
神奈川大学 GLOBAL YEN LEAP 

活動記録（2002 年～2011 年） 

 

 

＜ 児 童 福 祉 ＞ 

 

うさぎやま（2002 年～2011 年） 

プレイリーダーという大人の責任者がいて、その人達と小学生と一緒に片倉うさぎ山公園で遊ぶボランティアです。公園内には手作りのハンモッ

ク、ブランコ、滑り台があり、元気良く子供達と遊ぶことが来ます。 

 

びーのびーの（2002 年～2011 年） 

この活動は菊名にあるＮＰＯ法人びーのびーのがサポートしており、０～５歳の児童と遊ぶボランティアです。週一回水曜日の午後、月一回土曜

日に活動しに行きます。 

 

小学生のための春の教室(2003 年) 

日本語の不自由な小学生から高校生までの子供達に、日本語の初期指導をするボランティアです。様々な地域の子供が参加しており、GYL では関

内教室の子供達に日本語を教えました。 

 

ソーラン祭（2004 年～2006 年） 

栗田谷中学校を拠点に活動するソーラン節団体「颯」の好意で参加させていただき、イベント等で一緒にステージで披露しました。「颯」は「みん

なの笑顔が見たいから」をモットーに活動しています。 

 

しのはら遊び隊（2005 年～2011 年） 

しのはら遊び隊が白楽駅周辺の篠原地区の子供のためにイベント（宿題やっつけイベント、クリスマス会等の室内イベント）を企画して、子供達

と一緒に遊ぶボランティアです。室内の遊びなので、運動が苦手な人にお勧めです。時々、外での企画（農業関係、ハロウィン等）もあります。 

 

はまっこスクール（2010 年～2011 年） 

神奈川大学周辺の小学校で、小学生と遊ぶボランティアです。主に子供達と一緒にスポーツをして遊びます。子供と一緒に大学生も楽しめる良い

ボランティアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 社 会 福 祉 ＞ 

 

菅田運動会（2002 年～2009 年） 

菅田地域ケアプラザ主催の「菅田運動会」の企画・運営をするボランティアです。菅田ケアプラザ内のホールにて老若男女、健常者、障害者みん

なで楽しむ地区民運動会となっております。 

 

 

傾聴ボランティア（2002 年） 

六角橋中学校コミュニティーハウスにてお年寄りとの交流するボランティアです。傾聴ボランティアとは、五感を使って思いやりの心で話し手の

話を一所懸命聞き、人を理解するためのものです。 

コモンズ２１（2002 年） 

横浜市泉区のデイサービスコモンズ２１にて、障害者の方の作業のお手伝いするボランティアです。陶芸やクラフト、絵手紙、書道など色々なも

のを作ります。 

 

ケアプラザバスハイク（2003 年） 

上菅田地域ケアプラザが主催するバスハイクに、高齢者と一緒に同行し、介護支援するボランティアです。車いす介助、食事介助、トイレ介助な

どをします。 

 

補助犬（2003 年） 

神大フェスタにて、介助犬の啓蒙活動をするボランティアです。実際に介助犬に来てもらい、来場者に方々に、動物愛護精神や介助犬の飼育方法

の啓蒙活動を行います。また、日本補助犬協会の方にも来てもらい講演をしてもらいました。 

 

ふれあいウォーキング（2003 年） 

篠原地域ケアプラザが主催するボランティアです。「ふれあいウォーキング」とは、体の不自由な高齢者の方に同行し、一緒にお散歩をすることで

す。ゴール地点では料理がふるまわれます。 

 

アニミ（2005 年） 

ＮＰＯ法人アニミが運営するアニミカフェのお手伝いをするボランティアです。アニミカフェは、障害者の作業所カフェとしてだけではなく、他

団体主催のイベントを行うなど、ただ知り合いというつながりだけでなく積極的に協力したり、個人に団体を団体に団体を紹介するなど、人や団

体を結ぶことができるコミュニティカフェでもあります。 

 

朋（2006 年～2008 年） 

社会福祉法人「訪問の家」が運営する朋（とも）のお手伝いをするボランティアです。朋は、重い障害を持つ人のための生活介護事務所で、それ

ぞれの個性を生かし、人との出会いを広げながら、社会人として地域の中で暮らしていくことを目指しています。そのお手伝いとして、障害者の

介護福祉をします。 

 

ヒハビリのサポート（2006 年） 

脳性マヒの俊太郎君（６歳）の歩行訓練お手伝いしました。 

 

 

 



