名くらいの学

内容を学生に伝え、依頼先とつなぐコーディネート業務

を担っている。現在は新入生も加わって

生がボランティアルームの学生スタッフとして動き、約

２００名の登録学生へのサポートを進めている。どのよ

うにすれば効率よく伝えられるのか、学生のニーズはど

こにあるのかなどを日々考えながら、より良いルームの

して生まれた。ボランティアの依頼先と学生をマッチン

学生のニーズをつなぎ合わせるために、学内の一組織と

のボランティア要請とボランティアをしてみたいという

部のあった名張学舎にある。学部の特性から、地域の方々

皇學館大学ボランティアルームの前身は、社会福祉学

１

学内２カ所の掲示板を利用して、情報を学生に伝える。

び付けている。次に、ボランティア情報の伝達について、

て学生のニーズを把握し、効率的なコーディネートに結

を行い、ボランティア登録をお願いしている。これによっ

がある。春に在学生や新入生のガイダンスでアナウンス

活動内容としては、まずボランティア登録学生の掌握

２ 活動内容と課題
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加盟校の幸福度ランキングアップ 《ボランティア編》

［皇學館大学］

●皇學館大学教育学部教授、
ボランティアルーム担当教員

ボラン テ ィ ア ル ー ム の
地域支 援 と 学 生 支 援
叶 俊文

グさせる役割を学生スタッフが担うというスタイルは、

フェイスブックなどのＳＮＳを利用した学生への情報発

あり方を模索している。

名張学舎が撤退した後も伊勢の地で脈々と受け継がれ、

のボランティア依頼への対応に当たる。

と社協との交流も進めている。そして、地域の方々から

るために、地域の社会福祉協議会に足を運び、情報収集

信も行っている。また、広範囲のボランティア情報を得

ボランティアルームの歩み

40

年目に入っている。学内の一

学生支援部の業務として

ボランティアの依頼が届く。学生スタッフはそれぞれの

ボランティアルームには、地域の方々から毎年多くの

組織を学生が担うという特徴的な取り組みである。

12

のさまざまな業務は、学生スタッフのスキルアップにつ

ア希望学生への対応、メールのやり取りや電話対応など

ルーム窓口における地域の方々への対応、ボランティ

ランティアの魅力を伝える企画や老人福祉施設における

学生スタッフのリーダーが中心となり、学生に対してボ

ながっていると考えている。コーディネートだけでなく、

交流企画も実践しながら、ボランティアの本質を忘れな
いように努めている。

このところ、ボランティアコーディネート率が減少傾

向にある。そのために地域からのボランティア依頼も減

少するという現状に直面している。学生スタッフも現状

を理解し、全ての依頼に対応するには何をすべきかを模

索している。地域に信頼される皇學館大学ボランティア

ルームであるために、学生スタッフの努力と関係教職員

のサポートがこれからも必要になると考えている。

３ 地域、学生の幸福度アップへ

皇學館大学ボランティアルームは、ボランティアを希

望する学生が満足し、幸福になるためのバックアップを

進めている。同時に、地域の方々が幸福になるための手

助けをしている。そして、学生スタッフ自身がこころ豊

かになっていると思いながら見守っている。
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加盟校の幸福度ランキングアップ 《ボランティア編》

