みに向けた会合が初めて11月に開催さ
れます。その会合に参加し、本学として何ができるかを検討していく予定です。

神戸夙川学院大学 ポートアイランド内の4大学の連携による地域清掃活動。地域内イベントの運営補助。
兵庫医療大学 Q9で回答した機関が実施するイベント等のボランティア協力依頼に対する学生の募集及

び参加。
神戸常盤大学 神戸市長田区と保健福祉・教育・文化・まちづくり等の分野において連携協力をする協

定を交わしている
ノートルダム清心女
子大学

県の災害ボランティアに登録し、県からの要請があれば、ボランティアを派遣する連携
をとっている。

岡山理科大学  県立児童会館との連携・協力協定
倉敷市立自然史博物館　夏休み理科自由研究相談会

岡山商科大学 交通安全運動関連、募金活動等の街頭でのボランティア活動があれば積極的に参加して
いる。

くらしき作陽大学  ・小学校、幼稚園などの子ども達に遊びを通して工夫した遊びが出来るよう援助する
 ・社会福祉施設への介護の補助スタッフとして

・地域のお年寄りと音楽を通して、コミニュケーションを図っている。  
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 学校名 取組内容
広島文教女子大学 定期的に情報提供を受けられる関係を築きつつある
広島国際学院大学 地域清掃、地域行事への参加、子ども会の支援
梅光学院大学 毎年訪問を受け交流を継続させている。（発展途上国の教育支援団体）
川崎医科大学  ・各種行事・活動の案内等あれば、学内に掲示する。

・大学祭（学園祭）で、福祉施設入所者を招待、日赤の献血活動の支援、チャリティー
バザーの実施（福祉施設へ義援金を贈呈）

福山大学 地域の町おこし等、地域の企業や各種事業団体、行政等が主催、企画する行事や取り組
みへ積極的に参加できるよう、該当サークルへ案内、紹介し、連絡調整を行っている。
例えば、ボランティア活動を活発に行っている心理学科では、担当教員を中心に地域、
行政と連携して協働のまちづくりへの学生ボランティアを派遣、支援を行っている。特
に小中学生の対人関係を支援するピアサポート訓練、子どもの安全を守る地域安全マッ
プは、行政と連携して積極的に派遣している。

就実大学 学生の参加者・説明会の開催について
川崎医療福祉大学 1）施設・団体が要望するボランティア活動の内容を「活動依頼」の様式で具体的に記述

 してもらう。
2）参加を希望する学生が申し出たら、学生の要望や専門分野、ボランティア経験等を施

 設・団体に伝え、本番での活動がスムーズに行われるように調整する。
3）参加希望学生がいない場合は、その旨をＦＡＸで連絡している。

山陽学園大学 学生との連絡窓口
福山平成大学 ・毎年行われている地域の大きなイベントに企画の段階から参加させてもらい、いろん

 な方たちと一緒に企画・運営に関わり、自らが考え行動する力を養っている。
・本学では、バルーンアートが盛んで、地域や近隣の福祉施設などからのボランティア
要請が多い。学生たちは、日々技術の向上に努め大勢の人へバルーンアートの技術を伝
えていっている。

倉敷芸術科学大学  ボランティアティーチャーの派遣（中学校）
 介護事業所との連帯

山口東京理科大学 山口国体準備室より協力依頼があり、学生ボランティアに参加
広島国際大学 20万人が参加する「酒まつり」にかかる企画・運営。

現在、大学から積極的な連携を行っていることはないが、学外からボランティア依頼が
あった場合は学生に周知し、参加を促している。

鳥取環境大学 本学では学生のボランティア活動を推進する専任部署や専門の委員会はありませんが、
公設民営方式で作られ・運営している大学である為、地域や県・市からのボランティア
の依頼件数は少なくありません。担当として具体的に以下の点を意識して推進していま

 す。
（1）依頼者の希望・要望を十分に聞き取り、学生とのミスマッチが起きぬよう事務局が

 調整役を果たす。
（2）学生個人や団体の状態やスケジュール等を日々の会話の中から把握するようにし、

 依頼がある際、適材適所に対応できるように心掛ける。
（3）ボランティアを行った後には学生に必ず当日の様子などの聞き取りを行い、必要な
情報を依頼者へフィードバックし、今後の連携の強化に努める。

