Volunteer Guide
ボランティアガイド

多様な世界に出会い、人生の可能性を広げよう！

人

ボランティアサークルで子どもたちと交流する様子

場

被災地で行ったクリスマス会

と出会う

に育つ

ボランティアは「人」との出会いです。
助けを必要としている人たちから私たち
は多くを学び、多くの力を得ます。

ボランティアの「場」には力があります。
困難から立ち上がろうとする力、生きる
場を守ろうとする力、より深い人間性を
求めて挑戦する力が生まれます。
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葉です。
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ボランティアは「個」を乗り越える知恵を求め、
共に生きようとする知識を生み出します。

授業のひとコマ

仲間
ボランティアには人を「つなぐ」力があ
ります。一人の小さな力が動き出すとき、
そこに連なる人を動かす力を紡ぎます。
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立教大学ボランティアセンター
ミッションステートメント
MISSION
立教大学はキリスト教に基づく建学の精神を具体化したものの一つとして、
「共
に生きる」ことを重視しています。立教大学ボランティアセンターは「共に生
きる」を礎に、学生が他者との関わりや社会的な課題に取り組むことを通して、
人間としての成長とよりよき社会の実現を目指す意志の育成を図ります。

自 発 性
自分の意志で動きはじめよう！
ボランティアは、強制や義務ではなく、自
ら進んで行う活動です。無理して始めるの
ではなく、自分のタイミングで、できるこ
とから始めてみましょう。

立教大学ボランティアセンターはこのミッションの下、皆さんを支援します。

１．学生個々の支援（相談業務、ボランティア・カフェの開催、個の支援）
一人ひとりの学生に寄り添い、ボランティア活動の理解を促進します。社会のニーズと学生のニーズをきめ
細かくマッチングし、多種多様な情報の中から適切な情報提供とアドバイスを行います。

無 償 性

２．多様なニーズに対応した体験機会の提供（被災地支援、国際ボランティア）

大切なものとの出会い！
有償・無償にかかわらず、見返りを求めな
いことで、自分の想像を超えた出会いや発
見に気付くことがあります。社会や他者と
の関わりを通してお金よりもっと大切なも
のが見つかります。

互 恵 性
「生かし、生かされる」関係へ！
はじめは、
「誰かを助けたい」という気持ち
でも、気が付けば、自分が教えられること
の連続だった。そのような、お互いが「生
かし、生かされる」関係を実感できる、そ
れが「共に生きる」ことの原点です。

急変する社会のニーズやグローバル化する世の中の動きに素早くかつ柔軟に対応し、さまざまな体験の機会
を提供します。

３．独自のプログラムや学びの場の提供（キャンプ・授業）
学生が現場に足を運び、自分の目で確かめ、体験しながら学び取っていく、主体的な学びができるボランテ
ィアセンター独自のプログラムを実施します。また授業の実施などを通じて、社会の現場を知る機会を提供
します。

４．学生ボランティアサークルの支援

（ボランティアサミット、ボランティアオリエンテーション）

立教大学でボランティア活動を行う学生サークルをつなげ、支援します。

社 会 性
自分の役割を探そう！
社会や組織の中では、誰にでも自分の役割
があります。他者との関わりの中で自分の
役割を見つけたとき、そこがあなたの「場
所」になります。焦らずゆっくり探しまし
ょう。
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５．立教大学他部局との協働（学内の協力連携）
学内のさまざまな学生支援部局や立教サービスラーニング（ RSL ）センターとの協働・連携を推進し、多角
的に学生をサポートします。

６．地域連携
立教大学周辺の地域（池袋・新座）の課題に向き合い、共に連携します。
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ボランティアを知る

先輩の声
相手の立場に立つことの
大切さ
豊島区中高生センター「ジャンプ東池袋」参加

私はたくさんあるボランティアの中で、
「中高生
の居場所づくり」というものに心を惹かれ、参加
しました。
この活動を通して感じたことは、人との距離感
の大切さです。中高生にとって、私たち大学生は
大人に見えます。そのため、むやみに子どもたち
に関わろうとすると、受け入れてはくれますが非
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常に気を遣わせてしまうのです。もし自分が子ど
もたちの立場なら、自分たちの空間に大人が遠慮
なく入ってくるのは嫌だと考えました。そこから、
もっと相手の立場や気持ちについて考えて行動す
るということを学んだと思います。今まで忘れか
けていた、思いや感じ方に気づ
き、より自分の視野が広がった
活動だったと思います。

