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こんにちは。ボランティアセンターメールマガジン 5月号です。 

 オンライン授業も始まり、みなさん少しずつ日々の生活にも慣れてきた頃でしょうか。 

今年の春学期は異例なことが続いて、みなさんも不安やストレスが多いかと思いますが、 

自分の心の状態としっかり向き合い、無理をせずに「今できること」に意識を向けていきま

しょう。 

 ボランティアセンターでは、メールマガジンの発行を少し増やし、少しでも皆さんにボラ

ンティアセンターについて知ってもらえればいいなと思っています。 

Twitter や Insatagram も、随時頑張って更新していきますのでぜひチェックしてみてくだ

さい。 
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=========================================================== 

（１）ボランティアセンター紹介 

========================================================== 

☆ボラセンってどんなところ？☺ 

 ボランティアセンターは池袋キャンパスは 5 号館 1 階。新座キャンパスは 7 号館 2 階に

あります。「足を踏み入れにくい」という声を時々聞きますが、開室時間（通常時は平日 9

時～17時）内にぜひちょっと立ち寄ってみてください。 

 「ボランティア」と一言でいっても、本当にたくさんの分野の活動があります。 

 空きコマの時間、お昼休みなど、ちょっと気分転換にいらっしゃってくださいね♪ 

今回と次回で、ボランティアセンターのスタッフを紹介していきます。 

 



☆VCスタッフ紹介☆ 

前半と後半にわけて紹介します。ボランティアセンターはいつも笑顔の絶えない、大学でも

とてもにぎやかで仲の良い部署です！ 

 

 佐藤課長…ボランティアセンターの佐藤と申します。立教大学ボランティアセンターは

日本で最も早く活動を始めた大学の一つです。 

「共に生きる」ことを大事にしながら幅広い活動を行っています。ボランティアを通して

「人」「社会」「世界」とつながることができ、いろいろなことが見え、考え、行動できるよ

うになります。縁あって立教で学ぶことになった皆さん、ボラセンを上手に活用しながら学

生生活を送ってほしいと思います。ぜひ一度立ち寄ってみてください。 

 

 阪下…こんにちは。池袋ボランティアセンターの阪下です。みなさん、いかがお過ごしで

しょうか？このようなときだからこそ、出来ることをやり、思いつくことを、突き詰めて考

えるいい機会かと思います。無理をせず、前を向いて行きましょう。 

 

 茅…新座キャンパスのコーディネーターの茅（かや）です。学生のみなさんと早く直接会

ってお話がしたいと楽しみにしています。「人と繋がること」の大切さを今自分自身も感

じています。大学生活の貴重な時間をぜひ充実させてください 

 

小幡・・・皆さん、こんにちは！池袋ボランティアセンタースタッフの小幡（おばた）で

す。普段は皆さんへのボランティア紹介や広報などの仕事を行っています。 

今後も沢山のボランティアを紹介していきますので、学生生活が始まりましたら是非ボ

ラセンへ来てくださいね。 

皆さんとお会いできる日を楽しみにしています！ 

 

 

 

☆在校生から新入生へメッセージ☆ 

 ここでは、ボランティア活動で活躍している在校生から、新入生へ向けてメッセージを掲

載します。まだ同じキャンパスで顔を合わせることはできませんが、そんな今、みなさんに

伝えたい気持ちを、率直に書いてくれました。 

 

コミュニティ福祉学部福祉学科 3年次 三浦大樹くん 

 新入生の皆さん、こんにちは！！ 

福祉学科 3年生の三浦大樹と申します(^^) 

なんとも予想外な状況ではありますが、「大学生」という時間が始まったことで、皆さん

一人ひとりが、これからの生活に様々な想いを持たれているのではないかと感じています。 

私は今年で大学生として 3 年目になり、そのとんでもない早さに驚かされているのです

が、これまでの生活を思い返してみると、大学生の私たちには本当に「自らで考えて自由に

使える時間」がたっぷり与えられていることを強く感じます。 



私は、そのたっぷりと与えられている時間の中で生まれる「なんだか気になる！」のよう

な自分の心の声を大切にしてみること、そして思いきってその気になる方へ飛び込んでみ

ることで得られるとっても面白い出会いがたくさんあるのではないか、と思っています。 

私自身、そのような面白い出会いを今もたくさん経験させていただいています。（地球緑化

センター若葉のふるさと協力隊・東北での交流プログラムの参加） 

ですから、最後に私からは「一歩踏み出してみることで大きく広がるかもしれない」とい

うことを、皆さんにお伝えさせていただきたいと思います！(^^) 

