
学科 学年 組 開催日 ボランティア名 活動
回数 推薦理由 記入者

4月28日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

5月5日 障がいのあるアスリートと卓球（SON日本・富山）

5月12日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

6月16日 マリエ献血ルーム受付対応

6月23日 サンフォルテフェステバル運営補助

7月7日 障がいのあるアスリートとユニファイド卓球（SON日本・富山）

7月16日 富山サンダーバーズ　ホームゲーム運営補助

7月21日 志貴野ホーム「夏まつり」の手伝い

7月28日 立山町大学生地域サポーター 立山まつりの運営

8月8日 富山サンダーバーズ　ホームゲーム運営補助

8月11日 障がいのあるアスリートと音楽（SON日本・富山）

8月18日 立山町大学生地域サポーター たてやまドンドン祭りの運営

8月20～24日 富山市社会福祉協議会サマーボランティア　「めひの野園」　※5日間参加

8月31日 地域生活支援・交流ハウスふらっと サポートボランティア

9月1日 障がいのあるアスリートとユニファイド卓球（SON日本・富山）

9月3～6日 富山短期大学図書館蔵書点検　　　※4日間参加

9月10日 地域生活支援・交流ハウスふらっと サポートボランティア

9月17日 富山県警察 マクドナルドとの交通安全フェアの補助

9月18日 公開講座みどり野幼稚園園児とおやつ作り 調理補助

9月19日 富山県警察 高齢者交通教室の補助

9月24日 富山県警察 交通安全キャンペーン

10月6日 障がいのあるアスリートと陸上競技（SON日本・富山）

10月8日 障がいのあるアスリートと音楽（SON日本・富山）

10月27日 黒部学園祭模擬店の手伝い

10月28日 富山マラソン2018ランナーサービス

11月4日 「ねんりんピック富山2018」イベント運営補助

11月4日 障がいのあるアスリートとバスケットボール（SON日本・富山）

11月10日 本願寺富山別院日曜学校子どもたちの見守り

11月11日 海岸清掃　浜黒崎海岸（東）

4月28日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

5月12日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

9月3～6日 富山短期大学図書館蔵書点検　　※4日間参加

9月18日 みどり野幼稚園園児とおやつ作り 調理補助

11月4日 ＪＡ親子で楽しむ料理教室 調理補助

6月2日 白雲荘祭 会場設営・模擬店のお手伝い

6月23日 サンフォルテフェステバル運営補助（富山市）

9月23日 みどり苑主催「ロコモ健診2018」栄養評価の補助

11月3～4日 小学生合宿の活動サポート（呉羽青少年自然の家）　1泊2日
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平成30年度 ボランティア賞一覧

対象期間：1年生は4/1～11/15、2年生は1/1～11/15

氏名
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1  神田
かんだ

 妙
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野
の

29

　神田さんは、食物栄養学科1年時に
富山グラウジーズ、富山短期大学図
書館蔵書点検、みどり野幼稚園園児
とおやつ作り調理補助など幅広い種
類のボランティアに意欲的に参加しま
した。また回数においても20回を超え
ております。
　上記理由により神田さんを富山短
期大学ボランティア賞に推薦します。

大
森
　
聡

1 後田 紗弥
ご　う　だ　　さ　や

5

　後田さんは、食物栄養学科1年時に富
山グラウジーズ、富山短期大学図書館蔵
書点検、みどり野幼稚園園児とおやつ作
り調理補助、JA親子で楽しむおやつ作り
調理補助など学科に関連するものだけで
はなく、幅広い種類のボランティアに意欲
的に参加しました。
　上記理由により後田さんを富山短期大
学ボランティア賞に推薦します。

1 杉山 乃野
すぎやま　　の　の

4

　杉山さんは、食物栄養学科1年時に福
祉施設で開催された祭りにおける模擬店
の手伝いや、ロコモ健診の栄養評価の補
助など学科で学んだことを活かして意欲
的にボランティア活動に参加しました。上
記理由により杉山さんを富山短期大学ボ
ランティア賞に推薦します。