VC の
日常的な活動
ボランティアセンター

立教大学ボランティアセンターは、キリスト教精神に基づく教育を実践する本学が、
その建学の精神を具現化する場として、日常的にボランティアの紹介・相談、授業、
各種キャンプやセミナーなどを実施し、立教大学ならではの
ボランティアのあり方を追求しています。

文学部文学科

松田  啓さん

学習支援のボランティアで
子どもたちと寄り添って
アスポート学習支援参加

私は大学に入ったらボランティアに参加しよう
ボランティアセンターの
日常的な風景

と思っていたのですが、中々はじめの一歩が踏み
出せずにいました。2 年生になって、教職課程の
必修の授業の課題がきっかけで私はアスポート（学
習支援ボランティア）という生活保護世帯の小中

授業の開講

学生を対象にしたボランティアに参加しました。
そこでは1人で2~3人の子どもの勉強を見てあげ

ボランティアセンター主催の授業では、多様な分野

たり、一緒にトランプなどで遊んだりしています。

で活躍中のゲストから、ボランティア最前線の話を

子どもたちと接することは自分の小・中学生時代

聞くことができます。皆さんにとって様々な視点か

を振り返る良い機会になっています。私はこれか
らは様々なボランティアに参加しようと思ってい

らボランティアを考えることができるでしょう。

ます。ボランティアに少しでも興味のある学生は
是非一度、気軽にボランティアセンターを訪れて

紹介・相談
ンティアをしたい！ と思っている皆さんに、ボラン

各種セミナーや
ボランティア・カフェの開催

ティアを紹介し、また、ボランティア活動に参加す

学内で様々なプログラムを開催しています。友達や

る不安や悩みを一緒に考えることです。気軽に利用

上級生、社会人から貴重な体験談が聞けるのはもち

してください。

ろん、気軽に質疑応答ができる機会もあります。

ボランティアセンターの最も基本的な仕事は、ボラ
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みてください。

社会学部社会学科

鶴見  基さん
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ボランティアを知る

先輩の声
日常的だから温かい
みんなの居場所
IKEBUKURO TABLE（豊島区子ども食堂）参加

私が初めてボランティア活動に参加したのは、1年生
の6月頃でした。子どもに関わる活動がしたいと思い、
ボランティアセンター主催の説明会で、IKEBUKURO
TABLEという子ども食堂を知りました。
活動に参加して、私は人をカテゴリーで判断しな
くなりました。始める前までは、子どもたちと上手
く関われるのかと不安でしたが、実際に会ってみる
と温かい心をもつ子どもばかりで、壁を作ってしま
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っていたのは、自分自身だったと気が付きました。
子ども食堂というと、子どもの貧困や孤食防止の
ためというイメージがありますが、IKEBUKURO
TABLEはコミュニティを創るというのが前提にあ
ります。料理をして、地域の人たちと一緒に温かい
ご飯を食べ、洗い物をする…。日常
的なことだからこそ温かい雰囲気が
あり、みんなの居場所になっている

学生や地域と
連携した活動

のだと思います。
異文化コミュニケーション学部
異文化コミュニケーション学科

山口 華乃さん

「出会い」の連鎖が、
自分の可能性につながる
ネパールにしょうがい者用の
柔道場建設プロジェクトを企画

今日の多種多様なボランティアの要請に応えるため、
その主体となる学生や地域の方たちと連携した活動を行っています。
ボランティアのはじめの一歩として、ボランティアセンター主催のプログラムや
サークル、地域活動への参加からスタートする学生もいます。
栃窪小学生のお米販売の様子

ぞれの特性を生かしたボランティア入門プログラム
です。ボランティアの第一歩、友達づくりのきっかけ
として、１年次を中心に数多くの学生が参加します。
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を痛感しました。実際に活動してみると思ってい
動できます。

バリアフリー映画上映会
多くの立教生や立教新座高校生が関わりながら、
「バリ
アフリーとは何か？」との問いに向き合い創り上げて
いく手作りの映画会です。手話通訳・文字通訳・音声
動サポートや触って楽しめる展示物の作成も好評です。

