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ボランティアとは
1、新しいことを経験できる場

バイト、サークルだけでは知ることのできない価値観や人間関係を
無限に広げてくれる一つの手段です。

あなたの人生のために必要でないような経験もあるかもしれません。
反対に、あなたの人生のために必要な経験があるかもしれません。

2、ボランティアの選び方
何か気になったもの一つだけでよいので、それに参加してみてください。

きっと、知らなかった自分の一面を知ることができます。
あなたの未来を広げるために、ぜひ、活用してみてください。

あなたの背中、いつでも押します。
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ボランティア診断あなたにピッタリの
ボランティアを見つけよう！

今までボランティアに
参加したことがある

ボランティアは
楽しそうだと思う

いろんなことに挑戦するより
１つのことに

とことん打ち込むタイプだ

福祉に
興味がある

アイデアが
次々に浮かぶ

YES!

NO!

NO!

NO!

YES!NO!

YES! YES!

YES！

NO!

p.4へ

p.3へ p.5へ p.8～11へ p.6,7へ
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大手町寺子屋
「大学生に習って勉強しよう」

小中学校の夏休みや冬休み期間中に、大手町公民館
で実施される「寺子屋」。そこで子どもたちの勉強や
学校の宿題のサポートをするのが、このボランティア
の内容です。参加した子どもたちからは、「よかっ
た」「楽しかった」と大満足の声もあがっています。

西山台保育園/夏祭り
西山台保育園の園児やその家族が参加する夏祭りにて、「ミニお化
け屋敷」「ヨーヨー釣り」「ボーリング」など、子どもたちが楽し
める各ブースのお手伝いをします。また、「バルーンアート」ブー
スでの、バルーンアートの制作も行います。

シニアパソコン教室事業
「アミーゴサロン」講師サポーター

60歳以上の高齢者が参加する、パソコンをツールとした
集いの場「アミーゴサロン」にて、高齢者のパソコンス
キルのアップのためのサポートをします。人生経験豊富
な高齢者と触れ合うことで、普段聞けないような話も聞
けたりして、自分自身のスキルアップにもつながります。
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1日からOK!
初心者おすすめボランティア

子どもが好きなものを想像して参加しま
したが、実際は予想と違うことが多く、
触れ合いながら学ぶことができました

参加者の声

受講生の方々とパソコンの知識を学んで
いくことがとても楽しかったです

参加者の声

電動車椅子サッカー
電動車椅子サッカーの試合の前準備や運営を補助する
ボランティアです。障がい者スポーツを楽しく理解、
体験することができます！
普段関わりのない方との交流ができるので、新しい価
値観を学ぶことができますよ。
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サンタクロースの衣装を身にまとってランニングす
ることで、その収益が病気と闘う子ども達へのクリ
スマスプレゼントになるチャリティイベント
「SANTA RUN」。そこで参加者の受付、誘導など
を行うボランティアです。

神浦川の河川敷を利用した水と緑の豊かな公園で、
魚のつかみ取り、紙飛行機とばし大会など、大人か
ら子どもまで楽しめるイベントにて、会場のお手伝
いや準備、片付けなどをします。

鯉・来い祭りIN神浦川河川公園

SANTA RUN IN NAGASAKI

ボランティアに運営側と
して参加した私も心が暖
かくなりました！

サンハイツありがとうフェスタのお手伝い

老人ホームの高齢者や地域の人が参加して地域
に日々の感謝を伝えるお祭りにて、餅つきのお
手伝いや準備、片付けなどを行います。
留学生の参加が多いです！

皆さん優しく、安心して活
動することができました！

参加者の声

参加者の声

予想以上の参加者の多さで
びっくりしましたが、温か
い方たちばかりで
楽しかったです‼

参加者の声

地域の人と
関われる！



年に一度の伊王島大清掃に参加するボランティアです。
伊王島の浜辺や漁港などを、市民の皆さんとともに清掃します。

長崎のプロサッカークラブ、V・ファーレン長崎の
試合の運営をサポートするボランティアです。
クラブスタッフとしてホームゲームを盛り上げます。

イベントやワークショップのサポートを行う
ボランティアです。

伊王島ボランティア清掃

V・ファーレン長崎
ホームゲームボランティア

長崎県美術館イベントボランティア

小さなことから大きなことまで
経験ができて、非常に幅が広い
のでお勧めです！

参加者の声

緊張しながらも、優しく熱心な
スタッフさんたちの協力の元で、
スムーズに活動することができ
ました。たくさんの子ども達の
笑顔に囲まれて、楽しいひと時
を過ごしました！

