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平成３０年度事業報告 

１．平成３０年度  活動状況 

２．平成３０年度  処務の概要 

公益財団法人 国際青少年研修協会 
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１， 活 動 状 況 

（１）国内交流事業（自主事業） 

■青少年国際交流キャンプ 

募集予定人数 日本人８０名  外国人２０名 

実施日 ７月３１日（火）～８月４日（土）   ４泊５日 

実施場所 静岡県立朝霧野外活動センター  （昨年と同じ会場利用）   

対象学年 小学校３年生から中学校３年生 

参加人数 日本人参加者 ５１名（小学生４７ 中学生４名）  ※昨年度５９名    

外国人参加者 ８名 

(インドネシア７名  中国１名)  ※昨年度１１ 名 

引率者 ３２名（富士登山当日ボランティアを含む）   ジュニアリーダー ７名 

 

■小笠原アドベンチャースクール 

募集予定人数 ２５名 

実施日 ８月１７日（金）～８月２３日（木） ６泊７日 

実施場所 東京都小笠原村父島・南島 

対象学年 小学校３年生から中学校３年生 

参加人数 ２０名（小学生１７名  中学生３名)   ※昨年２３名  

引率者 ４名 

 

■丸ごと冬体験＆ファームステイ in北海道   子どもゆめ基金補助事業 

募集予定人数 １０人 

実施日 １２月２５日（火）～１２月３０日（日） ５泊６日 

実施場所 北海道 旭川市、名寄市、札幌市 

対象学年 小学校３年生～中学校３年生 

参加人数 ６名（男３、女３） 中学生１名、小学生５名  ※昨年は沖縄 

 

 

■ちびっこ探険学校ヨロン島     子どもゆめ基金補助事業 

募集予定人数 日本人２００名  外国人１００名 

実施日 ３月２７日（水）～４月２日（火） ６泊７日（ヨロン島４泊） 

実施場所 鹿児島県大島郡与論町 

対象学年 小学校２年生～小学校６年生 

参加人数 日本人９４名 アメリカ人１２１名 インドネシア人 ５名  

※昨年度 日本人９３名  外国人 １４８名 

引率者 日本人 ３４名 アメリカ人 １８  インドネシア人 １名         

ジュニアサポーター 日本人７名  与論町ジュニアサポーター８名 

          USA ４名 

 

■食育（手作り）体験活動 農業（果樹：梨の受粉）＆野外炊飯体験  子どもゆめ基金補助事業 

募集予定人数 ２０人 

実施日 ４月２１日（土）～４月２２日（日） １泊２日 

実施場所 栃木県 芳賀町 

対象学年 小学校２年生～中学校３年生 

参加人数 １７名（男１０、女７） 中学生１名、小学生１６名  ※新規 

 

■食育（手作り）体験活動 農業（果樹：梨の摘果）＆竹ランプ作り  子どもゆめ基金補助事業 

募集予定人数 ２０人 

実施日 ６月１６日（土）～６月１７日（日） １泊２日 

実施場所 栃木県 芳賀町 

対象学年 小学校２年生～中学校３年生 

参加人数 １７名（男１１、女６） 中学生１名、小学生１６名  ※新規 
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■食育（手作り）体験活動 農業（果樹：梨の収穫）＆加工体験  子どもゆめ基金補助事業 

募集予定人数 ２０人 

実施日 ９月１６日（土）～９月１７日（日） １泊２日 

実施場所 栃木県 芳賀町 

対象学年 小学校２年生～中学校３年生 

参加人数 ２０名（男９、女１１） 中学生０名、小学生２０名  ※新規 

 

■イングリッシュ・キャンプ in白馬 子どもゆめ基金補助事業 

募集予定人数 ２０人 

実施日 ８月２４日（土）～８月２６日（日） ２泊３日 

実施場所 長野県 白馬村・青木湖３ 

対象学年 小学校３年生～中学校３年生 

参加人数 ７名（男４、女３） 中学生２名、小学生５名  ※新規 

※本会の主力事業である「青少年国際交流キャンプ」「ちびっこ探険学校ヨロン島」について今年も昨年 

から参加人数の減少が続いています。ホームページのリニューアルならびにFACEBOOKの活用、事 

業内容の分かりやすくするために集要項のカラーページ化とページ増などを図っていくなど、問合せの 

方々への対応を考えていく必要があります。さらに引き続き営業活動が必要であると考えます。 

※新たに企画募集した「食育活動」については、予想以上の反響がありました。参加しやすい価格設定、 

１泊２日の日程などが要因と考えられますが最近の食に関する関心も参加増につながったと思います。

今後は、保護者の方々の関心のあるテーマ（例：食育問題、環境問題など）を探りながら企画し、安定

した参加人数を確保できるように努めていきます。 

 

（２）海外研修交流事業（自主事業） 

■海外派遣 

夏休み海外研修交流事業  ８事業計画     実施 ６事業 

シンガポールスクール体験      ９名（昨年  １７名） 

カナダ英語研修            ７名（昨年  ９名） 

イギリス英語研修            ９名（昨年  ７名） 

オーストラリアジュニア      中止（昨年  中止） 

オーストラリア生活体験      １８名（昨年     ８名） 

サイパン                １３名（昨年 中止） 

オーストラリアスクール体験      ６名（昨年     ７名） 

フィリピン語学研修          中止（昨年  中止) 

                                   小計  ６２名（昨年  ４８名）    

大野城市（オーストラリア）      １４名 

           合計          ７６名（※行政、学校関係派遣 ４０名） 

 

      冬休み海外研修交流事業 ４事業計画   実施 １事業 

サイパン 自然体験            中止（昨年  ６名） 

オーストラリア 生活体験           ６名（昨年  ７名） 

カナダ英語研修           中止（昨年  ８名） 

カンボジア             中止（昨年  中止）  

           合計   ６名（昨年  ２１名） 

冬期青年海外派遣 

        カンボジア ボランティア体験    ３７名（昨年  ２３名） 

 

    春休み海外研修交流事業  ７事業計画   実施２事業 

カナダ英語研修          中止（昨年  ６名） 

イギリス英語研修          ８名（昨年  ９名） 

ニュージーランド          ６名（昨年  中止） 

オーストラリア生活体験        中止（昨年  １２名） 

サイパン                   中止（昨年  ６名）  

フィリピン語学研修          中止（昨年  中止) 

ネパール                  中止（昨年  ５名） 

                小計     １４名（昨年  ３８名） 

         合計     １４名（※行政、学校関係派遣  ０名） 
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※夏の事業については実施事業数が増えました。また大学生対象のカンボジアも事前のプレゼンの効果も 

あり大幅に増えました。しかし、冬休み、春休みの派遣については前年を大きく下回った結果となりま 

した。休み期間が短い中で事業数が多い点、参加費の高騰など次年度に向けて見直していく必要がある 

と考えます。また、今後も幅広い広報ＰＲと営業活動を継続して実施し、安定した事業運営を図ってい 

きます。 

     年間事業参加者    国内事業      ３６６名（昨年度 ３４５名） 

                    海外派遣   １３３名（昨年度  １５４名）       

（３）海外招致事業 

   ■招致事業 

シンガポール青少年日本研修(６月)は静岡県浜松市にて、オーストラリア青少年日本研修（９月）

は千葉県茂原市にて日本での生活体験、学校体験を実施しました。 サイパン青少年日本研修は、

台風２６号（10/25）により甚大な被害が発生し、その復旧のため止む無く中止となりました。  

受入れにご協力して頂いた各学校やホストファミリーには、終了後、感謝状ならびに事業報告書を

お送りしました。 

受け入れ先・体験先 

シンガポール   受け入れ先 浜松市立中学校５校 

２０名     浜松市立引佐南部中学校、浜松市立引佐北部小中学校、浜松市立天竜中学校 

浜松市立浜北北部中学校、浜松市立曳馬中学校 

 