Oneday プログラムは、池袋・新座キャンパスそれ

を通して「出逢いの可能性は無限大」であること
たより敷居が低く、相手を想う気持ちがあれば活

ガイドに始まり、点字招待状や点字パンフレット、移

Oneday プログラム

私は、ネパールにしょうがい者用の柔道場を建
設するプロジェクトを行ったのですが、その活動

一つ一つの出逢いの連鎖が、思いもよらないチ

専門的技量が求められるところには、池袋や新座で
活躍するボランティアサークルなどが関わり協力し
ています。毎年、楽しみに参加してくださる地域の
方も増えています。

ャンスとなります。そしてそれは国籍や文化、し
ょうがいの壁を超え力につながると私は思ってい
ます。まずはボランティアに参加してみる、話を
聞いてみるところから始めてみると新たな自分の
可能性に気付けるかもしれません。貴重な学生生
活、何がしたいのか、何ができるのか、どこまで
できるのか、日々自問自答し
ながら素敵な学生生活を送っ
てください。

法学部法学科

庄司 大輝さん
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ボランティアを知る

人生の「収穫」があった農業体験

先輩の声

農業体験 in 山形県高畠町参加

私が農業体験に参加したきっかけは「学生時代にしか経験できない
ことを何かしてみたい！」という小さな想いからでした。その想いが、
結果として自分に想像以上の大きな収穫をもたらしてくれました。生

農業体験 in 山形県高畠町

産者の立場に立つことで得られる農業の知識はもちろん、何よりもか
けがえのない人達との素晴らしい出会いが私を待っていたのです。参

多量の農薬散布で農作物を作ることが常識だった 40 年近く前、いち早

加してこそ知り合えた学部学年を超えた友だち。初対面の私を、まる

くその害に気付き、有機栽培農法で稲作を始めた農民が高畠町にいまし

で家族の一員のように温かく迎えてくださった農家の方々。自分と違

た。立教大学とは約 30 年にわたるお付き合いになります。多くの学生

う境遇、考え方を持つ人達と関わることが刺激を与えてくれ、自分の
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を育ててくれた高畠の人々を通して、
「土にふれ、食を見直し、共に生き

生き方を考えるきっかけになりました。

る」ということにまで思いを馳せる 6 日間です。日常を離れ、高畠の豊

自分が得られる「収穫」は何か ?

かな自然や人間としての本質的な生き方を実践している人たちとの出会

是

非皆さんも自分で参加して確かめてみて

いは、
「共生・協働」の精神につながる大事な視点を学べるはずです。自

下さい。

身を見つめ直し、今後の生き方を考えるふさわしい場となっています。

文学部史学科

塚原 行哉さん

VC ならではの
プログラム
ボランティアセンター

学習においては、座学によって理論や知識を習得する「キャンパス・エデュケーション」と実際の現
枝豆の収穫

有機農業の里として有名な上和田有機米生産組合との交流を図りながら、
農・食・環境を考える農業体験 in 山形県高畠町など、学生ボランティア活動の
可能性を広げる、新たなフィールドの開拓・実践にも取り組んでいます。

特色ある
立教の
各種キャンプ

場から学ぶ「フィールド・エデュケーション」
、双方の連動が重要です。正課外教育プログラムの中核
をなしてきた各種のキャンプやフィールドワークでは、学生が現場へ出向き、他者との関係性を通じ
てアイデンティティや自立を獲得し、
「共生」や「協働」といった考え方や態度を身に付けるようなプ
ログラムを用意しています。フィールドワーク農業体験や奥中山ワークキャンプ、日韓キャンプなど、
立教ならではのプログラムを通じ、あなた自身のキャリア形成につなげていきましょう。

価値観が一変した清里キャンプ

先輩の声

清里環境ボランティアキャンプ参加

今回私は「子どもと自然が好き」という単純な理由で清里キャンプ
に参加することにしました。ですが、元気いっぱいな子どもと一緒に
遊んだり、泥まみれになりながら歩道を整備する活動を通して、童心
に返りとても楽しい時間を過ごすことができました。
また普段は賑やかな小学生たちが、食事の前には真剣にお祈りをす
る姿を見て心を打たれました。そこで食事や自然、人に対して常に感
謝の気持ちを忘れてはいけないという大切なことに気が付きました。
このような経験によって、今までの「ボランティアは誰かに何かを