参加者の声

地元の方たちや、他のボランティア
参加者の方たちと協力出来て良い経
験になりました！

参加者の声

長崎市科学館イベントボランティア
「スターシップフェスタ」や「スライム祭り」など、いろいろ
なブースで、工作や実験を通して、遊びながら科学を学べるイ
ベントでのサポートをします！
様々な年齢の方とコミュニケーションをとることができます！
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じっくり活動したい方向け
おすすめボランティア

ながさき100㎞徒歩の旅

夏休みに子どもたちが長崎県内で5日間
かけて100km歩く際のサポートをします。
子どもが好きな人、何かに挑戦したい人、
思い出に残る夏にしたい人におすすめ！
昨年は100名前後の小学生と、83名の学
生スタッフが参加しています！

―6―

大学生による主権者教育

NAGASAKIしごとみらい博学生運営スタッフ

ボランティアの大学生は、中高生に向けて主権者教育に関
する授業（模擬投票等）を行います。

授業実施に向けて、NPO法人「僕らの一歩が日本を変え
る。」の方から研修を受けます。その後、当該法人からの
アドバイスを受けながら、授業を実施します。
模擬投票の授業では、大学生が候補者役となって演説をし
たり、グループワークでの進行役や全体の司会などをして
もらいます。

学生に対し、長崎県内の企業の魅力を知って
もらうための企業と学生の大交流イベントの
企画・運営をします！

■企画・広報スタッフ（7月～12月迄）
■当日運営スタッフ（12月）

政治・選挙について勉強になった。
内容的には単発のボランティアと
違って「重さ」もよかった。1、2
年生にぜひ参加してほしいと思う。

参加者の声

企業の紹介をするために、企業
について深く調べたことで、自
分自身が長崎の企業についてた
くさん知ることができた。

参加者の声

立候補者役は
大学生！
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災害ボランティアについての紹介

最新の災害ボランティア募集情報は地方自治体ホームページや、
ボランティア支援団体、やってみゅーでスクなどでチェックしよう！

西日本豪雨支援 岡山県倉敷市での
災害ボランティア体験談

多くの人が仮設住宅で生活していて、自分た
ちの生活が当たり前ではないことを実感しま
した。また、作業中に被災者の方が「ありが
たい、1番ありがたいです」と仰っていまし
た。それに対して、同じボランティアの方が
「私たちにはこれくらいのことしかできない
んです」と仰っていたのを聞き、自分たちの
出来ることは限られていることを改めて認識
しました。今回、初めて災害ボランティアに
参加し、非常に貴重な経験ができました。

九州北部豪雨 佐賀県武雄市での
災害ボランティア体験談

私たちは、2019年10月に多くの家が浸水の被
害にあった佐賀県武雄市で災害ボランティア
をしました。浸水の被害にあった家の床板を
高圧洗浄機で汚れを落としてきれいにしたり、
災害の被害にあった子どもたちと折り紙やお
絵かき、ドッジボールなどをして遊んだりす
る活動を行いました。被災地でのボランティ
ア活動の内容は、当日の人数や状況に応じて
決めることが多いので、様々な現場に派遣さ
れます。

被災地への募金活動

人の温かさと思いやりに触れることができるいい体験だなと再確認しました。募金まで繋が
らなくても、募金の呼びかけが、被災した土地のことを思い出すきっかけになることが良い
ところだと思います。

台風19号被災地応援募金の体験談

被災地への募金活動を企画し、街頭で呼び掛ける活動。
一日からでも参加でき、ボランティアが初めての方にも
挑戦しやすいですよ！

被災地へ赴き、被災者の方が必要としてい
る支援を行うボランティア。

災害発生後すぐにボランティアへ行く場合
は、がれきの撤去や清掃など体力が必要な
作業を行うことが多いです。災害発生から
時間が経つと、上記の他に仮設住宅で入居
者の心のケアを行うボランティアなどもあ
ります。

災害ボランティアに行く際は、現地につい
ての情報収集を怠らず、自己責任・自己完
結(食料など)を心掛けましょう！

〈現地に行く支援〉

〈現地に行けなくともできる支援〉

次のページからは学生ボランティア団体を紹介！！



学生自主企画

プロジェクト

大学生協の弁当容器のデポジット制を利用して、弁当容器を回収・換金
することにより災害被災地に寄付する、環境問題及び災害復興支援に関
わっていくエコ×被災地支援の活動です！

