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　早稲田大学が策定した、創立150周年の姿を示した

「Waseda Vision 150」のキーワードは、
「世界に貢献する高い志をもった学生」
の育成。
　世界中から集まった学生が、「主体的に社会問題に

気づき、考え、行動し、現場体験の知と学術的な知を

つなげること」により、広い教養と深い専門性を身に

付け、卒業後はグローバルな視点で社会に貢献する

人材となることを目指します。

　WAVOCでは、より多くの学生が国内外の社会貢献

活動において活躍できるよう、人材の育成に力を入れ

ています。

アタマで汗をかき、カラダで考える。

社会と大学を
つなぎます。

WAVOCの理念

WAVOCは学生が
社会に貢献することを

応援します。

WAVOCの理念

WAVOCは
体験的に学ぶ機会を
広く提供します。

WAVOCの理念

No.1

No.3No.2

WAVOCは
教職員が有機的に
連携し学生の主体性
を引き出します。

WAVOCは世代、職業、
国籍などを超えた

多様な人々との協働を
支えます。

WAVOCは
社会問題に気づき、
考え、行動することを

促します。

WAVOCの基本姿勢

WAVOCは
「現場体験の知」と
「学術的な知」を
つなげます。

WAVOCの理念と基本姿勢

1

　 2002年4月に設立された、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（ＷＡＶＯＣ）は、

「社会と大学をつなぐ」、「体験的に学ぶ機会を広く提供する」、「学生が社会に貢献することを

応援する」という3つの理念をもち、早稲田大学の社会貢献推進役として活動してきました。

　単位となるボランティア関連の「正課科目」と、ボランティアプロジェクト・学生部公認

サークル（ボランティア）などの「課外活動」を展開しており、その参加者は、年間約1万人、

これまで延べ20万人以上にのぼります。 

参加した一人ひとりが

「社会に対して何ができたのか」

「何を学んだのか」

「どんな答えがあったのか」
といった貴重な体験や想いを胸に抱き、社会で活躍しています。

W
A
V
O
C
は

学
生
た
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し

実
践
的
な
学
び
の
場
を
提
供
す
る

「
学
生
と
社
会
の
架
け
橋
」で
す
。

※本ガイドブックに登場する人物の学部・学年・所属・職位などは、特に注記がない限り2021年度時点のものです。
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2

