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平成３０年度事業計画について 

 

１．方  針 

 

    2018年の方針として本会設立から一貫して継続しております青少年の自立心を 

養い、自ら行動する力(積極性)、仲間を思いやる心(協調性)、コミュニケーション 

力(社会性)、さらに国際感覚(国際性)等を培い、その機会の場を広く提供していく

方針に変わりはありません。 

国内で実施する野外活動・交流活動事業、外国で実施する諸外国の青少年との国際

交流事業を通して青少年同士が互いに積極的に交流し、異なる世代、異なる社会に

生活している外国の青少年と交わりながらの共同生活、共通体験は、日本の青少年

にとって将来、有意義な経験となっていくと確信しています。 又、このような国

際交流の場を日本国内の活動事業を通して多くの青少年に体験してもらえるよう、

諸外国からの青少年の受け入れも積極的に実施してまいります。より高い国際理解

と広い視野を育成し、この目的に即した研修・教育の場として適切かつ安全に体験

できる機会を継続的に提供していくことこそ本会の責務と考えます。 

 

２．平成３０年度の重点課題 

 

『海外研修交流事業』においては、昨年度初めて２自治体（福岡県大野城市、岐阜県

本巣市）並びに１学校（明治大学付属明治高等学校・中学校）から単独の団体派遣事

業を受注することができました。来年度も既に３自治体から見積り依頼を承っており

ます。また、昨年度の課題でした本会ホームページを自治体・学校等専門のページ設

定に切り替えました。本協会の安定化を図る上で、自治体・学校からの団体派遣受注

は、とても重要でありますので、今年度も継続して広報・営業に努めます。 

また、2019年にはラグビーW杯、2020年には東京オリンピック、パラリンピックと

大きなイベントを控え、日本への注目度も増し、多くの外国人の来日が予想されます。

本会では、在日大使館から情報を得ながら、海外からの招致事業も積極的に取り組ん

でいきます。そして日本滞在中、国内事業などへの参加呼びかけをし、さらに内容の

濃い国際交流事業を企画・実施していきます。 

昨年度も述べましたが、国内事業においては、参加費の高騰や少子化の影響による

参加人数の減少があります。引き続き補助金の申請（子どもゆめ基金、日本郵政、日

本財団など）をし、指導者経費を補助金で補う事により、参加しやすい参加費の価格

設定を図ってまいります。また自治体への後援申請も積極的に行い、幅広く本会事業

をPRできるよう努力していきます。 

     

課題 １：積極的な補助金申請および活用（国内事業、招致事業） 

           子どもゆめ基金、日本郵便、JT、日本船舶振興会など 

      

課題 ２：自治体からの本会事業への後援・協賛受注 

 

課題 ３：企業向け営業活動（労働組合、健保組合） 寄付・会員 

                      各企業の福利厚生の福利厚生の一環として 



３．平成３０年度 青少年交流活動計画の概要 

 

 

【１】国内交流活動事業  

            ５月  ５月連休特別野外活動事業（４泊５日）  品川区後援 

 実施地区：熊野古道（予定） 

 実 施 日：５月３日（木）～５月６日（日） 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：２０名 

 内  容：語りべと熊野古道を歩く、野宿体験、野外炊飯体験 

 

７月  イングリッシュ・キャンプ（２泊３日） 子どもゆめ基金補助申請中 

 実施地区：長野県白馬村 

 実 施 日：７月２４日（火）～２６日（木） 予定 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：２０名 

 内  容：野外活動実践型英語研修、野外炊飯、自然観察 他 

 

７月  水辺の学校（２泊３日）       子どもゆめ基金補助申請中 

 実施地区：千葉県富津市（大房岬自然の家） 

 実 施 日：７月２８日（土）～２９日（日） 予定 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：２０名 

 内  容：ビーチコーミング、野外炊飯、海辺の自然観察 他 

 

      ８月  青少年国際交流キャンプ（４泊５日）  日本郵政補助申請中 

 実施地区：静岡県（静岡県立朝霧野外活動センター、富士山） 

 実 施 日：７月３１日（火）～８月４日（土） 予定 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：１００名（日本人８０名、外国人２０名） 

 内  容：富士登山、各国の遊び体験、野外炊飯、異文化交流他 

 

            ８月  小笠原アドベンチャースクール（５泊６日） 

 実施地区：小笠原諸島（父島、南島） 

 実 施 日：８月１６日（木）～８月２１日（火）予定 

 対  象：小学４年生から中学３年生 

 募集人員：３０名 

 内  容：海の自然体験（ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ,ｼｰｶﾔｯｸ,海亀飼育体験） 

      森の自然体験（ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾄﾚｯｷﾝｸﾞ） 

創作活動（タコノ葉細工）、野外炊飯、星座観察等 

 