■活動内容
• 回収箱（現在、文教と片淵キャンパス
に設置中）の点検及び修理

• 被災地への送金
• ミーティング
• 広報活動（ビラ配布、Twitter等）

■これまでの実績
2016年 26,430円（2,643枚）
2017年 17,820円（1,782枚）
2018年 15,730円（1,573枚）
2019年 前期分：5,910円（591枚）

■これまでの送金先
• 千葉県
（令和元年豪雨、台風15号・19号）

• 佐賀県武雄市（令和元年8月大雨）
• 熊本県西原村（平成28年熊本地震）
• 北海道むかわ市
（平成30年北海道胆振東部地震）

• 広島県呉市（平成30年7月豪雨）
• 大分県日田市
（平成29年7月九州北部豪雨）

• 茨城県常総市（東日本大震災）

Twitter:
@rfdpronagasaki

一緒に活動してくれるメン
バーを募集中です！

（特に坂本、片淵の学生さ
ん待ってます……！！）
ご連絡はTwitterもしくは
やってみゅーでスクまで！

こ
の
活
動
を
み
ん
な
に
認
知
し

て
貰
う
た
め
、
生
協
の
お
箸
に

ビ
ラ
を
巻
い
て
い
ま
す…

！
！

壊
れ
た
回
収
箱
は
メ
ン
バ
ー

で
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
！
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Re:ちゃいくる
【Re:ちゃいくるとは】

長崎大学の放置自転車の数は毎年
約300台、その処分費用に約30万円が
使われています。そこで、私たちは
放置自転車を回収・修理・再生する
ことで処分費用をなくし、また学生が
自転車を安く手に入れることができる

ように頑張っています。

放置自転車

Re:ちゃいくる使える自転車

学生

【お問い合わせ】
Re:ちゃいくる 徳久

Mail：retyaikuru@gmail.com

【３つの魅力！！！】
☆2018年3月に発足したばかり
→新しいことをどんどん企画できる！
例えば、余った部品から“イス”を創る

ワークショップの開催 etc…
☆自転車修理ができるようになる
→自転車壊れても、自分で修理
できるから修理費が浮く！

☆自転車のこと何もわからなくて大丈夫
→メンバーの大半もはじめは初心者！

ゴミに
価値を
生み出す。 “ Re:ちゃいくる”の

未来を一緒に創ってくれる
仲間大募集中！！！

Facebook Twitter

【年間スケジュール】

2月 佐賀大学訪問

3月 自転車販売会

9月 自転車販売会

10月 学祭

11月 役職引継

学生自主企画
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連絡先

n.kaientai@gmail.com

実は海には
多くのゴミが

そ
こ
で

長崎の美しい海を
守りたい‼

活動その① 清掃活動

活動その② 漂着ゴミ調査

月に1回、長崎市
内の海岸を清掃

世界共通のゴミ調
査データカードを
使い、漂着ゴミの

調査を行う

活動その③ 広報活動

その他…
夏にはBBQをしたり、
離島の清掃に参加
したりします！✨
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学
生
自
主
企
画

長崎の海の魅力を

満喫しながら、

海ゴミをはじめとする

環境問題の解決を目指す

ボランティア団体です。



What do we do?
・現在の核兵器の問題も取り
扱う平和教育の出前講座を
実施 (合計62回、約7,200名

: 2019年5月現在)
・他地域の若者との触れ合い
（被曝遺構巡り）etc…

Our target
・全国の学校教育機関
・その他自治体主催
イベント

Who are we?
私たちは長崎の大学生。
学部学科も様々。

『この場所だからこそ
できること』がある。

週一でミーティングを
行っています。
興味がある人は是非
一緒にやりましょう‼

活動の様子
Instagram  Facebook    twitter

学生自主企画
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「つなぐ」では、やってみゅーでスクと協力しながら、
学生のボランティア参加を応援しています。

学生ボランティアサポーター
「つなぐ」

また、ボランティアを介して様々な学部・大学間の学生同士の交流にも
力を入れています。新メンバーも学年問わず募集中！

ボランティア仲間を作りたい、企画力・プレゼン力を磨きたいなら…

主な活動は学生目線でボランティアの魅力を発信すること。

tsunagu.nagasaki.u@gmail.com
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学生自主企画

