
阿蘇
【養成研修】「大阿蘇青
少年ボランティア入門
塾」（参加者）

10
[事業目的]青少年教育施設におけるボランティア活動の基礎を培い、ボランティアとしての態度や能力を育成する。
[主な内容]国立青少年教育振興機構法人ボランティアカリキュラムに基づいたワークショップ等

6.1（土）〜6.2（日）
高校生以上でボランティア活動に興味のあ
る方

30

阿蘇
【地域ぐるみ】「阿蘇ふ
るさとづくり自然塾　内
牧小学校」（参加者）

1
[事業目的]集団での規則正しい生活を通して、自主性や社会性、基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、自学力の
向上を図る。
[主な内容]集団での生活について、基本的な生活習慣について

6.11（火）〜6.15（土） 小学4～6年生 30

阿蘇
【看板事業】地域力向上
事業「ジュニアジオガイ
ド講座①」（参加者）

4
[事業目的]阿蘇ジオパークでの地質等の調査研究を通して、科学的思考の育成と阿蘇ジオパークの活用・普及を図る。
[主な内容]地球の成り立ちについて、阿蘇ジオパークについて

7.13（土）〜7.15（月） 小学４～６年生 35

阿蘇
【地域ぐるみ】「熊本県
国公立青少年教育施設連
携事業」（参加者）

4
[事業目的]県内の国公立青少年教育施設との強いつながりを深め連携した研究や事業を展開することで、県全体の「体験
の風をおこそう」運動を推進するとともに、熊本地震による被災地域の子供たちの体験活動の支援を行う。
[主な内容]自然体験活動

7.24（水）〜7.26（金） 小学３～６年生 50

阿蘇
「大草原からの贈り物」
～阿蘇山一周チャレンジ
キャンプ～（参加者）

3
[事業目的]「阿蘇」の大地をフィールドとした長距離ハイキングを行い、同じ目的をもった仲間とともに困難を乗り越え
ることで、他者への思いやりや積極性などの自立的行動習慣の育成を図る。
[主な内容]活動中における安全面について、野外調理の仕方、目的地の確認（ミーティング）

8.5（月）〜8.10（土） 小学5年生～中学3年生 25

阿蘇
指導者等養成研修事業
「教員免許状更新講習」
（参加者）

9

[事業目的]集団における体験活動の教育的意義や必要性について理解し、集団宿泊学習を実施する際のプログラム立案や
安全管理、指導上の留意点についての知識・技能の向上を図る。
[主な内容]教育課程と体験活動の関連性について、事前体験活動と仲間づくりについて、体験活動の今日的意義につい
て、自然宿泊体験学習の計画・立案について

8.22（木）〜8.23（金） 教員免許状を有する者 40

阿蘇
「親子で仲良く！アドベ
ンチャーキッズ」（参加
者）

4

[事業目的]幼児期における自然体験活動運動や遊びの重要性を周知し、幼児の体力の向上を自然体験活動や運動プログラ
ムを通して、幼児に体を動かして遊ぶ楽しさを感じさせ、保護者に幼児期の運動や遊びの重要性を周知し、幼児の体力向
上の意識を高める。
[主な内容]自然の中での運動遊び、様々な用具を使った運動遊び

9.7（土）〜9.8（日）
4歳から6歳までの幼児（保育園児、幼稚園
児）とその保護者

30
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阿蘇
【地域ぐるみ】「子ども
ゆめ基金説明会（熊本会
場）」（参加者）

3
[事業目的]子どもゆめ基金の趣旨や応募に関する留意点等を説明することで、円滑な応募手続きを促進し、応募団体を拡
大させる。
[主な内容]子どもゆめ基金説明会

9.15（日）〜9.15（日）
公益・一般財団法人、公益・一般社団法
人、NPO法人など青少年教育に関する事業を
行う民間の団体等の関係者

50

阿蘇
【地域ぐるみ】「子ども
ゆめ基金説明会（大分会
場）」（参加者）

3

【主な目的】子どもゆめ基金の趣旨や応募に関する留意点等を説明することで、円滑な応募手続きを促進し、応募団体を
拡大させる。
【主な内容】子どもゆめ基金説明会

9.16（月）〜9.16（月）
公益・一般財団法人、公益・一般社団法
人、NPO法人など青少年教育に関する事業を
行う民間の団体等の関係者

50

阿蘇
【看板事業】「ジュニア
ジオガイド講座②」（参
加者）

4
[事業目的]阿蘇ジオパークでの地質等の調査研究を通して、科学的思考の育成と阿蘇ジオパークの活用・普及を図る。
[主な内容]地球の成り立ちについて、阿蘇ジオパークについて

