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コツコツ小さなことを続けること

人文社会学部 国際キャリア学科 ４年生 

１．ボランティアの内容 

職種：ドライビングサポート 

場所：渋谷スポーツセンターなど 

内容：大会の関係者(主に審判や協会の役員)をホテル〜会場、会場からホテルへ送迎。 

※主に競技審判や国際テニス連盟、国際空手連盟などの連盟の方々をホテルから競技場、競

技場からホテルに送り迎えを行った。また、使用する乗用車の給油や洗車も行った。使用し

た乗用車は IRAI,PRIUS,VOXY,NOHA の 4 車種で毎回乗車する車種は違う。活動時間は３

パターンあり、7 時から 16 時、11 時から 20 時、15 時から 24 時の３パターンである。活

動日は築地市場に集合し点呼やアルコールチェックなどの点検を行い、配車先が決定する

まで待機をする。配車先が決定すると行き先が伝えられ鍵とスマートフォン、ENEOS のカ

ードを受け取り、出発前に車の点検を行い指定された場所に関係者を迎えに行く。このよう

に仕事がある日はラッキーだが、ただ待機するだけで終わる日や洗車と給油だけで終わる

日が数日あった。 

２．ボランティアに参加した期間 

 7 月 15 日〜8 月 7 日 

3．最も記憶に残るエピソード・学び 

 記憶に残るエピソードは沢山ある。まずただ単に記憶に残るエピソードとして競技を実

際に観戦できたことだ。私は、アーチェリー女子個人戦３回戦とバスケットボール男子決勝

アメリカ対フランスを観戦した。特に私はバスケットボールが好きでボランティアに参加

する前からアメリカとフランスは観戦したいと思っていたところ偶然バスケットボール決

勝の日に会場へ配車が決まったのでラッキーだった。アメリカ代表とフランス代表は NBA

のトップスターばかりで夢のような時間だった。 

 そして、学んだことから将来に活かしたいエピソードは２つあり、共通していることは新

たな挑戦をすることで様々な人に出会うことができ,またコツコツ小さなことを続けること

は大事と言うことだ。 

１つ目は、国際テニス連盟の役員を担当したことだ。朝ホテルに迎えに行きロビーから出

てきたのはイギリス人男性１人と日本人男性 1 人で明るく挨拶してくれた。配車される時

は乗車される方の役割などは知らされず、本人に直接聞かないとどのような仕事でオリン

ピックに関わっているかはわからない。なので、テニスをしていたこともあったのでオリン

ピックのテニス競技でどのような仕事をしているのか聞いた瞬間に運転することが緊張し

た。なぜなら、イギリス人男性は国際テニス連盟イギリス支部の専務取締役と日本人男性は



世界中から選挙で選ばれる国際テニス連盟役員 13 人中の 1 人だった。だが、緊張したのは

一瞬のことですごく明るく会話をしてくれるのだ。車内では、大学のプロジェクトの話、日

本人男性がどのようにして役員になったのかの質問や込み入った質問をしてみた。 

 日本人男性は日本で初めて国際試合を審判できる資格を得た人で、資格を得たあとは給

料がすごく安い中アジアを中心に国際試合の審判をし続けた。その結果アジア圏で多くの

支持者が増えいつの間にか役員になっていとと言う。また、東京オリンピック 2020 の招致

にも関わったそうだ。 

 込み入った質問とは、開会式の最後に行う聖火台の点灯式で最後のランナーが大坂なお

み選手だったので「最後の点灯は大坂なおみ選手が行うとだいぶ前から決まっていたので

すか」と質問した。その質問に返ってきた答えは「だいぶ前から決まっていたかもね。でも

なぜ大坂なおみ選手になったのかの理由は墓場まで持って行かないといけない」と答えた。 

 2 つ目のエピソードは、国際空手連盟の審判 5 人を選手村から競技場からホテルの移動を

担当した日だ。その日は、指定の時間が過ぎてもなかなか関係者が現れず 2 時間近く選手

村で待機した。待機していると多くの選手が目の前を通るので外に出て挨拶をしていた。す

