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2015 年 12 月 16 日 

 

報道各位 

ボランティア･スピリット賞
ｱﾜｰﾄﾞ

事務局 

 

青少年のボランティア活動支援プログラム PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY 

第 19 回 ボランティア・スピリット賞
ｱﾜｰﾄﾞ

 全国表彰式開催 
 

～ 文部科学大臣賞、米国ボランティア親善大使を決定 ～ 
 

プレゼンターにはブラインドサッカー・ブエンカンビオ横浜の落合啓士選手 
 

日  時： 2015 年 12 月 23 日（水・祝） 12：30 開場、13：00 開演 

会  場： 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号） 

 

 
 

ボランティアに取り組む青少年を称える PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY 第 19 回ボランティア・スピリット 賞
アワード

 

（主催：プルデンシャル生命、ジブラルタ生命、ＰＧＦ生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命）、日本教育

新聞社。後援：文部科学省、日本赤十字社）の全国表彰式が 12 月 23 日（水・祝）に東京国際フォーラム（東京都 

千代田区）で開催されます。全国表彰式では、全国 7 ブロック 40 組のブロック賞受賞者の中から文部大臣賞 2 組、米国

ボランティア親善大使 2 組（2016 年 5 月に米国ワシントン D.C.で開催される PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY 

全米表彰式に派遣）、並びに PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY 奨励賞 8 組を選出し、プレゼンターにブラインド 

サッカー、ブエンカンビオ横浜の落合啓士選手を迎え、その栄誉を称えます。 

 

ボランティア・スピリット賞は、1995 年にアメリカで生まれ、その後 1997 年に日本でも創設され、今年で 19 回目を迎え

ました。このプログラムでは、誰もが気軽にボランティア活動に取り組める社会の実現を目指しています。今回は全国 

から約 34,000 名の中高生のボランティア活動を綴った 1,807 通の応募がありました。審査では、地域貢献度、発想力、

リーダーシップなどを総合的に評価します。なお、各賞の詳細とブロック賞の受賞者は次頁になります。 
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＜各賞について＞ 
 

文部科学大臣賞 ブロック賞受賞者より 2 組 
ボランティア活動支援金 10 万円、表彰状、金メダル、 

クリスタルトロフィー 

米国ボランティア親善大使 ブロック賞受賞者より 2 組 
金メダル、米国・ワシントンＤ.Ｃ.で開催する 

全米表彰式に招待 

Spirit of Community 奨励賞 ブロック賞受賞者より 8 組 
ボランティア活動支援金 10 万円、表彰状、 

クリスタルトロフィー 

ブロック賞 全国 7 ブロックより 40 組 ボランティア活動支援金 5 万円、表彰状、銀メダル 

コミュニティ賞 全国から 150 組 ボランティア活動支援金 2 万円、表彰状、銅メダル 

 

＜審査項目について＞ 
 

●地域貢献度  ●発想力  ●実行力  ●創造性  ●学んだこと  ●リーダーシップ 

 

＜PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY 第 19 回ボランティア・スピリット 賞
アワード

概要＞ 
主 催： プルデンシャル生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、 

ＰＧＦ生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命）、日本教育新聞社 

後 援： 文部科学省、日本赤十字社 

※詳細は、ボランティア・スピリット賞(ｱﾜｰﾄﾞ)ホームページ（http://www.vspirit.jp/）をご覧ください。 

 

＜添付資料＞ 

・ブロック賞・受賞者一覧 次ページ参照 

 

 

 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

プルデンシャル生命 広報チーム 中野  

Mail: Misaki.Nakano@prudential.co.jp  TEL: 090-7265-5432 
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＜2015 年度 ブロック受賞者リスト＞ 

 

 

 
 

 