オーストラリア  受け入れ先  茂原市内高校３校と小学校１校、都内私立高校２校 

４名     千葉県立長生高等学校、千葉県立大多喜高等学校、私立茂原北陵高等学校 

茂原市立茂原小学校、成立学園中学校・高等学校、大東文化大学第一高等学校 

 

（４）広報活動について 

【自治体、私立中学校・高等学校：継続】 

自治体への広報活動は、引き続き実施いたしました。自治体によっては、海外派遣参加申請者に個別 

に助成する制度がある自治体もあり、今後は助成制度に関する情報を入手し、その自治体を集中的に 

営業活動を実施していく事も参加者増につながると考えます。また、ホームページを刷新し、より見 

やすく分かりやすいページに変えていきます。（現在進行中） 

文科省が実施している「トビ立て留学 JAPAN」を利用した参加申請者が徐々に増えてきており、その 

対象となりうる事業を今後増やしていきたいと思います。海外の現地受け入れ先も引き続き、数か所、 

候補として打診しております。（オーストラリア：オレンジ、ニュージーランド：オークランド） 

   ※平成３０年度海外研修交流事業には、弘前市、米沢市、船橋市、熱海市、井原市、大野城市 

明治大学付属明治高等学校中学校、香里ズヴェール学院中学校高等学校から参加がありました。 

※平成３０年度国内事業には、佐呂間町、富良野市、紀宝町、井原市、与論町、茨城県立中央高等学校か 

ら参加がありました。 

 

（５）指導者（ボランティアリ－ダ－）の養成 

【キャンプ・ヨロンリーダー養成】 

キャンプリーダー 平成３０年５月～１０月  

１０名（男子４名、女子６名）   （昨年１４名） 

ヨロンリーダー平成３０年１１月～平成３１年４月 

１６名（男子６名、女子１０名）  （昨年１５名） 

 

   【国際交流協力者】  年１回募集し、３回の研修を受講。  ５名（昨年 ６ 名） 

 

【ジュニアリーダー活動】 

 青少年国際交流キャンプ、ちびっこ探険学校ヨロン島の実施に合わせ、中･高生を対象にボランティア 

 活動に興味のある青少年にジュニアリーダーとして参加したもらう活動です。 

    主な活動は本部のリーダーのサポート役として活動します。又、与論島の青少年にも声をかけジュニア 

リーダーとして参加し活動してもらえる機会を設けています。 本年度実績２６名（昨年度 ２３名） 
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２．処 務 の 概 要 

１．会議 

以下の日程にて開催しました。 

（１） 理事会 

 平成３０年度第１回定期理事員会 

平成３０年 ６月２６日（火） １５時 

（２） 評議員会 

平成３０年度第１回定期評議員会 

平成３０年 ６月２６日（火） １６時半 

（３） 理事会 

 平成３０年度第２回定期理事会 

平成３１年３月１２日（火） １５時 

 

２．契約関係事項の概要  

  本年度事業に関する契約は下記の通りです。 

青少年国際交流キャンプ （夏・国内交流） 中西興産(株)ＩＳＡトラベル 

小笠原アドベンチャースクール （夏・国内交流） （株）ナショナルランド 

丸ごと冬体験 in北海道 （冬・国内事業） 中西興産(株)ＩＳＡトラベル 

ちびっこ探険学校ヨロン島 

海外研修交流事業（夏・冬・春） 

（春・国内事業）     

 

中西興産(株)ＩＳＡトラベル 

近畿日本ツーリスト  (株)      

(株)ＨＩＳ        

オーベルインターナショナル(株) 

 

 

 

募集用広告、募集用パンフレット作製 

ホームページ作製・更新 

 （株）国際旅行社 

（株）クロノスインターナショナル 

JTB（株） 

村上発送企画 

モリミツ 

協会リーフレット 
 

(株)アドバンテージ 

   

３．職員       当期末現在の職員は５名である。 