ると、金メダルを首から下げた選手や日本人選手また、サッカースペイン代表でバルセロナ

所属のペドリ選手やレアル・マドリードで活躍しているアセンシオ選手が目の前のバスに

乗り込んで行き、バスが出発した時にアセンシオ選手がこちらを見ていたので挨拶すると

返してくれるほどの優しさだった。 

 そして、約 2 時間の待機後関係者が現れた。乗用車に乗り込むとスターバックスコーヒ

ーへ行きたいと言われたが外国人関係者は指定された場所にしか行くことができない。そ

こで私は、近くの商業施設に行き駐車場に駐車し車内で待っているように頼みオーダーを

聞いた。そして、1 人の男性がクレジットカードを渡してくれ「You can buy your own drink, 

I’ll pay for you」と言ってくれたので計６杯買いに行きました。 

スターバックスを出発後車内では、5 人とも少なくとも３カ国後話すことができ１番多い

人で５ヶ国語話す方がおり英語やイタリア語、スペイン語で会話をしていた。時々、私も会

話に混ざりどのような仕事をしているのかを聞いた。するとスペイン人の女性は世界空手

連盟の CEO でイタリア人とスイス人の男性 2 人は世界チャンピオンで、5 人とも空手型の

審判であった。 

 そこで、どのようにしてオリンピックの審判になれるのかを聞いてみた。オリンピックの

審判になるには、まず小さな大会から国内の大きな大会そして国際大会で実績を積み様々

なテストを潜り抜けようやくオリンピック審判になれるという。 

この２つのエピソードで学んで将来に活かしたいことは、新たな挑戦をすることで様々な

人に出会うことができコツコツ小さなことを続けるのは大事と言うことだ。このボランテ

ィアを経験しないと出会えなかった人たちや聞けなかった話が沢山ありこれから長い人生

で忘れられない思い出でや新しいことに挑戦することは新たな人の繋がりを築くことがで

きる多くの貴重な体験ができると気づくことができた。また、コツコツ小さなことを長く続



けると思いがけない仕事や役職につけるチャンスがあることに気づくことができ、将来で

も忘れず活かして行きたいと考える。 

4. ボランティアを終えて考える「利他のこころ」「和の精神」

オリンピック自体が「和の精神」や「利他の心」だと感じた。オリンピック関係者やボラ

ンティアスタッフ全てのオリンピックに携わる関係者が「和の精神」や「利他の心」と言う

言葉を知らずとも行っていると感じた。 

例えば、オリンピックではピンバッチを交換する文化がある。国が作った物もあれば国

際テニス連盟や I O C などの機関が作ったピンバッチがあり、それを選手同士で交換した

り出会った人に差し上げたりする文化だ。また、実際に私自身がボランティア活動中に送り

迎えをした関係者からも感謝の気持ちとしてピンバッチをいただき、ホテルで休憩してい

る際に話をしただけだったにもかかわらずピンバッチを渡してくれる関係者の方もいた。

このような文化はまさに「和の精神」の「何をすることにも皆が仲良くするのがよい、いさ

かいを起こさないのがよい」だと感じた。 

次に、この世界で一番大きな大会を支えるために欠かせないボランティアが十分に大会

に支障がないほど集まると言うことだ。今大会はコロナや森会長の発言でボランティアの

数が減ってしまったが多くのボランティアが日本中から集まり大会を支えた。実際に現地

でオリンピックに携わったからこそ感じるボランティアの多さがわかる。しかし、人数が多

いからこそ出てくる問題があるが、多いからこそみんなで考えて解決することがある。 

ドライビングサポートでは、ボランティアだけでなくドライビングサポートを運営して

いる関係者もオリンピックで働く経験がなく、初めは混乱した。ドライビングの依頼数より

ボランティアの数が多く一日中椅子に座ったまま終わる日や、早く来ているにもかかわら

ず配車が挙手制なので後から来た人に出番がきたりで初めは多くの不満がボランティアか