ブロック 賞
個人

グループ
都道
府県

受賞者名

北海道・東北 ブロック賞 グループ 北海道 第４回復興支援 東北の物産販売高校生プロジェクトin岩見沢

北海道・東北 ブロック賞 グループ 北海道 北海道立北海道美幌高校　地域資源研究班

北海道・東北 ブロック賞 グループ 青森県 TEAM FLORA PHOTONICS

北海道・東北 ブロック賞 グループ 岩手県 陸前高田市立横田中学校

北海道・東北 ブロック賞 グループ 岩手県 岩手県立遠野緑峰高校　３年草花研究班

北海道・東北 ブロック賞 グループ 福島県 福島県立会津農林高校 人と種を繋ぐ会津伝統野菜専攻班

北関東・信越 ブロック賞 グループ 群馬県 ぐんま国際アカデミー中等部　国際教養部中等部 Change Makers

北関東・信越 ブロック賞 グループ 栃木県 栃木県立小山西高校　JRC部

北関東・信越 ブロック賞 グループ 新潟県 新潟県立新井高校　社会科クラブ

北関東・信越 ブロック賞 グループ 長野県 エクセラン高校　環境科学コース

北関東・信越 ブロック賞 グループ 長野県 長野県立下高井農林高校　内山和紙研究クラブ

北関東・信越 ブロック賞 グループ 長野県 長野県立下高井農林高校　地域環境クラブ

首都圏 ブロック賞 グループ 千葉県 千葉県立銚子商業高校　銚商夢市場プロジェクトチーム

首都圏 ブロック賞 グループ 千葉県 千葉県立成田西陵高校　地域生物研究部

首都圏 ブロック賞 グループ 神奈川県 厚木市立厚木中学校　ボランティア活動部

首都圏 ブロック賞 個人 神奈川県 神奈川県立逗葉高校　相馬美季

首都圏 ブロック賞 グループ 神奈川県 カリタス女子高校　Petit pas de Caritas

東海・北陸 ブロック賞 グループ 岐阜県 岐阜県立大垣養老高校　瓢箪倶楽部 秀吉

東海・北陸 ブロック賞 グループ 岐阜県 岐阜県立岐阜工業高校　化学研究部

東海・北陸 ブロック賞 グループ 岐阜県 岐阜市立岐阜商業高校　マルチメディア研究部

東海・北陸 ブロック賞 グループ 岐阜県 岐阜県立岐阜農林高校　まくわうり研究班

東海・北陸 ブロック賞 グループ 愛知県 豊川市立東部中学校　弓道部

東海・北陸 ブロック賞 個人 愛知県 名古屋大学教育学部附属高校　吉野裕斗

関西 ブロック賞 グループ 和歌山県 和歌山県立熊野高校　kumanoサポーターズリーダー

関西 ブロック賞 グループ 大阪府 大阪府立堺工科高校 定時制課程　堺市研究・ボランティア活動部

関西 ブロック賞 個人 大阪府 大阪YMCA国際専門学校国際高等課程国際学科　迫田茉之サブリナ

関西 ブロック賞 グループ 京都府 同志社国際中学校　育志館

関西 ブロック賞 グループ 兵庫県 兵庫県立芦屋高校　ボランティア部

関西 ブロック賞 グループ 兵庫県 兵庫県立篠山東雲高校　地域資源で町おこしーズ

中国・四国 ブロック賞 個人 岡山県 岡山市立岡山後楽館高校　森田晴香

中国・四国 ブロック賞 個人 広島県 崇徳学園崇徳高校　多留陽葉

中国・四国 ブロック賞 個人 山口県 平生町立平生中学校　大田鈴蘭

中国・四国 ブロック賞 グループ 香川県 善通寺市立東西中学校ボランティアクラブ

中国・四国 ブロック賞 グループ 愛媛県 伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム

中国・四国 ブロック賞 個人 愛媛県 愛媛県立南宇和高校　五藤舞花

九州 ブロック賞 グループ 福岡県 福岡県立若松商業高校　若商河童ガールズ

九州 ブロック賞 グループ 佐賀県 佐賀県立佐賀商業高校　ボランティア部

九州 ブロック賞 個人 熊本県 熊本信愛女学院中学校　山本佳枝

九州 ブロック賞 グループ 熊本県 熊本県立鹿本商工高校　機械科技術ボランティア部

九州 ブロック賞 グループ 熊本県 熊本県立鹿本農業高校　食品加工部