学科 学年 組 開催日 ボランティア名 活動
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4月28日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

5月5日 障がいのあるアスリートと卓球（SON日本・富山）

5月6日 障がいのあるアスリートと卓球（SON日本・富山）

5月27日 親子自然体験のサポート（市民活動サポートセンターとやま ）

6月17日 グループホームこちどりお楽しみランチ会の手伝い

6月23日 サンフォルテフェステバル運営補助

7月14日 サンフォルテわくわくジュニアセミナーのお手伝い

7月21日 志貴野ホーム「夏まつり」の手伝い

7月28日 こども支援センター夏祭りのお手伝い

8月4日 かたかご苑夏祭りスタッフ

8月24日 富山県立富山学園 夏祭りの手伝い

8月26日 障がいのあるアスリートとバスケットボール（SON日本・富山）

8月31日 地域生活支援・交流ハウスふらっと サポートボランティア

9月1日 マリエ献血ルーム受付対応

9月2日 障がいのあるアスリートと卓球（SON日本・富山）

9月3～6日 富山短期大学図書館蔵書点検　　※3日間参加

9月8日 本願寺富山別院日曜学校子どもたちの見守り

9月9日 富山県警察 交通安全フェアの運営補助

9月22日 本願寺富山別院日曜学校子どもたちの見守り

9月30日 ありがた家12周年感謝祭

10月13日 砺波学園杉の子祭のお手伝い

10月14日 セーナー苑祭模擬店のお手伝い

11月10日 本願寺富山別院日曜学校子どもたちの見守り

11月11日 障害者支援施設花椿 花椿祭の手伝い

1月13～14日 小学生合宿の活動サポート（高岡）　　1泊2日

1月21日 富山グラウジーズ　チケットもぎり等＆会場撤収作業

4月22日 手をつなぐ育成会「新入会員歓迎バーベキュー大会」

4月29日 富山グラウジーズ　チケットもぎり等

6月23日 サンフォルテフェステバル運営補助（富山市）

8月29日 幼児創作活動ワークショップの手伝い

幼
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科

1 4 Ｙ.Ｍ 24

　当該学生は、学科の学びに基づくさ
まざまなボランティア活動に参加して
います。20回を超えるボランティア活
動のうちには、一つの活動に数日参
加したものもあり、積極的な姿勢がう
かがわれます。
　上記の理由により、推薦致します。

山
川
　
賀
世
子

2 4  島田 このみ
　しまだ　

6

　当該学生は、学科の学びに基づくさ
まざまなボランティア活動に参加して
います。6回のボランティア活動のうち
には、一泊二日という宿泊を伴うもの
もあり、積極的な姿勢がうかがわれま
す。
　上記の理由により、推薦致します。
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5月27日 親子自然体験のサポート（市民活動サポートセンターとやま ）