9.21（土）〜9.23（月） 小学４年生～６年生 35

阿蘇
「新しい自分を見つけよ
う！きらりキャンプ in
阿蘇」（参加者）

3
[事業目的]自然体験の楽しさを味わわせ、自己肯定感やコミュニケーション能力の向上を図る。
[主な内容]自然の中での仲間との交流、仲間との協同、活動中の安全指導

9.28（土）〜9.29（日） 小学校４年生～中学校３年生 15

阿蘇
「阿蘇の草原キッズにな
ろう！①秋編」（参加
者）

11
[事業目的]阿蘇の草原の現状を知り、草原環境を保全しようとする意識と態度の育成を図る。
[主な内容]草原の現状について、草原の保全について、あか牛の生態について

10.4（金）〜10.5（土） 小学４年生 100

阿蘇
【地域ぐるみ】「交流の
家はみんなの広場 in
ASO①」（参加者）

14

[事業目的]当交流の家を地域の方々に開放することで、身近に利用できる施設として周知を図り理解につなげる。また、
他の青少年教育施設や各種団体が一体となって子供たちに体験活動の機会を提供することで、「体験の風をおこそう」運
動の推進の場とする。
[主な内容]バルーン体験、遊びリンピック、乗馬体験、お絵かき教室、クラフト、紙すき体験、動物とのふれあい体験、
ステージ発表

10.19（土）〜10.20（日） 地域の方 1,500

阿蘇
【看板事業】「ジュニア
ジオガイド講座③」（参
加者）

4
[事業目的]阿蘇ジオパークでの地質等の調査研究を通して、科学的思考の育成と阿蘇ジオパークの活用・普及を図る。
[主な内容]地球の成り立ちについて、阿蘇ジオパークについて

10.26（土）〜10.27（日） 小学４年生～６年生 35



期 間

令和元年度（2019年度）教育事業計画一覧表

募集人数(人)対 象継続年数 事業概要（目的・主な内容等）事 業 名施設名

阿蘇
【地域ぐるみ】「阿蘇ふ
るさとづくり自然塾　阿
蘇小学校」（参加者）

4
[事業目的]集団での規則正しい生活を通して、自主性や社会性、基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、自学力の
向上を図る。
[主な内容]集団での生活について、基本的な生活習慣について

10.28（月）〜11.2（土） 小学4～6年生 30

阿蘇
【地域ぐるみ】「阿蘇ふ
るさとづくり自然塾　一
の宮小学校」（参加者）

4

[事業目的]集団での規則正しい生活を通して、自主性や社会性、基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、自学力の
向上を図る。
[主な内容]集団での生活について、基本的な生活習慣について

11.5（火）〜11.9（土） 小学4～6年生 30

阿蘇
「国際交流きらめき阿蘇
キャンプ」

9

[事業目的]熊本に在学している留学生同士又は留学を希望している外国籍の学生や日本の学生が交流できる場を提供する
ことで、国際社会に向けた学生の視野を広げるとともに、相互の異文化理解と交流を図る。
[主な内容]国際理解について、異文化交流

11.9（土）〜11.10（日） 大学生 100

阿蘇
「全国中学生・高校生防
災会議」

1

[事業目的]阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震や火山噴火、水害などが頻発している我が国における災害やその
対策等の現状を世界にアピールするとともに、次代を担う人材の育成、防災意識と社会参画意識のさらなる向上目指し、
これからの防災・減災の担い手である中学生・高校生を中心とした防災会議を4年計画で開催し、防災リーダーを養成す
る。
[主な内容]全国中学生・高校生防災会議

11.15（金）〜11.17（日） 中学生・高校生，引率教員 90

阿蘇
【地域ぐるみ】「九州少
年少女ドリームカップ
サッカー交流大会①」

12

[事業目的]子供たちがスポーツに親しむことができる環境づくりを行うとともに、参加者同士の交流を通じてコミュニ
ケーション能力や他人に対する思いやりの心を育む。
[主な内容]サッカー大会

