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登録学生 315 名 

全 33 プログラム 

活動述べ人数 157 名 
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1．活動概要 

（１）活動期間 

・令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 

 （２）参加登録者数（令和 4 年 3 月 31 日時点） 

・315 名(内訳別途記載) 

（３） 学生の地域定着状況（令和 3 年度卒業生） 

  在学大学 
就職先

自治体 
就職先 

参加した地域活動 

プログラム（主なもの） 

学生① 酪農学園大学 長沼町 JA 長沼 長井学園法人まつり 

（４）活動内容 

 令和 3 年度は、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響により各地のイベ

ントを中止せざるを得ない状況となったが、その中でも開催する小規模のイベントやプロ

グラムを企画していき、対面での活動が主となる当事業において、学生の課外活動が制限

される中、出来る限りの活動を行った。 

プログラム数は以下の通りである。 

① 実施プログラム 

・33 件 (一覧は別途記載) 

  ②広報活動 

   今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンラインでの授業が主とな

り、学内 PR を行う機会が減少したため、今年度は、以下の方法で広報活動をおこな

った。 

・公式ホームページの更新 

・広報用動画を YouTube から配信 

・SNS による PR（Facebook、Twitter、Instagram） 
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③企業登録 

・地域企業訪問受け入れ企業登録 

  令和２年度から、連携自治体や商工会議所等を介して、随時企業訪問プログラムに

対応でき、新規の人材を必要とする、地域の優良企業等を掘り起し、学生の当該企業

への訪問を促すことを目的に、登録企業の募集を実施しているが、今年度新たに 11

社の企業登録を追加し、学生への周知を行った。また、芦別市では登録企業 4 社の企

業訪問を行った。今後も、連携自治体に協力を仰ぎながら登録企業を募り、登録企業

がまとまった段階で一覧にした冊子を作成し、ホームページに掲載、各大学の就職担

当課に設置をお願いする。 

・登録企業 21 社（令和 3 年 3 月 31 日時点）（下表記載） 

ＮＯ. 地域 企業名 

１ 

江別市 

株式会社 ナラ工業 

２ 株式会社 石川組 

３ 社会福祉法人 長井学園 

４ 草野作工株式会社 

５ 農業生産法人 株式会社輝楽里 

６ 
社会福祉法人 北海道友愛福祉会 

静苑ホーム 

７ 社会福祉法人 日本介護事業団 

８ 
社会福祉法人 北海道友愛福祉会 介護老

人保健施設 友愛ナーシングホーム 

９ 

芦別市 

有限会社 大橋さくらんぼ園 

１０ 北日本大旺株式会社 

１１ 滝澤ベニヤ株式会社 

１２ 株式会社 芦別スターライトホテル 
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１３ 株式会社 ソラチ 

１４ 
芦別市介護老人保健施設（社会福祉法人 

芦別市社会福祉事業団） 

１５ 

赤平市 

株式会社 ニッショウ 

１６ 社会福祉法人 北海道光生舎 

１７ 株式会社 いたがき 

１８ 社会福祉法人 赤平友愛会 

１９ 長沼町 株式会社 長沼あいす 

２０ 

栗山町 

株式会社 エクセルシャノン 

２１ 松原産業株式会社 
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2．登録大学生の分析 

(1)登録者の属性 

①傾向 

令和 4 年 3 月 31 日時点の登録者数は、4 大学で 315 名(令和 3 年度以前の卒業者を

除く)となった。所属大学及び性別の内訳は表 2.1 に示す通りである。登録者数は昨年

度と比べて 134 名減少した。登録者の学年や登録者の推移はそれぞれ表 2.2、表 2.3

に示す通りである。令和 3 年度の新規登録者数は、前年度より 32 名多い 70 名となっ

た。 

 

②考察 

新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く中、新入学生対象のオリエンテーション

などの学内でのＰＲの機会がなくなったことにより、1，2 年生の登録が少なくなって

いる、学生を募集する機会が激減してはいるが、登録者数は昨年度よりも 32 名増えて

いる。これは活動数が増えたことにより、ホームページの閲覧、学生同士の口コミに

より新規登録が増えた要因となっている。活動プログラム数を多くすることで登録学

生が増えていくことがわかる。 

 

表 2.1 登録者数 
   （人）  

  男 女 合計 % 

札幌学院大学 54 52 106 33.7% 

北海道情報大学 24 13 37 11.7% 

北翔大学 13 59 72 22.9% 

酪農学園大学 39 61 100 31.7% 

総計 130 185 315 100.0% 

 

表 2.2 登録者の学年 
       （人） 

  1 年 2 年 3 年 4 年 大学院 不明 合計 

札幌学院大学 3 22 29 50 2 0 106 

北海道情報大学 13 5 10 9 0 0 37 

北翔大学 6 15 15 34 2 0 72 

酪農学園大学 3 3 26 67 1 0 100 

総計 25 45 80 160 5 0 315 
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表 2.3 登録者数の推移 
     （人）  

  2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

登録者数 305 466 596 621 449 315 

（内新規登録者数） （241） （223） （237） （214） （38） （70） 

 

(2)登録人数・参加延べ人数 

①傾向 

全 33 プログラムに参加した延べ人数を以下に整理する。 

全登録人数に対する参加回数の比率を表 2.4 の「B/A」で表しているが、全登録

者平均は 0.50 となっている。特に北海道情報大学の比率が高く、2.03 の数値を示

した。 

 

②考察 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、活動プログラム数が少ないため、各

項目が少ない数値になっている。北海道情報大学に関して、登録学生こそ少ないが、

登録した学生のリピート率が高いことを示している。 

 

表 2.4 登録人数及び参加延べ人数 

  登録人数(A) % 述べ日数(B) % B/A 

札幌学院大学 106 33.7 44 28.0 0.42 

北海道情報大学 37 11.7 75 47.8 2.03 

北翔大学 72 22.9 23 14.6 0.32 

酪農学園大学 100 31.7 15 9.6 0.15 

総計 315 100.0 157 100.0 0.50 

※延べ人数の計算：1日毎に活動プログラムに参加した学生の合計人数 

 