ら出ていた。しかし、不満が出るたびにボランティア同士が話し合い、挙手制から整理番号

制に変更したり、番号が回って来るまで待機しておかないと今どの番号の人が呼ばれたの

かわからなかったが LINEでグループを作りその場にいなくても今の整理番号がわかったり

とボランティアが考えた案が次々に採用され活動に行くたびに新しいルールができていた。

このような出来事は知らないだけで大会期間中に様々な場所で多々あったことが想像でき

る。他には、選手村から間違って違う行き先のバスに乗り、会場についてからこのままでは

自分が出場する競技に間に合わないと困っていたところ日本人スタッフが現金を選手に渡

し、タクシーで会場まで行くことができ金メダルを獲得した話がある。このようにボランテ

ィアや他の大会関係者の「利他の心」が大会期間中に様々な場所で行われていたと考える。 

なので、オリンピックは「和の精神」や「利他の心」と言う言葉を知らない日本人や外国

人でも無意識の間に行われ、この二つの言葉のような人々の行動で東京オリンピック 2020

が成功したと感じたので、これからも「和の精神」と「利他の心」を忘れずに行動していき

たいと考える。 



「誰かのために」が原動力、それが何より幸せなこと 

教育学部 教育学科 ４年生 

1. ボランティア内容

職種：イベントサービス

場所：夢の島公園アーチェリー場

内容：選手や記者の誘導

2. ボランティアに参加した期間

7 月 24 日〜7 月 31 日

3. 最も記憶に残るエピソード・学び

もっとも記憶に残るエピソード:無観客になり、イベントサービスの仕事は本当に必要か

と不安を抱えながら参加しましたが、実際に現地に行くと私に手伝えることはたくさんあ

り、年齢・性別・国籍関係なくみんなでチームとなり活動に取り組みました。私たちのよう

な大学生は少なく、多くが社会人、さらに関東に住んでいる方ばかりで、普段交流がないよ

うな方とたくさん触れ合うことができました。仕事は、15kg の水が入った水を背負い会場

内に撒いたり、路上美化の活動をして会場内の環境整備に努めました。また、海外から来た

記者を誘導する場面では、大学で勉強している英語を活かすことができ、ボランティアに来

て良かった！と感じました。同じ記者でも、日本とはカメラや機材が異なっており、文化の

違いを感じることができました。 

そこから学んだこと:「誰かの助けになりたい」という気持ちがあれば、どんな年齢の人

でも、どんな国の人でも関係なく、一つのことを協力して行えるのだということを学びまし

た。多様な人の集まりだからこそ、色々なアイデアが生まれ、より良い活動ができたと思い

ました。また、制限がある中でも、自分に何ができるかを考えて行動することが大切だとい

うことを学びました。コロナ禍で、自分たちにできる仕事が少なくなっていましたが、そこ

で諦めるのではなく、「今何ができるか」ということを一番に考えて行動することで、充実

した時間となりました。 

その学びを将来にどう繋げるか:今回、国籍だけでなく性別や年齢も異なる多様な人と関

わり、私自身の視野がとても広がりました。どんな時も多角的な視点で物事を見られるよう

になりたいと思います。英語を使う場面があり、苦手だったスピーキング力やリスニング力

も少しは向上できたと思うので、子どもたちに教える際も自信を持って英語を話すことが

できます。私は来年から教師になるので、子どもにこの経験を伝えるとともに、どんな時も

自ら考えて行動できるような人を育てていきたいと思います。 



4. ボランティアを終えて考える「利他のこころ」「和の精神」

東京 2020 ボランティアプロジェクトを終えて、改めて「利他のこころ」「和の精神」につ

いて考えること: 今回オリンピックボランティアに参加させていただいて、自分のことより

も人のために動きたい、誰かの助けになりたいという気持ちがより強まりました。なぜなら、

相手中心に考えた行動は、自分中心のときとは違い、自然とまわりの人みんなが協力してく