宇部フロンティア大 学内にボランティアサークルがあることを、学外施設へ周知すること。
環太平洋大学 県道の清掃、草刈り、交通安全運動への参加、小学校への訪問、保育園での保育補助な
四国学院大学 情報交換・学生に対する教育指導・団体等への教員による指導助言
松山大学 市内の大学と年一回程度会を開催している。
四国大学  1.機関紙の発行と配布、学生ボランティア情報誌「藍・逢い・愛」

 2.県内学生ボランティアクラブサークル連絡会の開催（県Ｖ協議会主催）
3.アドバイザー教師の地域支援・団体支援活動（ボランティア活動講演等）で啓発

徳島文理大学  社会福祉施設訪問
 託児ボランティア

 養護学校訪問
子供クリスマス会参加

松山東雲女子大学  会への参加
ボランティア活動への参加

高知工科大学 地元商工会との連携による秋祭りへの協力、河川清掃
九州女子大学 中間市教育委員会と福岡市教育委員会と提携し、希望学生を各公立学校へ学生サポー

ターとして派遣している。
第一薬科大学  福岡市南区役と連携して、市民に対する学生による講座（学科紹介等）を実施

 福岡市茶道部会（淡交会）と連携して、市民文化交流（お茶会、野点）を実施
中村学園大学  区役所と連携して地域活動に参加している。

 サークル等紹介としてブックレットを作成した。
他大学のサークルとの交流会

長崎総合科学大学  社会福祉協議会との情報交換を行う中で、各種イベントへの参加
 地域行政機関から依頼がある企画への参加

 教育機関よりは、国際交流のための学生派遣
町内会自治会とは、活性化へ向けての協力
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学校名 取組内容
西日本工業大学  ・地域ボランティア団体との清掃活動や老人ホーム等でのクリスマス会等の実施

 ・小・中学生とのものづくり指導やサマーキャンプでの手伝い等
・応急救護の習得やプレイリーダー講習の参加

日本文理大学 防犯パトロール隊を結成しており、地域自治体とまたは、防犯協会、警察と連携を図り
地域貢献の精神を養っています。

福岡経済大学 1.学園祭（11／22～23）開催にあたり、近郊の大宰府天満宮及びその周辺のゴミ拾いを
計画している。
2.ジュース、缶コーヒー等のフタ・プルトップを集め車椅子をもらう活動を実施してい
る。

西九州大学  定期的に学生が連携をとっているもの
新規のところで、一度限りのところは、文化部会サークルへ問い合わせをしている。

沖縄大学 スタッフ間での情報交換、イベント周知の協力、中学校での授業支援
志學館大学  ・自閉症児や知的障害児とのふれあい活動

 ・ねんりんピックへのボランティア参加
・学校や地域社会への奉仕活動等

活水女子大学  ・県社会福祉協議会との「覚書」締結
・大学ボランティアのネットワーク推進のための情報交換会

福岡女学院大学  施設訪問
 校内献血・街頭献血活動

リサイクル活動
西南女学院大学  ・依頼があれば、直接依頼者からの説明を受け、学生へ案内する。

 ・専門的知識、技術等が必要な場合は教員がスーパービジョンする。
・センシティブなボランティアの場合、相手方の担当者と教員が綿密に情報交換する。
学生に困難が生じたら即座に中止させる関係づくりをしている。

長崎純心大学 会合・情報交換・相互視察
宮崎国際大学 毎年７月に行われている「海フェスタ」という地域のボランティアイベントでは、その

イベントを主催するボランティアグループの企画会議に本学の職員と学生が参加し、そ
 の運営に携わっている。ボランティア学生の募集にあたっても大学が支援している。

地域の特別支援学校から、各種イベントへの参加依頼があるが、学生部が窓口となり、
その都度学生に案内し、学校と連携をとっ手取っている。

鹿児島純心女子大学 「川内川エコパートナーシップ」「認知症教育を通した人づくり町づくり」
名桜大学  ・ボランティア情報の受付

・情報交換
九州情報大学 国際交流協会からの依頼に協力
九州看護福祉大学 社会福祉施設の夏祭りなどの行事を行う際、本学へボランティア依頼を提出していただ

く。ボランティア募集のポスターなどを本学へ送っていただき、掲示をする。
九州保健福祉大学 ・NPO法人と連携して環境保全についての認識を深めるプログラムを持っている。