11.23（土）〜11.24（日） 小学生 200

阿蘇
【地域ぐるみ】「交流の
家はみんなの広場 in
ASO②」（参加者）

14

[事業目的]当交流の家を地域の方々に開放することで、身近に利用できる施設として周知を図り理解につなげる。また、
他の青少年教育施設や各種団体が一体となって子供たちに体験活動の機会を提供することで、「体験の風をおこそう」運
動の推進の場とする。
[主な内容]科学体験

12.1（日）〜12.1（日） 地域の方 1,000

阿蘇
「自然体験活動指導者
（ＮＥＡＬインストラク
ター）養成講習」

1

[事業目的]専門的な知識と技術をもって自然体験活動の普及や振興に貢献できる自然体験活動指導者（NEALインストラク
ター）の養成を図る。
[主な内容]NEALインストラクター養成カリキュラム

12.3（火）〜12.6（金）
自然体験活動指導者（リーダー）の資格を
有し、養成団体が行う養成講習において演
習Ⅰを修了した者

15
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阿蘇
【子供の貧困対策事業】
「チャレンジウインター
キャンプ in ASO」

4

[事業目的]雪山との出合いやスキー体験を通して、豊かな人間性と感性を育むとともに、非日常的な体験をさせること
で、チャレンジすることや体験することのよさに気づかせ、何事にも挑戦しようとする態度を養う。
[主な内容]スキー

1.12（日）〜1.13（月） 児童養護施設に入所する小学生～中学生 35

阿蘇
「阿蘇の草原キッズにな
ろう！②野焼き編①」
（参加者）

11
[事業目的]阿蘇の草原の現状を知り、草原環境を保全しようとする意識と態度の育成を図る。
[内容]草原の現状について、草原の保全について、野焼きについて

1.25（土）〜1.25（土） 小学生4～6年 50

阿蘇
「阿蘇の草原キッズにな
ろう！②野焼き編②」
（参加者）

11
[事業目的]阿蘇の草原の現状を知り、草原環境を保全しようとする意識と態度の育成を図る。
[主な内容]草原の現状について、草原の保全について、野焼きについて

2.1（土）〜2.1（土） 小学生４～６年 50

阿蘇
「阿蘇の草原キッズにな
ろう！②野焼き編③」
（参加者）

11
[事業目的]阿蘇の草原の現状を知り、草原環境を保全しようとする意識と態度の育成を図る。
[主な内容]草原の現状について、草原の保全について、野焼きについて

2.8（土）〜2.8（土） 小学生4～6年 50

阿蘇
「阿蘇の草原キッズにな
ろう！②野焼き編④」
（参加者）

11
[事業目的]阿蘇の草原の現状を知り、草原環境を保全しようとする意識と態度の育成を図る。
[主な内容]草原の現状について、草原の保全について、野焼きについて

2.15（土）〜2.15（土） 小学生４～6年 50

阿蘇

「阿蘇青少年交流の家所
長杯争奪九州地区中学生
柔道大会・九州地区中学
生柔道阿蘇錬成大会」
（参加者）

2

[事業目的]九州地区を中心とする中学生の心身の鍛錬及び競技力の向上を図るとともに、参加者同士の交流を通じてコ
ミュニケーション能力や他人に対する思いやりの心を育む。また、柔道の修練や規則正しい生活を通して、郷土に貢献で
きる人材を育成する。
[主な内容]柔道大会

2.22（土）〜2.23（日） 中学1～3年生 300

阿蘇
「九州少年少女ドリーム
カップサッカー交流大会
(3月大会)」（参加者）

12
[事業目的]子供たちがスポーツに親しむことができる環境づくりを行うとともに、参加者同士の交流を通じてコミュニ
ケーション能力や他人に対する思いやりの心を育む。
[主な内容]サッカー大会

2.29（土）〜3.1（日） 小学生 200
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阿蘇
【自主企画】「ボラン
ティア交流会」（参加
者）

3
[事業目的]ボランティアが中心となって自然体験事業を企画・実施することでボランティアとしての資質の向上を図る。
[主な内容]事業の企画立案及び運営について

3.16（月）〜3.17（火）
ボランティア活動に興味のある高校生～社
会人及びファミリー

30