生きること
働くこと

自分にとって
価値のあること

ボランティア
体験

体験を
「自分の言葉」で

語る力

体験を
学びの意欲へ
つなげる力

体験から
社会の課題を
発見する力

「体験の言語化」を通じて
得られる3つの力

A
ctivity Pillar

No.
全学オープン科目
活動の柱-11 　学部や学年、専攻分野を問わず、早稲田大学全学部生が履修可能な

全学副専攻「社会貢献とボランティア」では、社会貢献やボランティアについて学ぶ機会を提供しています。

　講義形式の科目に加え、講義で得た知識を実社会での体験を通して深める「体験的実習科目」を用意しています。

　また、自分たちの経験を言語化し、社会とのつながりを考える少人数制の参加型科目「体験の言語化」シリーズも

展開しています。

3

体験的に学ぶ機会を提供します

ボランティア論

体験の言語化―世界と自分　

体験の言語化―ボランティア体験から　

グローバル社会貢献論

ボランティアから見る世界

グローバルヘルス

狩猟と獣害対策論

ファシリテーションとボランティア　

SDGsと社会貢献　

カナダから見るグローバル市民学

スラムから学ぶコミュニティー支援論　

フィールド・ワークと社会貢献　

狩猟と地域おこしボランティア

パラスポーツとボランティア　

災害ボランティアの基礎と実践　

WAVOC編
『ボランティアで学生は変わるのか 
 「体験の言語化」からの挑戦』
（ナカニシヤ出版、2019）

さらに詳しく

体験的学習科目例講義科目例

科目名 科目名

W
A
V
O
C
の
学
生
支
援

科目とプロジェクトの往還   

　WAVOCでは正課である全学オープン科目を展開するとともに、課外活動で

あるボランティアプロジェクト・サークルを支援することで、科目から得た知識

を現場に活かし、現場の活動で得た経験を教室に持ちかえるといった往還

で、さらなる学びを深めることを可能にしています。

　全学オープン科目ではさまざまな社会的課題の解決に向けて行動を起こ

すための知識や情報、そして実践手法を学びます。実習での現場体験はもち

ろん、ボランティア論や政策提言など、「行動する」ことにつながる実践系科

目を多数用意しています。

1

価値を見出し、関連づける 

　ボランティア活動を通して「多様な他者」と出会い、「深い関わり」や「対話」

が生み出されます。また、ボランティア活動に主体的に関わることで、自分に

とって価値あることを見出し、その価値を生きること・働くことへと関係づけ

ていきます。

2

　全学オープン科目「体験の言語化」は、教員1名につき履修生15名の少人数

クラスで授業が行われます。履修生は「自分が心に引っかかった体験」を思い

起こし、その体験を改めて捉えなおす中で、個人の体験を単なる個人的な経

験ではなく、社会の課題に結びつけ、「自己を社会に文脈化する」思考プロセ

スを学びます。

　一人ひとりがクォーター8回の授業を通じて、5分間の「語り」にまとめてい

きます。「体験の言語化」が目指すのは、「批評は得意で頭でっかち、行動はし

ない」受け身の学生が、「主体的に学び、行動する」学生へ変わっていくこと。

社会で起きている問題や自分が体験したことから問題を発見し、考え、そし

て行動する第一歩を応援しています。

「体験の言語化」3

自分の生き方を他者との関わりの中で紡ぎだす。
成長できる、WAVOCスタイル。

Introduction

取り組む
【プロジェクト】
社会的課題に
対して行動する

学ぶ
【全学オープン科目】

学術的な
知識を獲得し、
体験につなげる

生きること
働くこと

自分にとって
価値のあること

ボランティア
体験

体験を
「自分の言葉」で

語る力

体験を
学びの意欲へ
つなげる力

体験から
社会の課題を
発見する力

「体験の言語化」を通じて
得られる3つの力

自分が心に引っかかった体験を思い起こし、その体験を改めて捉えなおす中

で、個人の体験を単なる個人的な経験ではなく、社会の課題に結びつけ、自己を

社会に文脈化する思考プロセスを学びます。

体験の言語化



2

生きること
働くこと

自分にとって
価値のあること

ボランティア
体験

体験を
「自分の言葉」で

語る力

体験を
学びの意欲へ
つなげる力

体験から
社会の課題を
発見する力

「体験の言語化」を通じて
得られる3つの力

A
ctivity Pillar

No.
全学オープン科目
活動の柱-11 　学部や学年、専攻分野を問わず、早稲田大学全学部生が履修可能な

全学副専攻「社会貢献とボランティア」では、社会貢献やボランティアについて学ぶ機会を提供しています。

　講義形式の科目に加え、講義で得た知識を実社会での体験を通して深める「体験的実習科目」を用意しています。

　また、自分たちの経験を言語化し、社会とのつながりを考える少人数制の参加型科目「体験の言語化」シリーズも

展開しています。

3

体験的に学ぶ機会を提供します

ボランティア論

体験の言語化―世界と自分　

体験の言語化―ボランティア体験から　

グローバル社会貢献論

ボランティアから見る世界

グローバルヘルス

狩猟と獣害対策論

ファシリテーションとボランティア　

SDGsと社会貢献　

カナダから見るグローバル市民学

スラムから学ぶコミュニティー支援論　

フィールド・ワークと社会貢献　

狩猟と地域おこしボランティア

パラスポーツとボランティア　

災害ボランティアの基礎と実践　

WAVOC編
『ボランティアで学生は変わるのか 
 「体験の言語化」からの挑戦』
（ナカニシヤ出版、2019）

さらに詳しく

体験的学習科目例講義科目例

科目名 科目名

W
A
V
O
C
の
学
生
支
援

科目とプロジェクトの往還   

　WAVOCでは正課である全学オープン科目を展開するとともに、課外活動で

あるボランティアプロジェクト・サークルを支援することで、科目から得た知識

を現場に活かし、現場の活動で得た経験を教室に持ちかえるといった往還

で、さらなる学びを深めることを可能にしています。

　全学オープン科目ではさまざまな社会的課題の解決に向けて行動を起こ

すための知識や情報、そして実践手法を学びます。実習での現場体験はもち

ろん、ボランティア論や政策提言など、「行動する」ことにつながる実践系科

目を多数用意しています。

1

価値を見出し、関連づける 

　ボランティア活動を通して「多様な他者」と出会い、「深い関わり」や「対話」

が生み出されます。また、ボランティア活動に主体的に関わることで、自分に

とって価値あることを見出し、その価値を生きること・働くことへと関係づけ

ていきます。

2

　全学オープン科目「体験の言語化」は、教員1名につき履修生15名の少人数

クラスで授業が行われます。履修生は「自分が心に引っかかった体験」を思い

起こし、その体験を改めて捉えなおす中で、個人の体験を単なる個人的な経

験ではなく、社会の課題に結びつけ、「自己を社会に文脈化する」思考プロセ

スを学びます。

　一人ひとりがクォーター8回の授業を通じて、5分間の「語り」にまとめてい

きます。「体験の言語化」が目指すのは、「批評は得意で頭でっかち、行動はし

ない」受け身の学生が、「主体的に学び、行動する」学生へ変わっていくこと。

社会で起きている問題や自分が体験したことから問題を発見し、考え、そし

て行動する第一歩を応援しています。

「体験の言語化」3

自分の生き方を他者との関わりの中で紡ぎだす。
成長できる、WAVOCスタイル。

Introduction

取り組む
【プロジェクト】
社会的課題に
対して行動する

学ぶ
【全学オープン科目】

学術的な
知識を獲得し、
体験につなげる

生きること
働くこと

自分にとって
価値のあること

ボランティア
体験

体験を
「自分の言葉」で

語る力

体験を
学びの意欲へ
つなげる力

体験から
社会の課題を
発見する力

「体験の言語化」を通じて
得られる3つの力

自分が心に引っかかった体験を思い起こし、その体験を改めて捉えなおす中

で、個人の体験を単なる個人的な経験ではなく、社会の課題に結びつけ、自己を

社会に文脈化する思考プロセスを学びます。

体験の言語化



狩り部 ［担当：岩井雪乃 准教授］
近年、日本の農村では狩猟の担い手を求めています。イノシシなどの動
物が畑を荒らす害獣になっているのです。畑の作物はもちろん肉を自給
するということについて、学生と一緒に考え行動していきます。

パラリンピック・リーダープロジェクト ［担当：兵藤智佳 准教授］
東京でのパラリンピック開催を迎える中で、「障がい」とともに生きる人た
ちのスポーツを支援します。すべての人が自分らしく生きられる社会を目
指す活動です。