［聖学院大学］

●聖学院大学ボランティア活動支援センター
アドバイザー、非常勤講師

大学ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー の
役割と 可 能 性
川田 虎男

ンティア情報を集約し、活動を

希望する学生とのマッチングや

活動全般について支援を行うこ

とである。本学では未経験の学

生が初めの一歩を踏み出す仕掛

けとして、ボランティアの合同

説明会である「ボラＴｅａ」や、

活動実践者のスキルアップ研修も行っている。特に、
「ボ

大震災以降、全国的に設置が進み、現在１７０の大学に

ボランティアの活動を支援する部署である。阪神 淡路

大学ボランティアセンター（以下、ＶＣ）とは、学生

た の が「サ ポ メ ン ジ ャ ー 」 で あ る。 新 入 生 向 け の レ ン

め 偽善」といったイメージを払拭するために生み出し

は力を入れている。サポメン！が、
「ボランティア＝まじ

た学生サポートメンバー（通称：サポメン！）の養成に

ランティアの魅力を発信し盛り上げる」ことを目的とし

設置されている。本学のボランティア活動支援センター

ジャーショーをはじめ、最近は地域からの出演依頼もあ

センターの成り立ちと展開

は、２０００年に学生が設立 運営するＶＣとしてスター

り、ローカルヒーローとして活躍の場を広げている。

１

トし、東日本大震災を契機に２０１２年、大学運営のＶ

・

２０１４年度には同窓会と連携し、公開審査型の助成金

ボランティア貧乏に陥る学生が出始めたこともあって、

・

・

Ｃとしてリニューアルされた。設置に当たっては、
「神を
仰ぎ 人に仕う」という建学の理念や、代々活発な学生ボ

を創設した。審査会当日は、ドネーション（寄付）パー

つこ

卒業生の存在が

ランティア、その活動を支える教職員
基盤となっている。

・

・

多くの寄付が寄せられている。

ティーも実施しており、地域の方 教職員 卒業生から

・

ＶＣの基本的な役割は、地域などから寄せられたボラ
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学生一人一人の人生の伴奏者

３ 与えることによって与えられるもの

ＶＣ運営の要は、専門職であるボランティアコーディ

ということではない。与えることを通して、実は与えた

言葉がある。それは、持てる者が持たぬ者に施しを行う

２

ネーター（以下、Ｖｃｏ）の存在である。本学では、ＶＣ

者自身が多くのものを与えられているということである。

「受けるよりは与えるほうが幸いである」という聖書の

に併設されている地域連携 教育センターと合わせて常

ある学生にとっては関わった方の笑顔や感謝の言葉であ

ボランティアコーディネーター

勤２名、非常勤１名のＶｃｏが配置されている。Ｖｃｏ

・

・

の中で生まれた恋愛の相談にのることもしばしばである。

長、キャリア形成にもつながる支援を行っている。活動

向いて歩んでいる人と出会い、自らの理想とする生き方

大きな被害を受けた中でも復興に向けてしなやかに前を

中学生時代に引きこもりを経験した学生は、被災地で

り、ある学生にとっては活動を通して得た達成感や自信、

関心から、今後どのような進路や人生

こうした丁寧な関わりをすることによって、将来警察

を見いだし、見違えるように変化した。与えられるもの

は、学生の興味

官を目指す学生との出会いが、県警と連携した防犯パト

は、決してポジティブなものだけではない。被災地で人

自己効力感の獲得かもしれない。

ロールグループのスタートに繋がったり、被災地で「同

が亡くなったという事実を受け止められなかった学生は、

を歩みたいかまで深く掘り下げ、活動を通した学びや成

じ悲劇を繰り返さないでほしい」との訴えを聞いた学生

与えることによって、何を与えられるかは千差万別で

自身の生涯のテーマとして、人の生と死に向き合う必要

よる創意工夫を取り入れ、協働していける環境の整備を

ある。しかし、それが一人一人の幸せにつながる道であ

とは、地域の防災講座の実現に繋がったりしている。活

図っている。活動する学生と受け入れ側双方が、活動を

ると信じている。これからも学生一人一人に向き合いな

性を感じ、進んで葬儀会社に就職した。

通して「ありがとう」と言い合える関係を築くことを最

がら、与え与えられる関係を支えていきたい。

動先とも信頼関係を構築し、単純労働ではなく、学生に

終的な目標としている。
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０１１年から２０１７年度までに活動した学生教職員は、
チーム６１１名に上る。

