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平成３１度事業計画について 

 

１．方  針 

 

    平成31年度の方針として、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)、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３１年度の重点課題 

 

『海外研修交流事業』においては、現在２自治体（福岡県大野城市、岐阜県本巣市）

並びに２学校（茂原北陵高等学校、のだ山幼稚園）から単独の団体派遣事業を受注す

ることで進めております。さらに１自治体（富士宮市）から見積り依頼を承っており

ます。本会ホームページも自治体・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。 

『国内交流事業』においては、参加人数の減少が続いており、参加費、指導者人件費

の高騰を抑え、参加しやすい参加費の価格設定を図るため、ほぼ全ての事業について

補助金の申請（子どもゆめ基金）をいたしました。また昨年実施し好評でした週末を

利用した月例事業（食育体験など参加しやすい事業）を今後も子ども達にとって魅力

的なテーマを探りながら企画していきたいと思います。また、昨年からの文部科学省

後援申請を積極的に進め、各事業において後援を頂き、より信頼性のある事業として 

幅広くPRできるよう努力していきます。 

『海外招致事業』においては、2019年のラグビーW杯、2020年の東京オリンピック、

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ています。通年招致

としては現在２団体（シンガポール、オーストラリア）からの受け入れを進めており

ます。その他、中国吉林省科学技術協会など新たな団体からの招致依頼もあり、海外

からの招致事業も積極的に取り組んでいきます。 

     

課題 １：積極的な補助金申請および活用（国内事業） 子どもゆめ基金 

      

課題 ２：自治体・中学校・高等学校への広報営業ならびに受注 

 

課題 ３：企業向け営業活動（寄付） 



３．平成３１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（５泊６日） 子どもゆめ基金補助申請中 

 実施地区：金沢～城端～五箇山～白川郷～郡上八幡～名古屋 

 実 施 日：４月２９日（月・祝）～５月４日（土・祝） 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：２０名 

 内  容：野宿（２泊）・伝統文化体験（ささら作り、ひで細工、 

和菓子作り）、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・青木湖 

 実 施 日：７月２４日（水）～２６日（金） 予定 

 対  象：小学３年生から中学１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 

 

８月  青少年国際交流キャンプ（４泊５日）  子どもゆめ基金補助申請中 

 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３０日（火）～８月３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  イングリッシュ・キャンプ（３泊４日） 子どもゆめ基金補助申請中 

 実施地区：長野県白馬村・青木湖 

 実 施 日：８月５日（月）～８日（木） 予定 

 対  象：中学２年生から高校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 

 

            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（金）～８月２２日（木）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  楽しさ丸ごと冬体験＆ファームステイin北海道（５泊６日）  

子どもゆめ基金申請中 

 実施地区：北海道（旭川、名寄） 

 実 施 日：１２月２５日（水）～１２月３０日（月） 

 対  象：小学３年生から中学３年生 

 募集人員：１０名 

 内  容：かまくら作り＆宿泊体験、カーリング体験、スキー体 

験、しめ縄作り、旭山動物園、餅つき、夕食作りなど 

 

      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：２０２０年３月２６日（木）～４月１日（水） 

 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、島内ハイク 

ハーレー船競争、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：４月２０日（土）～２１日（日） 受粉 

６月１５日（土）～１６日（日） 摘果 

９月１５日（日）～１６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 

 

    月例事業  自然体験活動（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（千葉県南房総市 大房岬自然の家） 

 実 施 日：１１月９日（土）～１０日（日） 海編 

１月１８日（土）～１９日（日） 森編 

 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：浜辺探険、野外炊飯、創作活動 他 

          

※事前説明会の開催については、近年、インターネット（本会ホームページ）からの問い 

合わせ、申し込みが多く、また会場から遠方の方も多く、説明会参加人数が減っており 

ます。今年度については、国内事業の説明会をなくし、その分、配布する資料でも十分 

にご理解できるような内容に変更します。 

 

 

 



【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（10日間）   語学研修とホームステイ 

        イギリスジュニア（9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 

                ハワイジュニア（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 

        本巣市  青少年海外研修（８日間） 学校交流とホームステイ 

        のだ山幼稚園 サイパン研修（8日間）ホームステイ、地域見学 

        茂原北陵高校 オーストラリア研修（９日間）学校訪問とホームステイ 

            

    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。サイパンは夏の派遣事業として企画実施し 

         てまいりましたが、2018年の台風26号により甚大な被害が発生したた 

         め、サイパン市長室と協議の上、２０１９年冬休みから派遣再開するこ 

とになりました。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プ、ボラン 

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９回目を迎える予定です。 

参加人数は２０１８年より４０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、東京、新潟、松本、名古屋、京都、岡山、高松、広島、福岡 

 

 

 



【３】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    ６月１日～６月１８日 １８日間 

学校体験     浜松市立入野中学校  

          浜松市立篠原中学校 

          浜松市立東部中学校 

          浜松市立浜名中学校  ４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）中国 吉林省科学技術協会 高校生日本研修 

受け入れ対象国  中国(吉林省) 

主なプログラム  科学未来館、科学技術館、鉄道博物館、学校訪問 

ホームステイ体験 

受入れ時期    ７月１６日～２３日 ８日間 

学校体験     都内の私立高校 

ホームステイ   千葉県茂原市とその近郊  ２泊３日  

来日予定人数   ２５名（引率者３名） 

 

（３）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    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  ７泊８日  

来日予定人数   ４～８名（引率者１名） 

 

(４）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    １１月初旬～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） 

 

 

 

 

 



【４】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)の募集実施となりま

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。 

 