一貫連携教育

清里環境ボランティアキャンプ
緑豊かな八ヶ岳山麓の清里高原を拠点に、立教学院各校の小・中・高校

してあげるもの」という価値観が変わり「ボラン
ティアは自分が新しいことを学べるものだ」と
考えるようになりました。

生、大学生たちが共に取り組む自然保護活動です。一貫連携教育の中で
各学校の構成員が集まる唯一のプログラムとして 2004 年から歴史を刻
んでいます。大学生には、単に参加するだけでなく、自然環境保護の専
門家（レンジャー）と共にプログラムを創り、実施する楽しみもありま
す。年代の異なる仲間とも協働していく楽しみ、自然の偉大さにふれな

経済学部経済政策学科

鈴木 明日香さん

がら自分もその自然を保護するという使命感などがあなたの活動を支え
ます。
「他者」と関わることで、
「自分」とも向き合える恰好の機会です。
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清里の森の中で自然歩道の修復中
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ボランティアを知る

先輩の声
「おかえり！」という挨拶で
感じる第 2 の故郷
陸前高田市 「若興人の家」 参加

私は大学3 年の春に、町おこし関連のボランティ
アをしようと思い、岩手県陸前高田市で活動してい
る『若興人の家』という団体に所属しました。活動
の中で、地元のお祭りに参加させてもらったり、農
家のお手伝いをさせてもらったり、さらには採れた
ての秋刀魚を食べさせてもらったりと、都会では経
験できないようなことを体験させてもらいました。

4

活動を通して、多くの地元の方と関わることがで
き、最近では陸前高田に行くたびに「おかえり！」と
挨拶してもらえるようになりました。家族のように
接してくれる「温かさ」これが陸前高田の一番の魅
力だと思います。私にとって陸
前高田は第2の故郷のようで、
帰郷するような感覚で活動を
しています。

新たな
状況へのチャレンジ

理学部生命理学科

臼井 雅玖さん

人との出会いこそが醍醐味の
ボランティア
NPO 法人 Peace Field Japan
“ 絆 ”KIZUNA プロジェクト所属

2011 年３月 11 日の東日本大震災、またその後の復興過程で、
学生ボランティアへの期待が高まっています。
また、世界中でボランティアが求められる中、
海外ボランティアを活動の選択肢と考える学生も増えています。

災害復興支援

私の所属団体は、イスラエル、パレスチナ、日本
の青少年を対象に、日本の里山で体験型プログラム
フィリピンの滞在先で、子どもたちと交流している様子

海外ボランティア講座
（相談会＆報告会）

を行っています。このプログラムに参加した際に、
企画運営に携わっているボランティアスタッフが本
当に楽しそうに活動している姿に魅了され、こんな
風に、誰かのために働きたいと思いました。
様々な大学の学生と切磋琢磨できるだけでなく、
OB・OG、理事の方々、里山の暮らしを教えてく

「海外でボランティアをしてみたい」という希望は、毎年、

学生たちや団体の方々に、それぞれのプログラムの特徴や

ださる人生の大先輩、イスラエルやパレスチナから

増えています。しかし、
「まったく知らない土地で何ができ

様子を丁寧に説明してもらう相談会を開いています。その

来る若者たち、その一人ひとりと何度も向き合い人

るのだろう？」と不安を感じる学生も少なくありません。

話を聞いた多くの学生たちが実際に海外に足を運び、報告

そこで、いろいろな団体のワークキャンプなどに参加した

会には自信に満ちた笑顔で話をしてくれます。

生の一片を覗かせてもらうことは、私の人間として
の幅と深みを形成してくれています。何にも代え難
いこの居場所で、社会人になっても活動を続けてい
きたいです。

東日本大震災以降、多くの学生が災害復興支援活動
に参加してきました。2017 年 4 月には「立教大学
陸前高田サテライト」が開設。陸前高田市の復興を
支援するための拠点として、市民、行政、地元団体

現代心理学部心理学科

菊池 紗希子さん

との交流活動を展開しています。
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実践！ボランティア

ボランティアを探して みよう！
＼ 何をしようかな？ ／

STEP

1

大まかなイメージを描いてみよう
ボランティアにも様々な種類があります。あなたが興味を持つテーマ、
関心のある分野は何でしょうか。まずは自分自身に問いかけてみてください。
あなたに適したボランティアを見つけるはじめの一歩になります。