表 2.5 学年別登録人数及び活動人数 

学年 登録人数 % 活動人数 % 

1年 25 7.94 18 28.125 

2年 45 14.29 18 28.125 

3年 80 25.40 17 26.56 

4年以上 165 52.38 11 17.19 

不明 0 0.00 0 0.00 

総計 315 100 64 100 
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 (3)個人別の参加回数 

①傾向 

登録者のうち、令和 3 年度に 1 回でも活動に参加した人数は 64 名となった。登録者

の約 80%の 251 名は、一度も活動に参加していない結果となった。約 20%にあたる

64 名は、1 回以上プログラムに参加しており、その内 3 回以上活動した参加者は全

体の約 6%の 18 名となり、昨年度の 0 名から回復した。 

 

②考察 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、課外活動を出来る場が少ないこともあ

り、新規に登録した学生の 25%がリピート参加するなど活発に活動に参加した。 

未参加の学生が約 8 割になっているが、就職活動に入る 4 年生の比率が高く、昨年

1 年間ほとんど活動が動いていなかったことから、既存学生の参加が少ない傾向とな

っている。 

 

図 2.1参加した学生の参加回数と人数 

 

 

表 2.6 登録者数に占める参加者の割合 

  人数(人) 登録者数に占める％ 昨年度比 

登録人数 315 

 

0.70 

未参加 251 79.7 0.62 

1回以上参加者数 64 20.3 1.56 

2回以上参加者数 25 7.9 25.00 

3回以上参加者数 18 5.7 ※ 

※3 回以上参加者数の昨年度人数が 0 人のため算出不可 
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(4)登録学生の出身地  

①傾向 

登録者のうち、出身地のわかる学生 220 名について整理した。約 77%は道内出身

であり、その内約 25%は札幌市出身となっている。江別市の 4 大学に在学する学生

が対象ではあるが、江別市出身の学生は 8%程度となっている。 

 

②考察 

昨年度同様、江別市を除けば、当事業の活動対象地域の出身者はごく少数であり、

この事業を通して初めて対象地域に関わるケースが多いと思われる。 

対象地域に住んでいる登録者は、11%にも満たなく、約 28%の道外出身者にとって

は、江別以外で初めて道内の自治体に関わるパターンも多くあり、一度のプログラム

の関わりでも地域に強い印象を残せる可能性が高く、また参加した学生は対象地域に

始めて訪れる学生も多いことから、地域を知るきっかけとなっている。 

 

表 2.7 登録学生の出身地  

全国別 北海道内 

出身地 人数(人) % 出身地 人数(人) % 

北海道 170 77.3% 札幌市 43 25.3% 

青森県 5 2.3% 江別市 14 8.2% 

福島県 5 2.3% 函館市 8 4.7% 

埼玉県 4 1.8% 旭川市 6 3.5% 

大阪府 4 1.8% 北見市 6 3.5% 

岩手県 3 1.4% 南幌町 2 1.2% 

宮城県 3 1.4% 長沼町 2 1.2% 

長野県 3 1.4% 芦別市 2 1.2% 

福岡県 3 1.4% 赤平市 1 0.6% 

その他 20 9.1% 三笠市 0 0.0% 

合計 220 100.0% 由仁町 0 0.0% 

その他 86 50.6% 

合計 170 100.0% 

※未記入数：95人 
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(5)活動参加評価書 

活動後に記入する活動参加評価書の集計結果は、以下の通りとなった。選択式のみの集

計は以下に示す(記述式は参考資料に添付)。この結果についての考察は、「4.成果と課題」

に記載する。 

 

9
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3．実施プログラム 

【江別市】 

事業名 大麻銀座商店ブックストリート（4月） 
 

 
日程 2021/4/24（土） 

のべ人数 8 

概要 

大麻銀座商店で行うブックストリー

ト会場の設営・撤収、本の販売補助な

ど 

      

事業名 
江別市役所１ＤＡＹインターンシッ

プ  

 
日程 2021/4/26（月） 

のべ人数 2 

概要 

江別市役所の理解を深めるため、江別

市役所の概要、業務に関する説明、庁

内観察をおこなう。 

      

事業名 大麻銀座商店ブックストリート（7月） 
 

日程 2021/7/31（土） 

のべ人数 4 

概要 

大麻銀座商店で行うブックストリー

ト会場の設営・撤収、本の販売補助な

ど 
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事業名 多世代交流サロン CoCoカフェ（8月）  

 
日程 2021/8/10（火） 

のべ人数 1 

概要 

子育て世代とおじいちゃん、おばあち

ゃんなど 3世代が交流する場での活動

補助 

   

事業名 創業支援セミナー2021 

  

日程 2021/9/4（土） 

のべ人数 3 

概要 
将来、起業を考えている方向けの、入

門編となるセミナー、ワークショップ 

   

事業名 あそびの会 in ココルク 
 

 
日程 2021/10/3（日） 

のべ人数 3 

概要 

子ども達を対象にしたあそびの会、た

くさんのおもちゃで子どもたちに自

由に遊んでもらう場での活動補助 

   

事業名 多世代交流サロン CoCoカフェ（10月） 
 

 
日程 2021/10/12（火） 

のべ人数 2 

概要 

子育て世代とおじいちゃん、おばあち

ゃんなど 3世代が交流する場での活動

補助 
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事業名 情報図書館 おはなし会 
 

 
日程 2021/10/22（金）、2021/10/30（土） 

のべ人数 4 

概要 

読み聞かせ会「おはなし会」に参加し

て、子ども達を前に絵本の読み聞かせ

をする 

   

事業名 EBETSUto 江別路線バスツアー 
 

 日程 2021/10/24（日） 

のべ人数 4 

概要 

路線バスを使用して江別の飲食店な

どを巡ってもらい、市内の様々な店舗

へ日常的に訪問してもらう 

   

事業名 
NOPPOROイルミネーションプロジェク

ト  

 
日程 2021/10/30（土） 

のべ人数 13 

概要 

JR野幌駅南口及び野幌緑地の樹木等

を活用した LEDイルミネーションを設

置する作業 

  
  

