
■ボランティア

ボランティアセンターでどのようなものに参加できるの？
 ・‶Do for Others”を気軽に経験できる1日社会貢献活動「1 Day for Others」
 ・3.11の震災直後に立ち上げた復興支援活動「Do for Smile＠東日本プロジェクト」（岩手県大槌町、陸前高田市）
 ・日本赤十字社との共同宣言をもとに発足した「明学レッドクロス」
 ・キャンパス周辺の人たちと協力し、地域の一員として取り組む「地域活動」
 ・国際的な社会課題に向き合い、解決方法を探る「海外プログラム事業部」
 ・ソーシャルイノベーションを意識したイベント運営や学内クラブの応援などを実施する「SHIP」
 ・学生メンバーをつなぎ、ともに学びあえる報告会を主催する「学生事務局」
 ・国際機関の現場でインターン　国際機関実務体験プログラム（年2回公募）
 ・「社会課題」に挑戦する活動を奨励するボランティアファンド学生チャレンジ賞

センターで募集するプログラムはPort Hepburn、ボランティアセンターのWebサイト、立て看板などでお知らせしています。
また、ボランティアセンターには周辺地域のボランティア募集情報が集まっています。
ぜひ積極的に参加してみてください。

明治学院大学ボランティアセンター活動指針

■ボランティアに参加するときには「ボランティア保険」に加入しましょう
　「ボランティア保険」とは活動中に自分がけがをしたり、他人にけがをさせたりした場合の補償をするものです。安全の
ためには必ず加入してから活動するようにしましょう｡なお､月に一度ボランティアセンターで保険の加入受付をしています。

TEL 03-5421-5131(本館 1階）
TEL 045-863-2056( 4 号館 1階）

ボランティアセンター

白金
横浜
URL http://www.meijigakuin.ac.jp/volunteer/

　明治学院大学の教育理念｢他者への貢献｣（Do for Others）を実践する場がボランティアセンターです。ボランティアに
かかわらず社会の課題に関心がある学生の皆さんのために、さまざまな活動を通して学びを深められるように支援していま
す。社会貢献やボランティアに興味・関心のある方は気軽にお立ち寄りください。

社会とつながり、学びを深める

1 ．サービス・ラーニング・プログラムを強化します。
　ボランティア活動を通じて学生自らが学び、人間教育につながるサービス・ラーニング・プログラムを企画実施します。
2 ．学生によるボランティア活動の立ち上げなど、学生の自主的活動を応援します。
　専門のコーディネーターがボランティアに関し、様々な相談に応じています。
3 ．地域貢献を目指した地域社会との協働によるボランティアを推進します。
　社会的な課題に向き合いながら、地域の方々と協力し、センターと学生メンバー協働でプログラムを作っています。キャン
　パスごとに、特色を生かしたプロジェクトが展開されています。
4 ．ボランティアに関する情報をお知らせします。
　大学に寄せられるボランティア情報を、ファイルやチラシでお知らせします。
5 ．学生メンバーがパートナーです。
　ボランティアセンターと学生をつなぐ架け橋として学生メンバーが活動しています。自らボランティアの楽しさを知り、ボ
　ランティアを広め、地域・大学・学生同士を結びつける役割を担っています。

■

■
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■課外活動
　大学の課外活動とは、学生の主体的な活動と交流により、責任ある行動を取り得る豊かな人間性を育てる場として存在し

　明治学院大学のクラブ・サークルには大学「公認団体」と、それ以外の団体（「未公認団体」）の 2種類があります。

ます。学生生活を充実したものとするために積極的に参加することをお勧めします。

■公認団体について

公認団体

明治学院大学

未公認団体

任意団体（37団体）

体育会（36団体）

愛好会（35団体）

應援團（ 3団体）

実行委員会（ 3団体）

文化団体連合会（17団体）

○公認団体
　「公認団体」とは大学から正式に認定されたサークルで、大学より様々な援助を受けられますが、各種届出や会計報告と
いう義務があります。さらに「公認団体」は〈 （体育会、文化団体連合会、應援團、愛好会）〉と〈 任意団体公認 4者

公認 4者

〉
に分かれます。

教室、体育施設・文化施設の優先予約ができ、活動の援助金を受給できます。また学外で活動中にケガをしたときには
学生部で承認された活動であれば、傷害保険の対象になります。

○未公認団体
　大学への届出は不要ですが、大学からの援助はありません。すべて自分たちの責任で計画し、行動します。学外で活動す
るときは、ケガなどに備えて保険について自分たちで検討しておく必要があります。

■公認団体の設立について
　公認団体の設立には、以下の手続きが必要です。
①「設立準備団体申請書」を提出する。〈受付期間　毎年 4月 1日～ 4月30日〉
②審査の結果、設立準備団体として認定されたら、 1年間の活動を健全に行う。
③翌年に公認団体の認定を受けるための「公認団体認定願」を提出する。〈提出期間　毎年 4月 1日～ 4月15日〉（申請書類に
　ついては、学生部へご相談ください）