それでは、皆さんとキャンパスでお会いできる日を楽しみにしています！！ 

ありがとうございました！！ 

 

コミュニティ福祉学部 4年次 椿志野さん 

新入生のみなさん！ご入学おめでとうございます。 

そして、はじめまして、こんにちは。私は福祉学科 4 年の椿志野と申します。 

現在新型コロナウイルスの影響で、様々なことが大きく変わり、多くの方が不安な気持

ちを抱えていると思います。そこでみなさんに、少しでもボランティアの魅力について

お伝えしたいと思い、私の経験を踏まえながらお話しさせていだきます。 

4 年生になった私がみなさんにお伝えしたいことは、大きく分けて２つあります。 

１つ目は「やりたいことを行動に移すこと」です。 

入学当初の私は、友達も 0 人で、右も左も分からず、大きな不安を抱えていました。 

その反面、高校の時からボランティア活動をしていた私は、大学でのボランティア活

動に大きな期待をしていました。 

まず大学でボランティアサークルに加入し、幅広くボランティア活動をしていました。

例えば、施設の高齢者とお話ししたり、障害のある人達とキャンプをしたり、子供達と一

緒に遊んだり、地域のお祭りで運営として参加してみたり…。とりあえずなんでもいいか

らやってみようという気持ちが強く、片っ端からボランティアに行ってました(笑) 

(さらに、ボランティア先の繋がりから東北の復興支援に行ったり、子ども食堂や学習支援

も経験しました。) 

今の時期はボランティア活動は難しいですが、一年生の頃はから多くのボランティア活

動をやってよかったなと心から思います。そのおかげで今は自分の将来やりたいことが明

確となりました。 

２つ目は「大学 4 年間はとても短い」ということ。 

大学でアルバイトを始めたり、授業があったり、友達と遊んだり、自分のやりたいこと

を確保することが大切だと思います。そこで「今はなにをしたらいいの？」と思う方もい

らっしゃるかもしれません。 

今できることとしては、自分がやりたいことを文字に起こしたり、ピックアップしたり

するのはいかがでしょうか？ 

この状況が落ち着いた時、なにをしたいかを明確にしておけば行動に移しやすくなると

思います。また、なにをすればいいのかわからない、ボランティアをしたことはないけど

何かしてみたい！という方はぜひ、ボランティアセンターに相談してみてください！ 

(ボランティアセンターは自分のやりたいを見つけてくれる場所だと思います。私も参加



する方法がわからない、他になにがあるのか知りたい時はボランティアセンターを訪れて

いました。アットホームな雰囲気で、本当に話しやすい人ばかりです。) 

 自分のやりたいことを大学生のうちにたくさん経験して、悔いの残らない大学生活にし

てください！みなさんのご活躍を心より期待しています。 

 

============================================== 

(２) ボランティアセンターからのお知らせ 

============================================== 

 ○閉室・ボランティア紹介休止のお知らせ 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在ボランティアセンターは閉室しています。 

Instagram や twitter で、引き続き情報を発信していますので、ぜひフォローしてください。 

またメールでもお問合せ等受け付けております。(volunteer@rikkyo.ac.jp) 

（後日スタッフからご連絡いたします。） 

 

 ○春学期のイベント中止・延期のお知らせ 

 春学期に予定していました各種イベントは以下の通り変更になりました。 

 

 海外ボランティア講座→秋学期に延期 

 夏休みボランティア講座→中止 

 ボラカフェ→秋学期以降随時開催 

 ボランティア Onedayプログラム→中止 

 清里ボランティアキャンプ→中止 

 農業体験 in山形県高畠町→中止 

 ポール・ラッシュ奨学金選考→秋学期に延期 

 

 尚詳細は、立教時間・ボランティアセンターHP、SNS等で随時お知らせします。 

  

=========================================================== 

(３) 東日本大震災復興支援関連 

=========================================================== 

新入生のみなさん、在学生のみなさん、こんにちは！陸前高田サテライト事務局です。今回

は新しくメールマガジンに登録してくれた新入生のみなさん向けに「陸前高田サテライト」

のご紹介をします。在学生のみなさんも知らない情報があるかも！？ 

 