事業名 
大麻銀座商店街ブックストリート（10

月） 
  

日程 2021/10/30（土） 

のべ人数 3 

概要 

大麻銀座商店街で行うブックストリ

ート会場の設営・撤収、本の販売補助

など 
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事業名 
「観光協会パイロット企画」農業・ア

ート体験 
  

日程 2021/10/30（土） 

のべ人数 4 

概要 

えべつ観光協会が主催する市内ツア

ー・イベントの農業・アート体験のサ

ポート 

   

事業名 あそびの会 in ココルク（11月）   

日程 2021/11/7（日） 

のべ人数 3 

概要 

子ども達を対象にしたあそびの会、た

くさんのおもちゃで子どもたちに自

由に遊んでもらう場での活動補助 

   

事業名 多世代交流サロン CoCoカフェ（11月）   

日程 2021/11/9（火） 

のべ人数 3 

概要 

子育て世代とおじいちゃん、おばあち

ゃんなど 3世代が交流する場での活動

補助 

  
  

事業名 Blue D-DAY 2021 

  

日程 2021/11/21（日） 

のべ人数 1 

概要 

ユース世代が自ら企画し、一日かけて

11のセッションを行うイベントの補

助 
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事業名 
えべつの魅力発見！地域おこし協力

隊と行く市内探索・取材体験 
  

日程 2021/11/22（月） 

のべ人数 5 

概要 

江別市地域おこし協力隊とともに江

別内を実地調査し、飲食店や見どころ

など、まちの魅力を探索・取材する 

   

事業名 
大麻銀座商店街ブックストリート（11

月） 
  

日程 2021/11/27（土） 

のべ人数 9 

概要 

大麻銀座商店街で行うブックストリ

ート会場の設営・撤収、本の販売補助

など 

  
  

事業名 あそびの会 in ココルク（12月）   

日程 2021/12/5（日） 

のべ人数 4 

概要 

子ども達を対象にしたあそびの会、た

くさんのおもちゃで子どもたちに自

由に遊んでもらう場での活動補助 

   

事業名 
江別市の企業を知るツアー（社会福祉

法人編） 
  

日程 2021/12/10（金） 

のべ人数 2 

概要 
江別市内で事業を運営する法人の施

設等を見学する 1DAYツアー 
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事業名 多世代交流サロン CoCoカフェ（12月） 
 

日程 2021/12/14（火） 

のべ人数 1 

概要 

子育て世代とおじいちゃん、おばあち

ゃんなど 3世代が交流する場での活動

補助 

   

事業名 
大麻銀座商店街ブックストリート（12

月） 
  

日程 2021/12/18（土） 

のべ人数 6 

概要 

大麻銀座商店街で行うブックストリ

ート会場の設営・撤収、本の販売補助

など 

   

事業名 あそびの会 in ココルク（1月）   

日程 2022/1/9（日） 

のべ人数 1 

概要 

子ども達を対象にしたあそびの会、た

くさんのおもちゃで子どもたちに自

由に遊んでもらう場での活動補助 

   

事業名 多世代交流サロン CoCoカフェ（1月） 
  

日程 2022/1/11（火） 

のべ人数 3 

概要 

子育て世代とおじいちゃん、おばあち

ゃんなど 3世代が交流する場での活動

補助 
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事業名 江別市中学校総合学習   

日程 2022/1/20（木） 

のべ人数 2 

概要 

江別市内の中学 1年生の総合学習であ

る、郷土学習の一環とした「江別まち

検定特別講座」の授業補助 

  
  

事業名 
大麻銀座商店街ブックストリート（1

月） 
  

  

  

  

日程 2022/1/29（土） 

のべ人数 4 

概要 

大麻銀座商店街で行うブックストリ

ート会場の設営・撤収、本の販売補助

など 

   

事業名 
江別駅前をアイスキャンドルで照ら

そう！～エキテラプロジェクト～ 
  

  

  

  

日程 2022/2/4（金）～2022/2/11（金） 

のべ人数 28 

概要 
江別駅前でアイスキャンドルを製

作・設営し、江別駅前を明るくする 

   

事業名 
大麻銀座商店街ブックストリート（2

月） 
  

  

  

  

日程 2022/2/26（土） 

のべ人数 3 

概要 

大麻銀座商店街で行うブックストリ

ート会場の設営・撤収、本の販売補助

など 
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事業名 ブックストリート in EBRI   

  

  

  

日程 2022/3/4（金）～2022/3/6（日） 

のべ人数 10 

概要 
商業施設 EBEIでのブックストリート

会場の設営・撤収、本の販売補助など 

   

事業名 
大麻銀座商店街ブックストリート（3

月） 
  

  

  

  

日程 2022/3/26（土） 

のべ人数 8 

概要 

大麻銀座商店街で行うブックストリ

ート会場の設営・撤収、本の販売補助

など 
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芦別市 

事業名 芦別市内企業見学会（3月 2日）   

日程 2022/3/2（水） 

のべ人数 3 

概要 
芦別市内の企業を実際に見学する

1DAYツアー 

   

事業名 芦別市内企業見学会（3月 3日）   

日程 2022/3/3（木） 

のべ人数 1 

概要 
芦別市内の企業を実際に見学する

1DAYツアー 

  
  

南幌町 

事業名 冬季休業講習ボランティア   

日程 2021/12/23（木）、2021/12/24（金） 

のべ人数 5 

概要 
冬休みに行う講習学習における相談

時に学習サポート 

  



18 

 

由仁町 

事業名 中学校「冬休み学習会」 

  

日程 2021/12/23（木） 

のべ人数 4 

概要 
希望者を対象とした中学校「冬休み学

習」に、教職員の指導補助として参加 
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4．今年度の成果と来年度への課題と対策 

 

(1)大学生 

成果 課題と対策 

活動評価書結果 

学生の活動評価書の結果では「今後も参加

したいか」の回答に、85%の回答者が参加し

たいと回答した。 

一度参加した学生のリピート多くあり、充

実した活動成果となっている。昨年度同様、

参加者の参加意欲がとても高く、活動自粛に

よりプログラムを待ち望んでいた声も多く

見られた。 

学生への周知 

 今年度も、大学へ従来のように周知する機

会を失い、登録する学生が大きく減少するこ

ととなった。ホームページのリニューアルに

より、インターネット検索でジモ x ガクを知

る学生もいたことから、ホームページの SEO

対策に加え、来年度に向けた学生への確保に

向けて、専門の業者に PR 動画を製作依頼し、

大学構内でのＰＲ動画配信も行っていく。対

面授業が増えてきたことから、これまで行っ

てきた、オリエンテーションや授業でのＰＲ

を増やしていき、登録学生を拡大していく。 

 学生からの口コミを増やしていくため、参

加学生にもＰＲをお願いしていく。 

 

