
 

ボランティア活動実施報告書 

 

平成 29年  1月 6日 

 県立広島大学長 様 

学部学科（専攻）もしくは団体名： 

 

     人間文化学部 国際文化学科      

氏名もしくは代表者氏名：            

 ○印 

                                県広 花子           

                        

県立広島大学ボランティア活動助成制度に申請し，次のとおり活動したので報告します。 

 

１．活動概要 

区 分 
 ☑ 学生団体企画型ボランティア活動助成（ボランティア活動助成Ａ） 

 □ 学生ボランティア活動助成     （ボランティア活動助成Ｂ） 

活動名 特別養護老人ホーム △△センター入居者及び家族間の交流補助 

目 的 

△△センターで交流会を実施し，入居者の家族と学生でグループを作って交流することで，入

居者家族間及び入居者同士での交流発展の一助となることを図った。 

また，本活動は学部学科をまたいだ学生有志で行ったため，活動を継続し，３キャンパス学生

同士の交流の礎となっていくことを目指している。今回の活動内容を踏まえて，各キャンパスで

次回以降の活動を企画し，他学生にも参加を呼び掛ける。 

要 旨 

△△センターにおいて，入居者及びその家族を招き，次のとおり交流会を開催した。  

○ 9月 プロ野球チームに関するクイズ・歓談を行った。 

○10月 折り紙等を使って，ハロウィンを題材にした装飾づくり，簡易な仮装を行った。 

○11月 サッカーJリーグのチームに関するクイズ・歓談を行った。 

○12月 折り紙等を使って，クリスマスを題材にした装飾づくり，簡易な仮装を行った。 

 ※交流会で使用したはさみや折り紙等はセンターの備品であり，学生の支出は発生していない。 

※詳細な計画は，添付の企画書参照。 

助成金 

申請額 
           100,000      円 （詳細は，「４.収支報告書」参照） 

日 時 2016年9月24日，10月22日，11月26日，12月24日（各第4土曜日）13:00～17:30 

場 所 広島県××市××区1-1 特別養護老人ホーム △△センター 

対象者 △△センター入居者及び入居者家族50名 

参加者 

(本学学生) 

県広 花子ほか本学学生15名（うち広島C学生5名，庄原C学生5名，三原C学生5名） 

※詳細は別紙参照 

安全対策 

関  連 

（※該当するもの全てにチェックをしてください。） 

□ボランティア活動保険に加入した。（保険種類：                         ） 

□（海外での活動対象）渡航前に安全対策ビデオ「なぜ君がねらわれるのか」を視聴した。 

□（海外での活動対象）「海外安全虎の巻」を熟読し携行した。 

□その他（                                           ） 

 

別記様式第２号の１ 
活動後，速やかに（活動後2週間程度を目途）教学課へ報告書を提出してください。 

県
広 

記

入
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活動結果を踏まえて，申請時の目的，要旨から変更があれば，反映させてください。 



 

２．活動状況（日時・場所・対象者・参加者・具体的な活動内容・ボランティア従事時間 等） 

 

  ※別紙Ａ４サイズ1枚程度にまとめて提出してください。 

  ※活動状況の分かる資料及び団体が証明する「ボランティア活動認定証」をもって代えることが可能です。 

 

３．成果･課題（参加して得られたもの，成果及び活動を通して発見した現場や社会の課題と自らの課題 等） 

   

  ※「ボランティア活動の特性」を考慮して具体的に記入してください。 

①自発性・主体性 他者から強制されたり義務として行うのではなく，自らの自由な意思に基づいて行う主体的な活動 

②社会性・公共性 他者や地域社会のニーズを捉え，社会や公共等に役立つ活動 

③無償性・非営利性 報酬や利益を伴わない活動 

④自己実現（成長）性 明確な目的や意思を持って活動に参加することにより，学生自身の自己実現や成長に寄与する活動 

※別紙Ａ４サイズ1枚程度にまとめて提出してください。 

 

４．収支報告書 

 

項 目 内  容 単 価 数量 金 額 備 考 

交通費 広島駅～××駅（往復・JR） 3,000 5 15,000 

9月活動分 

(領収証区分

①) 

交通費 備後庄原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 三原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 
××駅～△△センター前 
（往復・バス） 

1,000 15 15,000 

交通費 広島駅～××駅（往復・JR） 3,000 5 15,000 

10月活動分 

(領収証区分

②) 

交通費 備後庄原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 三原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 
××駅～△△センター前 
（往復・バス） 

1,000 15 15,000 

交通費 広島駅～××駅（往復・JR） 3,000 5 15,000 

11月活動分 

(領収証区分

③) 

交通費 備後庄原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 三原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 
××駅～△△センター前 
（往復・バス） 

1,000 15 15,000 

交通費 広島駅～××駅（往復・JR） 3,000 5 15,000 

12月活動分 

(領収証区分

④) 

交通費 備後庄原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 三原駅～××駅（往復・JR） 2,000 5 10,000 