災害ボランティア研究会 ［担当：佐々木俊介 講師］
地域での防災の取り組みや被災地では、ボランティアの力が不可欠です。
どのような災害ボランティアが効果的なのかを考え、キャンパスの近隣地
域や被災地においてボランティア活動を行います。

学生部登録サークル

難民交流プロジェクト
いすみっこ早稲田
助走の場・雲
ベトナム幼児教育支援ボランティア「Saopopo」
チーム安全
いぐべおぐに
TABLE FOR TWO Waseda
ボルネオプロジェクト
無国籍ネットワークユース
SPW
食と子どものひろば三芳村
学生NGO EST
早稲田農業サークルこだま
学習支援　STEP UP！
ロータリーの会
NPO法人日本教育再興連盟（ROJE）
　中高まなびプロジェクト
　学校ボランティアプロジェクト
　つぼみプロジェクト
　先生のための教育事典EDUPEDIA
似島ワークキャンプ
ISHINOMAKIの朝日プロジェクト
海士ブータンプロジェクト
学生応援村
BAM部

早稲田ボランティアプロジェクト（通称：ワボプロ）
早稲田ボランティアプロジェクトは、WAVOCの教員がもつそれぞれの
専門性を活かし、その指導のもと活動しています。
活動地への貢献にとどまらず、学生自身が主体性をもって取り組み、
成長していくことをサポートします。

WAVOC支援ボランティアサークル
WAVOCは学生部の公認サークル・登録サークルの
中で、主に「ボランティア」の分野で活動するサークル
を支援しています。環境、教育、地域交流など様 な々
分野で多くのサークルが国内外で活動しています。

4 5

学生の社会へのコミットを応援しますA
ctivity Pillar

No.
プロジェクト
WAVOC支援ボランティアサークル

活動の柱-22 　学生や現地のカウンターパート、教職員、卒業生らが協働し、国内外において

ボランティアプロジェクトやWAVOC支援ボランティアサークルとして活動しています。

　WAVOCは主体的に社会の課題について考え、行動する学生の取り組みをサポートします。

学生部公認サークル

思惟の森の会
ボランティアサークル 積木の会
新宿子ども会 KIDS
手話さあくる
早稲田大学広域BBS会
青空子ども会Ⅱ
児童文化研究会
ひまわり子ども会
環境ロドリゲス
池袋子ども会
地域猫の会（わせねこ）
早稲田大学POST
チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～
ラオス学校建設教育支援プロジェクト～スーン～
早稲田大学気仙沼チーム
アトム通貨実行委員会
　新宿支部早稲田・高田馬場エリア
まつだい早稲田じょんのびクラブ
学生NPO　農楽塾
DOORS-日越交流プロジェクト-
日本コリア未来プロジェクト
WHABITAT
早稲田こども日本語クラブ（わにっ子クラブ）
早大防災教育支援会 WASEND
ボランティアサークル  ｍａｎ－ｖｏ．
Ju-Ju～カンボジア・村びと共生プロジェクト～

ボランティアプロジェクト、サークルの詳細は
ウェブサイトをご覧ください。

　ボラカフェは、WAVOCが毎年4月に新入生向けに行っている交流イベン

トです。30以上のボランティアサークルが参加し、様 な々ボランティア情報を

提供します。2017年から開始したこのイベントは年々来場者が増え、ボラン

ティア活動参加のきっかけとなっています。

WAVOCがサークルに行っている支援

ボラカフェ

　ボランティアプレゼンコンテストでは、国内外の様 な々地域で活動する学

生ボランティアサークルが、テーマに基づいてプレゼンテーションを行い、

順位を競います。予選・本選を通じて入賞した団体には活動補助金が配

賦されます。

ボランティアプレゼンコンテスト

団体紹介動画



狩り部 ［担当：岩井雪乃 准教授］
近年、日本の農村では狩猟の担い手を求めています。イノシシなどの動
物が畑を荒らす害獣になっているのです。畑の作物はもちろん肉を自給
するということについて、学生と一緒に考え行動していきます。

パラリンピック・リーダープロジェクト ［担当：兵藤智佳 准教授］
東京でのパラリンピック開催を迎える中で、「障がい」とともに生きる人た
ちのスポーツを支援します。すべての人が自分らしく生きられる社会を目
指す活動です。

災害ボランティア研究会 ［担当：佐々木俊介 講師］
地域での防災の取り組みや被災地では、ボランティアの力が不可欠です。
どのような災害ボランティアが効果的なのかを考え、キャンパスの近隣地
域や被災地においてボランティア活動を行います。

学生部登録サークル

難民交流プロジェクト
いすみっこ早稲田
助走の場・雲
ベトナム幼児教育支援ボランティア「Saopopo」
チーム安全
いぐべおぐに
TABLE FOR TWO Waseda
ボルネオプロジェクト
無国籍ネットワークユース
SPW
食と子どものひろば三芳村
学生NGO EST
早稲田農業サークルこだま
学習支援　STEP UP！
ロータリーの会
NPO法人日本教育再興連盟（ROJE）
　中高まなびプロジェクト
　学校ボランティアプロジェクト
　つぼみプロジェクト
　先生のための教育事典EDUPEDIA
似島ワークキャンプ
ISHINOMAKIの朝日プロジェクト
海士ブータンプロジェクト
学生応援村
BAM部