■ 主なボランティアの種類

＼ どうしたらいいんだろう？ ／

STEP

2

コーディネーターに相談

池袋・新座のボランティアセンターには、コーディネーターがいます。「ボランティアをしたいけど…」と
思ったら、まず相談してください。「何をしていいのか分からない」という方も、たくさんの情報の中から
あなたに合った活動を一緒に見つけましょう。

多種多様なタイプがあります

福祉

国際

高齢者 / しょうがい（児）者
施設訪問など

文化交流、
国際ワークキャンプなど

ボランティアセンターの
スタッフが、皆さんを
お待ちしています！

ボランティアセンターの活動以外にも、立教大学では
様々な正課外教育プログラム※を実施しています。

環境

※事務部局や学部が行う授業以外のプログラムの総称

里山再生、清掃活動など

文化 / スポーツ
オリンピック・
パラリンピックの手伝いなど

地域 / 災害

ボランティア
センター

お祭りの手伝い、
コミュニティ再生など

教育

その他

学習支援、学童保育など

子どもの居場所づくりなど

■ ボランティアを探すときのポイントは？

自分なりに思い描く活動イメージを
考えてみましょう

どこで？

活動ペースは？

夏休み、春休み、放課後、
週末…

大学周辺、自宅の近く、
被災地、郊外、海外…

とりあえず1回、週に1回、１カ月に
１～２回、行けるときに行く…

子ども、しょうがいのある方、
被災した方、教育機会の少ない方、
高齢の方、外国籍の方…

チャペル

立教サービス
ラーニング
センター

学生部

いつ？

対象は？

皆さんの希望や興味に合わせて、多くのボランティア情報の中から
自分に合ったフィールドを探してみましょう。
あなたの人生に良い影響を与えてくれる
大切な出会いにつながることも少なくありません。

内容は？
学習支援、交流支援、居場所
づくり、力仕事、文化交流、企画…

費用は？

国際センター

しょうがい
学生支援室

人権センター

陸前高田
サテライト

学部
ボランティア
サークル

学外
ボランティア団体
プログラム

交通費、参加費…
立教大学ならではの様々な機会を積極的に活用しましょう。ボランティアや社会の現場から学ぶことは、
とても重要なことです。自己のキャリア形成（進路選択）に大きな影響を与えてくれるでしょう。

14

15

実践！ボランティア

＼ さあ、やるぞ！ ／

STEP

3

フィールドへ飛び出そう！

社会人
OB/OG よ

り

■キャリアにつなげる

ボランティアを体験するには、プログラムへの参加やサークル加入をはじめ、多くの方法があります。
豊富な情報と幅広いネットワークを生かし、ボランティアセンターでは
皆さんが体験する場を数多く提供します。

大学時代に夢中になったボランティア活動
が自分の生き方を変えたり、目標を見つけ
るきっかけになった先輩が大勢います。ボ

先輩の声

ランティアセンター独自のプログラムに参
加したことが、将来の目標に大きく影響し
た事例を紹介します。

現場に飛び込み、
自分の「枠」を広げる大切さ

自分との「葛藤」。そして歩み出すまで
2017 年農業体験 in 山形県高畠町参加
私が、高畠農業体験に参加しようと思ったきっかけは、コンビ
ニでのアルバイトの経験にあります。まだ食べられる食品が大量
に捨てられる現状を知り、食品を捨てることに対する罪悪感の低
さを認識しました。
自分に何ができるのかと葛藤し、まずは生産者の立場に立って
みようと考え、ボランティアに参加しました。体験を通して生産
者と消費者の心理的距離感を感じました。そして農家の方々の丁

地球緑化センター・農山村ボランティア
「緑のふるさと協力隊」参加

寧な作業姿や会話を通して、消費者のことを大切に想いながら農
産物をつくっていることを知りました。

大学生になり自由に使える時間も多くなったように感じてい

私は卒業後、国立の大学院で農産物流通について学んでいます。

る私は、
「面白そうだったら飛び込んでみる」ことを大事にし

生産者と消費者をつなぐ役割である流通を改善することで食品ロ

たいと考えています。

ス削減に貢献できると考えたからです。原点であ

このプログラムに参加したのも、直感で「面白そう」だと感

る高畠の地に足を運びながら、自分にできることを

じたからです。

して、より良い社会づくりに貢献していきたいです。

長野県のある村で「現地の方と交流し、その地の魅力を体

法学部国際ビジネス法学科 2018 年度卒業
（現在、東京農工大学
農学府地球社会コースに在籍）

で感じる」というとても楽しい 4 泊 5日のプログラムだったの
ですが、この5日間を通して「いろんな人、いろんな生き方が
あるからこそ楽しい」ということを学びました。