車椅子講習会（2009 年～2011 年） 

神奈川区社会福祉協議会が主催する車椅子講習会で、そこで車椅子の使用方法と注意点を習います。その経験を生かし、毎年、神大フェスタでは

車椅子体験を提供しています。車椅子に乗っている人の気持ちがわかるように、教室に段差や点字ブロックなどを設けるなどの工夫をしています。 

 

いっしょにあそぼ！（2009 年～2011 年） 

神奈川区社会福祉協議会が主催していて、障害を持った中学生くらいの子供達と一緒に遊びに行くボランティアです。毎年、動物園や水族館など

色々な場所に行っています。 

 

社福まつりで募金活動（2010 年） 

反町公園の社福まつりで募金活動をするボランティアです。集金したお金は、社会福祉協議会が社会福祉のために使います。 

 

サマースクール（2010 年～2011 年） 

中区障害者生活支援スペースポートがサポートしており、夏休みに知的障害のある小学生と一緒にレクレーションをしたり、色々な施設にお出か

けしたりします。 

  

ＹＹクラブ（2010～2011 年） 

対象が障害を持った成人の方に代わるだけで、「サマースクール」とほとんど同じ内容です。 

 

盲学校（2011 年） 

横浜市立盲特別支援学校のボランティアで、長期休みに盲学校に通う子供達と一緒に色々なことをして遊びます。 

 

トイレマップボランティア（2011 年） 

「Check A Toilet」とは、自治体・事業者による情報提供や、個人や地域の NPO 及びボランティア団体によるクチコミ情報によって、車いす対応

やベビーシート、駐車施設がある「トイレ」、「授乳室がある施設」などの情報を維持・管理していくインターネットプロジェクトです。そのプロ

ジェクトの運営の手助けとして、街を徘徊してトイレマップを作成するボランティアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 環 境 ＞ 

 

秦野市植樹祭（2002 年） 

神奈川県秦野市主催のお祭りで、神奈川病院周辺に常緑照葉樹のタブノキやシラカシ、アラカシ、そして春秋に色づくヤマザクラやイロハモミジ

など、約 2000 本を植林しました。 

 

ケナフ紙すき（2002 年～2005 年） 

ケナフとは、アフリカ原産の一年草の種子植物で、茎から木材のパルプに匹敵する品質の紙を作ることができます。また、他の植物に比べ二酸化

炭素を大量に吸収し、地球温暖化の防止に役立ちます。ＧＹＬでは、学内でケナフを栽培したり、フェスタなどでケナフを使った紙すき体験をし

ました。 

 

エコライフ（2002 年） 

「エコライフかながわ活動機構」主催のフリーマーケットで、廃品回収などのお手伝いをするボランティアです。エコライフかながわでは、資源

の再利用やリサイクルを推進するため、様々な活動しています。 

 

野島ビーチクリーン（2003 年） 

神奈川県金沢区の野島で留学生とビーチクリーンをしました。ビーチグリーンとは海辺の清掃活動のことです。 

 

学校周辺ゴミ拾い（2004 年～2011 年） 

月に二回、平日の放課後に神奈川大学周辺でゴミ拾いをします。ゴミ拾いをしながら会話が出来るので、交流も深まるし楽しいボランティアです。 

 

多摩川ゴミ拾い（2004 年） 

多摩川の川沿いのゴミ拾いをしました。 

 

 

森林ボランティア（2005 年～2008 年） 

神奈川県が主催する植林活動をするボランティアで、主に丹沢山系に植林・間伐作業をします。 

 

ハマスカ（2006 年～2008 年） 

関東学院大学「ＨＥＰ」が主催するゴミ拾いのボランティアです。ハマスカは 12 月のクリスマスシーズンに、横浜の市街地でサンタの格好をして

ゴミを拾い、「街をきれいにすること」を街へのクリスマスプレゼントにしようという企画です。 

 

横浜広域ゴミ拾い（2006 年） 

大口駅から横浜駅まで、クイズやスタンプラリーをしながら楽しくゴミ拾いをしました。 

 

横浜カーフリーデー（2006 年） 

横浜市中区で開催された「カーフリーデー」に参加しました。排出ガス、渋滞、事故、騒音など自動車の利用が都市の安全や環境に与える影響に

関心を持ち、望ましい都市交通のあり方を考えるための社会啓発活動をします。 

 

 

 



