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令和元年度事業報告 

１．令和元年度  活動状況 

２．令和元年度  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 

■日本から太平洋へ 野宿の旅          子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 ２０名 

実施日 ４月２９日（月）～５月４日（土）   ４泊５日 

実施場所 名金線（金沢市～名古屋市）  施設４か所を利用 

対象学年 小学校３年生から中学校３年生 

参加人数 １６名（小学生１５名、中学生１名）      ※新規事業 

引率者 ４名 

 

■青少年国際交流キャンプ 

募集人数 日本人８０名  外国人２０名 

実施日 ７月３０日（火）～８月３日（土）   ４泊５日 

実施場所 静岡県立朝霧野外活動センター 

対象学年 小学校３年生から小学校６年生 

※ジュニアサポーターとして、中学校１年生から高校３年生を新規募集 

参加人数 日本人参加者 ５２名 ジュニアサポーター５名  ※昨年度５０名 

外国人参加者（インドネシア） １０名      ※昨年度 ９名 

引率者 ３０名（富士登山当日ボランティアを含む） 

 

■小笠原アドベンチャースクール 

募集人数 ２０名 

実施日 ８月１６日（金）～８月２２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 ２３名（小学生１８名  中学生５名)   ※昨年１９名 

引率者 ４名 

 

■丸ごと冬体験＆ファームステイ in北海道     子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 １０人 

実施日 １２月２５日（水）～１２月３０日（月） 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 １３名（小学生１０名、中学生３名）   ※昨年は６名 

引率者 ２名 

 

■ちびっこ探険学校ヨロン島            子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 日本人２００名  外国人１００名 

実施日 ３月２６日（木）～４月１日（水） 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 ※新型コロナウイルス感染拡大により中止 

※日本人９４名 アメリカ人１２１名 インドネシア人 ５名 

引率者 ※新型コロナウイルス感染拡大により中止 
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■食育体験活動 農業（果樹：梨の受粉）      子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 ２０人 

実施日 ４月２０日（土）～４月２１日（日） １泊２日 

実施場所 栃木県芳賀郡芳賀町 

対象学年 小学校２年生～中学校３年生 

参加人数 １７名（小学生１７名）         ※昨年は１７名 

引率者 ７名 

 

■食育体験活動 農業（果樹：梨の摘果）     子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 ２０人 

実施日 ６月１５日（土）～６月１６日（日） １泊２日 

実施場所 栃木県芳賀郡芳賀町 

対象学年 小学校２年生～中学校３年生 

参加人数 １５名（小学生１５名）         ※昨年は１７名 

引率者 ６名 

 

■食育体験活動 農業（果樹：梨の収穫）     子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 ２０人 

実施日 ９月１５日（土）～９月１６日（日） １泊２日 

実施場所 栃木県芳賀郡芳賀町 

対象学年 小学校２年生～中学校３年生 

参加人数 ２０名（小学生２０名）         ※昨年は２０名 

引率者 ８名 

 

■イングリッシュ・キャンプ in白馬        子どもゆめ基金助成事業 

募集人数 ２０人 

実施日 初級編：７月２４日（水）～７月２６日（金） 

上級編：８月 ５日（月）～８月 ８日（木） 

実施場所 長野県北安曇郡白馬村 

対象学年 小学校３年生～中学校３年生 

参加人数 中止                 ※昨年は７名 

 

 ※１．新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、３月に実施を予定しておりました「ちび

っこ探険学校ヨロン島」につきましては、中止となりました。 

 

※２．「青少年国際交流キャンプ」については、参加人数の減少が止まり微増となりました。

対象学年の見直しや、ホームページなどの Webを利用した広報、事業内容を分かりやすくす

るため要項の刷新など、問合せの方々への効果が出てきました。さらに引き続き営業活動が

必要であると考えます。 

 

※３．継続しています「食育活動」については、昨年に引き続いて満員での参加が続いてい

ます。１泊２日で参加しやすく、価格も助成金により安価であり、ボランティアの人数の

多さも参加を促す材料となっています。2020年度のテーマでは、防災を新しいテーマとし

て企画しております。 
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（２）海外研修交流事業 

■夏休み海外研修交流事業    ９コース募集し、５コースの実施 

  ①ハワイ英語研修           中止（※新規企画） 

  ②イギリスジュニア英語研修      ５名（※新規企画） 

  ③カナダジュニア英語研修       中止（※新規企画） 

④イギリス英語研修         １０名（昨年 ９名） 

  ⑤カナダ英語研修           中止（昨年 ７名） 

  ⑥オーストラリア生活体験      １８名（昨年１８名） 

  ⑦オーストラリアボランティア体験   中止（※新規企画） 

    ⑧シンガポールスクール体験     １０名（昨年 ９名） 

⑨オーストラリアスクール体験     ５名（昨年 ６名） 

小計  ４８名（昨年６２名） 

 

  ■冬休み海外研修交流事業    ５コース募集し、１コースの実施 

①４０周年記念サイパン南の島体験   １８名（昨年 中止） 

    ②フィリピン英語研修         中止（昨年 中止） 

③オーストラリア牧場体験       中止（昨年 ６名） 

④カナダ英語研修           中止（昨年 中止） 

⑤カンボジア平和学習         中止（昨年 中止） 

小計  １８名（昨年 ６名） 

 

■冬期青年海外研修交流事業   １コース募集し、１コースの実施 

①カンボジアボランティア体験    １９名（昨年３７名） 

 