(2)受入地域 

成果 課題と対策 

地域・企業を知るツアーの実施 

 地域を知ってもらい、企業見学などにつな

げていくために、地域おこし協力隊と一緒に

市内を取材するプログラムを作成、コロナ禍

に対応した、移住体験型プログラムとして単

日で行える仕組みを作った。一昨年度から始

めている企業登録も各地域の協力もあり 21

社に拡大、江別市で 2 社、芦別市では 2 日間

にわたって、2 社づつ、少人数で企業を訪問

するプログラムを行った。 

 宿泊や企業での長時間の滞在が難しい中、

登録地域を知り、定住に繋げる仕組みを模索

した。 

プログラムの充実 

 今年度、活動プログラムを実施できた市町

村は、江別市、芦別市、南幌町、由仁町のみ

であったが、単日移住体験型プログラム、登

録企業をめぐるツアーなどにより、企画が容

易に、定住実績に繋がりやすいプログラム作

成を進めて、全ての地域で行っていく。 

 より多くのプログラムを充実させるため、

各自治体とより密な連携を図り、少人数、小

規模のプログラムで中身の濃いプログラム

作成に努めていく。 

企業登録は 11 社以上の企業登録を行う予

定となっている。 
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(3)運営 

成果 課題と対策 

企業登録と移住体験型プログラム 

 新たに 11 社の企業登録を行い、8 市町で

21 社の登録数となった。その中から、江別

市、芦別市で企業をまわるツアーを行った。 

移住体験型プログラムとして、江別市では

移住体験型プログラムとして、地域おこし協

力隊に協力を仰ぎ、江別地区に住んでいる方

を取材し、その地域を知り、ＳＮＳにアップ

するための写真を撮影していく取材体験を

行った。来年度のプログラムのモデルとして

活用していける内容となった。 

定着を目指したプログラムの作成 

 今年度行った、企業訪問ツアー、移住体験

型プログラムを各地域で行っていくために、

早い段階から企画を作っていき、学生の休み

期間中（夏休みがベスト）に行えるような段

取りを組んでいく必要がある。 

登録した企業の一覧を冊子型にし、各大学

の就職課に配架し、学生に見てもらえるよう

にしていく。 
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＜参考資料 活動評価書による記述回答一覧＞ 

プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 4月） 

人との交流ができ、楽しくまた

お手伝いで役に立てたから。 

以前、参加していたことにより

新しい出会いは少なく、また

今回は短時間しかいられなか

ったから。 

イベント自体も楽しいが、それ

だけでなく様々な人との交流

ができるから。 

4年生でちょうど就職活動中

であり、1、2年の頃にも参加し

ていたがその頃とは少し気持

ちが変わっているから。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 4月） 

本を通してお客さん（地元の

方）とコミュニケーションが取れ

て、本を読むことは良いと思い

ました。 

改めて本の続き、地域の人々

の温かさを知りました。 

ブックストリートで次はさらに本

を読んで好きな絵本や本をき

っかけにコミュニケーションが

取れたらと思います。 

絵本を読んでみて、同じ進路

の方と出会うことも出来て絵

本、本の大切さを感じました。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 4月） 
好きな本と触れ合えた。       

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 4月） 
楽しかったから。 

地域にも大麻には来ることが

なく、良い機会になった。 

とても良い活動だと思ったか

ら。 
特になし。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 4月） 

大麻という街を改めて知ること

ができた。 

大麻銀座商店街がどういう場

所か知ることができた。 
    

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 4月） 

たくさんの人とお話ができ、と

ても楽しかったです。 

今回は違う大学の方と接する

ことが多く、いろいろお話する

ことができました。他大学のこ

とも知れて興味深かったで

す。 

ぜひ参加したいです。 
人と関わる仕事がしたい思い

が深まりました。 

江別市～江別市役所１ＤＡＹ

インターンシップ 

市役所がどういう役割を担っ

ているのか部署などを見学で

きて楽しかった。 

江別市の土地や特産品につ

いて知ることができた。 
  

市の職員さんや公務員に興

味を持てた。 



22 

 

プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～江別市役所１ＤＡＹ

インターンシップ 

学生 1人ではできないことが、

今回このような形で出来たこ

と。 

地域を知る上で、建物内のポ

スターなど含め色々な目で見

ることができた。 

貴重な機会であった。   

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 7月） 

普段なかなかできないことだ

から。 

他の人と話す良いきっかけと

なったから。 
もっと興味が湧いたから。 

なんとなくではあるが、そう思

ったから。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 7月） 

ある程度ボランティア活動に

貢献できたから。 

少しでも地域の人と関わること

ができたから。 

ボランティア活動が好きだか

ら。 

あまり大きな変化はなかったた

め。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 7月） 
楽しかった。 

江別のイベントを全く知らなか

った。 
楽しかった。 

自分の将来の夢とあまり関係

ない。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 7月） 

地域に貢献できてよかったで

す。 

年の違う人と友達になれまし

た。 
楽しかったので。   

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2021年 8月） 

普段見ることができない事が

見られたから。 

子育て支援の活動を知ること

ができた。 

楽しかったので、他の事にも

参加したい。 

まだ、はっきりと決まっていな

いから。 

江別市～あそびの会 in ココ

ルク 

沢山の子供達にふれあいまし

た。 
      

江別市～あそびの会 in ココ

ルク 

久々に人と話せる良い機会だ

った。 

新しい施設を知ることができ

た。 
    

江別市～あそびの会 in ココ

ルク 
  

隣に小さなお祭りがあって、知

らなかった江別の住人層が少

しわかりました。 

楽しく色んな人と関われるた

め 

そこまでの出来事はなかった

ため。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2021年 10月） 

普段できない体験ができたか

ら。 

同じサークルの先輩に会うこと

ができたし、参加者の方とも

様々な話をすることができた

から。 

大学生のうちしかできないか

ら。 
意識していなかったから。 

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2021年 10月） 

子供が可愛くて癒やされたた

め。 

普段関わることのない年代の

方と話すことができるため。 
有意義な時間だったため。 そういった内容ではないため 

江別市～情報図書館 おはな

し会 

準備期間から本番にかけてし

っかり用意することができ、本

番も納得のいくものだった。 

普段は札幌市内から離れるこ

とはあまりないため、今回、情

報図書館で読み聞かせを行

い、とても良い経験になった。 

子どもと関わる活動に限らず

色々な活動を通して様々な経

験をしていきたい。 

まだ、将来に関して明確では

ないが、子どもに関わっていき

たいという気持ちはより強くな

ったと感じた。 

江別市～情報図書館 おはな

し会 

将来、こどもと関わる仕事をす

るので、良かったです！ 

江別市での活動ができたか

ら。 

地域に触れることで、色々なも

のを吸収できると思うから。 

もっといろんな地域活動に参

加してみたいと思ったから。 

江別市～EBETSUto江別路

線バスツアー 

たくさん歩いて普段乗らない

路線バスに乗れて楽しかっ

た。 

今回は食べ歩きに近い感じで

江別の美味しいものをたくさん

食べられて良かった。 

時間が合えば参加したい。 
食べ歩きツアーの要素が大き

かった。 

江別市～EBETSUto江別路

線バスツアー 
楽しかったので 

知り合いが増えそうだと思いま

した。 
少し興味があるので   

江別市～EBETSUto江別路

線バスツアー 

今まで知らなかった場所へ行

けたから。 

「ドラマシアターども」でさまざ

まな話を聞けたから。 

いろいろおもしろかったから。

（バスやメンバーなど） 
  

江別市～EBETSUto江別路

線バスツアー 
みんなと一緒で楽しかった。 

コロナのせいであまりできな

い。 

コロナのせいであまりできな

い。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 
知らない人と協力する。     まだ決めていない。 

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

地域を活気づかせるような活

動ができて良かった。 

他大学の方々と交流ができた

ため。 

興味がある内容であれば参加

したい。 

就職先は改めてこれから考え

ていきたい。 

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

初めて参加したが、楽しかっ

たため。 

新しく学生や役所の人たちと

出会うことができたが、積極的

に話すことができなかった。 

地域のイベントがコロナ禍で

少ないので、機会があれば参

加したい。 

継続的に参加したいと思った

ため。 

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

今までに無い経験ができたの

で良かった。 

情報大学の人とあまり話したこ

とがなかったが、今回は話す

ことができた。 

来年もできるならイルミネーシ

ョンに参加したい。 
  

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

初対面の方とひとつのことを

やるという取り組みをコロナの

中で出来たことが有意義だっ

た。 

江別市にこのようなプロジェク

トがあることを知れ、他大学さ

んとの交流ができたことが良

かった。 

地域に関わっていくことも学科

として大切な学びであるため。 

札幌に居住していると江別は

何もないというイメージがどうし

てもあったため、どんな地域に

も取り組みを工夫して行って

いることを知れて意識が変わ

った。 

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

初めてボランティアに参加した

ため、「ボランティア」とはどの

ようなものであり、どのような

人々と活動をするのか実際に

知ることが出来て非常に有意

義であった。 

地元が旭川であるため、江別

や野幌のことを深く知らなかっ

た。しかし、こうしてイルミネー

ションを設置することになり、

野幌はどのような地域かを知

るきっかけになったと感じた。 

他大学の学生と協力して地域

活動に貢献することが出来て

嬉しく思った。今後も、このよう

な活動があれば是非参加した

い。 

同学年の学生だけでなく、3

年生の先輩や大人の方々とコ

ミュニケーションを取ることで、

「地域」という組織の素晴らしさ

を知ることが出来た。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

いろいろな意味で良い刺激に

なったことと、楽しかった為。 
  

人と関わることに少しずつ慣

れていきたい為。 

現時点ではまだわからない

為。 

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

自分も活動の一部を担うこと

ができたから。 

札幌の大学の学生と知り合う

ことができたから。 
地域の人と交流できるため。 

ボランティアで地域に対して

貢献したい。 

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

前回のイルミネーション施工も

思い出に残っており、今回も

良い思い出になりました。 

様々な人と出会い、普段話せ

ない人とも話せて楽しかった

です。 

今年で最後ですが、江別での

活動を大切にしたいです。 
  

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

他大学の人達ともお話ができ

ました。 
  

ぜひ参加したいと思っていま

す。 
  

江別市～NOPPORO イルミネ

ーションプロジェクト 

今日の取り組みが形として残

るから。 

イルミネーションに関わってい

る方を知られたから。 

人のために動いていると感じ

るから。 
これから見つけたいから。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 10月） 

普段関わらない方と接すること

ができたため。 

多くの人が買いにきていたた

め。 

午前中のみの参加でしたが、

楽しかったため。 
地元で就職したいため。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 10月） 

地域の人たちと関わりながら、

様々な本を見ることができたた

め。 

多くの地域の人たちを見ること

ができたため。 

経験としていろんな方たちと

関わりたいと思ったため。 

多くの方たちが参加している

のを見て、結構来て下さるの

だなと思ったため。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 10月） 

貴重な良い経験となったか

ら。 

様々なイベントが同時並行で

行われており、色々な人と出

会えたから。 

これといった理由はないが、

強いて言えば「そのつもり」だ

から。 

特になし 

江別市～「観光協会パイロット

企画」農業・アート体験 

普段できない体験だったか

ら。 

いろいろな人に会えたと思う

から。 

大学生のうちしかできないと思

うから。 

これから見つけたいから。見

つけていきたいから。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～「観光協会パイロット

企画」農業・アート体験 

地域の活動を知るきっかけと

なりました。 

イベントを通じて様々な出会

いがありました。 

普段だとできない活動ができ

るため。 
  

江別市～「観光協会パイロット

企画」農業・アート体験 

ゼミ活動とスタッフとして経験

させていただきました。 
活動の輪が広がった。 今後、タイミングが合えば 進路確定しているため。 

江別市～「観光協会パイロット

企画」農業・アート体験 

ゼミ活動を楽しくさせていただ

きました。 

こんなところで開かれているイ

ベントは知らず、友人にも会え

ました。 

卒業します。といっても今後ゼ

ミ生として顔を出す機会がある

かもしれません。 

交流が豊かなイベントで、仕

事としても今後の材料になると

思っています。 

江別市～あそびの会（2021年

11月） 

ボランティア参加経験があまり

多くなかったからです。 

話すことはあまりできなかった

からです。 

経験を積んでいきたいからで

す。 

まだなにも決まっていないから

です。 

江別市～あそびの会（2021年

11月） 

子どもと遊べて、楽しかったか

ら。 
子どもとふれ合えたから。 

様々な分野の方と話してみた

いから。 
これから考えたいから。 

江別市～あそびの会（2021年

11月） 
  

保護者の方と一緒にカードゲ

ームをしながら色んなお話が

できました。 

    