れるということに気づいたからです。人は皆、「誰かのために」と思うことが一番の原動力

になるのではないかと思いました。そして、自発的に協力して何かを成し遂げた時、自分の

ことのように嬉しい気持ちを味わうことが、何よりも幸せなことだと感じます。 

オリンピック中の読売新聞の記事に載っていたアーチェリーの古川選手のインタビュー

では、「今大会は無観客の試合で、ボランティアがすれ違うたび声をかけてくれた。五輪が

日本で開催され、応援してもらっている。」と記されてありました。私たちの行動が、少し

でも選手の支えになっていたことを実感し、「和の精神」を持って活動に取り組めたことを

誇りに思うことができました。人のためにしていたと思っていたことでも、本当は自分にと

っても成長できたり、必要なことだったりすると思います。それを教えてくれたこの

「COCOROE PROJECT」に参加することができて本当に良かったです。これからも機会

があればボランティアに参加しようと思います。 

大学を卒業し社会にでてからも、自分だけのことを考えて判断するのではなく、まわりの

人のことを考え、思いやりに満ちた「利他の心」を持ち続けて仕事をしたいです。 



手を差し伸べた選手の光景と生きていく上で大切なこと 

教育学部 教育学科 ４年生 

1. ボランティア内容

職種：ハンドボールのテクニカルオフィシャルサポートチーム

場所：国立代々木競技場

内容：選手の会場誘導や審判が使う更衣室やシャワー室の清掃や物品の整備など

2. ボランティアに参加した期間

７月２８日〜８月９日

3. 最も記憶に残るエピソード・学び

私が東京 2020 ボランティアで見たこと感じたことはすべてかけがえのないものばかり

で、どの日どの時間を思い返しても素晴らしい瞬間ばかりというのが本当のところであ

る。それを大前提で述べたいと思う。ボランティア初日に女子ハンドボールのある試合を

見ているときに、どこの国の選手かは忘れてしまったが相手チームの選手がエラーで倒れ

た時に、その国の選手が相手の国のチームメイトよりも先にその倒れた選手に手を差し伸

べていた。私はその時の光景や感動した気持ちを今でも鮮明に覚えている。私はそのあと

もたくさんそのような素敵な光景を見かけた。オリンピックでは国を背負って世界で戦っ

ている人達の選手としてのすごさだけでなく、お互いの国やチームを尊重し合って戦って

いる、真のスポーツへの愛を感じた。人と人のつながりの大切さ、相手を思いやる行動や

気持ち、笑顔に国境の壁はないということを心底実感した。こういうのを目にすると、も

っと自分も誰かに思いやりをもって優しくしようとなる。本当に心があったかくなる瞬間

だった。そしてこのようなやさしさの連鎖を生むために、私も自分のできる最大限の力で

私と関わってくれている人に愛をもって接していきたい。レディー・ガガの言った言葉で

とても大切にしている言葉がある。“優しさで勝つ”という言葉である。優しい人に優しく

するのは簡単である。しかしそうでない人にも態度を変えずに優しさをもって接すること

ができる人こそ、レディー・ガガの言う“優しさで勝つ”ことができる人だと考える。それ

をすることは結局自分の成長に繋がり、強みになるのではないかと信じている。また自分

自身のちょっとした行動から学ぶこともあった。それは何が起こるかわからなくて不安で

も思い切って一歩踏み出すことの大切さである。私の欠点は自分に甘くフットワークが重

めなところである。後先考えて少しでも自信がなければ行動に移せないことがある。その

せいでこれまでの学生生活ではやらずにした後悔が山ほどある。オリンピックを通してた

くさんの人から勇気と希望をもらい、どんなことがあっても自分を信じ、行動してみよう

と思えた。やって失敗したとしても、やらずに失敗も成功も知らないままいくよりかは断

然得られるものが違うということである。将来先生になった時に子どもたちに伝えたいこ



ととして、自分も他人も大切に、いくつになってもワクワク、キラキラすることを忘れな