・イベント毎のボランティアを募集し、参加して地域との交流・認識を深めている。
長崎国際大学 献血、病院ボランティア、募金活動
立命館アジア太平洋
大学

・自治体や教育委員会と連携し、小学校等において留学生による国際理解教室などを開
 催。

・地域の町内会・自治会等との連携による地域イベントへの学生の参加・参画。
日本赤十字九州国際
看護大学

 ボランティアの依頼をうける。
行政機関を通じて小学校を等にボランティアにいく

福岡医療福祉大学  1.障がい者スポーツ大会等のボランティア　
 2.近傍各種施設等の行事（夏祭等）支援ボランティア　

3.地域の環境美化等ボランティア
沖縄キリスト教学院
大学

大学間のノートテイカー派遣、卒業生が勤務する事業所へ在学生を派遣、町の社協へ学
生会を派遣

聖マリア学院大学 久留米市との協定、久留米市老人クラブ・金丸校区公民館との連携  
 

私立短大

学校名 取組内容
帯広大谷短期大学  1.地域での祭りにおいて人形劇等の発表

 2.保育園等での子ども達との関わり
3.社会福祉施設でのイベントの手伝い

札幌大谷大学短期大
学部

 養護施設での「ヨサコイ」演舞・
病院での音楽療法コンサート実施。

函館大谷短期大学 実習先の幼稚園・保育園・社会福祉施設などから、ボランティアの要請があった場合、
学生に周知している。

北星学園大学短期大
学部

ボランティアで、学生のボランティア活動に関する相談員として対応してもらってい
る。  
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学校名 取組内容
北海道文教大学短期
大学部

1連絡協議会への参加　　2相互情報交換　　3ボランティアグル－プ運営協力

酪農学園大学短期大
学部

えべつ介護支援情報ガイドブック「つむぎ」へ掲載

旭川大学女子短期大
学部

学内掲示、ボランティア可能学生に直接案内

釧路短期大学  ・幼稚園・保育園での行事支援
・行政が主催するレクリエーション行事への支援

北海道武蔵女子短期
大学

 地域のお祭りの補助
大学祭

札幌大学女子短期大
学部

 日本ユニセフ協会北海道支部と協力し募金活動を行った。
 財団法人オイスカ北海道支部と協力し植林を行った。

町内会の花植え活動の協力をした。
専修大学北海道短期
大学

地域における各関係機関のボランティア活動の情報提供（打合せ）

國學院短期大学 積極的な情報収集。
東北女子短期大学 市町村社会福祉協議会のボランティア要請文書の掲示と学生の連絡調整
聖和学園短期大学  地域の市民団体の主催する行事（地域の祭）への参加（企画・お手伝い）

保育園・幼稚園・福祉施設の開催する、行事への参加（お手伝い）
聖霊女子短期大学 電話、文書等での活動内容等の情報交換
盛岡大学短期大学部 ボランティアの要請に極力答える。
聖園学園短期大学 大学構内の施設と保育関係施設との連絡調整をしている。
山形短期大学 地域交流訪問活動･･･地域の一人暮らしの老人世帯を訪問し、話し相手になったり、折り

 紙等を一緒にするなどしている。
地区内小学校ボランティア･･･｢ふれあいタイム｣学習支援、｢クラブ活動｣時間の活動支援

 をしている。
｢絵本の読み聞かせ｣のボランティア･･･NPO団体の育児サークルランドの施設で、定期的
に絵本の読み聞かせのボランティアをしている。

いわき短期大学 （1）地域のNPO法人・障害者施設　（2）地域青年会議所　（3）地域商店会
宮城誠真短期大学  社会福祉事業

 募金活動
幼稚園の行事

羽陽学園短期大学  1.天童市主催の「桜祭り」に参加
 2.老人ホームでのイベント参加

3.保育園・幼稚園で「手遊びゲーム」を教えて一緒に遊ぶ。
日本赤十字秋田短期
大学

学生が実習に行き、情報を得てくる。

関東短期大学 機関・団体等からの要望、依頼が多い
小田原女子短期大学 ボランティアを受ける前に本学へ説明に来ていただく。学生が悩んでいたならば、先方

との間で相談する。
鎌倉女子大学短期大
学部

 ・地域の社会福祉協議会との情報交換
・横浜市、藤沢市、横須賀市など各市教育委員会と協定を結び、学習支援や部活動支援

 の分野でのボランティア活動の推進に努めている。
・活動報告書を提出させることにより、活動の実態把握と分析を行い、支援内容の充実
に努めている。

相模女子大学短期大
学部

各施設・団体のボランティア募集について、学内での告知、希望者への申込手続（仲
介）。

鶴見大学短期大学部 1.設置母体(宗教団体）の支援により、学内のクラブ活動として全国の子ども達に人形劇
等の実演を行っている。
2.横須賀市・神奈川県等とボランティアに関する協定を結び、高校等のクラブ活動や勉
学のサポートへのボランティアを実施している。
3.地元の法人会と連携し、法人会主催の行事へのボランティアを行っている。