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2021年 11月） 

いろいろ教えてくださりとても

助かりました。 

あまりこのようなことに参加した

ことがなかったので勉強になり

ました。 

今回、力不足だなと思ったこと

もあったのでリベンジしたいで

す。 

他にやってみたいことがありま

す。 

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2021年 11月） 

子どもと関われる機会がコロナ

禍でなくなってしまっていたの

で、貴重だった。 

このような活動自体行われて

いることを知らず、関わってい

る方がどのような職種であるの

かも知ることができ、今後の参

考にしたい。 

江別のことをもっと知りたいと

思った。 

子どもとの関わり方は特に勉

強になり、より、そのような活動

に将来関わって行きたい。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～Blue D-DAY 2021 
普段参加しないイベントに参

加できたから。 

色々な価値観をもった人と出

会えたから。 

特にこれといった理由はない

が、興味はあるから。 

江別の様々なことを知れたか

ら。 

江別市～えべつの魅力発

見！地域おこし協力隊と行く

市内探索・取材体験 

意見交流 
実際その地域で住んでいる方

と話し合い。 

他の地域についても知りたく

て。 
まだ迷っている。 

江別市～えべつの魅力発

見！地域おこし協力隊と行く

市内探索・取材体験 

自分の知らないエベツを知る

ことができた。過去を知る方の

お話をたくさん聞けた。 

地元である江別を元気にした

いという方が多くいて、こちらも

嬉しくなった。 

機会があればぜひ 
より地域を大切にしたいという

気持ちが強まった。 

江別市～えべつの魅力発

見！地域おこし協力隊と行く

市内探索・取材体験 

江別について知ることができ

たため。 

レンガが江別の様々なところ

にあるということがわかりまし

た。 

地域活動を通して良さを知り、

それを広められるようになりた

いと思いました。 

将来、学校で勤めたいと考え

ているため、社会科見学など

を通して、地域の良さを学ぶ

機会を作りたいと思いました。 

江別市～えべつの魅力発

見！地域おこし協力隊と行く

市内探索・取材体験 

江別市の魅力をたくさん知る

ことができた。 

ボランティアの方々の話を聞

けて良かった。 

地元以外の地域について知り

たいと思ったから。 

地元で働くのもいいのかなと

思った。 

江別市～えべつの魅力発

見！地域おこし協力隊と行く

市内探索・取材体験 

初めて江別駅周辺を見ること

ができて楽しかった。 

龍田さんの地元の思い出や

熱い想いを聞くことができてよ

かったです。 

もっと江別について知りたいと

思った。 

地元の岩見沢ともっと向き合

ってみたいと思った。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 
午前 6時に起きたので。 

お年寄りの明るさ。雪が降って

いるにも関わらず、たくさんの

方が来てくださった。 

いろいろな人と会えるので。 まだ決めていないので。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

前回と同じく、様々な地域の

方と接することができたため。 

大学内だけでなく、他の大学

や江別市の方と接することが

できたため。 

ボランティア活動が楽しかった

ため。 

変わらず、地域福祉に携わり

たいと考えています。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

前回に引き続き、いろんな方

と知り合い、お話できてよかっ

たです。 

天気が悪かったので、あまり

お客さん来ないのかなと思っ

ていたのですが、たくさんの方

が来てくれ、地域の方とふれ

あえることができ良かったで

す。 

今後も参加させて頂きたいと

思いました。 

変わらず、地域福祉について

考えていきたいと思いました。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

見たことの無い本が多かった

です。 

あまり話せていないが、働いて

いるところを見たからです。 
  まだ決まっていません。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