西原 実穂さん

実際に、気になる場所に自ら赴いて得ら
れる学びは本当に多く、とても面白いもの
だと今は感じています。これからも、自分の
中にある「勝手に知った気になって固まって
いる考え」をどんどん壊していきたいです！
コミュニティ福祉学部福祉学科

三浦 大樹さん

好きなことから始めてみよう

先輩の声

TURN
（東京オリンピック・パラリンピック文化プログラム）参加
私は大学生活初めての夏休み、何かしたいなとモヤモヤし
た気持ちでいました。そんな時、ＴＵＲＮという福祉アートイ
ベントを紹介して頂き、美術館好きもあって参加を決めました。
イベントでは普段の生活では関わることのない人々とアー
トを通じてつながれたことに喜びを感じました。実際にしょ

ボランティア活動の心得

一人ひとりが、
立教大学の代表者としての自覚を持って！
ボランティアの現場には、多くの人が関わっています。
活動先のスタッフもボランティアも、責任の重さは変わりません。事前の準備、活動中の心構え、
常識的なマナーなど、以下の６つの心得に注意して、積極的に活動に取り組んでください。

の
基本中
！
基本

無断欠席・遅刻をしない !!

個人情報の扱いに注意！

遅刻・欠席の時は必ず活動先に連絡をしてくださ
い。ボランティア活動には責任が伴います。

活動で知り得た個人情報は、本人の同意なしにSNS
上に投稿してはいけません。また、個人の連絡先
（SNS等のアカウントを含む）を伝えてはいけません。

相手の気持ちを考えて行動する！

挨拶はすべての基本！

思い込みで行動するのではなく、相手の気持ちを
考えて行動してください。

気持ち良い挨拶を心がけ、活動中は周りの状況を
見て行動してください。

一人で悩まず、相談する！

活動前にはしっかり準備をする！

困ったことは、活動先やボランティアセンターに
相談してください。

事前に情報を集め、正しく理解し準備してください。
事前説明会・研修会には必ず参加してください。

うがいを持つ人から普段感じていること、周りの人からどう
いった助けをもらいたいかを聞き、興味の無かった福祉分野
にも関心を持つようになりました。
ボランティア参加の第一歩は好きなことを入り口にすると
良いと思います。私はこのイベントや大学の農業体験の参加
を通じて自分の知らない世界がたくさんある
ことを知りました。今後も学内、学外の両方
で様々な場に参加し、人との出会いや新たな
学びを大切にしていきたいです。
観光学部交流文化学科

武部 文音さん
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参加しよう！

Volunteer café
ボランティア・カフェ

（通称 ボラカフェ）

行ってみたいけど、
なかなか勇気が
ないんだよね。

どんな
ボランティアが
あるのかな？
どんな現場が

受け入れて
もらえなかったら
どうしよう。
相手の方を
傷つけてしまう
ような気がして
怖いな。

役に立てる

あるのかな？

自信がないな。

現場で活動している学生や卒業生たちがゲストとして体験を語ってくれたり、
メッセージを伝えてくれるのが、
「ボラカフェ」です。
ボランティアのイメージがわかない、現場の情報がほしい、
どのようにすればよいのかわからない人は、少人数ですから気軽に質問したり、話し合うことができます。
「ボラカフェ」に参加した学生たちが、あちらこちらの現場に出かけていき、チャレンジしています。
「ボラカフェ」はボランティアを体験した学生にとってフィードバックとなる大切な機会です。
ぜひ、あなたも一緒にはじめの一歩を踏み出してみませんか？
Volunteer
Café
Autumn