早稲田ボランティアプロジェクト（通称：ワボプロ）
早稲田ボランティアプロジェクトは、WAVOCの教員がもつそれぞれの
専門性を活かし、その指導のもと活動しています。
活動地への貢献にとどまらず、学生自身が主体性をもって取り組み、
成長していくことをサポートします。

WAVOC支援ボランティアサークル
WAVOCは学生部の公認サークル・登録サークルの
中で、主に「ボランティア」の分野で活動するサークル
を支援しています。環境、教育、地域交流など様 な々
分野で多くのサークルが国内外で活動しています。
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学生の社会へのコミットを応援しますA
ctivity Pillar

No.
プロジェクト
WAVOC支援ボランティアサークル

活動の柱-22 　学生や現地のカウンターパート、教職員、卒業生らが協働し、国内外において

ボランティアプロジェクトやWAVOC支援ボランティアサークルとして活動しています。

　WAVOCは主体的に社会の課題について考え、行動する学生の取り組みをサポートします。

学生部公認サークル

思惟の森の会
ボランティアサークル 積木の会
新宿子ども会 KIDS
手話さあくる
早稲田大学広域BBS会
青空子ども会Ⅱ
児童文化研究会
ひまわり子ども会
環境ロドリゲス
池袋子ども会
地域猫の会（わせねこ）
早稲田大学POST
チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～
ラオス学校建設教育支援プロジェクト～スーン～
早稲田大学気仙沼チーム
アトム通貨実行委員会
　新宿支部早稲田・高田馬場エリア
まつだい早稲田じょんのびクラブ
学生NPO　農楽塾
DOORS-日越交流プロジェクト-
日本コリア未来プロジェクト
WHABITAT
早稲田こども日本語クラブ（わにっ子クラブ）
早大防災教育支援会 WASEND
ボランティアサークル  ｍａｎ－ｖｏ．
Ju-Ju～カンボジア・村びと共生プロジェクト～

ボランティアプロジェクト、サークルの詳細は
ウェブサイトをご覧ください。

　ボラカフェは、WAVOCが毎年4月に新入生向けに行っている交流イベン

トです。30以上のボランティアサークルが参加し、様 な々ボランティア情報を

提供します。2017年から開始したこのイベントは年々来場者が増え、ボラン

ティア活動参加のきっかけとなっています。

WAVOCがサークルに行っている支援

ボラカフェ

　ボランティアプレゼンコンテストでは、国内外の様 な々地域で活動する学

生ボランティアサークルが、テーマに基づいてプレゼンテーションを行い、

順位を競います。予選・本選を通じて入賞した団体には活動補助金が配

賦されます。

ボランティアプレゼンコンテスト

団体紹介動画



世
界
が
違
っ
て

『社会貢献活動で先頭に立つ人材の支援を』

　現在日本では野生鳥獣による農作物被害や車両との衝突事故
等の獣害が年々増加し、深刻な問題になっています。狩り部は、狩猟
を通じて農作物被害の解決を目指す団体です。
主に千葉県鴨川市で、地元の農家さんや猟師さんのお手伝いをし
ながら狩猟の技術を学んでいます。活動では実際に目の前で猟師
さんが動物を仕留め、解体するところを見学します。
私は初めて見た時、非常に抵抗がありました。獲物は死の直前まで
懸命に逃げようとし、仕留めた直後の体はまだ生暖かく獣臭がしま
す。その姿を見て、とても胸が痛んだのです。
　しかしよく考えると、私は今まで現実から目を背けていただけだっ
たことに気が付きました。私たちが普段何気なく食べている家畜の
肉も、誰かが育て、誰かが捌いてくれるから美味しく食べることがで
きます。私は不自由なく食べられることに慣れ過ぎて、このことを忘
れていました。
　小さい頃、食事の際は「いただきます」、「ごちそうさま」を忘れず
に、と言われて育ちましたが、実際に狩猟の現場を見たことで、この
言葉の重さを感じて口にできるようになりました。これは食べ物に
限った話ではありません。私たちの生活はたくさんの人々の努力に
よって支えられています。しかし、その多くは当たり前になり過ぎて
忘れられがちではないでしょうか。
　狩り部での経験を通して、そんな当たり前の生活を維持するには
どのような社会を作れば良いのかを考えるようになり、大学での学
び、卒業後の進路選択にも繋がりました。

　私たちはハワイ島ボルケーノ村にあるチャータースクール（独立
した運営を行う公立学校の一形態）において、教育支援や日本文
化を伝える活動をしている海外ボランティアサークルです。私が渡
航したのは1年生の春休み。初めてで右も左も分からない中、6人
の渡航メンバー同士で支え合い、オハナ(ハワイ語で家族)のように
なることができました。
　初めての渡航は挑戦と緊張と喜びが混ざった内容の濃いもので
した。私は渡航前、子どもと接する機会がほとんど無かったため、
子どもたちに英語で授業をし、コミュニケーションをとる自分の姿
が想像できず、不安でいっぱいでした。ところが現地では無邪気
な子どもたちの笑顔に癒され、お別れ会の時は想像以上に泣いて
別れを惜しんでいる自分がいました。
　また、日本文化の授業では子どもたちは積極的に質問をしたり、
素直なリアクションをしてくれるので、今までとは別の観点から日
本文化を見つめることができました。そして自分が日本で生まれ
育っているにも関わらず、日本文化を知った気になっていただけで
あることに気づかされ、自国の伝統や文化に対する敬意や尊重と
いった感情が生まれました。
　海外ボランティアは始めるきっかけが何であれ、ふと気が付くと
一生懸命活動しているものです。ハワイでの経験を糧に、渡航後
は日本に住む外国人の日本語支援や日本文化の発信に努め、日本
の良さを伝える活動に取り組んでいます。