★東日本大震災と立教大学 

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が発生しました。皆さんの多くが小学生だった頃です

ね。立教大学では学生・教職員・学部等が復興支援活動を開始、大学としては岩手県陸前高

田市を重点支援地域に指定し「共に生きる」という理念のもと、学生・教職員が様々な活動

を行ってきました。立教大学では 2003年から陸前高田市の方々の協力で市内で「林業体験

プログラム」（学生部主催）を実施し、同市との交流が続いていました。 

mailto:volunteer@rikkyo.ac.jp


 

★東京から 530キロの小さなまち 

陸前高田市は岩手県南部、東京から 530 キロのところにあります。人口は 2 万人弱で立

教大学の学生数よりすこし少ない小さなまちです。東日本大震災による大津波により多く

の方が亡くなり、沿岸部に集中していた都市機能も壊滅的な被害を受けました。まちのシン

ボルであった 77,000 本の高田松原も 1 本を残しすべて流されてしまいました。「奇跡の一

本松」と呼ばれるこの松をテレビなどで見た方も多いのではないでしょうか。 

 

★立教生も訪れています！ 

2017 年、立教大学は地元の国立大学である岩手大学と共に陸前高田市協力のもと、市内

空き校舎を改修し交流拠点をオープンしました。陸前高田グローバルキャンパスと名付け

られたその場所に立教大学は陸前高田サテライトを開設、立教生が陸前高田市を訪れ地元

の人々と交流したり、復興の過程を学んだり、地域課題に取り組んだりできる授業や正課外

プログラムも展開しています。立教生向けの交通費・宿泊費の一部補助制度もあります（現

在は新型コロナウイルスの影響で支給を停止しています）。 

 

★あの東日本大震災で被災した地へ足を運んでみませんか。 

＊陸前高田に行ける！学内プログラムのご紹介 

『陸前高田プログラムガイド』 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/SitePages/use.aspx 

＊陸前高田サテライトの取り組みを発信中 

公式 Instagram（@rikkyo_rrs）https://www.instagram.com/rikkyo_rrs/   

公式ウェブサイト https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/SitePages/index.aspx 

＊お問合せ 立教大学陸前高田サテライト事務局 rrs@rikkyo.ac.jp 

 

 

============================================================== 

(４) RSLセンターからのお知らせ  

============================================================== 

【重要：2020 年度春学期 RSL 実践系科目について】 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/SitePages/use.aspx
https://www.instagram.com/rikkyo_rrs/
https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/SitePages/index.aspx
mailto:rrs@rikkyo.ac.jp


 新型コロナウイルス感染拡大による、2020 年度春学期 RSL 実践系科目についての最新

情報をお伝えします。 

 

■「RSL-プロジェクト・プランニング」について 

 2020 年度は休講とします。すべての活動を実施しません。 

 2021 年度の本科目の情報は、随時、SPIRIT メール、RSL センターホームページ、RSL

センターTwitter 等でお知らせいたします。 

 

■「RSL-グローバル（SDGs）」（シラバス変更） 

 ニューヨーク国連本部への渡航は中止とします。代替プログラムの実施の可否を含む科

目の開講については現在検討中です。説明会日程、活動日程、事前・事後学習日程等の最

新情報は、R Guide、立教時間、SPIRIT メール、RSL センターホームページ、Twitter

等をご確認ください。 

 

------------------------------------------- 

立教大学ボランティアセンター 

------------------------------------------- 

◎池袋キャンパス 

 場所：５号館１階 

 開室時間：月～金 ９：00～17：00 

      土曜日 ９：00～12：30 

◎新座キャンパス 

 場所：７号館２階 

開室時間：月～金  ９：00～17：00 

      土曜日  ９：00～12：30 

◎ホームページ 

http://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/extracurricular_activities/volunteer.html 

http://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/extracurricular_activities/volunteer.html


 

◎メールアドレス 

volunteer@rikkyo.ac.jp 

◎Facebook 

https://www.facebook.com/ 立 教 大 学 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー -

537537806439867/?ref=aymt_homepage_panel 

◎TwitterID 

@rikkyo_volucen 

http://twitter.com/rikkyo_volucen/ 

◎Instagram 

https://www.instagram.com/rikkyo_vc/?hl=ja 

◎ボランティアナビ 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/SitePages/navi.aspx 
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