■春休み海外研修交流事業    新型コロナウイルス感染拡大により中止 

  ①サイパン南の島体験         中止（昨年 中止） 

  ②ニュージーランドスクール体験    中止（昨年 ６名） 

  ③イギリス英語研修          中止（昨年 ８名） 

  ④イギリスジュニア英語研修      中止（※新規企画） 

  ⑤カナダ英語研修           中止（昨年 中止） 

  ⑥カナダジュニア英語研修       中止（※新規企画） 

  ⑦オーストラリア生活体験       中止（昨年 中止） 

  ⑧フィリピン英語研修         中止（昨年 中止） 

  ⑨カンボジア平和学習         中止（昨年 中止） 

  ⑩ネパール学校訪問交流        中止（昨年 中止） 

小計   ０名（昨年 １４名） 

  ■団体委託 

    ①のだ山幼稚園フレンドクラブ     ９名（サイパン） 

    ②大野城市交流の翼         ２６名（オーストラリア） 

    ③本巣市海外派遣事業        １６名（オーストラリア） 

小計  ５１名 

 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、３月に実施を予定しておりました「春休み海

外研修交流事業」につきましては、中止となりました。 
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※本会主催の事業は、コースが増加しましたが、参加者は減少傾向となっています。冬休み海

外研修交流事業は、サイパンとの交流４０周年として、抽選による無料参加などを実施した

ため、応募数が非常に多かったのですが、他の事業の応募が全くありませんでした。 

 

※2020年中の長期休暇については、新型コロナウイルスによる学校閉鎖の影響を受けて、地

域により休暇期間が異なること、派遣先国のロックダウンが明けていないことなど、海外研

修については非常に大きな影響が出ることを想定しています。 

     年間事業参加者    国内研修 １７１名（昨年度 ３６６名） 

                    海外研修 １３６名（昨年度 １３３名） 

 

（３）海外青少年招致事業 

■シンガポール青少年日本研修     浜松市教育委員会後援 

■オーストラリア青少年日本研修    茂原市国際交流協会協力 

  ■サイパン青少年日本研修 

※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、東京都またはその周辺地域からホストファミリーのボランティアによる受入れとなり実

施しました。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。 

【受入れ先】 

①シンガポール（２０名） 浜松市立４校 

入野中学校、篠原中学校、東部中学校、浜名中学校 

②オーストラリア（３名） 茂原市内高校３校と小学校１校、都内私立高校２校 

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 

成立学園中学・高等学校、明治大学付属明治高等学校中学校 

    ③サイパン（２０名）   都内私立高校１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・高等学校への継続 

自治体への広報活動は、引き続き実施いたしました。海外留学をする方に独自に助成す

る制度がある自治体が多い反面、助成事業自体の利用が非常に低い自治体もあり、本会の

事業と合わせて制度を活用していただくよう、広報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。 

 

※海外研修交流事業に、船橋市、福井県、井原市、熱海市、矢掛町、明治大学付属明治高等学

校中学校、香里ヌヴェール学院中学校高等学校より助成制度を使用した参加がありました。 

※国内交流事業には、佐呂間町、富良野市、紀宝町、井原市、与論町から、助成制度を使用し

た参加がありました。 

 

  ■ホームページの定期的な更新 

ホームページトップページから、直接募集記事や説明会内容を確認できるよう刷新しま

した。文部科学省が実施する「トビ立て留学 JAPAN」を利用したいという問い合わせも

徐々に増えております。 
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（５）指導者（ボランティアリーダー）の養成 

■国内交流事業リーダー養成 

①青少年国際交流キャンプ  令和元年５月～９月 

１４名（男子５名、女子９名）   （昨年１０名） 

    ②ちびっこ探険学校ヨロン島 令和元年１１月～令和２年４月 

１７名（男子３名、女子１４名）  （昨年１６名） 

    ③ジュニアサポーター活動  キャンプ・ヨロンに合わせて募集 

５名（男子４名、女子１名）    （昨年２６名） 

        過去事業に参加した中･高生を対象にボランティア活動に興味のある青少年に

ジュニアサポーターとして参加したもらう活動です。主な活動はそれぞれの活動

の本部リーダーのサポートをします。与論島の青少年にも声をかけジュニアサポ

ーターとして活動できる機会を設けています。 

  ■海外研修交流事業・招致事業 ボランティア登録 

①国際交流協力者  ３回の研修実施、２年間登録 

２名（男性１名、女性１名）    （昨年５名） 

 

２．処務の概要 

（１）会議 

以下の日程にて開催しました。 

令和元年６月１９日（水）１５時 令和元年度第１回定期理事員会 

令和元年６月２６日（水）１５時 令和元年度第１回定期評議員会 

令和元年３月１２日（水）１５時 令和元年度第２回定期理事会 

 

（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 中西興産株式会社ＩＳＡトラベル 

小笠原アドベンチャースクール 株式会社ナショナルランド 

丸ごと冬体験in北海道 中西興産株式会社ＩＳＡトラベル 

ちびっこ探険学校ヨロン島 中西興産株式会社ＩＳＡトラベル 

海外研修交流事業（夏・冬・春） 近畿日本ツーリスト株式会社 

株式会社 国際旅行社 

ジェイティービー株式会社 

広報物作成（広告、パンフレット） 

広報デザイン 

ホームページ作製・更新 

村上発送企画 

ＰＬＡＮＥＴＷＯＲＫＳ 

モリミツ 

団体リーフレット 株式会社アドバンテージ 

 

（３）職員 

    当期末現在の職員は３名である。 