WAVOCでの
体験

参
加
者
の
声

早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター
所長  松居 辰則
（人間科学学術院教授）

　早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）は2002年に設立され、早稲田大学の教育、研究に次ぐ使命である社会
貢献活動の推進役を担っています。
　地球規模の問題が多数に存在する今日の社会に学生を送り出すには、大学が知識を教授するだけではなく、知識に加えて、社会
貢献活動への意識を高めて主体的に担える力が必要です。WAVOCでは様々な社会活動を通じた体験的な学びの場を広く提供して
きています。
　さて、早稲田大学では教育・研究のポリシーとして「人間的力量」をもった人材の育成を目標としています。「人間的力量」とは次のよ
うに説明されています。
　『早稲田大学の卒業生が地球上のどのような地域に行っても、そこに溶け込みサバイヴし、その地域社会の価値観を学んで、その
結果として自分の故郷の地域社会でも、または行った先の地域社会や国に貢献する場合でもよし、または自分の国やその国の民間
企業に貢献するのでもよし、さらに国際機関・国際企業などを通して地球上の大きな地域（region）または国際社会に貢献すること。
どの分野であっても、周囲の人々の幸福の実現を目指す強い意志をもち、多様な価値観や文化的背景をもった人々を一つにまとめ上
げこれをリードする力量』
　そして、この「人間的力量」には「たくましい知性」と「しなやかな感性」の両輪を備えることが必要であるとも説明されています。「た
くましい知識」とは明確な答のない課題にも果敢に挑戦し解を導く能力をさし、これは各学部の専門教育や全学基盤教育がその礎
を築きます。一方、「しなやかな感性」とは様々な状況での多様性を享受し、共感力をもって人々をまとめ上げリードする力をさします。
WAVOCは「ボランティア」を通してこの「しなやか感性」を育成するための様々なプログラムを準備しています。具体的にはボランティ
ア活動の基盤となる講義、体験型授業、ワークショップ、国内外での活動、様々なイベント等です。理論のみならず実践を通して、理論
と実践のサイクルの中で「しなやかな感性」を自らの力量として習得するための機会を提供しています。
　新しい時代に向けて大学の機能は大きな変革が求められています。WAVOCも今までの「ボランティア」の範囲と方法を再定義し
て、研究・教育・実践の三位一体で新しいボランティア活動を教育プログラムとして提供して参ります。WAVOCはこれからもより多く
の学生が「人間的力量」を備えた真のグローバルリーダーとして活躍できる人材となれるようますます支援して参ります。

WAVOC所長メッセージ
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A
ctivity Pillar

No.

イベント・
公開講座・
スタディツアー

活動の柱-3

3

イベント・公開講座

近年の活動事例

新入生交流イベント　ボラカフェ

新入生交流イベント　オンラインボラカフェ

ボランティアサークルオンライン交流会

ボランティアプレゼンコンテスト

ボランティアウィーク

都内の中学・高校での中高生ボランティアプログラム

防災講座

「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座

早稲田ボランティアプロジェクト　成果報告シンポジウム

災害ボランティア支援「ゴスペラーズ　アカペラコンサート」

災害復興支援チャリティイベント　「早稲田駅伝」

防災系団体主催「東北オンライン防災スタディツアー」

オンラインセミナー「コロナ禍を生きる社会問題、コロナ禍でやるボランティア」

東日本大震災復興支援10年企画

活動名称

スタディツアー・その他ボランティア活動

北 海 道

岩 手 県

宮 城 県

福 島 県

栃 木 県

山 梨 県

新 潟 県

東 京 都

富良野自然体験スタディツアー

宮古七夕まつり他　ニューオルリンズジャズクラブ演奏

気仙沼つばきマラソン大会運営支援

気仙沼みなとまつり運営支援

浪江町スタディツアー

益子環境ボランティアスタディツアー

狩猟と獣害対策ボランティア

松代観音まつり他　ニューオルリンズジャズクラブ演奏

松代　落語研究会による公演

留学生松代雪国体験

「大地の芸術祭」越後妻有トリエンナーレ運営支援

糸魚川復興マルシェ　アカペラサークル歌唱

糸魚川　お化けの館運営支援

糸魚川　空き家清掃ボランティア

キッズフェスタ　ブラインドサッカー大会運営支援

高尾の森づくりスタディツアー

東北復興支援イベント「STAND UP SUMMIT」運営支援

清掃ボランティア　WAVOC CLEAN PROJECT

災害復興支援チャリティイベント　「早稲田駅伝」運営支援

マスク支援ボランティア

活動名称活動地

宮 城 県

栃 木 県

千 葉 県

岡 山 県

熊 本 県

丸森町台風復興支援ボランティア

佐野市台風復興支援ボランティア

富津市台風復興支援ボランティア

倉敷市豪雨復興支援ボランティア

豪雨復興物資支援ボランティア

活動名称活動地

災害復興支援ボランティア
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　WAVOCでは、ボランティア活動に参加をしていない学生にも機会を提供しています。 学生の中にある