大好きな本に触れることがで

きたから。また、体験したこと

のない会計を経験できた。 

高齢者の方から子どもまで幅

広い方と出会えた。 

とても良い活動だと思ったか

ら。楽しく活動させていただ

き、大きな失敗もしてしまった

ので、またリベンジしたい。 

人と関わったことで、より人と

関わる仕事に就きたいと思うよ

うになった。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

最近本に興味を持ち出した

為。（本の種類など）勉強にな

ったこと、様々な方とかかわれ

た為。 

前回ボランティアで一緒だっ

た方も居て、地域の方々の雰

囲気にもふれる事ができた。 

また、地域の方々と関わるイ

ベントに参加してみたいと思

いました。 

公園づくりのお知らせ等があ

り、地域が発展していると感じ

られた為。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

大学生になり、初めて参加し

たボランティアであったため。 

他の大学の方や異なる年代

の人々と話すことができたた

め。 

進路活動、就職活動に活かし

たいため。 

積極的に参加しようと思ったた

め。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

久しぶりに他大学の学生と交

流できた。 
何度か参加しているため。 

コロナ禍で数少ない楽しみの

ひとつだから。 

地域貢献を意識するようにな

った。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 11月） 

ブックストリートも参加は3回目

であり、今までの経験を生かし

て活動できたから。 

様々な人と出会うにはうってつ

けのイベント活動だったから。 
興味があるから。 特になし 

江別市～あそびの会（2021年

12月） 

多くの子どもと同時に関わると

いうことがなかったため、色々

なことに気づくことができた。 

どのようなニーズがあるのかを

知ることができ、楽しく子どもと

関わることができた。 

沢山の子どもや親世代、同世

代や人生の先輩方にも話を聞

いてみたい。 

子どもたちだけでなく、保護者

の方々と特に関わる仕事につ

いて知っていきたいと思った。 

江別市～あそびの会（2021年

12月） 

たくさんの子どもたちと一緒に

楽しく遊ぶことができたため。 

子どもたちを通してだが、親の

方とも接することができたた

め。 

とても楽しかったのでまた参加

したいと思います。 

意識はあまり変わらず、地域

の方とこれからも接していきた

いと思いました。 

江別市～あそびの会（2021年

12月） 

小さい子の相手が、なかなか

大変だということを知られた。 

どうして参加しに来たかなど知

れた。 
人と話すことが楽しいから。   

江別市～江別市の企業を知

るツアー（社会福祉法人編） 

実際にその場を見て、お話を

聞くという機会がなく、2年次

に経験できてよかった。 

それぞれ場所は知っていて

も、どのようなニーズの上で活

動されているかを聞くことがで

きたことが一番だった。 

江別という町を、人を通じて知

ることができたため、今後も継

続的に関わっていきたい。 

就職に直結する内容が多く、

考えていく機会になった。 

江別市～江別市の企業を知

るツアー（社会福祉法人編） 

学校で学ぶことから+αで実

際の施設の状況を知ることが

できたため。 

自分の地元で行っている活動

について、より深く知ることが

できたため。"らいぶ"でのア

ルバイトのお話ができた。 

座学だけでは学ぶことのでき

ないことを知ることができるた

め。 

心理という観点に縛られてい

たが、福祉領域全体に興味を

持った。 

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2021年 12月） 

様々な年代の方と関わること

ができ、とても有意義でした。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 12月） 

ボランティア活動が初めてだ

ったから。 

年上の人と関わる貴重な機会

でした。 

地域の人々が優しく温かいか

ら。 

地域貢献になる活動に興味を

持ちました。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 12月） 

普段自分が触れないような本

をたくさん見ることができたか

ら。 

この商店街を初めて知ったか

ら。 
とても楽しかったから。   

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 12月） 

客層も知れたし、色んな本と

出会えた。 

ビブリオバトルでお話できたの

で。 

本が好きだし、ボランティアも

継続していきたい。 

もう進路は固まってきているの

で。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 12月） 

初めてボランティア活動で、良

い体験になったから。 

地域を知るようなことはありま

せんでしたが、他の大学生と

の交流があり、良かったと思っ

たから。 

自分にとって積極的にボラン

ティアをすることは成長につな

がると思ったから。 

進路についてはまだ何になり

たいか決まっていないから。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 12月） 

人との交流ができ、楽しくまた

お手伝いで役に立てたから。

コミュニケーションをよくとった

ため。 

他の大学の人々との交流や

本が好きな人々との交流がで

きたから。 

2回の活動を通して自分に向

いているボランティアであると

思ったから。 

今後も地域活動を積極的に

行い、自分の経験にしたいか

ら。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2021年 12月） 

ちゃんと自分に「役割」があっ

たから。 
色々な人と出会えたから。 

特に理由はないが、あえてい

うなら「興味がある」から。 
特になし 

江別市～あそびの会（2022年

1月） 

子どもと遊んでとても楽しくな

つかしかった！ 

初めてこのような施設で遊び

を経験できたから！ 

とても楽しく新しい出会いを得

るきっかけになる！ 

将来は子どもと関わる仕事を

するから。 

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2022年 1月） 

小さい子たちと関われて楽し

かった。 

一緒に参加した方と仲良くな

れた。 

楽しかったので、また参加した

いです。 

人と関わる仕事に就きたいと

感じた。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2022年 1月） 

子どもと関わる貴重な機会だ

ったから。 
  

子どもから元気をもらえるか

ら。 
  

江別市～多世代交流サロン

CoCoカフェ（2022年 1月） 

たくさん子供とふれあえて、刺

激を受けました。 
  とても楽しかったので。   

江別市～江別市中学校総合

学習 

母校だったのと子どもたちの

笑顔が見られたから。 
江別の魅力をもっと知られた。 

参加したいが、卒業年度生な

ので難しそうです。 
もとから教員希望だったため。 

江別市～江別市中学校総合

学習 
江別を知るキッカケになった。 

問題を出す側でも知らない事

が多かった。 

様々な体験や出会いがあるか

ら。 
就職先が決まっているため。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 1月） 

いろいろな意味で良い刺激に

なったことと、楽しかった為。

人との交流をすることができ

た。 

地域のことを知ることはできま

せんでしたが、多くの人と話す

ことができた。 

自分の経験を増やしたい。 
自分の進路に変化はなかった

です。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 1月） 

通算 5回目の参加なので、大

体の流れから既に理解でき、

スムーズに活動することが出

来たから。 

色々な出会いがあったから。 興味があるから。 
何かしらは変わった気がする

から。 

江別市～江別駅前をアイスキ

ャンドルで照らそう！～エキテ

ラプロジェクト～ 

  知らないおじいさんと話した。 楽しかったので。 まだ決めていない 

江別市～江別駅前をアイスキ

ャンドルで照らそう！～エキテ

ラプロジェクト～ 

色々な意味で充実した活動だ

ったから。 

江別駅周辺について知ること

が出来たから。 
興味があるから。 特になし。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～江別駅前をアイスキ

ャンドルで照らそう！～エキテ

ラプロジェクト～ 

江別の地域活性に協力でき

たから。 
違う大学生とお話できたから。 楽しかったので。 まだ決めていないです。 

江別市～江別駅前をアイスキ

ャンドルで照らそう！～エキテ

ラプロジェクト～ 

地域を活性化する活動に関

われて良かった。 

会話したことのない同年代の

学生の方々と交流を持てた。 

今後の自分の日程が全く決ま

っていないので何とも言えま

せん。 

地域がもっと活気づいて欲し

いという気持ちが以前より強く

なりました。 

江別市～江別駅前をアイスキ

ャンドルで照らそう！～エキテ

ラプロジェクト～ 

出来上がりが壮大なもので、

関われて良かった。 

他学の生徒と関われ有意義

だった。 

興味がある活動があれば参加

したい。 
進路意識に変化は無かった。 

江別市～江別駅前をアイスキ

ャンドルで照らそう！～エキテ

ラプロジェクト～ 

まちのための活動ができた実

感があった 

違う大学生や地域の方とかか

わることができた。 

自分でもやくにたてることがあ

るなら参加したいです。 

地域の方と一緒に何かを作る

という体験で、まちづくりに興

味がわきました。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 2月） 

自分にとって慣れている活動

だったから。 

色々な人と出会える活動だっ

たから。 
興味があるから。 特になし 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 2月） 

本に関わることができ、楽しく

活動できました。 

ボランティアの方や地域の方

と協力して作業ができた。 

ボランティアとして地域に関わ

りたいから。 

地域の人々を近くに見ること

ができて、さらに色々な活動

に参加したいと思います。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 2月） 
地域事業に参加できたため。 人脈を広げられた。 人脈を広げるため。 