エコキャップ（2008 年～2011 年） 

ペットボトルなどに付いているプラスチックキャップを回収し、それを寄付するボランティアです。寄付したキャップは 800 個で１人分のポリオ

ワクチンに変えることができ、それで救われる命があります。ＧＹＬでは、大学内にあるゴミ箱の近くにキャップ回収ボックスを設置し、週に１

回部員達がキャップを回収します。 

 

Change Jindai！（2010 年～2011 年） 

2010 年 9 月から始まった「GLOBAL YEN LEAP」主催のゴミ拾い企画です。ただゴミを拾うのではなく、拾ったゴミの量を競ったり、ミッショ

ンをクリアしながら楽しくゴミ拾いをします。最終的には、ゴミの量とミッションで得たポイントを合計し、順位をつけます。上位入賞者には景

品もあります。 

 

みなとみらいゴミ拾い（2010 年） 

みなとみらいで平塚キャンパスの人と合同でゴミ拾いをしました。参加団体は「Unofficial」「平塚 BBS」「ボランティア支援室」「GLOBAL☆YEN

☆LEAP」で、桜木町駅から山下公園までの範囲のゴミ拾いをしました。 

 

江ノ島ゴミ拾い（2010 年～2011 年） 

江の島には「海さくら」が主催する「拾っちゃい隊」とシステムがあり、誰でも気軽にゴミ拾いができる環境が整っています。この「拾っちゃい

隊」を利用するには江の島観光案内所へ行けば、「ゴミ袋・トング・軍手」を無料で貸し出してくれます。GYL では毎回これを利用して、ゴミ拾い

をしています。 

 

クリーン大作戦（2010 年） 

みなとみらいクリーン大作戦実行委員会主催のボランティアで、8 月に行われる神奈川新聞花火大会において、ゴミの分別やナビゲートや、会場の

美化清掃を行う活動です。 

 

学生 23 区清掃（2010 年） 

学生ボランティア企画集団 NUTS が企画したボランティアで、5 月 30 日"ゴミゼロの日"に東京２３区を一斉に清掃するし、社会に環境の意識を高

めるきっかけを作り、だれでも楽しく環境保全活動に取り組めると伝えることを目的に活動しています。GYL もこの企画に参加させていただきま

した。 

 

清流多摩川プロジェクト（2011 年） 

明治大学ボランティアサークル LINKs 主催のゴミ拾いボランティアです。多摩川の川沿いを途中クイズなどをしながら、楽しくゴミ拾いをします。 

 

ガチで楽しいスカベンジ－JAPAN－（2011 年） 

日本の大学生を中心に、東京、神奈川、埼玉の３か所で同時にゴミ拾いをするイベントです。GYL もこのイベントに参加させていただきました。 

 

もう一つの箱根駅伝（2011 年） 

「もう一つの箱根駅伝」とは、箱根駅伝の往路と同じコースと中継所を使って沿道をごみ拾いするイベントです。このイベントの面白さは、単な

るゴミ拾い大会ではないことです。往路 108 キロメートルを 2 日間かけて、たすきリレーをしながらゴミの量だけでなくタイムまで競ってしまお

うというものです。GYL も参加者として出場しました。 

 

 

 

 



＜ 国 際 支 援 ＞ 

 

はっぱ（2002 年～2010 年） 

はっぱとは、日本語を母語としない子どものための学習教室で、そういう子供達に日本語や学校の勉強を教えるボランティアです。週１回、横浜

市港南国際交流ラウンジで行われます。 

 

コープクンマーク（2003 年～2006 年） 

ＮＰＯ法人「コープクンマーク」が主催しており、タイ山間部の人たちが必要としているものを支援するボランティアです。 

主に、全国から送付されてくる文具仕分け活動を定期的に行います。また、文具の募集活動や勉強会等に参加します。 

 

留学生交流会（2003 年） 

神奈川大学の留学生に日本を紹介・案内するボランティアです。 

2004 年度は、海の公園で一緒にバーベキューして、日本文化に触れようということで、折り紙で兜を折りました。 

2005 年度は、鎌倉をグループに分かれて周り、日本文化を紹介しました。 

2005 年度は、東京大江戸博物館に行き、東京、江戸時代について一緒に勉強しました。 

 

港南国際交流ラウンジ祭り（2003 年） 

「はっぱ」でお世話になっている横浜市港南国際交流ラウンジのお祭りのお手伝いをするボランティアです。このお祭りは、世界の文化の共有す

ることが目的で、様々な国の音楽や踊りを披露したりします。ＧＹＬでは、司会・受付・警備・照明・喫茶等のお手伝いをしました。 

 