 

 



      １２月  沖縄アドベンチャースクール（５泊６日）  

 実施地区：沖縄県（沖縄本島、ナガンヌ島：無人島） 

 実 施 日：１２月２４日（月）～１２月２９日（土） 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：３０名 

 内  容：無人島体験、イノー体験、釣り、シーカヤック体験 

      海遊び、星空観察 など 

 

      ３月    ちびっこ探険学校ヨロン島（６泊７日）  子どもゆめ基金申請中 

 実施地区：鹿児島県（与論島） 

 実 施 日：平成３１年３月２５日（月）～３月３１日（日） 

 対  象：小学２年生から６年生 

 募集人員：日本人１３０人、外国人１３０名 

 内  容：遊びを通した国際交流体験、大筏作り 

      ハーレー船競争、島内ハイク、海水浴 

 

      月例事業：食育体験活動（１泊２日） 品川区後援 子どもゆめ基金申請中 

 実施地区：関東地区（栃木県芳賀町）  

       ※本会理事：大谷津先生の梨畑利用 

 実 施 日：平成３０年４月２１日（土）～２２日（日） 受粉 

平成３０年６月１６日（土）～１７日（日）  摘果 

平成３０年９月１６日（日）～１７日（祝） 収穫 

 対  象：小学２年生から中学３年生 

 募集人員：日本人１０～２０人 

 内  容：食育体験活動（梨）、野外炊飯、創作活動 他 

 

   事前説明会の開催（青少年国際交流キャンプ、ちびっこ探険学校ヨロン島） 

    実施予定地区：仙台、福島、東京、横浜、静岡、名古屋、京都、岡山、広島、福岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【２】海外派遣交流事業（小学生～高校生）  

     

      夏休み イギリス（18日間）       語学研修とホームステイ 

        カナダ（17日間）        語学研修とホームステイ 

        カナダジュニア（９日間）   語学研修とホームステイ 

        フィリピン（10日間）     語学研修とドミトリーステイ 

                フィジー（9日間）         無人島キャンプとホームステイ 

                サイパン（8日間）         自然体験とホームステイ 

                シンガポール（18日間）      学校体験とホームステイ 

               オーストラリア（18日間）    学校体験とホームステイ 

        オーストラリア（12日間）   学校訪問とホームステイ 

        大野城市 青少年海外研修（10日間） 学校交流とホームステイ 

            

    年末休 サイパン（10日間）       ホームステイ 

                オーストラリア（10日間）   ホームステイと異世代交流 

        フィリピン（８日間）     語学研修とドミトリーステイ 

カンボジア(10日間       平和教育学習と農村ホームステイ 

カナダ（10日間）       語学研修とホームステイ 

 

        春休み イギリス（11日間）      語学研修とホームステイ 

        カナダ（11日間）       語学研修とホームステイ 

        フィリピン（10日間）     語学研修とホームステイ 

                ネパール(10日間)           震災復興支援とトレッキング 

カンボジア(10日間       平和教育学習と農村ホームステイ 

                オーストラリア（11日間）    学校交流とホームステイ 

                  （10日間）    自然体験とホームステイ 

        ニュージーランド（11日間）  学校体験とホームステイ 

 

冬季青年海外派遣事業（大学生対象） 

カンボジア（10日間）     ホームステイ、小学校交流ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

 ボランティア活動 

 

プログラム内容（フィリピンのコースを除き、ホームステイは共通）      

     （１）語学研修と文化交流（イギリス、カナダ、フィリピン） 

イギリス、カナダのコースはホームステイをしながら語学学校への通学

と学んだ英語を実際に試す場として、日本文化を紹介する会を開催する

とともに、ボランティア体験・老人ホームでの交流会等（カナダ）を通

して異なる文化も体験します。又、フィリピンの語学学校はドミトリー

への滞在型として実施し、マンツーマンを基本とした研修になります。

英語習得への意欲の向上が低学年に広がっているため、カナダに新たに

ジュニア（小３から参加可能）のプログラムを設定しました。 

 

 



          （２）学校体験交流（シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド） 

         短期間ではあるが現地の学校に通学し、同世代の多くの外国青少年と 

交流を通して異文化体験をします。又、学校において日本を紹介する会

を開催し、相互理解活動を主催します。滞在中にシンガポールでは独立

記念式典が催されるため、日本では味わうことのできない体験も得るこ

とができます。 

 