湘南短期大学 去年まで隣接する私立の小学校で学童保育のボランティア活動をしていました
聖セシリア女子短期
大学

 ・大学主催のフォーラムに講師として地域ボランティアグループを招へいしている。
 ・保育現場・社会福祉施設でのイベント参加依頼に出来る限り応じている。

・社会教育施設主催イベントなどへの学生派遣を出来る限り応じている。
山梨学院短期大学 ・情報提供の依頼、・派遣依頼、・活動結果、内容の評価及び効果についての情報提供
聖徳大学短期大学部 行事の手伝い･発表･清掃
つくば国際短期大学 連絡などを頻繁に行っている。
常磐短期大学  近隣の市町村と協定を結び、若者からの意見を取り入れる会議へ学生を派遣する。

 また、実習受け入れ施設からのボランティア募集に対して学生を派遣する。
授業の一環として県主催の障害者スポーツ大会に運営補助ボランティアとして参加して
いる。  
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学校名 取組内容
高崎健康福祉大学短
期大学部

ボランティア保険の加入代行、ボランティアニーズ把握、共同募金協力

十文字学園女子大学
短期大学部

 1地域行政機関との連携協力包括協定の締結
 2社会福祉施設との協力（実習等）

3幼稚園・保育園との協力（実習等）
カリタス女子短期大
学

国内では、毎月定期的な活動を通じ連携を取っている。また、学内の行事（クリスマス
 会）に施設の人を招待している。障害者の施設が学内でパン販売も行っている。

国外では、短大経営母体のカナダの修道女会本部とも連携している。
横浜美術短期大学  地域行事での似顔絵ボランティア

介護福祉施設内の似顔絵ボランティア
飯田女子短期大学 ・学生向けで適切と思われる活動の紹介・募集
上田女子短期大学 行政等からの依頼に対する学生の推薦等
新潟工業短期大学 海岸清掃、国体の運営ボランティア
昭和音楽大学短期大
学部

学内にボランティア情報を掲示するとともに、個別に声をかけて応募を促すなどしてい
ます。

千葉明徳短期大学 ボランティア先との仲立ち
上智短期大学 神奈川県秦野市教育委員会を通して地域の小中学校と連携し、本学学生をボランテイア

として派遣し英語教育や日本語教育支援を行っている。また地域幼稚園、保育園、公民
館にも同様の教育ボランテイアを派遣している。市役所との繋がりを通して地元の祭り
などのイベントに参加し、小規模ではあるが市政に係るインターンシップも開始した。

湘北短期大学 年に4回、早朝のスクールバスの運行を停止し、通学路の清掃を行っている。
秋草学園短期大学 1～3月末に、年間のボランティアの依頼を収集し、4月中旬に学生毎に年間の参加一覧を

配布している。活動参加率は、98％と高い。出来る限り、集合時間帯には教員も参加、
主催者との活動調整を行なっている。授業で参加しての感想発表、一週間以内の千文字
の感想文提出、書く力の向上と、反省点から次への意欲を導き出している。

武蔵野短期大学  ・障害学習推進のための近隣の市の催しに参加
 ・子ども文化部(クラブ)が近隣の保育園等の行事に参加

・海外ボランティア研修を実施
国際学院埼玉短期大
学

幼稚園、保育園の運動会などへの学生の支援など

共栄学園短期大学 実習契約施設を中心にボランティア活動の依頼を受け、学生との間の連絡窓口になって
いる。

川口短期大学  ・ボランティア実習先の紹介依頼
・ボランティア関連イベントの共催

高崎商科大学短期大
学部

地域の町内会及び小・中学校と連携してゴミ拾いを実施

埼玉医科大学短期大
学

催事協力・保育ボランティア・部活動発表

埼玉女子短期大学 催し物の際のお手伝い
佐野短期大学 ボランティア要請に対し、情報提供を学生に行い、できるだけ学生に参加するよう呼び

掛けている。
武蔵丘短期大学  地域社会の要請に基づく学生エアロビックダンス、ヒップホップ等の演技

 地元小学校の夏季水泳教室における学生のボランティア活動
老人福祉センターにおける健康教室

東京経営短期大学  1.「市川市企画部ボランティア・NPO担当」と連携し活動している。
2.市川市長と本学学長との間で提携調印し、主に通学路周辺の美化清掃活動を行ってい
る。

植草学園短期大学 ほとんどが、学生の実習先のため、大学は実習を依頼し、先方はボランティアを募集し
て、お互いに助け合っています。

東京福祉大学短期大
学部

 ボランティアの募集依頼があった場合は、学生に周知を行う。
ボランティアを希望する学生がいた場合は、各機関に受け入れの依頼を行う

愛国学園短期大学 授業の一環としてボランティア体験をさせるため、社会福祉施設にその「場」を提供し
ていただいている。

大妻女子大学短期大
学部

ジュニアスポーツ教室支援、各地の教育施設で連携活動

共立女子短期大学  ・地域の企業ボランティア連絡会会員として他会員との情報交換。
 ・地域のボランティアセンター主催ボランティアへの参加。

・企業の社会貢献室主催のボランティアへの参加。
実践女子短期大学 1.事前に施設からのアンケートを参加希望の学生に対し実施し、ボランティアに関する

 意識を確認する。
2.どんな保険を入れているか、学生にどんな事前指導（注意等）を行っているか、施設

 に報告する。
3.どの学生がいくか事前に連絡をいれておく。  
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 学校名 取組内容
昭和女子大学短期大
学部

1.大学設置のNPO法人運営施設をコミュニティサービスラーニング活動の場として提供す
 る

2.世田谷ボランティアセンターとの連携による平日夜間や長期休暇期間を活用した学生
 への地域施設・機関でのプログラム提供、相談助言、情報提供を行う。

3.区と子ども・子育ての相互協力に関する協定を締結し、キャンパスにて子育てフェス
タ」を開催。また、区立小中学校へ特別支援教育学生派遣を行う。

女子美術大学短期大
学部

1.五大学連携共同事業として、区内にある他の4つの大学と共に、区民を対象とした講演
 会やワークショップを企画・運営・実施する。

2.医療・福祉施設等からの依頼を受け、ヒーリング・アートプロジェクトとして室内・
外の環境改善に取組む。

白梅学園短期大学  ＊機関・団体からのボランティア依頼の受け入れ
＊地域行政機関のボランティア懇談会への職員の参加

杉野服飾大学短期大
学部

地域の児童センターや保育園と連携して、本学の学生や教員によるファッションショー
やファッション画講座などを開催している。

戸板女子短期大学 地域清掃活動への参加と学校周辺の清掃活動
東京家政学院短期大
学

近隣の公立小・中学校から依頼のあったボランティア活動や、本学の所在する地域の行
政機関の企画するボランティア活動。

東京家政大学短期大
学部

 商品の共同開発
学生・サークルの派遣

東京女子体育短期大
学

1.地元教育委員会と連携し、生涯学習事業を実施する際に、学生ボランティアを派遣し
 ている。

2.本学のボランティア講座を実施する際に、地域にある障害者スポーツセンターに講師
 の派遣、会場の提供等の協力をお願いしている。

3.地元の小中学校の学校支援ボランティアに協力している
文化女子大学短期大
学部

学内にペットボトルキャップの回収箱を設置し、エコキャップ推進協会へ送付してい
 る。

学内に使用済み磁気カードの回収箱を設置し国際ボランティアセンターへ送付してい
る。

宝仙学園短期大学  学生サークルが福祉施設や児童館等に行きボランティア活動を行っている。
希望があれば、劇等の公演依頼にもお答えできるよう調整をしている。

和泉短期大学  ボランティア希望学生の斡旋
 施設等からの情報収集

実習先として日頃より連携を密にしている
東京立正短期大学  ・社会福祉協議会との連携（地域の寺子屋での子供たちの世話）

・杉並コンソーシアム（社会福祉協議会・杉並区内の大学・短大連携）での活動・連携
立教女学院短期大学 ・毎年、福祉施設で希望者が参加する約1週間のボランティア活動を行っている。（ボラ

 ンティア・キャンプ）
 ・福祉施設の児童とリース作り等の共同作業を行っている。

・地域の商店街と連携してイベントに参加するなど地域との関係強化に取り組んでい
る。

鶴川女子短期大学 園・施設より行事等の連絡をいただき、お手伝いのボランティアとして参加する。
ヤマザキ動物看護短
期大学

学生の具体的なボランティア活動については、学生部長と活動について多数の経験のあ
る一部の教員が窓口となり、長年にわたりお世話になっている。内容については、毎年
のように学生を紹介し、携わるようにしている。

富山短期大学 ボランティアセンター運営委員に加わってもらっている。(社協､地域自治会長、有識者
 等)

学生のボランティア活動の受入れに理解と協力を得られるよう、施設や団体へ働きかけ
 を行っている。

学生主催のボランティア関連イベントのチラシを地域に配布し、案内に努めている

東海学院大学短期大
学部

情報の共有

愛知大学短期大学部 社会福祉法人さわらび会でのボランティア活動
愛知学泉短期大学 送られてきたパンフレット等を掲示する。
名古屋女子大学短期
大学部

町内会、自治体からボランティア活動の情報を集め学生の参加を促すよう支援してい
る。

三重中京大学短期大
学部

基本的には、依頼があった時に掲示紹介や、授業科目の担当者に紹介することのみに留
まっている。

仁愛女子短期大学 「保育ボランティア」や「絵本の読み聞かせボランティア」、（実習を兼ねての）「音
楽療法に関するボランティア」等。

岡崎女子短期大学  幼稚園・保育園等の公演等
　保育士等を目指す学生にとって、よい勉強の場を提供していただいている。

静岡英和学院大学短
期大学部

講座の共催、セミナー等への講師派遣、活動プログラムの受け入れ

163 



学校名 取組内容
名古屋文理大学短期
大学部

 地域と連携して、学生と教員で料理教室等を学外・学内で定期的に開催している。
対象は、保育園・幼稚園や地域一般の方々、60歳以上の老人など様々。

金城大学短期大学部 参加希望学生を担当が取りまとめ、必要事項などを連絡調整する
敦賀短期大学 ボランティア活動の内容や企画を協議する
愛知工科大学自動車
短期大学

現在のところボランティア活動を推進するための取り組みはありません。

小松短期大学 1.石川県、小松市と連携して｢クリーンビーチ石川｣における環境美化ボランティアを実
 施

 2.県内、市内社協と連携して高齢者介助ボランティアを実施
3.県内、市内の社会教育機関と連携して児童レクリエーションボランティアを実施

富山福祉短期大学  ・ボランティア情報の随時受け付け
・ボランティア内容の企画・実施

愛知きわみ看護短期
大学

 ・市内の老人保健施設（在宅支援施設）と連携し、同施設の諸行事を支援
・学園祭における収益金を、子どもの保健医療を支援する国際NPO法人に寄付

愛知医療学院短期大
学

大学から施設へ依頼。大学への施設からの依頼を学生に知らせている。

池坊短期大学  特別養護老人ホームでのメイク実習、調理実習
地域町家でのいけばな展、茶会の開催

大谷大学短期大学部 地域でのイベントに学生を紹介
華頂短期大学 施設を訪問し交流をはかっている（月に1回程度）
京都短期大学  ・社会福祉協議会にボランティア団体として登録。

・福知山マラソンのボランティアとして参加するために市職員から学生へ説明や指導な
どの講義時間を設ける。

京都文教短期大学 情報交換、交流、クラブ（人形劇等）の出張公演
京都女子大学短期大
学部

 京都市教育委員会「学生ボランティア学校サポート事業」
 京都女子大学付属小学校「学生ボランティア教育支援事業」

京都女子高校・中学「学生ボランィア教育支援事業」
京都光華女子大学短
期大学部

京都府立盲学校への支援

京都西山短期大学 担当者同士で連携をとり、ボランティア募集の際に情報提供をしてもらっている。
平安女学院大学短期
大学部

現在は、地域等から依頼があったことに対して、できるだけ希望に添うように協力をし
ている。

大阪学院短期大学  スクールボランティア活動
 大学周辺の清掃活動

地域活性化・町づくりを応援するための活動
大阪夕陽丘学園短期
大学

「福祉まつり」に参加。内容としては会場案内と整理、障害者、高齢者等の介助であ
る。

大阪信愛女学院短期
大学

 1.海外で活動している方への支援（訪問、募金、委託販売）
 2.家庭に恵まれない子どもたちのお姉さん役として活動

3.子育て支援グループ活動への参加
近畿大学短期大学部 事務文書のやりとり。
大阪芸術大学短期大
学部

地域の行政機関が企画する町内での音楽会にクラブとして出演する。幼稚園や保育所等
のまつり等の行事のお手伝いを行っている。

プール学院大学短期
大学部

 ・製紙企業と連携して使用済み割り箸のリサイクル
 ・使用済み切手、募金の送付先

 ・大学全体行事としての講演の講師派遣
・大学所在地の自治会行事への参加（お祭り、掃除など）

神戸山手短期大学 地元自治体や、自治会主催イベントへの参加、及びイベント企画・運営。
聖和大学短期大学部 連絡会議がある。実習で参加している。
園田学園女子大学短
期大学部

スクールボランティア等

武庫川女子大学短期
大学部

1.大学近隣の各市教育委員会の要請に応じて教職希望者を派遣し、学習補助などの教育
 活動のサポートを行っている。

2.学校・園の要請に応じて特別支援教育のボランティアの学生を派遣している。
甲子園短期大学 ・西宮市商店市場連盟、西宮市主催「市街地活性化のためのアシストエンゼル事業」参

 加
 ・町内会事業「クリスマス会」「お楽しみ会」のスタッフとして参加

・市公民館主催「家庭教育講座」の講師として参加
関西女子短期大学  各市教育委員会との連携協力実施に関する協定の締結

要支援児童生徒及び幼児への支援体制の構築
東大阪大学短期大学
部

 幼稚園や保育所・施設でのボランティア
子育て支援広場での定期的ボランティア派遣  
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 学校名 取組内容
奈良佐保短期大学 本学の体育館・グラウンド等を貸出たり、イベント等に招待したり、福祉施設の授産品

 販売等をしてもらい、啓蒙活動も兼ねて参加してもらっている。
また、福祉施設に勤める卒業生が学生の前で講演をし、ボランティアの大切さ等を伝え
たりしている。

近畿大学豊岡短期大
学

 1.保育園と連携しての保育ボランティア
 2.地域の施設での人形劇公演を通しての地域交流

3.地域の子どもを集めての交流会
神戸常盤大学短期大
学部

神戸市長田区と保健福祉・教育・文化・まちづくり等の分野において連携協力をする協
定を交わしている

京都嵯峨芸術大学短
期大学部

 1.教育委員会と協定を締結し、市内の学校、幼稚園でボランティアとして活動。
 2.近隣の小学校からの依頼で、授業や学校行事にボランティアとして活動。

3.本学図書館で開催する地域の子供たちを対象とした読み語りや伝承遊びの活動にボラ
ンティアとして参加。

滋賀文教短期大学 地元の幼稚園・保育園に出向き、人形劇、子供遊びを実地
藍野学院短期大学  ･地元高校と合同で、近隣の住民を招いての第九コンサート。

･上記の際に行っているユニセフ募金。
京都経済短期大学  ・地域のボランティア団体主体の清掃活動への参加呼びかけ

 ・地域のボランティア団体主体の児童おやつクッキングへの参加呼びかけ
・小学校での放課後まなび教室（小学生へ宿題を教える等）への参加よびかけ

大阪健康福祉短期大 福祉施設の行事、掃除など
就実短期大学 学生の参加者・説明会の開催について
作陽短期大学  ・小学校、幼稚園の子ども達に遊びをとおして工夫した遊びが出来るように援助する。

 ・社会福祉施設への介護援助
・地域のお年寄りと音楽を通して、コミニュケーションを図る

鈴峯女子短期大学 情報の提供を受けること。ボランティアの積極的な派遣。ボランティア学習の基礎資料
をいただく。

広島国際学院大学自
動車短期大学部

自治会主催の祭等にボランティア参加する等

広島文化短期大学 演奏活動、高齢者参加型行事の企画、行事参加（清掃、夏祭り等）
比治山大学短期大学
部

 互いの行事への相互協力
 互いの活動の広報

情報交換
山口短期大学 連絡会などへの参加
山口芸術短期大学  月1回の小学生4～6年生に対するボランティアに参加

連携はしていないが地域のレクリエーション関係団体や、福祉系団体のイベントにボラ
ンティアに参加

山陽学園短期大学 学生との連絡窓口
鳥取短期大学 1年に1度、「因幡の手づくりまつり」を開催し、県内の3大学(鳥取大学、鳥取環境大

学、鳥取短期大学）の学生たち、地元商店街の方々とまつりを企画・運営する。
岩国短期大学 就職活動の一環として協力してもらっている。
川崎医療短期大学 1）地域の子どもボランティア団体と共同で、春と秋の年2回、子ども祭りを開催してい