池袋キャンパス・新座キャンパス
ボランティアセンターにて、

10月17日（水

お昼休みに開催中！

学部1年）

＠ボランティ

キリスト教精神に基づく教育を展開する立教大学では、建学の精神のひとつ

会を担う一人の市民としての力を養ってもらいたいと考えています。このこ

ターが提供する「フィールド」を活用することで往還させながら、学生個人
の学びをより深めてもらいたいと考えています。

RSL_2020.indd 1

2020/02/10 11:25

「立教サービスラーニング（RSL）センター」
と「ボランティアセンター」は、池袋・新
座両キャンパスで協力連携し、学生の学び
をサポートしています！

また社会の現場で活動することは、学生個人のなかにある「当たり前」を問
い直すことでもあります。社会のなかにある「多様性」を認識し、自分はこ

・学習支援、子ども食堂 … など

新座7号館２F
ランチを持って
お気軽にどうぞ☺
予約不要です

頼れる情報源はコチラ
http://s.rikkyo.ac.jp/volunteer

共に活動することを通して、本学の学生が様々な価値観や文化を知り、社

RSL では、大学というキャンパスでの学びと社会とのつながりを RSL セン

✉volunteer@
rikkyo.ac.jp
☎048－471－6
Twitter: rikkyo_ 682
volucen

ボランティアセンター HP

Guide 2020

立教サービスラーニング（RSL）

として、
「共に生きる」という思想を大切にしています。人々に寄り添い、

とを正課教育科目で学修できるのが立教サービスラーニング（RSL）です。

立教大学ボラ
ンティアセン
ター
新座7号館2
階

詳細は
ガイドを
見てね！

社会という「フィールド」に飛び出そう！！

・子どもキャンプを支援するリーダー
アセンター

12:30 ～13：00

参加できます！

Rikkyo
Service Learning

メルマガ（原則月 2 回発行）/  
Twitter @rikkyo_volucen

在学生専用
SPIRIT ボランティアセンター HP

ボランティアの体験談や新着情報を配信しています

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/

池袋キャンパスは 5 号館 1 階、新座キャンパスは 7 号館 2 階
に常設掲示板があります。学内立て看板、学内掲示ポスター、
立教時間などもご覧ください

E メールでのお問い合わせ

ボランティアセンター掲示板

volunteer@rikkyo.ac.jp

ボランティア情報ファイル

Instagram
& Twitter も
やってるよ！

ボランティアセンターでは、団体情報、活動内容の
資料を提供します
Instagram

れから「どんな場所で」
、
「どのように生きていくのか」
、
「どんな現実がある
のか」等を問うことは、あなたの将来のテーマをみつけるきっかけになるか

Twitter

ボランティア保険について

もしれません。
立教大学ならではの特色ある科目にぜひ、チャレンジしてみてください！
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・地域活性イベントの運営サポート

コミュニティ福祉

ランチ持参で、だれでも気軽に

全カリ立教サービスラーニング（RSL）科目を履修して、

子どもたちに

寄り添う
孝法さん（コミュニ
ティ福祉学部3年
毒島 美奈子
）
さん（

（詳細は、ポスター等でお知らせします。）

「あなたの当たり前って本当ですか？」

いろいろな現場、

いろいろなテーマ

）

しょうがいを抱える

ゲスト：望月

2018 年度
「 RSL- グローバル（フィリピン）
」
現地での一場面

ボランティア活動中に本人がケガをしたり、他人に損害を与えた場合に補償する保険です。
近くの社会福祉協議会で加入できます（年間 300 円～、年度ごとに更新）。また国際ボラン
ティアに参加する方は、長期・短期にかかわらず海外旅行保険に必ず加入しましょう。
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ボランティアセンター

ボランティアに関して何でも気軽に相談してください。
多数の情報はもちろん、ボランティアに関するパンフレット、
さらには交流の場に活用できるスペースも用意しています。

池袋キャンパス

新座キャンパス
体育館

16号館 6号館

5号館

タッカー
ホール

保存
書庫
7号館

ボランティアセンター・
RSLセンター
（社会連携教育課）
（7号館2階）

チャペル
会館

本館（1号館・モリス館）

〒 171-8501 東京都豊島区西池袋３-34-1
TEL 03-3985-4651 FAX 03-3985-4657
開室時間 月～金 9:00 ～ 17:00
土
9:00 ～ 12:30
※開室時間は、池袋・新座両キャンパス共に変更になる場合があります。
池袋・新座共通メールアドレス

１号館

volunteer@rikkyo.ac.jp

チャペル

チャペル

3号館

４号館

ボランティアセンター
（社会連携教育課）
（5号館1階）

２号館

RSLセンター
（5号館1階）

学生相談所

正門

〒 352-8558 埼玉県新座市北野 1-2-26
TEL 048-471-6682 FAX 048-471-7312
開室時間 月～金 9:00 ～ 17:00
土
9:00 ～ 12:30