いで挑戦し続けられる人になってほしいと思う。そしてまずは私自身がそういう人であり

たい。たくさん色んな世界に飛び込んで色んな感情を抱いてどんな変化や逆境も受け入

れ、前向きに考えられるかが大切である。東京 2020 ボランティアでは本当にたくさんの

出会いがあり、他国の文化のすばらしさ、また自国の文化のすばらしさにも新たに気づく

ことがたくさんあった。それぞれの当たり前があっていい。それをぶつけ合うのではなく

理解した上で受け入れ認め合う、良いところはどんどん吸収していく。私はハンドボール

の試合でモンテネグロという国が来ていたが初めて聞いた国だったので少し調べてみた。

実は日本と同様四季がある国であった。知らないで終わらすのではなく興味を持ち相手の

ことを理解するために知ろうとすることは世界のことだけではなく、些細な日常生活で起

きることでも大切だなと感じた。自分のことも知り受け入れ、また広い視野をもってこれ

からも目の前のことに全力で向き合っていきたい。 

 

4. ボランティアを終えて考える「利他のこころ」「和の精神」 

恥ずかしいことに私が「利他のこころ」や「和の精神」という言葉を知ったのはこの四天

王寺大学に入学してからである。さらに本当の意味でこれらの精神や心の持ち方を意識す

ることで得られる自分や他人への良い影響を心の底から実感したのは東京 2020 ボランティ

アを終えてからと言っていいほどである。思いやりの心を持つことや、感謝の気持ちを忘れ

ず謙虚に生きることが大切だということはもちろん今までたくさん言われてきたし、自分

自身でも頭では分かっているつもりであった。さらにそういったことは人に指摘されなく

ても当たり前に行動や言動にも移せていると思ってしまっていた。私はその時点で自分自

身に満足していて謙虚でいること、他人の言っていることに耳を傾けるということができ

ていなかったのではないかと気づいた。何か問題が起きたときは相手や環境など何かのせ

いにするといった考え方は捨て、まずは自分の行動や言動を疑い、見つめ直すことが大切で

ある。そしてその心がけは自分自身を成長させるのである。東京 2020 ボランティアに参加

できたことで私は生きていく上で大切なことをたくさん吸収できた。今まで私が見ていた

世界は本当にちっぽけだった。海外の人や文化にたくさん触れることができたのはもちろ

んのこと、同じ日本に住んでいても自分とは住む地域や職業が違う様々な世代の人たちと

の出会いがあった。人のあたたかさに触れ、たくさん救われた。それと同時に色んな人の意

見や物の見方や考え方を知るという機会がたくさんあった。その中でも私にはまだ難しか

ったり、理解しがたいことがあった。しかしそこで大事なのは相手を認め敬い、その人や事

柄にある背景やそれらを取り巻く環境がどうなのかなど様々な可能性も視野に入れ、理解

しようと努めることである。生きていれば分かり合えない人や理不尽なこともあるが、そう

いうときこそ自分を成長させるチャンスである。思いやりや感謝の気持ちを決して忘れず、

どんな時も否定から入るのではなくまずは自分を見つめ直し、そして偏った見方、考え方に

なっていないか、また人のためにとばかり考えてしまって相手に合わせて自分の心が疲れ



て自分を見失っていないかなど、相手もそして自分も大切にすることがどれだけ大事かを

学んだ。私は改めて自分がどれだけ周りの人に支えられて生きているのかが分かった。そし

て四天王寺大学に入学したことも、いつもたくさんの愛をもって接してくれる家族、友達や

先生方に出会えたことも、ずっと夢だったオリンピックという舞台をこの体で感じられた

ことも人生は本当に奇跡の連続だなと感じる。これからも一つ一つの出会いを大切にし、良

い時も悪い時も自分にも他人にも正直でいられる人でありたい。オリンピックボランティ

アに参加させてもらい、純粋性、利他のこころ、和の精神、これらをしっかり持って行動し

たことは絶対に間違わないと心の底から感じられるとても貴重な経験だった。 