連絡先「参加したい！」「話が聞きたい！」
そんな人は連絡先までメールをください！

•学生のボランティア参加を後押しする企画の実施。
あなたの「やってみたい」が形になる。

•過去にはボランティア相談会やボランティアEXPO
(ボランティア版新歓祭)を開催！右はEXPOの様子です♪

イベントの開催

•毎年ボランティアの「楽しさ」を詰め込んだ冊子を作成
します。この冊子も「つなぐ」が作成しました！

•PowerPointを使う練習になります♪

ボランティアガイド作成

•毎年長崎大学にて、ボランティアの種類や参加方法を
紹介しています！

•昨年度は活水女子大学、長崎純心大学でも実施しました。

新入生オリエンテーションでの発表



ボランティアに参加するにはどうしたらいいの...？

１
学生登録を
しよう！！

○やってみゅーでスク・U-サポが紹介する
ボランティアに参加する場合は、
学生登録が必要です。

○登録はやってみゅーでスクのホームペー
ジから行うことができます。

○右のQRコードを読み込むと登録フォーム
にアクセスできます。

２
興味のある
ボランティア
を探そう

○募集しているボランティアは
やってみゅーでスクのHP、掲示板、
メルマガ、Twitterから探すことができます。
○HPではジャンルやカレンダーからも
興味のある活動を探すことができます。

３
参加したい
ボランティア
に応募しよう

○参加したいボランティアが見つかったら、
直接やってみゅーでスクに足を運ぶか、
HPまたはメール、電話で参加
の申し込みができます。

○友達を誘って、一緒に参加するのももち
ろんOK!!

○ちょっとした疑問や困ったことがあった
ら、いつでもお気軽にご相談ください。

４
ボランティア
に参加！！！

○ボランティア参加に当たっての注意点
1.普段の生活への支障の有無を確認しましょう。
2.積極的に行動しましょう。
3.約束やマナーを守りましょう。(メールや電話
には必ず折り返しの連絡を。)

4.プライバシーを守りましょう。
5.常に安全を確認しましょう。

素敵な出会いがあなたを待っています(*^^*)

Twitter ボランティア一覧
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やってみゅーでスク
& U-サポ

YATTEMYU DESK
& U-SAPO

やってみゅーでスク
やってみゅーでスクは、長崎

大学の学生の皆さんが社会のフ
ィールドにおいて、さまざまな
体験を積み、豊かなコミュニケ
ーション力を育むため、地域の
皆様のご協力をいただきながら
運営する社会活動支援プログラ
ムです。

やってみゅーでスクでは、長
崎市周辺の７大学(長崎大学・
長崎県立大学・活水女子大学・
長崎純心大学・長崎外国語大学
・長崎女子短期大学・長崎総合
科学大学)と連携し、「学生地
域連携活動支援事業(U-サポ)」
としても展開を図っています。

U-サポ
「U-サポ」の「U」には、

「UNIVERSITY・游学・UNITE」
という意味が込められ、「サポ」
とは、地域と大学がお互いに支
え合う「サポート」の意味が込
められています。

U-サポの仕組みにより、やっ
てみゅーでスクで紹介している
イベントは連携している大学で
も同時に発信されます。

ボランティア
活動の場を提供

ボランティア
活動を紹介

学生を紹介し
活動を実施

参加申し込み・
自主企画を提案

活動を支えるシステム

地域の方々
(応援団)

やってみゅーでスク
& U-サポ

長崎市周辺の
7大学の学生

○様々なボランティア活動に参加でき、

たくさんの経験を積むことができます！

○地域で活躍している、幅広い世代の方々と

出会うチャンスです！

○他学部や他大学の学生と交流ができます！

○大学の審査を通った団体から要請があったもの

なので、安心して活動できます！

○ボランティア活動保険が
適用になります！万が一の時も安心！

■やってみゅーでスクを通して、
ボランティアに参加することのメリット

やってみゅーでスクが紹介する活動に参加する場合は、
「学生登録」が必要です。詳しくは 13 ページへ！

■問い合わせ
場所：長崎市文教町1番14号

学生会館1階・キャリアセンター
電話： 095-819-2870
Fax ： 095-819-2871
E-mail :yatemyudesk@ml.nagasaki-u.ac.jp
受付時間: (月)～(金) 08:45～17:30

-14-



ボランティアは
学生登録してから！

←左のQRコードから登録ができるよ！
直接やってみゅーでスク事務局に

行っても登録ができるよ！

やってみゅーでスクの
事務局は生協反対側のキャリア

センター内にあるよ！

編集：学生ボランティアサポーター「つなぐ」
発行：長崎大学やってみゅーでスク
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