「興味の芽」を育て、アクションにつなげるためのスタディツアーやイベント・公開講座も積極的に実施しています。

　各イベント・公開講座・スタディツアーの開催情報はWAVOCウェブサイトで公開されているのでぜひチェック

してください。

社会と大学をつなぎます

高谷健人さん（2021年社会科学部卒業）
早稲田ボランティアプロジェクト

「狩り部」に参加

村田陽香さん（教育学部3年）
WAVOC支援ボランティアサークル

「チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～」に参加

見
え
る
よ
う
に
な
っ
た



世
界
が
違
っ
て

『社会貢献活動で先頭に立つ人材の支援を』

　現在日本では野生鳥獣による農作物被害や車両との衝突事故
等の獣害が年々増加し、深刻な問題になっています。狩り部は、狩猟
を通じて農作物被害の解決を目指す団体です。
主に千葉県鴨川市で、地元の農家さんや猟師さんのお手伝いをし
ながら狩猟の技術を学んでいます。活動では実際に目の前で猟師
さんが動物を仕留め、解体するところを見学します。
私は初めて見た時、非常に抵抗がありました。獲物は死の直前まで
懸命に逃げようとし、仕留めた直後の体はまだ生暖かく獣臭がしま
す。その姿を見て、とても胸が痛んだのです。
　しかしよく考えると、私は今まで現実から目を背けていただけだっ
たことに気が付きました。私たちが普段何気なく食べている家畜の
肉も、誰かが育て、誰かが捌いてくれるから美味しく食べることがで
きます。私は不自由なく食べられることに慣れ過ぎて、このことを忘
れていました。
　小さい頃、食事の際は「いただきます」、「ごちそうさま」を忘れず
に、と言われて育ちましたが、実際に狩猟の現場を見たことで、この
言葉の重さを感じて口にできるようになりました。これは食べ物に
限った話ではありません。私たちの生活はたくさんの人々の努力に
よって支えられています。しかし、その多くは当たり前になり過ぎて
忘れられがちではないでしょうか。
　狩り部での経験を通して、そんな当たり前の生活を維持するには
どのような社会を作れば良いのかを考えるようになり、大学での学
び、卒業後の進路選択にも繋がりました。

　私たちはハワイ島ボルケーノ村にあるチャータースクール（独立
した運営を行う公立学校の一形態）において、教育支援や日本文
化を伝える活動をしている海外ボランティアサークルです。私が渡
航したのは1年生の春休み。初めてで右も左も分からない中、6人
の渡航メンバー同士で支え合い、オハナ(ハワイ語で家族)のように
なることができました。
　初めての渡航は挑戦と緊張と喜びが混ざった内容の濃いもので
した。私は渡航前、子どもと接する機会がほとんど無かったため、
子どもたちに英語で授業をし、コミュニケーションをとる自分の姿
が想像できず、不安でいっぱいでした。ところが現地では無邪気
な子どもたちの笑顔に癒され、お別れ会の時は想像以上に泣いて
別れを惜しんでいる自分がいました。
　また、日本文化の授業では子どもたちは積極的に質問をしたり、
素直なリアクションをしてくれるので、今までとは別の観点から日
本文化を見つめることができました。そして自分が日本で生まれ
育っているにも関わらず、日本文化を知った気になっていただけで
あることに気づかされ、自国の伝統や文化に対する敬意や尊重と
いった感情が生まれました。
　海外ボランティアは始めるきっかけが何であれ、ふと気が付くと
一生懸命活動しているものです。ハワイでの経験を糧に、渡航後
は日本に住む外国人の日本語支援や日本文化の発信に努め、日本
の良さを伝える活動に取り組んでいます。

WAVOCでの
体験

参
加
者
の
声

早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター
所長  松居 辰則
（人間科学学術院教授）

　早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）は2002年に設立され、早稲田大学の教育、研究に次ぐ使命である社会
貢献活動の推進役を担っています。
　地球規模の問題が多数に存在する今日の社会に学生を送り出すには、大学が知識を教授するだけではなく、知識に加えて、社会
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イベント・
公開講座・
スタディツアー

活動の柱-3

3

イベント・公開講座
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7

　WAVOCでは、ボランティア活動に参加をしていない学生にも機会を提供しています。 学生の中にある

「興味の芽」を育て、アクションにつなげるためのスタディツアーやイベント・公開講座も積極的に実施しています。

　各イベント・公開講座・スタディツアーの開催情報はWAVOCウェブサイトで公開されているのでぜひチェック

してください。

社会と大学をつなぎます

高谷健人さん（2021年社会科学部卒業）
早稲田ボランティアプロジェクト

「狩り部」に参加

村田陽香さん（教育学部3年）
WAVOC支援ボランティアサークル

「チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～」に参加

見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
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WAVOCでは、災害支援ボランティア活動を行う学生の経済的負担を軽減することを目的に、活動地までの交通費を補助しています。
原則として、災害ボランティアセンター等を通してのボランティア活動で、活動地までの交通費が対象です。
これらの補助には、校友、企業、団体等、皆様からの寄付金を活用させていただいています。

被災地支援活動に取り組んでいます
WAVOCは、自然災害の被災地に学生ボランティアを派遣し、復興支援活動に取り組んでいます。
その活動内容は、泥かきや流出物の撤去にはじまり、復興イベント・観光支援、スポーツ・文化交流、
仮設住宅でのコミュニティづくり、子どもを対象とした学習支援、翻訳など多岐にわたります。