地域での就職を考えるきっか

けになった。 

江別市～ブックストリート

inEBRI 

3日間、準備～片付けまで、

全力で活動できたから。 

様々な人と出会える活動だっ

たから。 
興味があるから。 特になし 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

江別市～ブックストリート

inEBRI 
交流ができた。 

EBETSUtoの方とお話でき

た。 
地域貢献ができたので。 

江別市内の職場を探してみよ

うと思いました。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 3月） 
慣れている活動だったから。 

色々な人と出会える活動だか

ら。 
まだまだここからだから。 特になし 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 3月） 
様々な本に触れたから。 

あまり他の人と話さなかったか

ら。 
ボランティアへの興味   

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 3月） 

久々の活動だったが、地域の

方々と関わりを持てた。 

地域の方々を少数ではあった

が知ることができた。 

気になる活動があれば参加し

たい。 

就職意識については変わって

いない。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 3月） 

春休み中に家族以外の方と

話す機会があまりなかったた

め。 

少しだったが、会計の仕事を

しているときに超えをかけてい

ただいたり、最後の片付けのと

きにみんなで協力したりと、地

域の方の温かみを感じられた

から。 

就職活動等で時間が合わな

い可能性があるため。 

大人の方や知らない学生と話

すときは、とても緊張し、活動

自体に有機を出せず応募で

きなかったが、今回参加し、と

ても楽しく参加でき、不安な気

持ちが軽くなったから。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 3月） 
    今しかできないと思うから。 変化は分からなかったから。 

江別市～大麻銀座商店街ブ

ックストリート（2022年 3月） 

本の並べ方に工夫があり学べ

ました。 
    

今までのボランティアに参加し

考え方や視点が変わりまし

た。 

芦別市～芦別市内企業見学

会（3月 2日） 

ホテル業は少し興味があった

ので、お話を聞けてよかった

です。 

初めて訪れる地域だったの

で、新鮮な気持ちで体験でき

ました。 

  

都会で働きたいと思っていま

したが、田舎も田舎で楽しそう

だと思いました。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

芦別市～芦別市内企業見学

会（3月 2日） 

自分の将来について考える機

会になったから。 

芦別市について知る良いきっ

かけとなったと思うから。 

通常時の活動（ブックストリート

など）と共に、色々参加したい

と思うから。 

特になし 

芦別市～芦別市内企業見学

会（3月 2日） 
朝早く起きた。 

芦別について少し分かる気が

する。 
他のまちについても知りたい。 まだ決めていない。 

芦別市～芦別市内企業見学

会（3月 3日） 

今まで見る機会が無かった製

造業の裏側を見る良い機会と

なったから。 

「芦別」という町を知る良いきっ

かけとなったから。 
興味があるから。 特になし 

南幌町～冬季休業補習ボラ

ンティア 

中学校の現状を断片的に知

ることができた。 

地域は知れたものの、出会い

という面では少なかったように

感じた。 

折角地域活動の機会があるの

に利用しないのは損だから。 

現在の進路をそのままつき進

もうと感じた。 

南幌町～冬季休業補習ボラ

ンティア 

始めは少し緊張してしまい、

自分から話しに行けなかった

から。 

本来なら関わることのない人と

関わることができたから。 

様々な人と関わっていきたい

から。 

子どもたちと関わることが楽し

く、更に前向きになったから。 

南幌町～冬季休業補習ボラ

ンティア 
普段だとできないことだから。 

南幌町のことを少しだけ知れ

たと思うから。 

大学生のうちにいろいろやり

たいから。 
変わったかんじはないから。 

南幌町～冬季休業補習ボラ

ンティア 

教えることの難しさを学んだた

め。 

初めて訪れた場所で交流が

できたから。 

初めての経験でとても良い思

い出になりました。 

環境関連の仕事に携わりたい

と思っています。 

南幌町～冬季休業補習ボラ

ンティア 

勉強を教えると言っても、子ど

も達が理解できなければ伝わ

らないので、道筋を考えなが

ら教える事ができたから。 

どのような生徒がいるのか理

解することができたから。 
進路の参考にしたいため。 

どこで働くかは決めていませ

んが、地域の特性、活動地域

に参加して、もっと知りたいと

感じたから。 
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プログラム名 
①自分にとって有意義だった

か 

②地域を知り、良い出会いを

得るきっかけになったか 
③今後も参加したいか 

④就職や進路、活動地域に

対する意識は変わったか  

由仁町～中学校「冬休み学習

会」 

中学生と話すことができ、復習

もすることができた。 

地域のことについて話すこと

があまりなかった。 

中学生と話すことができ、また

参加したいと思った。 

歳下の子に勉強を教えること

があまりなかったので、良い機

会になりました。 

由仁町～中学校「冬休み学習

会」 
いい経験になったからです。 

普段訪れない町などに行き交

流をする事が出来るため。 

この活動でしか学べないこと

があるからです。 

教師に対して考える様になり

ました。 

由仁町～中学校「冬休み学習

会」 

他人に勉強を教える経験がな

かったので、ためになった。 

中学生に地元の事を聞いたり

して、会話して親交を深めら

れた。 

市街の自治体に行くのは楽し

い。 
特には変わりません。 

由仁町～中学校「冬休み学習

会」 

触れ合うことのできない年代と

会うことができた。 

生徒と先生で特色が見られ

る。 
色々な経験ができる。 

何が必要とされているかなど

気づけた。 

 


