
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場 所：22 号館（大学会館）１階 

開 室 時 間：月～金 ９：００～１７：００ 

閉 室 日：土曜日・日曜日・ 

祝祭日（授業実施日を除く） 

大学行事日・冬期休業日・その他 

E m a i l：gad-kiravo@ml.meisei-u.ac.jp 

お問い合わせはメールまたは、 

LMS コースの「個別指導コレクション」に

て受け付けています。 

なお、対面での相談は予約制となります。 

自主性 社会性

無償性 創造性

ボランティア 4 つの原則 

「ボランティア」の語源はラテン語であるといわれてい

ます。その意味は、「自由意志、自ら進んでやること」。 

「奉仕」というイメージがありますが、本来の言葉のも

つ意味から「自発的な意志に基づいて、人や社会に貢献

すること」と定義されています。 

明星大学 

ボランティア 

センター 
 

こんにちは 
明星大学 
ボランティアセンターです！ 

※対面での相談は予約制です。 

ボランティアセンターのご案内 

明星大学の建学の精神である「和の精神のも
と、世界に貢献する人の育成」を具現化するた
めに、学生や、教職員のボランティア活動を支
援する「きらきらボランティアセンター」が、
2008 年に設置されました。 
 
ボランティアセンターでは、学生の皆さんの

「社会に貢献したい」という意欲に応え、ボラ
ンティア活動の紹介や情報提供を行っていま
す。ボランティア活動に興味がある学生はもち
ろん、「ボランティアってどんなことをする
の？」「今すぐには無理だけどいずれ参加して
みようと思っている」という方など、気軽にご
相談※ください。 
 

ボランティアって 

どういう意味？ 

 

メールはこちら
から送れます 

学生向け 2021.04 
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体調をしっかり管理すること 

ボランティア活動先では、子どもや年配者などと
接する機会があります。風邪や病気などをうつさな
いように注意が必要です。 

 

ボランティアセンターは、 

皆さんのボランティア活動をさまざまな形で 

サポートします。 

ボランティア活動での注意点 

明星 LMS                           

 

 

プライバシーや秘密事項、約束を守ること 

活動を通して知り得た情報やプライバシーを守
りましょう。活動日時、場所、注意事項など約束ご
とも大切にしましょう。 

 

３ ボランティア活動のための 
スキルアップ支援をしています 

ボランティア活動を志す学生やサークルに対し、
情報共有や発表の場として交流会・活動報告会を開
催しています。また、各種ボランティア講座（傾聴
講習会、手話講座など）、地域でのボランティア活
動プログラムを企画・実施しています。 

「海外ボランティア」の危険性を知ること 

海外ボランティアでは、国内に比べ様々なリスク
があり、危険が待ち受けています。渡航情報などを
必ずチェックしましょう。 

５ 近隣地域や学校などと連携・協働を 
推進します 

地域の様々なボランティア、市民活動団体、施設、
学校などとネットワークを構築し、さらに他大学の
ボランティアセンターなどの中間支援組織と連携・
協働していきます。 

ボランティア活動をする皆さんに 
心がけて欲しいことです。 

４ ボランティア活動に関する講座や 
セミナーの案内をしています 

ボランティア活動に必要な資格・検定の案内や相
談を受け付けています。また、ＬＭＳにて各種外部
団体の主催するボランティア関連の講演会やセミ
ナー、映画会などの情報も発信しています。 

１ ボランティア情報を提供しています 
ボランティアセンターには、多摩地域を中心に、

各地からボランティア情報が届きます。福祉・教育・
環境保護・まちづくり・災害復興支援など、分野も
様々です。自分に合ったボランティアを探すお手伝
いをします。 

マナーを守ること 

欠席･遅刻など予定が変わる場合には、すぐに活
動先に連絡しましょう。 

また、活動時には、清潔感のある服装で、誰にで
も分け隔てなく接しましょう。 

２ ボランティアに関する相談を 
受け付けています 

ボランティアの探し方、参加するにあたって不安
なこと、注意点など、センターのスタッフが相談に
のります。 

「ボランティア保険」に加入すること 

ボランティア活動中のケガや事故、病気などに 
対応している保険です。万一のことを考えて、必ず
加入しておきましょう。 

「ボランティアセンター」コースから 
ボランティア情報を発信しています。 
興味のある方は、ぜひご登録ください。 

まずは 

コース登録！ 
登録キー 

⇒ ７６１１４２０ 
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