「被災地のために自分たちにできることはないか」
そのような熱い思いを持つ学生達を、WAVOCは支援しています。

ボランティアの基本は「自己責任」です。何か事故や病気があっ
ても自分で対応することになります。
保険に入ることはそのための準備になります。

ボランティア保険（災害プラン）に入る
第1条

被災地では気持ちも高ぶり使命感から精一杯活動することにな
りがちです。しかし、疲労から体調を崩すのは相手に迷惑になり
ます。活動中でも休む判断をすることが大切です。

不眠不休で頑張らない
第2条

活動をするにあたっては安全に十分に注意してください。被災地
で起こりがちな危険な問題に巻き込まれないためにもできるだ
け単独行動は避けてください。

被災地では信頼できる人と一緒に行動する
第3条

被災者を少しでも元気づけようと「○○さんの分まで頑張ってく
ださい」「元気になってください」と言いがちです。励ましの言葉
を軽 し々くかけないことも大切です。

まずは相手の話を共感的に聞く
第4条

被災地に行くとできることをすべて「やってあげたい」という気持
ちになりがちです。しかし、復興するのは現地の人たちです。その
力をどう応援できるかが大切です。

被災者が自分たちでやる仕事を取らない
第5条

悲惨な現状や嗚咽する人などに接する場合、自分も心の傷を受け
ることがあります。自分の心をコントロールできない時はその場か
ら離れたり自宅に帰る決断をしてください。

涙が止まらなくなったら活動をやめる
第6条

被災した人の依頼を断るのは難しいことです。しかし、無償のボラ
ンティアでも「やります」と言ったことには責任が伴います。無責任
にならないように行動することが必要です。

できないことは「出来ません」とはっきり断る
第7条

被災者の話を聞くことで感情が揺さぶれることもあります。しかし、
「かわいそう」と思うことが相手の支援になるわけではないことを
知っておきましょう。

相手の感情に巻き込まれ過度な哀れみや同情をしない
第8条

ボランティアのお姉さんやお兄さんと遊ぶ体験は子どもにとっては
うれしい時間です。しかし、非日常で興奮したあとの面倒は誰かが
見ることを意識してください。

子どもと遊ぶときなどは過度に喜ばせようとしない
第9条

被災地のボランティア活動では「仕事がない」、「指示が悪い」など
の批判もあります。しかし、憤慨しても何も生まれません。できるこ
とは何かを自分で考えて行動しましょう。

ボランティア活動の運営について批判はしない
第10条

災害支援ボランティア活動における
交通費補助について

学生災害支援ボランティアの

心得10か条
WAVOCはこれまでたくさんの学生ボランティアを応援してきました。
この10か条はそうした私たち学生ボランティア支援者が持つ、

言葉にはしていなかった経験知を短くわかりやすい言葉で表現したものです。

WAVOCの活動をご支援ください！
WAVOCではプロジェクトを資金面で支えてくださる方を広く募集しています。

みなさまのご支援は、現場の活動資金としてだけではなく、社会貢献スピリットを持つ未来のリーダー育成にも役立てられます。
特定の団体を指定した寄付も可能です。

開室時間：平日 9：00～17：00（土日祝日及び大学一斉休業日は閉室します）
〒169-0071東京都新宿区戸塚町1-103 早稲田キャンパス99号館STEP21
TEL：03-3203-4192　FAX：03-3203-6306　
E-mail：wavoc@list.waseda.jp  URL：https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター 最新のボランティア活動や各種イベント情報はこちら

https://www.facebook.com/waseda.wavoc

@waseda_univ_WAV

メールによるニュース配信の申し込み

https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

WAVOC has introduced the system to support the volunteering students’ transportation costs to/from the disaster areas. 
The source consists of donations from alumni, companies, foundations, and individuals.

WAVOC is working on support activities for disaster areas.
WAVOC dispatches student volunteers to areas affected by natural disasters to support recovery efforts.
Activities cover a wide variety of areas, including removing mud and spills, supporting reconstruction events, 
building communities in temporary housing, learning support for children and so on.

WAVOC supports students with such passions.

「What can we do for the disaster areas」

Volunteers are wholly responsible for themselves, even when 
you become sick or face an accident. Volunteer insurance will 
help you handle unexpected incidents. 

Sign up for volunteer insurance (disaster plan)Article
1

In disaster areas, volunteers become emotionally worked up 
due to a sense of mission and overwork. However, becoming 
ill from fatigue causes burden on the community you are 
serving. You need to decide when and how long to rest during 
volunteer activities.

Do not work around the clockArticle
2

Volunteers must be fully aware of safety concerns during 
volunteer activities. Avoid working alone for risk manage-
ment.

In disaster areas, partner with people you can 
trust

Article
3

Often times volunteers try to cheer people in the community 
by saying “Hang on” or “I hope you feel better.” These words 
of encouragement can sound imprudent from time to time. It’s 
important to listen sympathetically to what the disaster 
victims have to say.

Be a sympathetic listenerArticle
4

When volunteering in disaster areas, we become passionate 
about doing all we could for the victims and take on every 
task. However, recovery takes place in the community. The 
volunteers’ role is to think about how we can support them.

Do not choose tasks that disaster victims can 
do themselves

Article
5

There are cases where volunteers become emotionally scarred 
when facing devastating conditions and people in grief. If you 
cannot control your own emotions, you need to step away from 
the scene or make the decision to go home.

Stop any activity you find upsettingArticle
6

It may be difficult to say NO to a request from the victims. How-
ever, you have responsibility to follow through with whatever 
you say you will do despite volunteer activities being a service. 
You must be clear about your limits so that you do not become 
irresponsible.