マジカルチャイルドクラブ（2008 年） 

マジカルチャイルドクラブは、多文化子育てを支援するグループです。横浜周辺で暮らす、国際結婚などで外国と繋がりを持つ家族のために活動

しています。主な活動は親御さんが情報交換をしている間、子供達と遊ぶことです。 

 

ハトたま（2009 年～2011 年） 

ハトたまでは、不登校の子供達のためにフリースペースを提供しています。こちらも子供達と一緒に遊ぶのが主な活動です。 

 

海外支援資金集め（2003 年） 

平塚祭でたこ焼き屋を出店した売上げと、横浜国際競技場のフリーマーケットに出店したときの売上げを海外支援のための資金にあてました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜ 地 域 ・ そ の 他 ＞ 

 

クリマスボランティア（2002 年～2011 年） 

サンタさんの格好をして、御さんから預かったプレゼントを子ども達に渡すボランティアです。主に妙蓮寺から大倉山の家庭を訪問します。また、

港北区の幼稚園のクリスマス会にも訪問します。 

 

友遊まちづくりフォーラム（2003 年～2007 年） 

神奈川を中心に活動する団体の発表会で、パネル部門とアトラクション部門に分かれています。GYL はパネル部門で、環境活動団体ブースにて「ケ

ナフを育てる会」と一緒にエコ植物ケナフの紹介、ケナフの紙すき体験を実施しました。アトラクション部門では、ソーラン節団体の「颯」と一

緒にステージで踊り盛り上げました。 

 

ミーオの紙芝居（2006 年） 

横浜市資源循環局神奈川事務所からの依頼で、神奈川区内の幼稚園を回り、ポイ捨て禁止やゴミ分別の紙芝居をしました。 

 

かみひこうき飛ばそう大会（2010 年～2011 年） 

ＮＰＯ法人あいあいが主催しており、子ども達に紙飛行機の作り方を教えたり、紙飛行機の距離を競う大会のお手伝いをします。また事前に紙飛

行機の作り方を覚えたり、装飾を作ったり、準備の段階から関わることができます。 

 

サッカーボランティア（2011 年） 

横浜 FC のホーム・ニッパツ三ッ沢球技場でゲームスチュアートがありました。ゲームスチュアートとは試合前後の様々なことをお手伝いをする活

動で、主にチケットもぎり・観客の誘導・掃除などをするボランティアです。 

 

雪かきボランティア（2011 年） 

新潟県長岡市小国地区で、除雪作業のお手伝いをするボランティアです。 

 

自転車撤去ボランティア（2011 年） 

神奈川大学総務課の依頼で、長期休み中に放置された自転車を取り締まるボランティアです。 

 

東北ボランティア（2011 年） 

神奈川大学が実施している東北地方太平洋沖地震の救済ボランティアです。支援物資センターで物資の仕分けや配給の手伝いなど、後方支援的な

活動をします。 

 

箱根駅伝ボランティア（2011 年） 

箱根駅伝で、スタート地点とゴール地点で待機し、神奈川大学の選手を応援するボランティアです。 

 

 

 

 

 

 

 



地域のお祭りの手伝い（2002 年～2011 年） 

平塚祭（2002 年）・港北ふれあいまつり（2002 年）・らくらく市（2002 年）・聖坂学園ナザレ工房バザー（2003 年）・音楽のゆうべ（2003 年）・

六角橋商店街闇市（2003 年）・中央地域祭（2003 年）・潮田交流プラザ祭（2003 年）・プルデンシャルボランティアフェア（2003 年）・わいわ

い国際交流まつり（2003 年）・港北区民まつり（2003 年）・六角橋商店街ハロウィン仮装大会（2003 年）・エコフェスタ伊勢佐木（2005 年）・

国際交流まつり（2006 年）・こうなん子どもゆめワールド（2006 年）・タイ・フードフェスティバル（2006 年）・白幡親子ふれあいひろば（2006

年）・幸ヶ谷小祭り（2010 年）・アースフェスタ（2010 年）・リハリゾートわかたけ夏祭り（2010 年）・フリフリフリマ（2010 年）・大倉山のど

ろっぷのお祭り（2010 年）・片倉町のあらく農園のお祭り（2010 年）・みなとみらい多文化共成ラウンジ祭（2010 年）・秋を彩るいろいろフェス

タ（2010 年）・ＹＭＣＡ祭（2010 年）・かながわ湊フェスタ（2011 年）・菊名盆踊り祭り（2011 年）・かえっこバザール＠トレッサ横浜（2011

年）・レクレーションボランティア（2011 年） 

 

 