6月2日 白雲荘祭 会場設営・模擬店のお手伝い

6月23日 サンフォルテフェステバル運営補助（富山市）

7月14日 サンフォルテわくわくジュニアセミナーのお手伝い

7月15日 手をつなぐ育成会のみなさんのボウリングサポート

10月28日 富山マラソン2018ランナーサービス

11月3日 「ねんりんピック富山2018」開会式運営補助

11月11日 海岸清掃　浜黒崎海岸（東）

7月14日 マリエ献血ルーム受付対応

9月1日 障がいのあるアスリートとユニファイド卓球（SON日本・富山）

10月7日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

10月14日 ねんりんピック富山2018 クリーンアップ運動

10月28日 富山マラソン2018ランナーサービス

11月3日 公開講座パソコン教室の受講者サポート

11月4日 「ねんりんピック富山2018」イベント運営補助

3月3日 マリエ献血ルーム受付対応

3月28日 富山グラウジーズ　チケットもぎり等

4/2、3、9日 学生定期健康診断のお手伝い（富山短期大学）　　※3日間参加

4月6、9日 新入生Wｅｂボランティア手帳説明会サポートスタッフ

4月21、22日 魚津しんきろうマラソンの運営補助　※前日受付含む2日間

5月17日 滑川市児童館（行事イベント補助、レクリエーション企画など）

5月19日 滑川市児童館（行事イベント補助、レクリエーション企画など）

9月15日 富山グラウジーズ　チケットもぎり等

10月6日 富山グラウジーズ　会場当日設営作業

10月7日 富山グラウジーズ　チケットもぎり等

10月14日 ねんりんピック富山2018 クリーンアップ運動

11月4日 富山応援隊「地域活性化とボランティア活動」講演会

5月20日 第18回富山県障害者スポーツ大会運営補助

6月25日 社会福祉法人アルペン会 あしたねの森　福祉学科GP活動ハンドケア班の活動

7月29日 マリエ献血ルーム受付対応

9月3～6日 富山短期大学図書館蔵書点検　  ※4日間参加

9月15日 富山グラウジーズ　ホームゲーム会場設営

9月16日 富山グラウジーズ　チケットのもぎり等

9月30日 ありがた家12周年感謝祭の手伝い

10月14日 ねんりんピック富山2018 クリーンアップ運動

10月15日 ふらっと　利用者付添い等

10月27日 福祉学科おしゃれ班ハンドマッサージ（エスポワールこすぎ）

10月28日 富山マラソン2018ランナーサービス

11月11日 海岸清掃　浜黒崎海岸（東）

11月11日 小規模共生ホームひらすま 利用者付添い

経
営
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報

1 6 植野 晴菜
うえの　はるな

 山口 陽菜
やまぐち　ひなた　

8

　植野さんは高校時代からボランティ
ア活動に興味があり、本学入学後も
イベントのお手伝いや福祉施設、障
がい者のサポートなど様々なボラン
ティアに積極的に参加し、11月15日ま
でに8回の活動実績があります。ま
た、後期クラス委員に自ら申し出、次
年度は学生会の役員を担う予定で
す。
　このように学業にも自らの人間力を
高める活動にも積極的な姿勢は高く
評価できるためボランティア賞に推薦
します。

大
門
　
信
吾

1 6 松田 瑞希
まつだ　みずき

7

　松田さんは本学入学後、ボランティアに
積極的な教育方針に賛同し、もともと体を
動かすことが好きなことや障がい者の役
に立ちたいという思いから、障がい者及
びスポーツのイベントを中心に様々なボ
ランティアに参加し、11月15日までに7回
の活動実績があります。また、後期クラス
委員に自ら申し出、次年度は学生会の役
員を担う予定です。
　このように学業にも自らの人間力を高
める活動にも積極的な姿勢は高く評価で
きるためボランティア賞に推薦します。

2 6 12

　山口さんは本学入学後、ボランティ
アに積極的な教育方針に賛同し、2年
生で就職活動に忙しい時期にも関わ
らず、プロスポーツイベントや献血な
ど、様々なボランティアに積極的に参
加し、11月15日までに12回の活動実
績があります。
　このように学業にも自らの人間力を
高めようとする活動にも積極的な姿
勢は高く評価できるためボランティア
賞に推薦します。

福
　
祉

1 7  表 すみれ
　おもて

13

　ボランティア回数は、6か月間で14
回と顕著です。また、富山県障害者ス
ポーツ大会、マリエ献血ルームの受
付対応、富山マラソンでのランナー
サービス、福祉学科GP活動（おしゃれ
班マッサージ）、本学図書館での蔵書
点検など、活動内容も多岐に渡って
います。
　主体的、積極的に地域に目を向け
ての参加姿勢は、このあとの後輩た
ちにとっても見本となるので、ぜひ多く
の学生に向けて体験から得たもの、
考えたことを発表していってもらいた
いと考えています。

西
井
　
啓
子