２０１６年に発災した熊本地震では、西原村で毎月活

を機に２０１２年７月に開設された。組織改編により、

西南学院大学ボランティアセンターは、東日本大震災

全国からボランティアに参加した学生の無料宿泊拠点お

生災害ボランティア支援センター実行委員会」を組織し、

は、熊本を支援していた三者に福岡県が加わって「大学

・

情報発信の場として「うきはベース」を
・

日間で、北海道から鹿児島まで全国

の現地諸教会の方々のご支援の下、教会に宿泊し、み言

る。東日本大震災ボランティアは、日本バプテスト連盟

福岡でできる活動のほかに、現地での活動を継続してい

きながら活動しており、各大学から、より多くの参加者

を通して全国の大学生と交流を深め、ネットワークを築

学などから１６００名を超える学生が「うきはベース」

フィリピンで毎年実施しているワークキャンプでは、毎

その他、本学では海外ボランティアも実施しているが、

を期待している。

学が事務局を務める大学間連携災害ボランティアネット
ワークに加入し、他大学の学生と一緒に活動を続け、２
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加盟校の幸福度ランキングアップ 《ボランティア編》

［西南学院大学］

一人一人の「点」を「線」に
つなぎ、つむぐ活動

およ
動しただけではなく、ＮＰＯ法人 ANGEL WINGS
び北九州市立大学との三者協議体を作り、福岡県などか

ら助成金を受け、福岡県内の大学生と一緒に支援活動を

現在はキリスト教活動支援課に属しており、ボランティ

よび情報共有

●西南学院総務部キリスト教活動支援課
ボランティアセンター事務室副課長

ア活動を「西南よ、基督に忠実なれ」という建学の精神

「うきはベース」を通して活動した
開設 運営している。

行った。さらに、２０１７年７月の九州北部豪雨災害で

の具現化ならびに社会貢献の一つと位置付けて、学生や

学生は、夏休みの

の大学などから８１２名を数えた。現在は１００の大

60

葉に触れ、祈りながら活動している。また、東北学院大

被災地支援は、募金活動やチャリティイベントなど、

教職員による活動の支援ならびに促進を目的としている。

山口 由美子

75
92

し、
「本当の幸せとは、豊かさとは何か」を考える時間を

体験から学び、当たり前となっている普段の生活を見直

日のミーティング「西南タイム」の中で、自分や仲間の

対して随時情報を発信している。

体は１００を超えており、学生の登録者約１０００名に

る。学内外からのボランティア依頼についても、登録団

を開催し、「初めの一歩」を踏み出す機会を提供してい

しかし、一歩踏み出してボランティア活動に参加すると、

学生にとって、初めの一歩は勇気が必要かもしれない。

持つ。貧困地域において笑顔の子どもたちに囲まれて活
動する中で、学生は価値観や人生観、宗教観、世界観を
根底からゆさぶられながら、大きく成長していく。

現場で活動する学生

員会と連携して教育

ほかにも、教育委

間と一緒に作り上げていくことの素晴らしさを体感する

のではなく、つなぐことによって継続していくこと、仲

になり、
「面」へと広がっていく。自分一人で活動を担う

一人の働きは小さくても、
「点」がたくさん集まれば「線」

さまざまな出会いの中で新たな気付きや自身の成長を覚

サポーターや、福祉

ことができる。毎日の生活が「当たり前」ではないこと

カンボジアやタイなどの海外ボランティアに個人で参

施設や子ども食堂の

に気付き、感謝し、
「ありがとう」を周囲に伝えること。

え、さらに活動は広がっていく。本学は、一人一人の活

ボランティアやイベ

学生たちの笑顔の輪を広げることにより、活動先で出会っ

加した場合、補助金を支給するプログラムもある。いず

ントへの参加など、

た方々に希望が伝わるだけではなく、学生自身の自己肯

動という「点」を次の誰かにつなぎ、つむぎ、感謝して

活動の種類は多岐に

定感も高まっていく。学生が毎日感謝して喜び、活動を

れの活動でも、異文化との出会いを経験した学生は、帰

わたる。さらに、Ｎ

楽しむことによって、充実した学生生活を送ることがで

「ありがとう」を伝える活動を大切にしている。学生一人

ＰＯやＮＧＯと連携

きるようにと心から願っている。

国後の大学生活や行動に目を見張る変化が見られる。

して講習会や説明会
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九州北部豪雨ボランティア
キャンパス内募金活動