る。特に他大学の子どもボランティアクラブとの連携をはかっており、祭り前には各ク
 ラブの代表学生がミーティングを重ね行事を運営している。

2）地域の保育所・幼稚園とも連携をはかり、運動会やバザーなどの行事のボランティア
として学生を派遣している。多くの場合、学生が実習先の保育所・幼稚園と実習後もコ

 ンタクトをとり、自主的にボランティアとして活動している。
3）教育委員会との連携もあり、特に夏の親子キャンプや臨海学校など、多くの人が必要
となる行事の場合は、委員会の担当者が大学を訪れ、活動の概要に関する説明会を実施
している。本学の教員は、学生への連絡や説明会会場となる教室の予約、ボランティア
学生の募集などのコーディネートを行っている。
4）知的障害児施設とも連携をはかつている。施設におけるお祭りや行事の際の、介助ボ
ランティアとして学生を派遣している。施設におけるボランティア活動は、医療福祉専
門職を育成していくうえでも非常に有意義な経験となると考え、行事によっては教員も
ボランティア引率者として行事に参加している。

四国大学短期大学部  1.機関紙の発行と配布、学生ボランティア情報誌「藍・逢い・愛」
 2.県内学生ボランティアクラブサークル連絡会の開催（県Ｖ協議会主催）

3.アドバイザー教師の地域支援・団体支援活動（ボランティア活動講演等）で啓発
松山東雲短期大学  会への参加

ボランティア活動への参加
香川短期大学 実習施設等より、行事におけるボランティア募集に関する連絡を受ける程度。
九州女子短期大学 福岡市教育委員会と中間市教育委員会と提携し、希望学生を公立学校へ学生サポーター

として派遣しています。
佐賀短期大学 派遣依頼の広報活動を積極的に行っている。
鹿児島純心女子短期
大学

 他大学と協働で障害児との交流療育活動
 児童福祉施設などから依頼を受けて託児や行事の補助

社会福祉協議会から依頼のあったボランティア活動に参加
福岡女学院大学短期
大学部

 施設訪問
 校内献血・街頭献血活動

リサイクル活動

165 



学校名 取組内容
別府溝部学園短期大
学

施設訪問、募金活動、献血活動推進業務等

南九州短期大学  1.ボランティアを必要とする取り組みがある際、要綱を送付してもらっている。
2.ボランティアを希望する学生がいれば、参加者名簿を送る。

宮崎学園短期大学  今のところ、各種団体の要請に対応している面がほとんどである。
短大で実習等多く、十分に対応できないところがある。

近畿大学九州短期大
学

1.地域商店街で発生した火災で十数店舗が焼失した。学生ボランティアが人的支援を
行った。
2.地域商店街の活性化のためアイデアの提供とイベントを行った。

佐賀女子短期大学  ・ボランティア関連のポスター、チラシ等を学内掲示し、告知している。
・先方と電話等により、緊密に連絡をとり、適材の学生を派遣している。

長崎女子短期大学 高齢者等、社会福祉施設への情報提供。
長崎短期大学 各学科の教員がそれぞれの科の特色と合うボランティアをコーディネイトしている。
第一幼児教育短期大
学

 1.国際ソロプチミストあいら
 2.育児ボランティア、養護施設、知的障害者施設での利用者との交流

3.募金活動
精華女子短期大学  ・ボランティアセンターから活動できる場所の紹介を得ている。

 ・特別養護老人ホームにおいて高齢者の方々との交流を行っている。
・短大近郊の地域の方々と地域活性化を図っている。

東九州短期大学  社会福祉協議会：なかつ100km徒歩の旅への学生のボランティア参加
 保育園・児童館等：レクレーション・運動会等への学生のボランティア参加

社会福祉施設：イベント等への学生のボランティア参加
久留米信愛女学院短
期大学

 商工会議所主催行事等への参加
 市、県主催行事等への参加

保育円等の行事への参加
九州造形短期大学 大学周辺の清掃活動・近隣の小学校へのものづくり体験指導・地域行事に参加（学生作

品展示）
沖縄キリスト教短期
大学

大学間のノートテイカー派遣、卒業生が勤務する事業所へ在学生を派遣、町の社協へ学
生会を派遣

福岡こども短期大学 誕生会、クリスマス会、市民文化祭の支援
東海大学福岡短期大
学

 1.町おこし（藍島）
2.仮想旅行会社を設立し、旅行ツアーを計画・実施

福岡医療短期大学  1.介護福祉士を養成しているので、主に学内外の福祉施設からの依頼に応じている。
2.教員も、地域からの依頼を受け入れ、学生とともに参加することもよくある。

私立高専

学校名 取組内容
金沢工業高等専門学
校

 近隣の中学生に対し数学の個人指導を行った。
 地元公民館主催の子供やお年寄りへの催しにて、ロボットの実演を行った。

付近の道路及び側溝のゴミ拾いを全学生で行った。  
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