          （３）生活文化体験（オーストラリア、カンボジア、サイパン） 

                  オーストラリアではホームステイをしながら地域の活動に参加したり、 

         学校を訪問して日本の文化を紹介しながら交流をします。小学生は小学 

         校を、中高生は中高一貫校を訪問します。又、協力関係機関であるバサ 

         ースト市の市長へも表敬訪問もおこないます。 

                  カンボジアではポルポト時代の負の遺産、不発弾・地雷処理政府機関か 

         らのレクチャー、アンコール遺跡群の見学を行うとともに、農村では高 

         床式民家でのホームステイ（４日間）、小学校での交流会（２日間 歌、 

         折り紙、お絵かき、スポーツ）を開催します。 

         サイパンでは受け入れ機関であるサイパン市への表敬訪問（市長）、 

         受け入れ家族達との交流会（双方とも歌、踊り等を披露）を通して異な 

         る文化、生活を体験します。サイパンは海外派遣としては“初級”クラ 

         スのため、遊びを通した活動を中心に企画されています。 

          

          （４）野外活動体験（ネパール、フィジー） 

         ネパールではヒマラヤの山岳地帯をシェルパに協力を頂き、トレッキン 

         グの体験をします。また、一昨年のネパール地震にて被害を受けた地区 

         の学校を訪問し、復興支援の現状を見学し、生徒との交流をします。 

         フィジーでは無人島に３日間滞在し、自炊をしながら南太平洋の自然を 

         体験します。又、物の大切さ、自然の厳しさを直接体験しながら自分の 

         周りあるものの大切さとありがたさを学びます。 

 

     （５）冬季青年海外派遣：ｶﾝﾎﾞｼﾞｱﾎｰﾑｽﾃｲ＆小学校交流ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

この企画は獨協大学,慶応大学,同志社大学のボランティアサークルの海

外ワークショップを本会が協力する形で実施します。 

２０１２年から始まり今年度で８回目を迎える予定です。 

参加人数は２０１７年より３０名定員としました。 

 

   事前説明会の開催（夏休み海外研修交流事業、春休み海外研修交流事業対象） 

   実施予定地区：仙台、福島、東京、横浜、静岡、名古屋、京都、岡山、松山、広島、 

福岡 

 

 

 

 

 



【３】青年ボランティア養成・国際交流協力者（IES) 

 青年ボランティア養成（国内）は、実習対象を国内事業の『青少年･国際交流キャンプ』、

『ちびっこ探険学校ヨロン島』として、前期（６月～９月）、後期（１１月～４月）の２回

実施します。養成対象は１８歳以上として、原則東京で養成講座を開催します。 

講座では、青少年引率時の安全管理（救急法）やリスクマネージメント、レクリエーション

技術、子どもとの接し方（集団活動における指導法、いじめ対策など）、健康管理（アレル

ギー対策）など幅広い項目を数回の講座に分けて学びます。 

 海外派遣の引率ボランティア養成(国際交流協力者)は、年１回(６月)の実施となりました。

上記の講座に加え、さらに判断力と渉外力（英語）が求められるため、この点を特に留意し

て即戦力となる人材を募集し、講座を実施します。尚、青年ボランティア養成講座（国内）

を終了した者たちへのチャレンジの場としても海外引率は良い体験となるため、海外派遣引

率ボランティア養成への参加も促しています。 

 

【４】招致活動 

 

    （１）シンガポール青年日本研修(夏休み海外研修交流事業との相互事業) 

受け入れ対象国  シンガポール 

主なプログラム  文部科学省事務次官表敬訪問、江戸東京博物館、 

学校体験、生活体験、東京ディズニーランド 

受入れ時期    平成３０年６月３日～６月２０日 １８日間 

学校体験     浜松市立北浜北部中学校  

         浜松市立天竜中学校 

         浜松市立曳馬中学校 

         浜松市立引佐北部・南部中学校  ５校  

ホームステイ   同上の中学校の生徒宅  １２泊１３日  

来日予定人数   男子４名、女子１６名（引率者２名） 計２２名 

 

    （２）フェアヒルズハイスクール日本研修（夏休み海外研修交流事業との相互事業) 

受け入れ対象国  オーストラリア(メルボルン) 

主なプログラム  江戸東京博物館、学校体験、ホームステイ体験、 

         都内見学、東京ディズニーランド 

受入れ時期    平成３０年９月中旬～下旬 １４～１８日間 

学校体験     千葉県茂原市の公・私立高校、都内の私立高校 

ホームステイ   千葉県茂原市とその近郊  ６泊７日  

来日予定人数   ４～８名（引率者１名） 

 

         (３）サイパン青少年日本研修 

受け入れ対象国  サイパン 

主なプログラム  生活体験、都内見学、東京ディズニーランド 

受入れ時期    平成３０年１０月中旬～１１月中旬 ７日間 

ホームステイ   都内またはその近郊 ２泊３日 

来日予定人数   １０～１５名（引率者２名） 


