
 

ボランティア活動実施報告書 

 

平成 28年  8月 26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 ハイキングコースの作成・周辺地域の清掃（ドイツ・□□地方） 

目 的 

今回の活動における目的として，次の二つを定めていた。 
①外国の文化を直接肌で感じたい  
②ボランティア成果を目に見える形で残し，活動地域に役立てたい 
①について，ドイツでの生活は，食事や一般常識等が日本と全く異なっており，実際に生活を

体験できたことは大きな収穫だった。また，各国のボランティア参加者との共同生活の中で，そ
れぞれの国や文化の特性が垣間見えることがあり，様々なモノの考え方を学んだ。今まで以上に
一人一人の価値観の違いを考えて，発言や行動ができるようになったと考えている。 
②について， ハイキングコースの完成という目に見える成果と，地域住民からの感謝の言葉を

得て，活動を通して地域の役に立てたという自信を掴んだ。 

要 旨 

○○国際ワークキャンプの企画に参加し，ドイツの□□地方において，ハイキングコースを作

成し，地域周辺（幼稚園施設と遊技場）の清掃を行った。 

このワークキャンプ企画には世界 7カ国から参加者が集まり，滞在期間中，各国の参加者と宿

泊所で共同生活を送った。 

助成金 

申請額 
           50,000      円 （詳細は，「４.収支報告書」参照） 

日 時 平成28年7月30日～平成28年8月13日（合計15日間，うち移動日3日間） 

場 所 ドイツ・□□地方 

対象者 ハイキングコースを利用する観光客，地域住民など 

参加者 

(本学学生) 
県広 花子 

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：××損害保険                   ） 

☑（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。 
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広 
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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 

（単位：円） 

項 目 内  容 単 価 数量 金 額 備 考 

参加費用 プロジェクト参加費用 58,000 1 58,000 領収証① 

交通費 広島駅～関西空港（往復） 14,610 1 14,610 領収証② 

交通費 
関西空港～フランクフルト空港（往

復） 
129,830 1 129,830 領収証③ 

交通費 フランクフルト～□□地方（往復） 3,852 1 3,852 領収証④ 

保険料 海外保険料 20,410 1 20,410 領収証⑤ 

宿泊費 フランクフルトでの宿泊費 4,980 1 4,980 
領収証⑥ 

活動前に前泊 

活動実施費用 作業用ヘルメット購入費 8,709 1 8,709 領収証⑦ 

      

      

      

      

      

      

      

合  計 188,191 

（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。 

・広島県外において実施する活動の場合，交通費助成額に上限があります。 

（国内の場合…1件につき上限20,000円 国外の場合…1件につき上限40,000円） 

・ボランティア助成Bの助成金額上限は50,000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：平成 28年 7月 30日(土)～平成 28年 8月 13日(土) 

 場所： ××地方（ドイツ） 
 対象者：ハイキングをする人々（地域住民，観光客） 
 参加者：イタリア(5)，フランス(4)，ドイツ(3)，ロシア(2)，中国(1)，チェコ共和国(2)，日本(1) 

()内は参加人数 
 具体的な活動内容 

○○国際ワークキャンプの企画に参加し，ドイツの××地方で，何も手入れされていない約２Ｋｍ

の道を舗装していき，ハイキングコースを作った。舗装では，まず木の根っこや大きな岩の撤去のた

め，鍬やシャベルでそれらを撤去し，その後に道を平面にするため砂利(Yellow stuff)を敷き詰め，

その上に更に砂(Red stuff)を敷き詰め，最後に道をより強固にするためのバイブロコンパクターとい

う機械を使った。道を舗装する途中に邪魔になる木があった際はそれを伐採し，運送する手伝いを行

った。また，道の途中に景色を見るための腰掛を８個，ハンモックを１つ設置した。ハンモックを設

置する際は，設置のための道の舗装，足場作りを行った。 

 ボランティア従事時間 
 (移動日) 7月 30日(土）：日本を出発し，フランクフルト(ドイツ)に前泊。 

(移動日) 7月 31日(日)：現地に到着し，メンバーと合流 

活動① 8月 1日(月)：8時～12時 13時～16時 計 7時間 

活動② 8月 2日(火)：8時～12時 13時～16時 計 7時間 

活動③ 8月 3日(水)：8時～12時 13時～15時 30分 計 6.5時間 

活動④ 8月 4日(木)：8時～12時 13時～15時 30分 計 6.5時間 

活動⑤ 8月 5日(金)：8時～12時 13時～15時 計 6時間 

     8月 6日(土)：活動せず，地域住民や他のボランティア参加者と交流。 

 

  8月 7日(日)：活動せず，地域住民や他のボランティア参加者と交流。 

活動⑥ 8月 8日(月)：8時～12時 13時～17時 計８時間 

活動⑦ 8月 9日(火)：8時～12時 13時～17時 計８時間 

活動⑧ 8月 10日(水)：8時～12時 13時～17時 計８時間 

活動⑨ 8月 11日(木)：8時～12時 13時～15時 30分 計 6.5時間  

活動⑩ 8月 12日(金)：8時～12時 13時～17時 計 8時間(活動最終日) 

(移動日) 8月 13日(土)：解散し，日本に帰国。 

総従事時間 71.5時間 

他の団体が企画する

ボランティア活動に参

加する場合は，活動従

事時間が移動時間を除

く全活動可能時間の

70%以上である必要が

あります。 

記入例では，滞在期

間 15日間から移動日 3 

日間を除き，活動可能

時間を 12 日間としま

す。 

実際の活動は 10 日

間(1 日当たり 7.15 時

間活動)のため，活動割

合は 83.3%となり，基

準を満たします。 
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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 

私は以前から日本と違った文化や考え方に興味があり，海外で生活してみたいと考えていた。この

ボランティアには，異なる考え方や価値観を持つ外国の方と交流し，相互理解を深めるため，自発的

に参加した。海外に赴き，ボランティアをするという経験は貴重であり，これから先生きていく上で，

この経験が必ず自分にとってプラスになると考えている。 

②社会性・公共性 

明確なボランティア活動の対象者が存在し，ニーズを捉えた内容であった。ドイツでは観光客の地

方誘致に特に力を入れている。今回作製したハイキングコースは，地域の美しい自然に触れる場とな

り，更なる観光客の増加と，街の活性化にも繋がる大きな役割を果たすと考えている。 

③無償性・非営利性 

報酬や利益は全くなかった。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 

ボランティア参加時に，「外国の文化を直接肌で感じたい」，「ボランティア成果を目に見える形で

残し，活動地域に役立てたい」という目的を定めていた。 

一つ目の目的について，外国での生活を実際に体験出来たことは，大きな収穫だった。食生活，一

般常識等，外国での暮らしは日本と全く異なっており，国外からの視点を得ることで，更に自国に関

する理解が深まった。また，自身の価値観と他者の価値観の違いについて深く考え，他者への理解を

深める事が出来たと考えている。ワークキャンプには様々な国籍の方が参加しており，それぞれの国

の特性が，作業や日常生活で垣間見えることが多々あった。彼らとの共同生活の中で，私は様々なモ

ノの考え方を学んだ。そのため，今まで以上に一人一人の価値観の違いを考えて，発言や行動ができ

る様になったと考えている。 

二つ目の目的については，一部ボランティアで活動の必要性が感じられず，悩むこともあったが，

ハイキングコースの完成という目に見える成果と，地域住民からの感謝の言葉を得て，活動を通して

人の役に立てたという自信を掴んだ。 
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