また、「公認団体認定願」提出時には、以下の 3つの条件を満たしていなければなりません。
1）原則として 2学年以上の部員構成、かつ、全体で 8名以上いる。
2）専任教員の顧問がいる。
3）団体規約が制定されている。
詳しい申請方法や申請期間などは、学生部へご相談ください。

■白金祭

なっています。
　白金校舎では、11月上旬に白金祭という名称で大学祭が行われます。公認、未公認を問わず、多くの団体の発表の機会と
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■戸塚まつり

バルが行われます。毎年、環境・福祉・国際を大きなテーマに、地域に開かれた大学祭を実現しています。
　横浜校舎では、 5月下旬に戸塚まつりという名称で学生・地域・教職員の三者が共に創りあげるコミュニティーフェスティ

■明学スポーツを強くするプロジェクト（通称スポーツプロジェクト）
　2005年 4 月にスタートしたスポーツプロジェクトは、質の高いプレーを実現すべく、特定の強化クラブを選定し、日々の
練習に励んでいます。

課外活動に関することは学生課で扱っています
TEL 03-5421-5155（本館 1階）
TEL 045-863-2030（ 1 号館 1階）

白金
横浜
URL http://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/
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■クラブ・サークル紹介
　明治学院大学の公認団体として活動しているクラブ・サークルは以下の通りです。

■体育会

合気道部

約1,400名の学生が所属しています。

約1,100名の学生が所属しています。

約50名の学生が所属しています。

アイススケート部ホッケー部門 アイススケート部フィギュア部門 アメリカンフットボール部

2016.3.31現在

空手道部 弓道部 剣道部 ゴルフ部
サッカー部 自動車部 射撃部 柔道部
少林寺拳法部 水泳部 スキー部 ソフトテニス部
卓球部 庭球部 軟式野球部 日本拳法部
バスケットボール部 バドミントン部 バレーボール部 ハンドボール部
フェンシング部 ボウリング部 ボクシング部 モーターボート・水上スキー部
野球部 洋弓部 ヨット部 ラグビー部
ラクロス部男子 ラクロス部女子 陸上競技部 ワンダーフォーゲル部

■文化団体連合会

Acoustic Minds E.S.S. 演劇研究部 管弦楽団
グリークラブ L.M.S. 広告研究会 児童教育研究会
シネマ研究会 写真部 生活芸術会 美術部白美会
B.B.S.研究会 舞台技術研究会 文芸部 マンドリンクラブ
旅行研究会

■應援團

リーダー部 チアリーディング部 ブラスバンド部
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■愛好会

スポーツ系 学術・文化系 旅行系 音楽系
愛好会合気道部（休部中） アナウンス研究会 カーツーリストクラブ クラシックギター研究会
アーベントスキークラブ 英語研究会 サイクリングクラブ 軽音楽研究部（L.M.C）
オーストリアスキークラブ OPENROOM 山水会 コール・ディ・ゾンネ
愛好会剣道部 クラブアーツ 白金紀行会 吹奏楽部
白金スポーツ同好会 茶道部 旅研究会 世界民族音楽研究会
スキューバダイビングクラブ 白金映画塾（休部中） 鉄道旅行愛好会 ソング・ライツ
スポーツ愛好会 人形劇団ZOO ハイキング愛好会
愛好会軟式庭球部 明学小劇場 離島研究会
愛好会バドミントン部 落語研究会
舞踏研究会 ハビタットMGU
プレイング・テニス・アソシエイション

■実行委員会

白金祭実行委員会 戸塚まつり準備会 オリエンテーション実行協議会

■任意団体

体育系 文化系 社会・福祉・国際系
白金F.C.
白金蹴球会
A.C.S. リベルテ

手話サークルぽっけ

STING
オレンジテニスクラブ Peace☆Ring
PIQUE SKI TEAM Reople（休部中）
サーフィン部グレードA ぽけっと
白金グリーンゴルフ倶楽部
排球会チェリーズ アジアのわ

ふぁーむ愛好会AKUSTOT
Heart Beat
Break Jam
スポーツSHOW☆GO!!!

現代音楽研究会
ジャズ研究会
白金ベルハーモニーリンガーズ
ヘボン聖書研究会
漫画研究会UCA
翔法会
企画制作部ドリームファクトリー
煎茶玉露研究会
自然科学研究会
Yoga & Health Association
ゴスペルクワイア
Musik Spiel
明治学院大学PNS

NYANCO
JUNKO Association

Free ♡ Will(休部中）

SA jugaria

約1,100名の学生が所属しています。

約250名の学生が所属しています。

約2,000名の学生が所属しています。
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