交通費 
××駅～△△センター前 
（往復・バス） 

1,000 15 15,000 

合  計 200,000 

（注１）項目欄：活動実施費用，参加費用，交通費，宿泊費，保険料等の費用又は収入項目を記載すること。 

（注２）領収書を添付すること。 
・ボランティア助成Aの助成金額上限は100,000円です。 

必ず領収証を保管し，報告時に全ての収支の証明として提出してください。 

・申請時の見積もり額から変更があった場合は，随時報告金額を修正してください。 



 ボランティア実施報告書(活動状況) 

所  属：人間文化学部 国際文化学科  

学籍番号：0000000 

氏  名：県広 花子 

 活動状況 

 日時：2016年 9月 24日，10月 22日，11月 26日，12月 24日（各第 4土曜日）13:00～17:30  

 場所：広島県××市××区 1-1 特別養護老人ホーム △△センター 

 対象者：△△センターで生活する入居者とその家族 50名 

 参加者：県広 花子ほか本学学生 15名（別紙参照） 

 具体的な活動内容： 

2016年 9～12月の第 4土曜日に，本学学生 15名で△△センターを訪問し，入居者及びその家族

を招き，次のとおり交流会を開催した。 

○ 9月 プロ野球チームに関するクイズ・歓談を行った。 

      初めに，入居者と各家族でまとまったグループを作り，企画学生がクイズ形式で出題した問

題について考えてもらった。その後，グループをシャッフルしながら，学生から野球チーム

に関するテーマを出して，歓談を行った。 

○10月 企画学生と参加者でグループを作り，折り紙等でハロウィンを題材にした装飾を作成した。 

      装飾は入居者の部屋に飾れることになっており，交流会後，入居者家族や企画学生で各部屋

の飾り付けを行った。 

      また，紙やマジックを利用して簡易な仮装を作り，仮装をつけて歓談や写真撮影を行った。 

○11月 サッカーJリーグのチームに関するクイズ・歓談を行った。 

      初めに，入居者と各家族でまとまったグループを作り，クイズ形式で出題した問題について

考えてもらった。その後，グループをシャッフルしながら，学生からサッカーチームに関す

るテーマを出して，歓談を行った。 

○12月 企画学生と参加者でグループを作り，折り紙等でクリスマスを題材にした装飾を作成した。 

    装飾は入居者の部屋に飾れることになっており，交流会後，入居者家族や企画学生で各部屋

の飾り付けを行った。 

また，紙やマジックを利用して簡易な仮装を作り，仮装をつけて歓談や写真撮影を行った。 

 

 ボランティア従事時間 

活動①  9月 24日(土)：13時～17時 30分  計 4時間 30分 

活動② 10月 22日(土)：13時～17時 30分  計 4時間 30分 

活動③ 11月 26日(土)：13時～17時 30分  計 4時間 30分 

活動④ 12月 24日(土)：13時～17時 30分  計 4時間 30分 

 

総従事時間  1８時間 
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ボランティア実施報告書(成果・課題) 

所  属：人間文化学部 国際文化学科 

学籍番号：0000000 

氏  名：県広 花子 

 成果・課題 

①自発性・主体性 他者から強制されたり義務として行うのではなく，自らの自由な意思に基づい

て行う主体的な活動 
②社会性・公共性 他者や地域社会のニーズを捉え，社会や公共等に役立つ活動 
③無償性・非営利性 報酬や利益を伴わない活動 

④自己実現（成長）性 明確な目的や意思を持って活動に参加することにより，学生自身の自己実現や

成長に寄与する活動 

 

 ①自発性・主体性 

  今回の活動は，学生 15 名で企画し，△△センターに協力を依頼した。交流会の準備・運営は学生

のみで行った。 

②社会性・公共性 

  センター入居者は外出の機会が少なく，家族を含めた他人との関わりが少なくなっている。本活動

では入居者とその家族のみでなく，学生が間に立って交流することで，コミュニケーションの幅を広

げることができた。 

③無償性・非営利性 

報酬や利益は全くなかった。交流会で使用する物品は施設のものを借用したが，交通費等，参加に

よって生じる費用は自己負担した。 

 ④自己実現（成長）性 

参加した学生は，ボランティア活動中の様々な交流を通して，コミュニケーションスキルを向上さ

せることができた。初対面の交流会参加者たちと歓談することは，誰とでも積極的に話すことを実践

する機会となった。また，テーマを決めて歓談することで，話題を共有してスムーズに打ち解ける意

図があったが，想像以上に話が弾み，テーマ決めの重要性を再認識した。 

自分たちが交流するだけでなく，参加者同士の交流を促すことは，殆どの企画学生にとって初めて

の経験であった。思い通りにいかないこともあり，他者を結びつけることの難しさを実感するととも

に，交流が上手くいったときは，何が良かったのかを学生同士で共有することで，後半の活動での交

流円滑化に活かすことができた。 

 今後の課題として，このボランティアで学んだことを，今後の学生生活の中で応用して活かせるよ

う，学生一人ひとりが咀嚼して，日々のコミュニケーションに反映させていく必要がある。 

 また，このボランティアを学生有志の活動として定着させ，後輩たちにも活動を引き継いでもらえ

るよう，活動を通して得られた経験の広報や，今後の参加呼びかけに力を入れていこうと考えている。 
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