Be clear about your limitsArticle
7

Sometimes, volunteers become emotionally involved or overly 
sympathetic when listening to the stories of the disaster victims. 
However, remember that feeling sorry does not necessarily 
support them.

Do not become emotionally involved or overly 
sympathetic

Article
8

It becomes a fun and memorable experience for children to play 
with volunteers. Nonetheless, you must realize that someone 
will have to look after them after excitement in an unnatural 
situation.

When playing with children, do not go overboard 
trying to please them

Article
9

Some people criticize volunteer activities that there is nothing to 
do or operations management gives poor instructions. However, 
nothing is born out of resentment. You must think independently 
about what you can do to serve the community.

Do not criticize volunteer operations managementArticle
10

About support of transportation costs

WAVOC

Guidelines for Student Volunteers in Disaster Relief

10-point

Support WAVOC’s activities!
WAVOC welcomes your donation to support its projects.
Your donation is not merely used for field activities, but also for indirect support to nurture future leaders with a spirit 
for social action. Donations designated for specific projects are also welcome.

Office hours: Monday through Friday, 9:00-17:00.
 (Office closed on Saturdays, Sundays, public holidays and university closing days.)
Waseda Campus Building No. 99, STEP 21, 1-103, Totsukamachi, Shinjyuku-ku, 
Tokyo 1690071 Japan
Phone: +81-(0)3-3203-4192　FAX: +81-(0)3-3203-6306
E-mail: wavoc@list.waseda.jp URL: https://www.waseda.jp/inst/wavoc/en/

The Hirayama Ikuo Volunteer Center, Waseda University For more information about the latest volunteer activities and 
various events, follow us on Facebook and Twitter (Japanese only).

https://www.facebook.com/waseda.wavoc

@waseda_univ_WAV

To subscribe to our newsletter, visit our website 
(Japanese only).

https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

WAVOC has supported many student volunteers throughout the years. 
Based on this experience, we would like you to consider the following 
guidelines when volunteering in disaster relief:
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Sign up for volunteer insurance (disaster plan)Article
1

In disaster areas, volunteers become emotionally worked up 
due to a sense of mission and overwork. However, becoming 
ill from fatigue causes burden on the community you are 
serving. You need to decide when and how long to rest during 
volunteer activities.

Do not work around the clockArticle
2

Volunteers must be fully aware of safety concerns during 
volunteer activities. Avoid working alone for risk manage-
ment.

In disaster areas, partner with people you can 
trust

Article
3

Often times volunteers try to cheer people in the community 
by saying “Hang on” or “I hope you feel better.” These words 
of encouragement can sound imprudent from time to time. It’s 
important to listen sympathetically to what the disaster 
victims have to say.

Be a sympathetic listenerArticle
4

When volunteering in disaster areas, we become passionate 
about doing all we could for the victims and take on every 
task. However, recovery takes place in the community. The 
volunteers’ role is to think about how we can support them.

Do not choose tasks that disaster victims can 
do themselves

Article
5

There are cases where volunteers become emotionally scarred 
when facing devastating conditions and people in grief. If you 
cannot control your own emotions, you need to step away from 
the scene or make the decision to go home.

Stop any activity you find upsettingArticle
6

It may be difficult to say NO to a request from the victims. How-
ever, you have responsibility to follow through with whatever 
you say you will do despite volunteer activities being a service. 
You must be clear about your limits so that you do not become 
irresponsible.

Be clear about your limitsArticle
7

Sometimes, volunteers become emotionally involved or overly 
sympathetic when listening to the stories of the disaster victims. 
However, remember that feeling sorry does not necessarily 
support them.

Do not become emotionally involved or overly 
sympathetic

Article
8

It becomes a fun and memorable experience for children to play 
with volunteers. Nonetheless, you must realize that someone 
will have to look after them after excitement in an unnatural 
situation.

When playing with children, do not go overboard 
trying to please them

Article
9

Some people criticize volunteer activities that there is nothing to 
do or operations management gives poor instructions. However, 
nothing is born out of resentment. You must think independently 
about what you can do to serve the community.

Do not criticize volunteer operations managementArticle
10

About support of transportation costs

WAVOC

Guidelines for Student Volunteers in Disaster Relief

10-point

Support WAVOC’s activities!
WAVOC welcomes your donation to support its projects.
Your donation is not merely used for field activities, but also for indirect support to nurture future leaders with a spirit 
for social action. Donations designated for specific projects are also welcome.

Office hours: Monday through Friday, 9:00-17:00.
 (Office closed on Saturdays, Sundays, public holidays and university closing days.)
Waseda Campus Building No. 99, STEP 21, 1-103, Totsukamachi, Shinjyuku-ku, 
Tokyo 1690071 Japan
Phone: +81-(0)3-3203-4192　FAX: +81-(0)3-3203-6306
E-mail: wavoc@list.waseda.jp URL: https://www.waseda.jp/inst/wavoc/en/

The Hirayama Ikuo Volunteer Center, Waseda University For more information about the latest volunteer activities and 
various events, follow us on Facebook and Twitter (Japanese only).

https://www.facebook.com/waseda.wavoc

@waseda_univ_WAV

To subscribe to our newsletter, visit our website 
(Japanese only).

https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

WAVOC has supported many student volunteers throughout the years. 
Based on this experience, we would like you to consider the following 
guidelines when volunteering in disaster relief:


