
本部
体験活動安全管理研修（山

編）
13

[事業目的]
山での活動における指導者の安全管理意識及び指導・救助技術の向上を図る。
[主な内容]
安全対策マニュアルについて、事故事例から学ぶ安全管理、活動中の指導上の留意点について、救助技術について

未定
主に山での活動において、指導者やリーダー
等、実際に指導に携わる者

40

本部
体験活動安全管理研修（水

編）
12

[事業目的]
水辺での活動における指導者の安全管理意識及び指導・救助技術の向上を図る。
[主な内容]
安全対策マニュアルについて、事故事例から学ぶ安全管理、活動中の指導上の留意点について、救助技術について

未定
主に水辺での活動において、指導者やリー
ダー等、実際に指導に携わる者

30

本部 絵本専門士養成講座 8

[事業目的]
子供たちをはじめ、広く大人にとっても豊かな心を育む絵本の可能性やその活用法を、学校や家庭のみならず、地域社
会に普及させるとともに、絵本の表現特性を理解し、絵本の読み聞かせやワークショップなど、読書活動の推進に携わ
る専門家を養成する。
[主な内容]
講義、実技、ワークショップ等

①6.19(土)～6.20(日)
②8.21(土)～8.22(日)
③10.16(土)～10.17(日)
④12.4(土)～12.5(日)
⑤1.22(土)～1.23(日)
(各日帰り)

（１）子供や絵本に関連のある資格（司書、
司書補、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭）
等を有する者、
（２）絵本に関する実務について、原則とし
て3年以上の経験、
（３）絵本に関わる活動に携わり、原則とし
て3年以上の経験、
（４）絵本や児童文学の研究実績のある者等

70

本部
自然体験活動指導者主任講師

講習
4

[事業目的]
自然体験活動指導者認定制度の仕組み及び各資格における役割やカリキュラム等を理解する。主任講師（講習管理者）
の役割等を理解する、自然体験活動指導者養成講習の運営・資格の申請方法等を理解する。自然体験活動指導者養成講
習を実施するにあたり、適任かどうか判断する。
[主な内容]
説明※主任講師（講習管理者）の役割、面接、試験

未定

各地域フォーラム実行委員会代表者及び実行
委員、各地域フォーラム参加者、各地域
フォーラム担当施設職員、青少年機構職員、
ＮＥＡＬ主任講師及びコーディネーター 他

-

本部
子供の読書活動サポートセミ

ナー
1

[事業目的]
特に幼児期から学童期への読書習慣の定着をテーマに、子供の読書活動の推進を行っている者などを集めた講義・ワー
クショップなどを全国４回開催し、その内容を普及する。
[主な内容]
講演、ワークショップ、シンポジウム

東日本〈北海道・東北・関東・中
部地方〉、西日本〈関西・中国・
四国・九州・沖縄地方〉の各２箇
所

子供の読書活動の推進を行っている方、また
は興味のある方

120

本部 読書活動推進事業 1

[事業目的]
①読書習慣を確立するための支援事業、②高校生に対する読書習慣向上事業、③視覚障害者等の読書推進に寄与する事
業を行い、家庭の保護者、子供や障害者の読書サポートに関心を持つ人、図書館関係者、教育関係者、不読率の高い高
校生などを集めた講演・シンポジウムなどを開催し、その内容を普及する。
[主な内容]
講演、ワークショップ等

東京、関東１ヶ所、中部１ヶ所
保護者、子供や視覚障害者等の読書サポート
に関心を持つ人、図書館関係者、教育関係
者、不読率の高い高校生など

380

本部
全国青少年教育施設所長会

議・施設研究集会
11

[事業目的]
青少年教育施設間の連携を深めるとともに青少年教育施設の運営の充実に資するため、施設運営や事業について情報交
換及び協議を行う。
[主な内容]
基調講演、行政説明、分科会

2.17(木)～2.18(金)
(1泊2日)

青少年教育施設所長・施設職員等 120

本部 教員免許状更新講習 14

[事業目的]
学習指導要領における体験活動の取り扱いを理解するとともに、自ら体験活動を行うことで安全に配慮した指導法や指
導技術を身に付け、体験活動の意義や効果を理解する。
[主な内容]
学校教育の現状と課題、学校教育における体験活動の意義、体験活動の意義、体験活動と安全管理、体験活動の企画・
展開等

①5.1（土）～5.5（水）
②8.7（土）～8.8（日）
③12.25（土）～12.26（日）

教諭、養護教諭（一部対象外） 40

本部 教員免許状更新講習 13

[事業目的]
学習指導要領における体験活動の取り扱いを理解するとともに、自ら体験活動を行うことで安全に配慮した指導法や指
導技術を身に付け、体験活動の意義や効果を理解する。
[主な内容]
学校教育の現状と課題、学校教育における体験活動の意義、体験活動の意義、体験活動と安全管理、体験活動の企画・
展開等

8.11（水）～8.13（金） 教諭 50

令和３年度 教育事業計画一覧表

施設名 事 業 名
継続
年数

事業概要（事業目的、主な内容）
SDGsへ
の対応

期 間 対 象
募集人
数(人)



本部 ボランティア養成研修 15

[事業目的]
主としてボランティアに興味のある者を対象とし、青少年教育施設におけるボランティア活動に必要な知識・技術につ
いて理解する。
[主な内容]
青少年教育、ボランティア活動の意義、青少年教育施設におけるボランティア活動、青少年教育施設の現状と運営、ボ
ランティア活動の技術、安全管理

未定 高校生、大学生、青年、一般 30

本部
ボランティアミックスキャン

プ
8

[事業目的]
全国の法人ボランティアが一同に会し、情報交換を行うことで交流を深める。
また、自主企画事業を発表、審査し、各施設のボランティア活動がより発展するための機会とする。
[主な内容]
自主企画事業の発表・審査、研修等

2.23（水）～2.25（金） 法人ボランティア 56

本部 オリセン探検隊 11

[事業目的]
国立オリンピック記念青少年総合センターの四季を活かした、身近な体験活動の場と機会を提供する。それらを通じ、
親や友達との関わりを深め、日本の自然や伝統文化に親しみを抱くことで、子供たち自身の興味関心の幅を広げられる
よう、様々なプログラムを実施する。
[主な内容]
野外炊事、動物・植物とのふれあい、クラフト、能楽体験 等

①6.26（土）
②7.24（土）
③8.14（土）
④9.25（土）・9.26（日）
⑤11.20（土）
⑥12.18（土）
⑦1.22（土）

小学生とその家族
各50名～
70名程度

本部 ふれあいキッズコンサート 8

[事業目的]
青少年の体験活動等が減少傾向にある現状、育児に悩んでいる保護者が多い現状を踏まえ、大型絵本による読み語りや
子守唄を通して、子供たちの情操を育む機会とするとともに、保護者の子育て意識の向上を図ることとする。
[主な内容]
子守唄コンサート、大型絵本による読み語りまたは絵本等の読み聞かせ

2.20(日)
(日帰り)予定

子供とその家族 100

本部
ミクロネシア諸島自然体験交

流事業
20

[事業目的]
日本とミクロネシア諸島の国々の青少年の国際交流を通して、グローバル社会に対応した高い国際感覚を備えた青少年
を育成する。
[主な内容]
オンライン交流（予定）

未定 日本とミクロネシアの中学生 未定

本部
韓国国立青少年活動振興院と

の交流協定事業
日韓大学生討論会（受入）

20

[事業目的]
日韓の大学生が、青少年教育施設等での交流や活動を通じて日韓の共通点や相違点を認識しながら、「両国共通の社会
問題に対した青少年の認識と役割」について協議し、その実現に向けた「日韓未来プロジェクト」を発表することで、
国際的な視野と資質をもった青少年を育成する。
[主な内容]
講義、グループ討論、日韓未来プロジェクト2022の提案
※韓国側との調整後に正式決定

未定
日本の大学生
韓国の大学生

未定

本部

韓国国立青少年活動振興院と
の交流協定事業

日韓職員相互交流事業
①受入
②派遣

13

[事業目的]
職員を相互に派遣し、実践事例や指導方法等の紹介を行うとともに、青少年教育の実情を収集することを通して、両国
の青少年教育の振興を図る。
【内容】
持続可能な開発のための教育の推進に関する取組紹介、 地方施設の視察
※韓国側との調整後に正式決定

①、②未定
①韓国国立青少年活動振興院職員
②国立青少年教育振興機構職員

未定

本部 日韓高校生交流(受入) 13

[事業目的]
日本と韓国の高校生の相互交流を通して、高い国際感覚を備えた青少年を育成する。
[主な内容]
事前研修、学校訪問、文化体験、学習成果発表
※文部科学省の委託公募開始後に正式決定

未定
第２外国語として日本語を学ぶ韓国の高校生
日本の高校生

未定

本部 日韓高校生交流(派遣) 11

[事業目的]
日本と韓国の高校生の相互交流を通して、高い国際感覚を備えた青少年を育成する。
[主な内容]
事前研修、学校訪問、文化体験、学習成果発表
※文部科学省の委託公募開始後に正式決定

未定
第２外国語として韓国語を学ぶ日本の高校生
※高校生の選定は文部科学省が実施

未定



本部 日中韓子ども童話交流事業 19

[事業目的]
日本・中国・韓国の子どもたちが一堂に会し、各国の絵本・童話を通じて読書の楽しみを知るとともに、一緒に語り合
い、協力して創作絵本を作成することで、３ヶ国の文化の特徴や共通性、違いなどを知り、相互に友情を深めあう。ま
た、併せて第６回参加経験者交流会を開催する。
[主な内容]
絵本づくり、文化交流会、文化体験
※３カ国合協議で合意後に正式決定

未定
日本・中国・韓国の小学4年生～6年生
参加経験者

未定

本部 世界の仲間とゆく年くる年 12

[事業目的]
年末年始に様々な国々の青年が集い、日本の文化体験を通じて異文化理解を図る。
[主な内容]
日本文化体験、お正月散策、スポーツ交流 等
※調整中

未定

外国人参加者:日本に在留資格を有し、日本語
で簡単な日常会話ができる、大学・短大・大
学院・高等専門学校・専門学校・日本語学校
(各種学校)に通う学生
日本人参加者:大学・短大・大学院・高等専門
学校・専門学校・各種学校・高等学校に通う
学生および生徒

未定

本部
日独青少年指導者セミナーA2

①受入
②派遣

16

[事業目的]
日本とドイツの青少年教育の現状や取組を理解し、両国の青少年教育指導者が意見交換することを通して、青少年教育
指導者の資質や能力の向上を図る。
[主な内容]
子供と若者の貧困に関する関係機関の訪問や支援についての研究協議、ホームステイ、学習成果発表
※文部科学省の委託公募開始後に正式決定

未定
①ドイツの青少年指導者
②日本の青少年指導者

未定

本部
日独勤労青年交流事業

①受入
②派遣

16

[事業目的]
就業体験等の研修を通して、日本とドイツの勤労青年の交流を推進することで、高い国際感覚を備えた青年を育成す
る。
【内容】
企業訪問(ワークライフバランス、キャリア形成、技能の継承)、合宿セミナー、ホームステイ、学習成果発表
※文部科学省の委託公募開始後に正式決定

未定
①ドイツの勤労青年及び職業訓練性
②日本の勤労青年及び専門学校生

未定

本部

日独学生青年リーダー交流事
業

①受入
②派遣

16

[事業目的]
ボランティア活動を行っている日本とドイツの学生の交流を推進することで、高い国際感覚を備えた青少年を育成す
る。
[主な内容]
ボランティア団体等の訪問、合宿セミナー、ホームステイ、学習成果発表
※文部科学省の委託公募開始後に正式決定

未定
①ドイツの学生、青年リーダー
②日本の学生

未定

本部
アセアン加盟国中学生招聘交

流事業
11

[事業目的]
地方施設の特性を生かした自然体験、文化体験、日本の青少年との交流体験を行い、アセアン諸国の中学生に日本の理
解を図る。また、日本の青少年に対しては国際的視野の醸成を図るとともに、アセアンとのパートナーシップを育成
し、東アジアの中核を担う次世代リーダーを養成する。
[主な内容]
事前研修、事後学習、学校生活を理解するプログラム、自然体験、文化体験、交流体験、学習成果発表会
※調整中

未定
アセアン加盟国の13～15歳
日本の中高生

未定

本部
日独青少年指導者セミナーA1

①受入
②派遣

16

[事業目的]
日本とドイツの青少年教育の現状や取組を理解し、両国の青少年教育指導者が意見交換することを通して、青少年教育
指導者の資質や能力の向上を図る。
[主な内容]
若者を取り巻くメディア環境に関する関係機関の訪問や支援についての研究協議、ホームステイ、学習成果発表
※文部科学省の委託公募開始後に正式決定

未定
①ドイツの青少年指導者
②日本の青少年指導者

未定

本部
中央

ネット依存対策推進事業
①メインキャンプ

②フォローアップキャンプ
7

[事業目的]
青少年教育施設を活用し、ネット依存傾向の青少年を対象とした自然体験や宿泊体験プログラムの実施を通じたネット
依存対策を図る。
[主な内容]
ハイキング、オリエンテーリング、野外炊事、ネット依存学習、認知行動療法

①8.14（土）～8.22（日）
（8泊9日）
②10.30（土）～10.31（日）
（1泊2日）

ネット依存、又はネット依存傾向の青少年 各15

本部
中央

ネット依存対策推進事業
セカンドフォローアップキャ

ンプ
5

[事業目的]
規則正しいキャンプ生活の機会を提供する。全回のキャンプ後、インターネットとのつきあい方が変わったきっかけ
や、セカンドフォローアップキャンプまでの生活の様子を分かち合う。楽しかった思い出を話すことで、改めて自信の
インターネットとのつきあい方を見直し、キャンプ後に新たなスタートを踏み出せるプログラムとする。
[主な内容]
ハイキング、野外炊事、焚火の会、クラフト体験、ネット依存学習、認知行動療法

9.18（土）～9.20（月・祝）
（2泊3日）

・平成26年度から令和元年度に実施した「青
少年教育施設を活用したネット依存対策推進
事業」に参加した者（国立病院機構久里浜医
療センターへ入院・通院していた者）

20



本部
磐梯

福島こども未来塾 7

[事業目的]
福島のこと、自分のこと、社会のことを知り、改めて福島の未来のことについて考え、1年間の様々なプログラムを通
して得たものや考えたものを自分の言葉で表現する。
[主な内容]
①開塾式／講演会／震災学習
②プログラミングなど最先端技術を学ぶ
③ヤングアメリカンズＯＢによるダンスワークショップ
④ユナイテッド・スポーツ・ファウンデーションによるスポーツワークショップ
⑤SDGｓを学ぶ
⑥ワークショップによるOB・OGとの交流
⑦活動報告会／閉塾式

①6.19（土）～6.20（日）
（1泊2日）
②8.9（月）～8.11（日）
③9.18（土）～9.20（月）
（2泊3日）
④10.9（土）～10.10（日）
⑤11.20（土）～11.21（日）
⑥12.11（土）～12.12（日）
⑦1.22（土）～1.23（日）
（各1泊2日）

小学5年～中学2年 各50

本部
子どもの読書活動推進フォー

ラム
19

[事業目的]
広く子供の読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子供が積極的に読書活動の意欲を高めるため、「子ども
読書の日」に、子供の読書に関わる関係者が一堂に会し中長期視点に立った今後の読書推進活動を確認することによ
り、子供の読書活動の重要性について普及・啓発を図る。
[主な内容]
文部科学大臣表彰及びフォーラムの実施

4.23(金)
(日帰り)

子供の読書活動の振興に取り組む市民グルー
プ、民間団体、企業、図書館、教育機関、行
政関係者など

100

本部 えほんおはなし会 10

[事業目的]
親子のふれあいの場や時間を増やし、想像力や感受性を育むことを目的とする。また、「絵本専門士」や大学生等を起
用し、読み手の育成の場を提供する。
[主な内容]
絵本の読み聞かせ

【毎月第4土曜日実施】
（各日帰り）

子供とその家族 240

本部 第9回春のキッズフェスタ 9

[事業目的]
子供を対象とした様々な体験活動の場を提供し、その面白さや楽しさを味わうことを通じて、積極的に自然体験や生活
体験等に取り組む気持ちを醸成する。
[主な内容]
協力団体によるブース出展

5.22(土)
(日帰り)

子供とその家族、一般 1000

本部 第12回秋のキッズフェスタ 12

[事業目的]
子供を対象とした様々な体験活動の場を提供し、その面白さや楽しさを味わうことを通じて、積極的に自然体験や生活
体験等に取り組む気持ちを醸成する。
[主な内容]
協力団体によるブース出展、ステージパフォーマンス

10.23(土)
(日帰り)

子供とその家族、一般 1000

本部
屋島チャレンジヴィレッジ・

プロジェクト
森のまつり

9

[事業目的]
小学生とその保護者に体験活動を提供することで、体験活動に関する保護者の理解を深めるとともに、家族でともに体
験することの楽しさに気付けるようにする。
[主な内容]
未定

11.6(土)、11.7(日)
(各日帰り)

高松市・三木町の内の小学校3年生～6年生と
その保護者

100

本部
ふれあいファミリーコンサー

ト
7

[事業目的]
虐待・いじめ・少子化等が問われている現代だからこそ、子守唄・童謡・唱歌等を通して親と子の絆に資することを目
的に実施する。
[主な内容]
子守唄コンサート

①11.18(水)
②1.27(水)

小学生とその家族 200

本部

屋島チャレンジヴィレッジ・
プロジェクト

屋島子どもチャレンジキャン
プ

9

[事業目的]
子供たちが自然の不便さを活用しながら、その中で「食べる」・「つくる」・「泊まる」等の体験活動を行うととも
に、異年齢の仲間と協力する大切さを、楽しみながら体験できる場を提供する。
[主な内容]
アイスブレイク、グループづくり、野外炊飯、テント泊、ハイキング、キャンプファイヤー、竹細工、まとめ

9.18(土)～9.20(月)
(2泊3日)

高松市・三木町の内の小学校3年生～6年生 30

本部
第11回全国青少年書き初め大

会
11

[事業目的]
日本における書の伝統と文化を通して、生涯にわたり書を愛好する心情を育むとともに、全国の青少年の交流を促進す
る。
[主な内容]
席書（審査）、参加者交流会、デモンストレーション、表彰式

1.6(木)
(日帰り)

高校生、大学生 300



本部 第43回少年の主張全国大会 43

[事業目的]
これからの国際社会において、中学生が日頃考えていることを発表することにより、広い視野に立って自分を表現し、
物事を考える力を身に付けることをねらいとし、より多くの大人に中学生への理解と関心を深めるとともに、同世代へ
の意識・啓発を図ることにより、子どもの体験活動の重要性について普及・啓発を図る。
[主な内容]
主張発表、審査発表

11.14（日）

発表者：各都道府県より推薦された地方大会
（都道府県大会）優秀者1名、計47名の中から
ブロック代表として選ばれた中学生12名
聴講者：青少年育成指導者、一般、中学生等

600

本部
第38回全国青少年相談研究集

会
38

[事業目的]
青少年の健全育成や青少年の相談事業に携わる者が一堂に会し、協議等を通して、指導者としての資質及び専門的な知
識・技術を高めるとともに、団体間の連絡協力の促進を図る。
[主な内容]
基調講演、行政説明、研究講義、分科会

1.13(木)～1.14(金)
(1泊2日)

青少年教育行政担当者、青少年教育施設職
員、学校教育行政担当者、教員、首長部局相
談担当者、警察関係者、法務省関係者、社会
福祉関係者、民生委員、児童委員、児童館関
係者、地域ボランティア、その他青少年相談
に携わる関係者

200

本部

屋島チャレンジビレッジ・プ
ロジェクト

学生ボランティアリーダー養
成講座

8

[事業目的]
体験活動のフィールドづくりとともに「屋島子どもチャレンジキャンプ」など子どもたちの体験活動をサポートし、子
どもたちの感動体験づくりにチャレンジするボランティアリーダーを養成する。
[主な内容]
アイスブレイク、野外活動基本研修、自然体験、講義

8.16(月)～8.18(水)
(2泊3日)

香川大学・高松大学の科目履修生及び近隣の
大学生

25

本部
日本ＰＴＡ全国協議会国内研

修
8

[事業目的]
○沖縄県、渡嘉敷村の方々との交流を通じて、多様な文化、平和について理解を深め、多くの人々と共に生きていくた
めの資質や能力を育成する。
 ○渡嘉敷村の発展、自然を保護するために活動する人々から学ぶことから、地域活動の重要性と環境保護を考える機会
とする。
 ○沖縄青少年交流の家での集団宿泊活動を通じて、全国から集まる中学生が相互に交流し、友情を深める。
[主な内容]
平和学習、体験活動（ｶﾇｰ､ｽﾉｰｹﾘﾝｸﾞなど）、島民との鼎談「島のいまと未来」、グループ活動、村内散策、野外炊事、
ワークショップ（芸能、料理、自然、ｸﾗﾌﾄなど）、大交流会、村のみなさんへのメッセージづくりと発表

未定
地方協議会が推薦する中学2年生男女各１名ず
つ

130

本部
屋島チャレンジビレッジ・プ

ロジェクト
教員免許状更新講習

2

[事業目的]
体験活動の充実を図るためには、教員自らが体験活動に関する基礎的な知識技能を身につけることが求められる。そこ
で、教員が自然体験や生活体験等を実際に体験するとともに、子供たちへの指導方法を学び、併せて学級経営や問題行
動対策等への活用方策についても学べる講習を実施する。
[主な内容]
講義、実習、履修認定試験

8.22（日）～8.24（火） 小学校教諭、中学校教諭、幼稚園教諭 20

本部 全国中学生・高校生防災会議 4

[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
現状を踏まえ、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を目指し、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年計画で開催する。
2018年度は兵庫、2019年度は東北・熊本を会場として実施し、2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりオ
ンライン会議を実施している。2021年度は東京を会場として「探究の対話（p4c）」を活用して実施し、さらなる取組
の広がりを目指す。

[主な内容]
基調講演、グループワーク、分科会、アクションプラン作成

12.25(土)～12.27(月)
(2泊3日)

全国の防災教育や被災地支援活動に積極的に
取り組んでいる（もしくはこれから取り組も
うとしている）中学生・高校生及び教員

200

大雪 たびうさぎファミリー① 5

[事業目的]
野外散策や自然体験活動を通して春の動植物に対して興味関心を高めるとともに、親子の交流の機会とする。
[主な内容]
ハイキング、調理活動

〇 5.15（土）～5.15（土） 登録家族及び新規家族 30

大雪 ボランティアセミナー 14

[事業目的]
講義や実践的な体験活動を通して、青少年の体験活動を支援するボランティアに必要な技術や知識等を学ぶとともに、
社会にかかわる楽しさを感じてもらう機会とする。
[主な内容]
講義、演習

〇 5.15（土）～5.16（日） 高校生、大学生、専門学校生、一般 20

大雪 たびうさぎファミリー② 5

[事業目的]
野外散策や自然体験活動を通して春の動植物に対して興味関心を高めるとともに、親子の交流の機会とする。
[主な内容]
ハイキング、調理活動

〇 5.16（日）～5.16（日） 登録家族及び新規家族 30



大雪
全国高校生体験活動顕彰制度
オリエンテーション合宿①

2

[事業目的]
高校生が地域づくりや地域の課題解決に関する体験活動をとおして、社会の担い手としての探究力を実践的に身に付
け、新たな価値を創造する人材の育成を図る。
[主な内容]
講義、フィールドワーク

〇

①5.18（火）～5.18（火）
②6.10（木）～6.11（金）
③6.23（水）～6.23（水）
④9.21（火）～9.21（火）
⑤9.24（金）～9.24（金）
⑥10.12（火）～10.12（火）
⑦10.15（金）～10.15（金）
⑧3.16（水）～3.16（水）
⑨3.23（水）～3.23（水）

①上富良野高校1年生
②上富良野高校1年生
③上富良野高校1年生
④上富良野高校1年生
⑤上富良野高校1年生
⑥上富良野高校1年生
⑦上富良野高校1年生
⑧上富良野高校1年生
⑨上富良野高校1年生

①30
②30
③30
④30
⑤30
⑥30
⑦30
⑧30
⑨30

大雪
北海道青少年教育施設職員研

修
1

[事業目的]
施設職員や青少年教育団体等の指導者のための基礎的・専門的カリキュラムを開発し、試行的に実施することで、北海
道内の青少年教育施設とネットワーク強化を図り、公立施設や民間団体の青少年教育指導者等を対象にした広域的な事
業の実施・充実に取り組む。
[主な内容]
講義、演習、意見交流

〇 5.28（金）～5.28（金） 青少年教育指導者 10

大雪 安全管理研修（登山研修） 1

[事業目的]
施設職員や青少年教育団体等の指導者のための基礎的・専門的カリキュラムを開発し、試行的に実施することで、北海
道内の青少年教育施設とネットワーク強化を図り、公立施設や民間団体の青少年教育指導者等を対象にした広域的な事
業の実施・充実に取り組む。
[主な内容]
講義、演習、登山

〇 7.3（土）～7.4（日） 職員、青少年教育指導者 10

大雪 環境教育プログラム開発① 1

[事業目的]
持続可能な社会づくりへの主体的な参加の機会を提供することで、体験をとおして循環と共生の重要性を学び、豊かな
自然環境を守る環境保全活動についての理解を深める。
学習指導要領に基づき、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた学校との連携を強化し、「主体的・対話的で深い
学び」が可能となる活動プログラムを開発する。
教育事業と研修支援事業を連動させて、教材や指導案など学習方法を確立し、公立青少年教育施設や研修支援団体に普
及する。
[主な内容]
ハイキング、振り返り活動

〇 7.15（木）～7.16（金） 美瑛町内小学５年生 56

大雪

自然体験活動指導者（NEAL
リーダー）養成事業（兼キャ
ンプインストラクター養成事

業）

7

[事業目的]
青少年教育施設職員をはじめ、社会教育行政職員、社会教育施設の指定管理者に求められる資質、能力の向上を目指し
た研修機会とする。また、学習指導要領対応した教員対象の研修機会とする
[主な内容]
講義、演習、実技

〇 7.23（金）～7.25（日）
野外活動の指導者及び指導者を志す満１８歳
以上

20

大雪 教員免許状更新講習 11

[事業目的]
学習指導要領における体験活動について理解を深めるとともに、体験活動を通して、安全に配慮した指導法や技術を身
につける。
実施に際しては、北海道教育委員会と連携する。
[主な内容]
講義、演習、野外炊事

〇 7.28（水）～7.30（金） 小学校等の教諭 30

大雪 サバイバルキャンプ 3

[事業目的]
様々な状況下で自他の生命を守るためにとるべき行動についての知識、技術、判断力を身に付けるとともに、災害への
日常的な備えと緊急時の対応について理解を深める。
ＥＳＤの基本的な考え方(防災学習)を取り入れる。
開発した防災・減災に関する学習プログラムを研修支援団体に提供する。
[主な内容]
自然体験活動、野外炊事、振り返り活動

〇 8.2（月）～8.3（火） 小学５年生～中学生 30

大雪 十勝岳と恋しちゃう❤夏 1

[事業目的]
十勝岳周辺のフィールドを活用した軽登山活動を通して、野外活動の教育的価値を明らかにし、体験活動の有効性を検
証する。
学習指導要領に基づき、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた学校の教育活動との連動を見据え、様々なねらい
を選択できる新規プログラムを開発する。
[主な内容]
軽登山、振り返り活動

〇 8.10（火）～8.12（木） 幼児～小学２年生、その家族 30



大雪 体験キャンプ 2

[事業目的]
児童養護施設等の子供を対象に自己肯定間の向上、生活習慣の確立、人間関係形成力の育成につながる多様な体験活動
を提供するとともに、専門機関と連携し成果を広く普及する。
[主な内容]
野外活動・クラフト

8.14（土）～8.16（月） 小学生 20

大雪 たびうさぎファミリー～夏～ 5

[事業目的]
家族が四季に応じた自然体験をとおして、幼少期の成長を促すとともに、家庭教育支援の一助となる活動を推進する。
時季に応じた教育資源を活用し、「食」「自然体験」「親の関わり方」等の視点から教育的な活動を展開する。
[主な内容]
キャンプ、調理活動

〇 8.21（土）～8.22（日） 幼児～小学３年生、その家族 30

大雪 環境教育プログラム開発② 1

[事業目的]
持続可能な社会づくりへの主体的な参加の機会を提供することで、体験をとおして循環と共生の重要性を学び、豊かな
自然環境を守る環境保全活動についての理解を深める。
学習指導要領に基づき、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた学校との連携を強化し、「主体的・対話的で深い
学び」が可能となる活動プログラムを開発する。
教育事業と研修支援事業を連動させて、教材や指導案など学習方法を確立し、公立青少年教育施設や研修支援団体に普
及する。
[主な内容]
ハイキング、振り返り活動

〇 9.2（木）～9.3（金） 美瑛町内小学５年生 23

大雪 たびうさぎファミリー～秋～ 5

[事業目的]
家族が四季に応じた自然体験をとおして、幼少期の成長を促すとともに、家庭教育支援の一助となる活動を推進する。
時季に応じた教育資源を活用し、「食」「創作活動」「読書活動」等の視点から教育的な活動を展開する。
[主な内容]
軽登山、調理活動

〇 10.2（土）～10.3（日） 幼児～小学３年生、その家族 30

大雪
【地域ぐるみ】ゆーすフェス
タ2021「ファミリーチャレン

ジデー」
11

[事業目的]
体験の風をおこそう推進月間に「体験の風をおこそう」運動及び「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進、普及啓発を
実施する。
北海道青少年教育施設協議会加盟施設をはじめ、近隣自治体や社会教育関係団体などと連携・協力し、それぞれの体験
活動をＰＲするとともに参加者に体験活動の重要性について普及啓発する。
教育資源を活かした体験プログラムを地域と協働で提供することによって世代や地域を超えた多種多様な交流の場を創
造するとともに、施設の取組と機能を周知し、新規団体の拡充につなげる。
[主な内容]
クラフト制作、体験活動、ニュースポーツ

〇 10.10（日）～10.10（日） 幼児～小学6年生、その家族 150

大雪
【地域ぐるみ】チャレンジ

キッズ
1

[事業目的]
幼少期の子どもとその家族を対象に、スポーツやレクリエーションをとおした体力の向上を図るとともに、保護者への
生活習慣や運動習慣の重要性についての理解を深める。
「体験の風をおこそう」運動及び「早寝早起き朝ごはん」国民運動と連動させて実施する。
[主な内容]
親子運動会、雪中活動

〇 1.9（日）～1.9（日） 幼児～小学２年生、その家族 30

大雪 ボランティア自主企画事業 4

[事業目的]
モデル事業の企画・運営・指導の活動を通して、ボランティア・コーディネーターを中心に法人ボランティアのスキル
アップを継続的に支援し、ボランティアが学びと活動の循環をしながら成長できるよう自主企画事業を実施する。
[主な内容]
プログラム立案、事業準備、立案

〇 1.15（土）～1.16（日） 法人ボランティア 20

大雪
たびうさぎファミリー～冬～

①
5

[事業目的]
家族が四季に応じた自然体験をとおして、幼少期の成長を促すとともに、家庭教育支援の一助となる活動を推進する。
時季に応じた教育資源を活用し、「運動(36の基本的な動き)」「親の関わり方」「読書活動」等の視点から教育的な活
動を展開する。
[主な内容]
雪遊び、クラフト制作

〇 1.29（土）～1.29（土） 幼児～小学３年生、その家族 30



大雪
たびうさぎファミリー～冬～

②
5

[事業目的]
家族が四季に応じた自然体験をとおして、幼少期の成長を促すとともに、家庭教育支援の一助となる活動を推進する。
時季に応じた教育資源を活用し、「運動(36の基本的な動き)」「親の関わり方」「読書活動」等の視点から教育的な活
動を展開する。
[主な内容]
雪遊び、クラフト制作

〇 1.30（日）～1.30（日） 幼児～小学３年生、その家族 30

大雪
【地域ぐるみ】冬のレク＆ス

ポーツ体験
1

[事業目的]
小学生を対象に冬の特性を生かした野外活動や身体を動かす活動の機会を提供し、体験活動の意義や運動習慣の重要性
について理解を深める。
「体験の風をおこそう」運動及び「早寝早起き朝ごはん」国民運動と連動させて実施する。
[主な内容]
ウィンタースポーツ、雪遊び

〇 2.13（日）～2.13（日） 小学生 30

大雪
出会い ふれあい 自分発見

の旅！
1

[事業目的]
中学校に進学する6年生を対象に生活習慣の確立、人間関係形成力の育成につながる多様な体験活動を通して、児童の
自己肯定感を高め、よりよい人間関係を築く能力を育成する。
[主な内容]
アイスブレイク、コミュニケーショントレーニング、スポーツ

〇 2.26（土）～2.27（日） 小学６年生 30

岩手山
第１回テンパークボランティ
ア・ブラッシュアップ・プロ

ジェクト
6

[事業目的]
ボランティア活動がより発展するよう、法人ボランティアの自主企画事業実現のための支援を行い、活力ある社会を構
築できる若者を育成する。
[主な内容]
ボランティア育成ビジョンの共通理解、ボランティア養成事業のボランティア担当プログラムの企画立案、自主企画事
業の方向性検討

①4.11（日）～4.11（日）
②5.16（日）～5.16（日）
③7.18（日）～7.18（日）
④9.25（土）～9.25（土）
⑤10.23（土）～10.23（土）
⑥10.30（土）～10.31（日）
⑦11.13（土）～11.13（土）
⑧1.22（土）～1.22（土）
⑨3.5（土）～3.6（日）

①法人ボランティア
②法人ボランティア
③法人ボランティア
④法人ボランティア
⑤法人ボランティア
⑥法人ボランティア
⑦法人ボランティア
⑧法人ボランティア
⑨法人ボランティア

①20
②20
③20
④20
⑤20
⑥20
⑦20
⑧20
⑨20

岩手山
テンパークボランティア養成

事業
6

[事業目的]
国立青少年教育振興機構のボランティア養成カリキュラムに沿った講義や演習をとおして、青少年教育ボランティアを
養成する。
[主な内容]
青少年教育、ボランティア理解、青少年教育施設におけるボランティア

5.22（土）～5.23（日）
青少年教育ボランティア活動に興味関心をも
つ大学生、社会人

80

岩手山 高校生顕彰事業 2

[事業目的]
全国高校生体験活動顕彰制度に参加した高校生が，地域の課題を解決するアクションを作成し，その実践をもとに日本
や世界の課題を解決するアクションを考え，実践することができような思考力，判断力，表現力を育成する。
[主な内容]
オリエンテーション合宿、実践活動報告書の作成、地方ステージへの参加

5.26（水）～5.27（木） 高校生 40

岩手山
【地域ぐるみ】ビギナーズ

キャンプ
2

[事業目的]
親子での自然体験を実施し、キャンプ体験への敷居を低くすることで、体験活動の楽しさを実感させ、体験活動を継続
的に行うきっかけづくりとする。
[主な内容]
テント設営、野外炊事、アウトドアギア体験会

7.3（土）～7.4（日） ３歳から小学３年生までの子供とその家族 80

岩手山 教員免許状講習 13

[事業目的]
講義を通して体験活動の意義や必要性について理解すると共に、本所の活動プログラムについての実習を通して体験活
動についての基礎技能を習得する。
[主な内容]
人間関係を構築するためのプログラムの体験を通して、免許状更新とともに教員の資質向上を図る。

7.29（木）～7.29（木） 幼・小学校教諭、養護教諭 30

岩手山 教員免許状講習 13

[事業目的]
講義を通して体験活動の意義や必要性につてい理解すると共に、本所の活動プログラムについての実習を通して体験活
動についての基礎技能を習得する。
[主な内容]
交流の家の活動プログラムの体験を通して、免許状更新とともに、教員の資質向上を図る。

7.30（金）～7.30（金） 幼・小学校教諭、養護教諭 50



岩手山
課題をかかえる青少年事業②

（母子家庭対象）
1

[事業目的]
自然体験活動の機会が少ない母子家庭に対して、自然体験の機会を提供する。
[主な内容]
野外炊事、登山

8.21（土）～8.22（日） 盛岡市、滝沢市に在住する母子家庭家族 20

岩手山 防災キャンプ 1

[事業目的]
避難生活型の防災キャンプを実施し、子どもたちに災害時の不自由さや不便さを味わわせ、日ごろから防災の備えが大
切であることに気づかせることから、災害時には「自分の命は自分で守る」「お互いに助け合う」という「自助」「共
助」の気持ちを育む。
[主な内容]
避難生活を想定した状況下で行う野外炊事、テント泊、防災グッズづくり、防災・減災行動計画の作成

9.4（土）～9.5（日） 小学校３～４年生 30

岩手山
課題を抱える青少年事業①
（テンパーク子ども食堂）

1

[事業目的]
成長期に必要な食べ物について仲間とともに収穫体験と簡単な調理を通して学び、食への興味関心と生活技術を身につ
ける。
[主な内容]
栄養講話、野外調理実習、農場・養魚場見学・収穫体験、ファーストエイド・オリエンテーリング、星空観察

〇 10.9（土）～10.10（日）
県央部の子ども食堂を利用している小学５年
生～中学3年生

20

岩手山 テンパークちゃれんじくらぶ 14

[事業目的]
自分たちの住む地域の「豊かさ」や大自然の中で体を動かすことの楽しさを仲間と共に体感させる。
[主な内容]
自然体験、創作体験

10.30（土）～10.31（日） 小学校３年～６年生 50

岩手山
【地域ぐるみ】バレーボール

事業
2

[事業目的]
岡崎建設Owlsと国立岩手山青少年交流の家が連携し、バレーボールを通じて、参加する青少年の交流を深め、仲間意識
や連帯感を高めることを目的に実施する。また、本事業の成果を普及することにより、地域に根ざした青少年のスポー
ツ交流体験を啓発する。
[主な内容]
バレーボールを通した交流活動

11.6（土）～11.7（日） バレーボールを行っている中学生 50

岩手山
NEALコーディネーター養成事

業
1

[事業目的]
自然体験活動指導者養成カリキュラムを行うことを通して、自然体験活動事業の企画・運営・評価や事業の安全管理、
他の指導者の統括等を行うことのできる自然体験活動統括指導者を養成する
[主な内容]
自然体験活動指導者養成カリキュラムにおける概論Ⅲに定められている内容。

11.29（月）～12.3（金）
自然体験活動上級指導者資格保持者もしくは
申請中の者

10

岩手山 【地域ぐるみ】スキー事業 1

[事業目的]
雪上レクリエーションやスキー体験を通して、体験活動の楽しさを感じるとともに、継続して体験活動を行う契機とす
る。
[主な内容]
スキー体験、雪上レクリエーション

1.15（土）～1.16（日）
小学校１・２年生の子供とスキー初心者の保
護者

50

磐梯 ボランティアセミナー 3

[事業目的]
 「ボランティア養成共通カリキュラム」に準拠したプログラムを実施することにより、教育事業や研修支援等の運営協
力・指導補助などを担うことのできるボランティアを育成する。
[主な内容]
講義〔青少年教育施設の現状と運営、青少年の理解、ボランティア活動の意義〕
実習〔普通救命救急講習、野外活動〕

〇 5.8（土）～5.9（日） 16歳以上 40

磐梯 オリエンテーション合宿 2

[事業目的]
オリエンテーション合宿を通して、ものごとを探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力等について学
び、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた地域での実践活動を通して、郷土や自然に愛着をも
ち、新たな価値を創造する高校生を育成する。
[主な内容]
防災、防災、宿泊合宿、磐梯山登山、振り返り

6.3（木）～6.4（金） 猪苗代高校１年生 30

磐梯 ボランティアスキルアップ① 3

[事業目的]
ボランティア育成ビジョンの中期ビジョンにある育成プログラムに基づき、法人ボランティアのスキルアップを図るた
めの研修の機会とする。ボランティアの社会参画を促すために、ボランティア自身が主体的に企画・運営をする自主企
画事業も実施する。
[主な内容]
・先輩ボランティアから学ぶ野外活動研修
・企画指導専門職も参加しての話合い
・ボランティアによる自主企画の立案・運営

6.26（土）～6.27（日） 法人ボランティア 10



磐梯 学びチャレンジキャンプ 春 2

[事業目的]
課題を抱える子供を対象に、体験活動を通じて、子供たちが基本的な生活習慣を身に付ける機会を提供する。また、そ
の課題を自らの問題と捉え、身近なところから取り組み、課題解決につながる新たな価値観を生み出す機会も提供す
る。
[主な内容]
体験活動の楽しさを感じるレクリエーションや野外遊びプログラム
自立した生活を目指したプログラム
協働することのよさを実感するプログラム
基本的な生活習慣を身に付けるきっかけとなるプログラム
自らの課題に気付けるプログラム

①6.26（土）～6.27（日）
②7.3（土）～7.4（日）
③11.27（土）～11.28（日）
④1.15（土）～1.16（日）

①連携施設

②連携施設
③連携施設 小学生・中学生
④連携施設

①20
②20
③20
④20

磐梯 わくわくキャンプ 2

[事業目的]
課題を抱える子供を対象に、体験活動を通じて、子供たちが基本的な生活習慣を身に付ける機会を提供する。また、そ
の課題を自らの問題と捉え、身近なところから取り組み、課題解決につながる新たな価値観を生み出す機会も提供す
る。
[主な内容]
体験活動の楽しさを感じるレクリエーションや野外遊びプログラム
自立した生活を目指したプログラム

①7.3（土）～7.4（日）

②1.15（土）～1.16（日）

①連携施設

②連携施設

①20
②20

磐梯 ばんだいキッズキャンプ① 1

[事業目的]
年長児を対象に、自然の大きさ、美しさ、不思議さに直接触れる体験を通して、豊かな感情や好奇心、思考力を培うと
ともに、自然の中で体を動かす楽しさを味わいながら、幼児期に必要な運動能力や体力の基礎を養う。
[主な内容]
幼児が自然との関わりを深めることのできるプログラム
自然体験や外遊びによる幼児期の36の運動基本動作の体現をするプログラム
幼児期の自立や自律の支援に係るプログラム

①7.10（土）～7.11（日）
②10.23（土）～10.24（日）

①年長児
②年長児

①30
②30

磐梯
高校生ふるさと探究プロジェ

クト
1

[事業目的]
体験活動を通した青少年の自立を目指し、磐梯の立地条件を生かした特色のある活動を展開し、生きる力の育成に必要
な自然体験活動、集団宿泊活動をはじめ、多様な体験活動の機会を提供する。
[主な内容]
自然体験活動、ボランティア活動、プレゼンテーション

①7.17（土）～7.19（月）
②8.21（土）～8.22（日）

①高校生
②高校生

①20
②20

磐梯
チャレンジ・ジオキャンプ

2021
4

[事業目的]
登山やチャレンジウォークといった冒険的な活動を通じて、仲間と協働して困難を乗り越えるための技術や態度を培
い、達成感や成就感を味わうとともに、長期キャンプの魅力を発信する。
[主な内容]
磐梯山ジオパークを活用したフィールドワーク（爆裂火口壁・銅沼散策等）
登山（磐梯山、安達太良山、猫魔ヶ岳、吾妻山等）
水辺の活動（カヌー、シャワークライミング等）
猪苗代湖一周チャレンジウォーク
防災や減災に係る教育（防災炊事や救命救急講習等）

7.25（日）～8.7（土）
小学５年生～
中学３年生

28

磐梯 免許状更新講習 1

[事業目的]
 今日の社会的環境、児童の現状、発達段階を踏まえ、体験活動の意義と必要性、教育的効果を理解する。
[主な内容]
自然体験活動を実際に体験し、教師に求められるコミュニケーション能力や自然体験活動の指導方法を身につけ、教師
としての指導力向上を図る。

8.18（水）～8.20（金） 小学校・中学校教諭 60

磐梯 イングリッシュキャンプ② 2

[事業目的]
将来的に国際社会で活躍しようとする人材育成につなげることを目的に，地域の関係機関や地域在住の外国の方々との
連携を図り，国際理解の視点から様々な国の言語や文化を体験させ，異文化理解や外国への興味・関心につなげる活動
を行う
[主な内容]
様々な国の方をお呼びし、食を通じて日本と外国との良さや違いを理解する。
英会話や観光地の様子など、ガイドに必要な知識を身につけ、英語で案内できるよう準備する。
観光地を英語で案内する様子を動画撮影し、動画共有サイト等へアップし、発信する。

9.4（土）～9.5（日） 小学４年生～小学６年生 30

磐梯 親子カヌー体験 1

[事業目的]
子供と保護者を対象に、関係団体や機関等と連携し、磐梯の持つ魅力ある体験を発信する。
[主な内容]
磐梯山登山、野外炊事、カヌー体験、クラフト（自然物を使ったリース作り等）、深雪体験等の磐梯の魅力あるプログ
ラムを実施

9.11（土）～9.12（日） 子供と保護者 60



磐梯 ボランティアスキルアップ② 3

[事業目的]
ボランティア育成ビジョンの中期ビジョンにある育成プログラムに基づき、法人ボランティアのスキルアップを図るた
めの研修の機会とする。ボランティアの社会参画を促すために、ボランティア自身が主体的に企画・運営をする自主企
画事業も実施する。
[主な内容]
先輩ボランティアから学ぶ野外活動研修
企画指導専門職も参加しての話合い
ボランティアによる自主企画の立案・運営

9.25（土）～9.26（日） 法人ボランティア 10

磐梯
通学キャンプ・ウィズスクー

ル 事前キャンプ
2

[事業目的]
猪苗代町と磐梯町の小学４～６年生を対象に，地域の実行委員会を設置して，６泊７日の通学ｷｬﾝﾌﾟを実施し，親元を
離れた共同生活を通じて，自分の持つ力を考えたり，相手のよさに気付き，よさを認め合ったりするとともに，郷土の
魅力やよさを知ったり，教育の今日的課題について考えたりする機会とする。
[主な内容]
遊びや学習を通した人間形成を図るプログラム
協働することのよさを実感するプログラム
郷土愛を育むプログラム
自立心を育むプログラム
他町・他校との交流を図るプログラム

10.2（土）～10.3（日） 猪苗代町・磐梯町 小学４～６年生 80

磐梯 ＮＥＡＬリーダー講習会 3

[事業目的]
自然体験の特定の活動を指導する，質の高い自然体験活動指導者（ﾘｰﾀﾞｰ）を養成する機会とする。
[主な内容]
全国共通の指導者養成カリキュラムに沿った指導者の養成
養成した指導者の事業への参画の推進
概論Ⅰ

10.9（土）～10.11（月） 18歳以上 20

磐梯
ばんだい自然体験プログラム

①
1

[事業目的]
小学生を対象に，新しいことへ挑戦したり，自分の力で解決したりすることのできる自然を活用した体験活動を通し
て，達成感や成就感を味わわせるとともに，自然に親しむ態度を育むとともに，基本的生活習慣を身に付ける機会とす
る。
[主な内容]
歴史探訪（戊辰戦争や白虎隊の話・洞門くぐり）、天文講座（天体観察やミニ望遠鏡づくり）、自然物を活用したクラ
フト作製、深雪体験、ウィンタースポーツ

10.16（土）～10.17（日） 小学５年生～小学６年生 60

磐梯 ボランティアスキルアップ③ 3

[事業目的]
ボランティア育成ビジョンの中期ビジョンにある育成プログラムに基づき、法人ボランティアのスキルアップを図るた
めの研修の機会とする。ボランティアの社会参画を促すために、ボランティア自身が主体的に企画・運営をする自主企
画事業も実施する。
[主な内容]
先輩ボランティアから学ぶ野外活動研修
企画指導専門職も参加しての話合い
ボランティアによる自主企画の立案・運営

10.23（土）～10.24（日） 法人ボランティア 10

磐梯
通学キャンプ・ウィズスクー

ル
24

[事業目的]
猪苗代町と磐梯町の小学４～６年生を対象に，地域の実行委員会を設置して，６泊７日の通学ｷｬﾝﾌﾟを実施し，親元を
離れた共同生活を通じて，自分の持つ力を考えたり，相手のよさに気付き，よさを認め合ったりするとともに，郷土の
魅力やよさを知ったり，教育の今日的課題について考えたりする機会とする。
[主な内容]
遊びや学習を通した人間形成を図るプログラム
協働することのよさを実感するプログラム
郷土愛を育むプログラム
自立心を育むプログラム
他町・他校との交流を図るプログラム

10.31（日）～11.6（土） 猪苗代町・磐梯町 小学４～６年生 80

磐梯
ばんだい自然体験プログラム

②
1

[事業目的]
小学生を対象に，新しいことへ挑戦したり，自分の力で解決したりすることのできる自然を活用した体験活動を通し
て，達成感や成就感を味わわせるとともに，自然に親しむ態度を育むとともに，基本的生活習慣を身に付ける機会とす
る。
[主な内容]
歴史探訪（戊辰戦争や白虎隊の話・洞門くぐり）、天文講座（天体観察やミニ望遠鏡づくり）、自然物を活用したクラ
フト作製、深雪体験、ウィンタースポーツ

1.29（土）～1.30（日） 小学３年生～小学４年生 60



赤城
第1回利用団体のための体験活

動研修会
3

[事業目的]
国立赤城青少年交流の家を利用する団体の引率者が実際の活動プログラムを体験することで、施設の利用方法や各プロ
グラムの内容を理解する。
[主な内容]
施設見学及び利用説明、野外炊事、登山、創作活動

5.8（土）～5.8（土）
令和3年度利用団体で、活動プログラムの体験
を希望する各団体の引率者

30

赤城
第２回利用団体のための体験

活動研修会
3

[事業目的]
国立赤城青少年交流の家を利用する団体の引率者が実際の活動プログラムを体験することで、施設の利用方法や各プロ
グラムの内容を理解する。
[主な内容]
施設見学及び利用説明、野外炊事、登山、創作活動

〇 5.15（土）～5.15（土）
令和3年度利用団体で、活動プログラムの体験
を希望する各団体の引率者

30

赤城 ボランティア養成セミナー 10

[事業目的]
ボランティア活動への興味や具体的なイメージをもち、ボランティア活動に参画したいという意識を育て、ボランティ
ア活動を行う上で必要な知識・技能について講義、演習、実習を通して習得する。
[主な内容]
講義や体験活動を通し、ボランティア活動への興味や具体的なイメージをもたせ、青少年教育施設で活動するボラン
ティアを養成する。併せて体験活動推進員の養成を行う。

5.29（土）～5.30（日） 高校生以上 40

赤城 ＮＥＡＬリーダー養成事業 9

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子どもの発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指
導者を養成する。
[主な内容]
自然体験活動についての知識や技術・安全管理等について講義・演習を通して学ぶ。併せて、体験活動推進員の養成を
行う。（ボランティア養成との連動事業として実施）

○ 6.26（土）～6.27（日）
教育関係者、青少年教育の指導者を目指す者
（１８歳以上）、大学生、一般

20

赤城
限界突破キャンプ事前キャン

プ
4

[事業目的]
７泊８日の遠征型キャンプで、登山・自炊などの活動を、仲間と共に、最後までやり抜くことを通して、何事にも自信
を持って取り組める力を育むことを目指す。
[主な内容]
自然の中で長期間生活することにより、困難な体験を通じ、あきらめないこと、最後までやり遂げること、協力するこ
となどを学ぶ。

7.10（土）～7.11（日） 小学校５・６年生、中学校１・２年生 18

赤城
【教】全国高校生体験活動表
彰制度事業（地域探究プログ

ラム）試行事業
2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、探究のプロセスを体験し、ものごとを探究する姿勢、主体的に取り組む
態度、課題に向き合う力などを身に付ける。
[主な内容]
フィールドワークを通して、地域の現状と課題を理解し、分析する。分析したことを整理し、まとめ発表する。まとめ
たことをもとに、行動計画を立案する。

○ 7.17（土）～7.18（日） 高校１年生～２年生 16

赤城 教事）教員免許状更新講習 9

[事業目的]
講義を通して体験活動の意義や必要性について理解すると共に、本所の活動プログラムについての講義や実習を通して
体験活動についての基礎技能を習得する。
[主な内容]
交流の家の自然環境や人間関係を構築するためのプログラムの体験を通して、免許状更新ともに、教員の資質向上を図
る。

7.22（木）～7.24（土） 小中高の教諭 30

赤城
限界突破キャンプ 本キャン

プ
4

[事業目的]
７泊８日の遠征型キャンプで、登山・自炊などの活動を、仲間と共に、最後までやり抜くことを通して、何事にも自信
を持って取り組める力を育むことを目指す。
[主な内容]
自然の中で長期間生活することにより、困難な体験を通じ、あきらめないこと、最後までやり遂げること、協力するこ
となどを学ぶ。

7.31（土）～8.7（土） 小学5年生から中学2年生 18

赤城
【子供の貧困対策事業】児童

養護施設
6

[事業目的]
児童養護施設の子どもに体験活動を提供する。
[主な内容]
生活文化体験、自然体験、調理体験などの体験活動を提供する。

8.14（土）～8.15（日）
児童養護施設の児童・生徒（児童養護施設
八幡の家）

30

赤城
第3回利用団体のための体験活

動研修会
3

[事業目的]
国立赤城青少年交流の家を利用する団体の引率者が実際の活動プログラムを体験することで、施設の利用方法や各プロ
グラムの内容を理解する。
[主な内容]
施設見学及び利用説明、野外炊事、登山、創作活動

8.18（水）～8.18（水）
令和３年度利用団体で、活動プログラムの体
験を希望する各団体の引率者

30



赤城 教事）防災キャンプ 1

[事業目的]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を目指し、これからの防災・減災の担い手
である中学生を中心とした防災キャンプを開催し、防災ジュニアリーダーを育成することを目的する。
[主な内容]
「災害体験訓練」「座学講習訓練」

○ 8.20（金）～8.22（日） 中学生 30

赤城
【子供の貧困対策事業】あか

ぎオータムキャンプ
6

[事業目的]
児童養護施設やひとり親家庭などの子どもに体験活動を提供する。
[主な内容]
生活文化体験、自然体験、調理体験などの体験活動を提供する。

○ 9.11（土）～9.12（日）
母子（父子）家庭の親子（又は子（幼稚園年
長児～高校生）

50

赤城
教事）ＮＥＡＬインストラク

ター養成事業
9

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子どもの発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指
導者を養成する。
[主な内容]
自然体験活動についての知識や技術・安全管理等について講義・演習を通して学ぶ。併せて、体験活動推進員の養成を
行う。（ボランティア養成との連動事業として実施）

○ 9.18（土）～9.20（月）
教育関係者、青少年教育の指導者を目指す者
（１８歳以上）、大学生、一般

15

赤城
【地域ぐるみ】「あかぎフェ

スタ２０２１」
3

[事業目的]
「自然体験活動」に興味のある親子を対象に様々な活動を体験することをとおして、自然体験への興味関心をさらに高
める。
[主な内容]
生山ヒジキさんのなわとびパフォーマンス・なわとび教室、ブース出展、遊びリンピック

10.9（土）～10.10（日） 幼児・小学生を含む親子 250

赤城
親子キャンプ～ササビーと遊

ぼう～
4

[事業目的]
幼児を対象とした自然体験
[主な内容]
自然体験遊び、登山

10.23（土）～10.24（日） 幼児 40

赤城
育パパ＆育ママ 応援ファミ
リーキャンプｉｎ国立赤城青

少年交流の家２０２１
4

[事業目的]
体験の普及
[主な内容]
長七郎山ハイキング、ミニキャンプファイヤー（オプション）、パパママ講座、絵本の読み聞かせ、テント体験、さつ
まいも掘り

11.6（土）～11.7（日） 幼児・小学生を含む親子 40

赤城
【子どもの貧困対策事業】自

立支援キャンプ
6

[事業目的]
生活自立支援キャンプ
[主な内容]
遊びリンピック、乗馬体験、恵方巻き・豚汁作り

○ 12.11（土）～12.12（日） ひとり親家庭の親とこども 20

赤城 【子供の貧困対策事業】 7

[事業目的]
児童養護施設やひとり親家庭などの子どもに体験活動を提供する。
[主な内容]
生活文化体験、自然体験、調理体験などの体験活動を提供する。

○ 2.12（土）～2.13（日）
母子（父子）家庭の親子（又は子（幼稚園年
長児～高校生）

50

赤城
第４回利用団体のための体験

活動研修会
4

[事業目的]
国立赤城青少年交流の家を利用する団体の引率者が実際の活動プログラムを体験することで、施設の利用方法や各プロ
グラムの内容を理解する。
[主な内容]
施設見学及び利用説明、野外炊事、登山、創作活動

3.26（土）～3.26（土）
令和4年度利用団体で、活動プログラムの体験
を希望する各団体の引率者

30

赤城
「赤城山を活用した教科体験

学習」
2

［事業目的］
赤城山登山や覚満淵散策を通して、赤城山の自然や環境保護、保全の取り組みなどを知ることで、人々の生活や自然環
境の持続可能性のしくみについて理解する。
［主な内容］

〇 5月下旬～9月 小学校５・６年生、中学校１・２年生 130

能登
HAKUIキッズイングリッシュ
キャンプ①（西北台小学校）

3

[事業目的]
仲間との英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、安心できる温かい環境の中
で、自分の考えや気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらの
ことが自信となり、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
アイスブレイク、イングリッシュオリエンテーリング、世界の文化紹介

○ 5.31（月）～6.1（火） 羽咋市内小学生 30

能登 ボランティア養成セミナー 27

[事業目的]
ボランティア活動に必要な知識や技能の向上を図り、ボランティアとしての資質を高め、広く社会でボランティア活動
に取り組める青年を育成する。
[主な内容]
野外炊事、救急法

6.12（土）～6.13（日） 高校生以上 30



能登
地域探究プログラムオリエン

テーション合宿
2

[事業目的]
地域づくりや地域の課題解決などに関する体験活動を通して、問題発見・解決能力を身に付け、新たな価値を創造する
人材育成を資するとともに、それぞれの実践活動の成果や自身の成長を適切に評価し、青少年の体験活動に関る社会的
な認知を高める。
[主な内容]
地域おこし実例を学ぶ講義、フィールドワーク

6.17（木）～6.18（金） 高校生 40

能登
【地域ぐるみ】NOTOイング

リッシュキャンプ①
3

[事業目的]
英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、仲間と関わりながら、自分の考えや
気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらのことが自信とな
り、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションをさらに図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
英語を使った体験活動

○ 6.26（土）～6.27（日） 小学5・6年生 40

能登
【地域ぐるみ】ファミリー

キャンプ①
5

[事業目的]
幼児期の体験活動・読書活動に親しむきっかけ作りの機会と場を提供する。
[主な内容]
親子での体験活動を提供する。

7.10（土）～7.11（日） 親子 40

能登 自立支援キャンプ 2

[事業目的]
困難な環境にある子供や親に、生活体験や自然体験などを提供し、自己肯定間を高めるとともに、規則正しい生活習慣
や自立する力を身に付けさせる。
[主な内容]
能登の自然を活用した体験活動

7.22（木）～7.24（土） 児童養護施設の児童 20

能登 羽咋まるごとCAMP 2

[事業目的]
羽咋市の自然環境および歴史・文化資源を活用した宿泊体験活動を通して、初めて出会う仲間と共に自然に親しみ互い
に協力し合うことで、よりよい人間関係をつくる力を育む。
[主な内容]
仲間づくりの活動、フォトロゲイニング、サイクルロゲイニング作戦タイム、チームフラッグ作り、サイクルロゲイニ
ング、のとししカレー作り、キャンプファイア、SUP体験

①8.1（日）～8.1（日）
②8.8（日）～8.11（水）

①小学6年生
②小学6年生

①20
②20

能登
【地域ぐるみ】チャレンジ

ヨットセーリング
1

[事業目的]
小学生が、ヨットの基礎知識や初歩的技能を学ぶことによって、地元の海に親しみ、マリンスポーツに積極的に参加し
ようとする意欲を高める。また、仲間と寝食を共にする経験を通して、基本的な生活習慣の定着を図る。
[主な内容]
アイスブレイク、AED心肺蘇生法講習会、ヨット操舵の基本、ヨットの操舵

8.21（土）～8.22（日） 小学5・6年生 20

能登 免許状更新講習 12

[事業目的]
教員が学習指導要領に示された児童・生徒の体験活動の必要性について一層の理解を深めるとともに、その実習体験を
とおして、教育内容の充実に資する。
[主な内容]
講義、火おこし体験、水辺活動、オリエンテーリング

8.27（金）～8.29（日） 小・中・高等学校教諭 20

能登
HAKUIキッズイングリッシュ
キャンプ②（邑知・余喜小学

校）
3

[事業目的]
仲間との英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、安心できる温かい環境の中
で、自分の考えや気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらの
ことが自信となり、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
アイスブレイク、イングリッシュオリエンテーリング、世界の文化紹介

○ 9.6（月）～9.7（火） 羽咋市内小学生 20

能登
HAKUIキッズイングリッシュ
キャンプ③（羽咋小学校6年）

3

[事業目的]
仲間との英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、安心できる温かい環境の中
で、自分の考えや気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらの
ことが自信となり、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
アイスブレイク、イングリッシュオリエンテーリング、世界の文化紹介

○ 9.13（月）～9.14（火） 羽咋市内小学生 60



能登
HAKUIキッズイングリッシュ
キャンプ④（粟ノ保小学校）

3

[事業目的]
仲間との英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、安心できる温かい環境の中
で、自分の考えや気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらの
ことが自信となり、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
アイスブレイク、イングリッシュオリエンテーリング、世界の文化紹介

○ 9.14（火）～9.15（水） 羽咋市内小学生 20

能登
HAKUIキッズイングリッシュ
キャンプ⑤（羽咋小学校5年

生）
3

[事業目的]
仲間との英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、安心できる温かい環境の中
で、自分の考えや気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらの
ことが自信となり、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
アイスブレイク、イングリッシュオリエンテーリング、世界の文化紹介

○ 9.16（木）～9.17（金） 羽咋市内小学生 20

能登
HAKUIキッズイングリッシュ

キャンプ⑥瑞穂小学校
2

[事業目的]
仲間との英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、安心できる温かい環境の中
で、自分の考えや気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらの
ことが自信となり、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションを図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
アイスブレイク、イングリッシュオリエンテーリング、世界の文化紹介

○ 9.21（火）～9.22（水） 羽咋市内小学生 20

能登 幼小いっしょにのとまり会① 11

[事業目的]
小学生と幼・保の年長児がともに生活を行うことで、学び合うきっかけを設ける。また、保護者同士のネットワーク作
りのきっかけを作る。
[主な内容]
異年齢集団による生活体験をとおして、低年齢期の子供たちが体験活動の楽しさを感じる。保護者が活動を通してまな
び、自らの子育てについて振り返る。

①9.26（日）～9.26（日）
②10.2（土）～10.3（日）

①年長児・年中児、保護者
②年長児・年中児、保護者

①40
②20

能登
【地域ぐるみ】能登オープン

デー
7

[事業目的]
様々なブースでの体験を通して、自分の手で作る喜びや身体をうごかす楽しさなどを感じ、豊かな心情を育てる。
[主な内容]
アーチェリー、カヌー、いかだ

10.16（土）～10.17（日） 親子 100

能登 防災キャンプ 1

[事業目的]
小学生が仲間とともに協働体験を通して、防災スキル等を身につけながら、助け合うことの大切さに気付き、普段の生
活にも生きる考え方や態度を養うことを目的とする。
[主な内容]
アイスブレイク、炊き出し体験、火おこし体験、防災学習

10.23（土）～10.24（日） 小学３・４年生 20

能登
【地域ぐるみ】ファミリー

キャンプ②
5

[事業目的]
家族で自然体験をすることを通して、親子の絆を深めるとともに、子供同士・親同士のつながりを生む機会とする。ま
た、参加者が主体的に活動に取り組める工夫をし、キャンプ中に体験したことなどを私生活などに活かす一助とする。
[主な内容]
レクリエーション、野外炊飯

11.27（土）～11.28（日） 親子 20

能登
【地域ぐるみ】NOTOイング

リッシュキャンプ②
4

[事業目的]
英語を用いた体験活動を通して、楽しく音声や基本的な表現に慣れ親しむ。また、仲間と関わりながら、自分の考えや
気持ちを英語で表現し、積極的にコミュニケーションを図る素地となる能力の育成を図る。これらのことが自信とな
り、日常生活において主体的に英語でコミュニケーションをさらに図ることにつなげることをねらいとする。
[主な内容]
英語を使った体験活動

○ 12.4（土）～12.5（日） 小学校３・４年生 30

能登
【地域ぐるみ】プログラミン

グ教室①
3

[事業目的]
仲間と話し合いながらプログラムを考え、ロボットを動かす体験を通して、自ら課題を発見し、解決するために必要な
「思考力」「判断力」「表現力」などの能力や、主体性をもって仲間と協働しながら学ぶ姿勢を培うことを目的とす
る。
[主な内容]
レゴを使ったプログラミング

12.12（日）～12.12（日） 小学4～６年生 20



能登
地域探究プログラム地方ス

テージ
2

[事業目的]
地域づくりや地域の課題解決などに関する体験活動を通して、問題発見・解決能力を身に付け、新たな価値を創造する
人材育成を資するとともに、それぞれの実践活動の成果や自身の成長を適切に評価し、青少年の体験活動に関る社会的
な認知を高める。

[主な内容]
地域おこし実例を学ぶ講義、フィールドワーク

1.9（日）～1.10（月） 高校生 30

能登
【地域ぐるみ】プログラミン

グ教室②
2

[事業目的]
仲間と話し合いながらプログラムを考え、ロボットを動かす体験を通して、自ら課題を発見し、解決するために必要な
「思考力」「判断力」「表現力」などの能力や、主体性をもって仲間と協働しながら学ぶ姿勢を培うことを目的とす
る。
[主な内容]
レゴを使ったプログラミング

1.23（日）～1.23（日） 小学4～６年生 20

能登 NEALリーダー養成研修 1

[事業目的]
全国体験活動指導者認定委員会が制定した「自然体験活動指導者養成カリキュラム」に則り、子供の発達段階に応じて
安全に活動が指導できる人材を養成する。
[主な内容]
講義、実習

2.11（金）～2.13（日） １８歳以上 20

能登
【地域ぐるみ】プログラミン

グ教室③
2

[事業目的]
仲間と話し合いながらプログラムを考え、ロボットを動かす体験を通して、自ら課題を発見し、解決するために必要な
「思考力」「判断力」「表現力」などの能力や、主体性をもって仲間と協働しながら学ぶ姿勢を培うことを目的とす
る。
[主な内容]
レゴを使ったプログラミング

2.13（日）～2.13（日） 小学4～６年生 20

能登
【地域ぐるみ】のともファミ

リー感謝祭
5

[事業目的]
親子に体験活動の機会と場を提供することで、その重要性を感じ取ってもらう。早寝早起き朝ごはん等、規則正しい生
活習慣を提供し、その重要性を感じ取ってもらう。
[主な内容]
遊びりんピック（スタンプラリー）、クラフト

2.26（土）～2.27（日） 家族 100

能登 未来教員のための合同合宿 11

[事業目的]
教職をめざしている大学生・社会人が，実際の授業で役立つ指導法や，学級経営の基本を学ぶことで，将来の教員とし
ての資質を高める。
[主な内容]
講義、野外炊飯

3.2（水）～3.4（金） 教職をめざす大学生及び社会人 30

乗鞍
スプリングキャンプinのりく
ら（所長杯バレーボール大

会）
17

[事業目的]
バレーボールを通して自らの技術や心に磨きをかける。集団宿泊を通して参加者相互の交流を図る。
[主な内容]
バレーボール大会

4.17（土）～4.18（日） 中学生 100

乗鞍
ボランティアリーダー養成セ

ミナー➀（春季）
6

[事業目的]
自然体験活動の理論や技術、ボランティア活動の意義や青少年教育施設でのボランティア活動について学ぶ。
[主な内容]
野外炊事を体験すると共に、危機管理について学ぶ。

5.22（土）～5.23（日） 高校生・大学生 40

乗鞍
のりくらネイチャーチャレン

ジ！～SDGsを踏まえた体験型
自然環境学習～

1

[事業目的]
「飛騨高山の自然に誇りと愛情を持つ」ことを目指し、中部山岳国立公園内に位置する国立乗鞍青少年交流の家周辺の
豊かな自然環境を生かした、机上では味わうことができない体験型自然学習を図る。
[主な内容]
ツリーイング、自然散策、葉脈エコバックづくり

○ 6.7（月）～6.11（金） 高山市内の小学校5年生（小学校単位） 200

乗鞍
ふれあおう！のりくら ～の
りくら自然体験プログラム～

1

[事業目的]
『飛騨高山の自然に誇りと愛着を持つ』ことを目指し、中部山岳国立公園内に位置する国立乗鞍青少年交流の家周辺の
豊かな自然環境を生かした、机上では味わうことのできない体験型自然学習を図る。
[主な内容]
ネイチャーゲーム、源流探検、自然観察

6.7（月）～6.11（金） 高山市内小学校・中学校（学校単位） 700

乗鞍
「わくわく！のり森ランド」
～家族の絆プロジェクト～①

新緑の森
9

[事業目的]
五感を使って乗鞍の自然を味わい楽しみ、今後の子育てをより豊かにする。
[主な内容]
幼児を持つ親と共に、自然の中で活動を行う。

6.12（土）～6.13（日） 幼児とその家族 40



乗鞍
ホップ！ステップ！キャン

プ！ ～翔び出せ！のりくら
の大自然へ！～

8

[事業目的]
非日常の中で、自然の癒しを受け、青年との交流を深め、新しい自分づくりを行うきっかけとする。
[主な内容]
社会人・大学生と自然の中で遊んだり多様な活動を通して交流する。

6.19（土）～6.20（日） 児童養護施設等の小中高生 30

乗鞍
「わくわく！のり森ランド」
～家族の絆プロジェクト～

②初夏の森
9

[事業目的]
五感を使って乗鞍の自然を味わい楽しみ、今後の子育てをより豊かにする。
[主な内容]
幼児を持つ親と共に、自然の中で活動を行う。

7.3（土）～7.4（日） 幼児とその家族 40

乗鞍
のびのび！親子で体験 ～夏

キャンプinのりくら～
1

[事業目的]
経済的に困窮した家庭の子供を対象に「生活・自立」を支援する取組として、関係機関・団体と連携を図りながら、基
本的生活習慣の確立を助長するとともに体験の機会を確保する。
[主な内容]
親子でアウトドア体験

7.17（土）～7.18（日） ひとり親家族 40

乗鞍 教員免許状更新講習 7

[事業目的]
教員が自然活動の意義について理解するとともに、児童・生徒の集団宿泊生活を効果的に実施するための基本的な体験
活動指導技術を身につける。また、学習指導要領における体験活動の取り扱いを理解し、カリキュラムの編成や教育活
動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習を通して習得する。
[主な内容]
講義、演習

7.22（木）～7.23（金） 小中学校教員 40

乗鞍
アドベンチャーキャンプinの

りくら 2021➀
7

[事業目的]
自然体験活動をとおして、自立・自律・自率を目指し何事にも積極的に取り組むことができる力を育成する。
[主な内容]
森のビンゴ、沢上り、御嶽登山、チームフラックづくり

〇
①8.5（木）～8.8（日）
②9.18（土）～9.20（月）

①小学生（高学年）
②小学生（高学年）

①18
②7

乗鞍
全国高校生体験活動顕彰制度

オリエンテーション合宿
1

[事業目的]
物事を探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力を身に付け、地域での実践活動においては、多様な
人々と協労しながら、地域・社会にある課題解決に向けた取り組みを行うことで、郷土や自然に愛着を持ち、新たな価
値を創造する高校生の育成を目指す。
[主な内容]
興味関心のある物事について、自ら疑問をみつけ、課題を解決し、新しく身につけた知識を伝える思考能力を育てる。

8.25（水）～8.26（木） 高校生 200

乗鞍
ボランテイアリーダー養成セ
ミナー②（秋季）～セカンド

スクールとの連携～
12

[事業目的]
自然体験活動の実践や理論、技術の講習を通して、指導について学び、児童生徒に伝えることができるようにする。
[主な内容]
自然活動の知識の習得と、安全管理について学び、高山市内の小学生のセカンドスクールに関わることで、個人のスキ
ルアップを図る。

9.12（日）～9.17（金） 大学生・青年（18歳以上） 20

乗鞍
【地域ぐるみ】走ろうのりく

ら天空ロード
5

[事業目的]
走ることに関心のある小学生が集い、クロスカントリー走をとおして自らの走りに磨きをかけるとともに，集団宿泊を
とおして参加者相互の交流を図ることを目的とする。
[主な内容]
クロスカントリーコースの試走及び他団体との交流を行う。

9.25（土）～9.26（日） 走ることに興味のある小学生団体 100

乗鞍
【地域ぐるみ】のりくらグ

リーンフェスティバル
5

[事業目的]
体験活動を通して、仲間や家族がふれあい絆を深める場を提供するとともに、子供ゆめ基金制度の普及を図る。
[主な内容]
小動物とのふれあい、野外炊事、気球体験、各種クラフト、クライミング体験等の体験をする。

10.2（土）～10.3（日） 地域住民 200

乗鞍
めざせ！防災マスター～防災

体験フェス～
1

[事業目的]
自然災害について体験を通して理解を深め、適切な意思決定や行動選択をできるようにし、自らの安全を確保する行動
や日常の備えができるようにする。
[主な内容]
防災食づくり、避難所設置体験

10.17（日）～10.17（日） 小学校高学年から中学生 30

乗鞍
オータムVキャンプinのりくら
（秋季バレーボールカップ）

①女子
5

[事業目的]
バレーボールを通じて自らの技術や心に磨きをかける。集団宿泊をとおして参加者相互の交流を図る。
[主な内容]
バレーボール練習

11.6（土）～11.7（日） 中学生 100



乗鞍
【地域ぐるみ】子育てファミ

リーキャンプ①
6

[事業目的]
自然体験やスポーツ・レクリエーション体験、宿泊体験を通して家族の絆をを深めるとともに、今後も家族で体験活動
を行うきっかけづくりとする。
[主な内容]
自然を題材とした造形物の創作や、地域文化の体験活動を行なう。

11.6（土）～11.7（日） 乳幼児・小学生を持つ家族 80

乗鞍
オータムVキャンプinのりくら
（秋季バレーボールカップ）

②男子
5

[事業目的]
バレーボールを通じて自らの技術や心に磨きをかける。集団宿泊をとおして参加者相互の交流を図る。
[主な内容]
バレーボール練習

11.13（土）～11.14（日） 中学生 100

乗鞍
【地域ぐるみ】子育てファミ

リーキャンプ
6

[事業目的]
自然体験やスポーツ・レクリエーション体験、宿泊体験を通して家族の絆をを深めるとともに、今後も家族で体験活動
を行うきっかけづくりとする。
[主な内容]
自然を題材とした造形物の創作や、地域文化の体験活動を行なう。

11.27（土）～11.28（日）
乳幼児・小学生を持つ家族

80

乗鞍
子育てファミリーキャンプ③

（参加者）
6

[事業目的]
自然体験やスポーツ・レクリエーション体験、宿泊体験を通して家族の絆をを深めるとともに、今後も家族で体験活動
を行うきっかけづくりとする。
[主な内容]
自然を題材とした造形物の創作や、地域文化の体験活動を行なう。

12.11（土）～12.12（日）
乳幼児・小学生を持つ家族

80

乗鞍
【地域ぐるみ】子育てファミ

リーキャンプ②
6

[事業目的]
自然体験やスポーツ・レクリエーション体験、宿泊体験を通して家族の絆をを深めるとともに、今後も家族で体験活動
を行うきっかけづくりとする。
[主な内容]
自然を題材とした造形物の創作や、地域文化の体験活動を行なう。

12.18（土）～12.19（日）
乳幼児・小学生を持つ家族

80

乗鞍
のりくら雪ん子スノーキャン

プ
9

[事業目的]
非日常の中で、自然の癒しを受け、青年と交流を深め、新しい自分づくりを行うきっかけとする。
[主な内容]
社会人・大学生とスキーやスノーボードなどの活動を通して交流する。

1.6（木）～1.7（金） 児童養護施設・母子生活支援施設の小中高生 20

乗鞍
のびのび！親子で体験 ～冬

のあそびinのりくら～
1

[事業目的]
母子家庭・父子家庭等ひとり親の子供たちと親御さんを対象として自然体験活動等の場を提供することで、子供たちの
基本的な生活習慣の確立や自立する力を身に付けることを目指すとともに、様々な体験を通して親子の絆を深める機会
とする。
[主な内容]
雪遊び、そり遊び、簡単クッキング

2.5（土）～2.6（日） 児童養護施設、母子生活支援施設の小中高生 40

乗鞍
あそぼう！のりくら！ 森の

探検 雪の冒険
1

[事業目的]
乗鞍の式の自然をいかし、豊かな自然体験を提供するプログラムである。
幼児期の特性に合わせたプログラムを企画し、自然体験活動の普及を図る。
[主な内容]
子どもの森で森遊び・雪遊び・そり遊び

3.1（火）～3.1（火） 応募した保育園・幼稚園 40

乗鞍
大学生ボランティア企画・運
営による 雪まみれ！スノー

チャレンジキャンプ
4

[事業目的]
冬の自然体験やスポーツ・レクリエーション体験、宿泊体験を通して、異年齢交流を行い、社会性と自主性の向上を図
る。また、運営するボランティアの指導向上を図る。
[主な内容]
運動会、料理作り、雪上活動

3.5（土）～3.6（日） 小学４～６年生・中学１～３年生 36

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（原里西幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 5.14（金）～5.14（金） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（玉穂幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 5.17（月）～5.17（月） 園児 75



中央
おはなし広場と自然遊び塾

（富士岡幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 5.25（火）～5.25（火） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（竈幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 5.26（水）～5.26（水） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（高根第1保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 5.28（金）～5.28（金） 園児 75

中央
【養成研修】ボランティア養

成研修
10

[事業目的]
青少年の体験活動を支援するボランティアに求められる資質やスキルを習得します。
[主な内容]
ボランティアの活動意義、子供との接し方 など

〇 5.29（土）～5.30（日） 高校生・大学生・社会人 40

中央 防災・減災キャンプ 1

[事業目的]
防災・減災について、字分ごととして捉え、「自助」「共助」に関して深く考える機会とする
[主な内容]
防災食体験、非常持ち出し袋の内容を考案、避難計画

○ 6.12（土）～6.13（日） 小学４～６年生、中学１～３年生 30

中央 富士のさと 中学会議所 1

[事業目的]
地域課題の解決策を中学生の視点で考え、実践することを通して、課題解決力を養うとともに、持続可能な社会づくり
に向けて貢献できる人材の育成を目指す。
[主な内容]
フィールドワーク、グループ活動

○

①6.27（日）～6.27（日）
②7.22（木）～7.23（金）
③8.29（日）～8.29（日）
④9.26（日）～9.26（日）
⑤10.23（土）～10.24（日）
⑥11.7（日）～11.7（日）

①中学生
②中学生
③中学生
④中学生
⑤中学生
⑥中学生

①24
②24
③24
④24
⑤24
⑥24

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（原里第2保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 7.20（火）～7.20（火） 園児 75

中央
【全国高校生体験活動研修制
度】地域探究プログラム（オ

リエンテーション合宿）
2

[事業目的]
高校生の探求的な学習を支援し、充実させることで、探求的に学び続ける姿勢を育み、社会に貢献できる人材の育成を
図ります。
[主な内容]
オリエンテーション合宿、実践活動、報告書の作成 など

〇
①7.22（木）～7.24（土）
②12.25（土）～12.26（日）

①高校生
②高校生

①30
②30

中央
富士のさとイングリッシュ

キャンプ
5

[事業目的]
英会話を用いた様々な活動及び生活することで、英語に親しみ、生きた英語力を身につけるとともに、国際的な感覚を
身につけます。
[主な内容]
英語でショッピング、キャンプファイヤー など

〇 8.6（金）～8.8（日） 小学５・６年生 30

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（御殿場幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 9.7（火）～9.7（火） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（とらのこ保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 9.30（木）～9.30（木） 園児 75



中央 教員免許状更新講習（選択） 12

[事業目的]
主体的・対話的で深い学びを一層進めていくことを目指して、体験活動の意義を確認するとともに、それらを効果的に
用いる方法について理解を深めます。
[主な内容]
学校教育と自然体験活動、レクレーションの指導法、安全教育 など

〇 10.2（土）～10.3（日） 小・中学校教諭 40

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（森之腰幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.5（火）～10.5（火） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（御殿場西保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.6（水）～10.6（水） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（すみれ保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.11（月）～10.11（月） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（高根学園保育所）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.13（水）～10.13（水） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（印野こども園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.14（木）～10.14（木） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（東保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.19（火）～10.19（火） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（玉穂第1保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.20（水）～10.20（水） 園児 75

中央
【地域ぐるみ】オープンハウ

ス2021
11

[事業目的]
地域に施設を開き、様々なプログラムや交流の場を提供し、体験活動への関心を高めるとともに、交流の家を多くの方
に知っていただく機会とします。
[主な内容]
自然、創作、文化体験活動、各種展示など

〇 10.23（土）～10.24（日） 関連機関・団体関係者・子供・親子等 2400

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（原里第1保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 10.26（火）～10.26（火） 園児 75

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（高根第2保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 11.4（木）～11.4（木） 園児 75



中央
おはなし広場と自然遊び塾

（原里幼稚園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 11.8（月）～11.8（月） 園児 75

中央
アセアン加盟国中学生招聘交

流事業
5

[事業目的]
アセアン諸国の中学生が日本を訪れ、自然体験活動や文化活動等を通して、日本文化の理解を図るとともに、日本の子
供たちとの交流を深めます。
[主な内容]
日本文化の体験、ホームステイ、学校訪問など

〇 11.16（火）～11.22（月） 中学生 30

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（富岳保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 11.25（木）～11.25（木） 園児 75

中央
教員免許状更新講習（必修・

選択必修）
5

[事業目的]
静岡大学及び御殿場市教育委員会と連携し実施し、喫緊の教育課題についての理解を図ります。
[主な内容]
学校における危機管理上の課題、国の教育政策 など

〇 12.4（土）～12.5（日） 幼・小・中・高校教諭 40

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（みらい保育園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 12.9（木）～12.9（木） 園児 75

中央
体験活動指導者スキルアップ

研修
1

[事業目的]
体験活動指導者を対象に、様々な体験活動の理論・手法を学ぶとともに、実践や指導者間の交流を通して、スキルアッ
プと資質向上を図る。
[主な内容]
アイスブレイク、野外炊事

○ 12.11（土）～12.12（日） 高校生・大学生・社会人 40

中央 富士のさとわくわくキャンプ 7

[事業目的]
子どもたちが自分たちで計画した２日間を過ごし、生活リズムの向上に資するとともに、体験活動の楽しさを感じ取
り、併せて子供の自主・自立の心を育てる。
[主な内容]
活動プログラム、野外炊事

〇 1.9（日）～1.10（月） 小学4～6年生 30

中央
おはなし広場と自然遊び塾

（神山認定こども園）
8

[事業目的]
御殿場市立図書館と交流の家が連携し、幼稚園・保育園・こども園児に、読書活動や自然体験活動の楽しさや大切さを
伝えます。
[主な内容]
読み聞かせ、自然体験活動など

〇 1.21（金）～1.21（金） 園児 75

中央
【子供の貧困対策事業】富士
のさとみくりや親子キャンプ

4

[事業目的]
子供がさまざまな体験活動を通して、自立する心を育てていくことを支援するキャンプを行います。
[主な内容]
ものづくり、レクリエーションなど

〇 2.5（土）～2.6（日） 親子 20

中央
富士のさと わんぱくキャン

プ
3

[事業目的]
ボランティアが子供対象のキャンプを企画から運営まで行うことで、指導者の資質向上を図る。
[主な内容]
企画ミーティング、実践ゲーム

○ 3.5（土）～3.6（日） 高校生・大学生・社会人 10

淡路 地域探究プログラムOR合宿 1

[事業目的]
高校生が、地域づくりや地域の課題解決等に取り組む大人との対話や体験活動を通して、探究する姿勢や課題に向き合
う力を身に付けるとともに、新たな価値を創造しようとする人材の育成を図る。
[主な内容]
地域探究プログラム

〇 4.21（水）～4.23（金） 高校生 40

淡路 親子ちゃれんじ① 6

[事業目的]
親子で様々な体験活動にチャレンジする機会を提供するとともに、保護者には子育てについて考える場を提供する。
[主な内容]
玉ねぎ収穫、野外炊飯、草木染め

 5.3（月） ～5.3 （月）
中止

幼児、小学１～３年生、保護者 70



淡路 親子ちゃれんじ① 6

[事業目的]
親子で様々な体験活動にチャレンジする機会を提供するとともに、保護者には子育てについて考える場を提供する。
[主な内容]
玉ねぎ収穫、野外炊飯、草木染め

 5.4（火） ～5.4 （火）
中止

幼児、小学１～３年生、保護者 70

淡路 ボランティア養成セミナー 16

[事業目的]
ボランティア活動について理解を深めるとともに、ボランティア活動をするために必要な知識、技術を学ぶ。
[主な内容]
ボランティアの意義、救急救命等

 6.12（土） ～6.13 （日）
延期
10.16（土）～10.17（日）

高校生、大学生 40

淡路 映画を創ってみよう！！ 9

事業目的]
自分の思いを伝える力などのコミュニケーション能力を養う。子供の文化芸術体験活動の普及啓発を図る。
[主な内容]
動画撮影、動画編集

7.17（土）～7.19（月） 小学４～高校３年生 30

淡路
生活・自立支援キャンプ

「きょうだい児リフレッシュ
キャンプ」

1

[事業目的]
児童生徒の心身の健全育成やリフレッシュを図るとともに、自己肯定感の向上や生活習慣の改善等につながる多様な体
験活動の場を提供する。また、親同士や専門的知識を持つ有識者との交流を深める。
[主な内容]
自然体験、野外炊事

7.28（水）～7.30（金） きょうだい児 30

淡路 教員免許状更新講習 10

[事業目的]
体験活動の意義について理解するとともに、学習指導要領における体験活動の取り扱いを理解し、教育課程の編成や教
育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習を通して習得する。
[主な内容]
体験活動の意義と安全管理、学校における体験活動の進め方、指導方法等

8.2（月）～8.4（水） 小・中・高等学校特別支援学校教諭 50

淡路
ジュニアチャレンジ防災サバ

イバルキャンプ
1

[事業目的]
防災サバイバルキャンプを通じて、「生き抜く力」を育み、有事の際に「自助」のみならず「共助」の精神で動ける子
供たちを育てる。また、自ら「考え」「答えを出し」「行動する」力を育成する。
[主な内容]
長期宿泊体験、サバイバルキャンプ

8.22（日）～8.29（日） 小学５・６年生 16

淡路 ＡＷＡＪＩうみのようちえん 5

[事業目的]
海の豊かな自然における体験活動を通して海に対する豊かな感受性や、海に対する関心等を培い、海の自然に親しみ、
海に進んで関わろうとする態度を育成する。
[主な内容]
磯観察、磯の生物の観察

9.6（月）～9.6（月） 幼児 30

淡路 親子ちゃれんじ② 8

[事業目的]
親子で様々な体験活動にチャレンジする機会を提供するとともに、保護者には子育てについて考える場を提供する。
[主な内容]
昆虫採集、昆虫観察

9.19（日）～9.19（日） 幼児、小学１～3年生、保護者 70

淡路 親子ちゃれんじ② 8

[事業目的]
親子で様々な体験活動にチャレンジする機会を提供するとともに、保護者には子育てについて考える場を提供する。
[主な内容]
昆虫採集、昆虫観察

9.20（月）～9.20（月） 幼児、小学１～3年生、保護者 70

淡路
【地域ぐるみ】淡路うずしお

フェスティバル2021
33

[事業目的]
地域への施設開放事業として実施し、地域に根ざした施設という認知を高める。
[主な内容]
ステージ発表、体験活動ブースの出展

11.13（土）～11.13（土） 一般 1,500

淡路 AWAJI未来探検隊その１ 7

[事業目的]
小、中学生を対象に体験を通して淡路島の魅力について実感してもらい、淡路島に誇りを持ち未来を創る青少年を育成
する。
[主な内容]
動画作成

〇
①12.25（土）～12.26（日）
②2.5（土）～2.6（日）

①小学４年生～中学３年生
②小学4年生～中学生

①20
②20

淡路
ひょうごユース防災・減災

ワークショップ
3

[事業目的]
各地域における将来の防災リーダーを育成する。
[主な内容]
防災に関する講義、事例発表、実習

1.14（金）～1.14（金） 中学生、高校生、教員 1,300

淡路
中１ギャップ解消プログラム
開発事業「うずしお交遊塾」

10

[事業目的]
望ましい人間関係の育成や自主自立の精神を養う。
[主な内容]
仲間作り、防災キャンプ、３Ｄマップ作り

1.26（水）～1.29（土） 小学3年生～中学2年生 30



淡路
自然体験活動上級指導者

（NEALインストラクター）養
成事業

5

[事業目的]
全国体験活動指導者認定委員会が制定した「自然体験活動指導者養成カリキュラム」に則り、自然体験活動指導者
（NEALインストラクター）を養成する。
[主な内容]
講義、実習

2.21（月）～2.23（水） 18歳以上の方 20

三瓶
全国高校生体験活動顕彰制度
地域探究プログラムオリエン

テーション合宿⓪
2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、物事を探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力を身に
付ける。
[主な内容]
カリキュラムに沿った講義・演習

○ 4.26（月）～4.27（火） 高校生 200

三瓶
さんべボランティアのススメ

～先輩から後輩へ～①
18

[事業目的]
事業の企画・運営を通してリーダーシップを身につけ、将来のリーダーとなるための体験を通した学びを提供する。
[主な内容]
野外炊飯、レクリエーション企画・運営、さんボラの活動紹介

○

①5.15（土）～5.15（土）
②6.12（土）～6.13（日）
③7.22（木）～7.23（金）
④7.22（木）～7.23（金）
⑤9.25（土）～9.26（日）
⑥9.25（土）～9.26（日）

①法人ボランティア
②法人ボランティア
③法人ボランティア
④法人ボランティア
⑤法人ボランティア
⑥法人ボランティア

①10
②10
③10
④20
⑤10
⑥20

三瓶 さんべでミルクざんまい！① 1

[事業目的]
地域資源を活かした体験活動の場を提供し，三瓶地域の魅力に気づき、交流の家周辺で活動することで家族の絆を深め
ることや時間を守るなどの基本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
牧場見学、乳しぼり、野外炊飯

○ 6.5（土）～6.6（日） 幼児、小学生、保護者 24

三瓶
さんべボランティアセミナー

①
18

[事業目的]
ボランティアとしての資質を高める。
[主な内容]
野外炊飯、先輩ボランティアによるさんボラ活動紹介、普通救命講習

○
6.12（土）～6.13（日） 法人ボランティア 20

三瓶 さんべでミニ四駆体験① 5

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基
本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
ミニ四駆工作

○ 6.19（土）～6.20（日） 小学生、中学生、保護者 60

三瓶
ミクロネシア諸島自然体験交

流事業
3

[事業目的]
グローバル社会に対応した国際感覚を備えた青少年を育成する。日本での文化体験、共存することの大切さを学ぶとと
もに、日本とミクロネシアの子供たちが友情を育むことを目指す。
[主な内容]
学校訪問、ホームステイ、フェアウェルパーティー

6.24（木）～6.28（月） 小学5年生～中学2年生 35

三瓶 さんべでミニ四駆体験② 5

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基
本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
ミニ四駆工作

○ 6.26（土）～6.27（日） 小学生、中学生、保護者 60

三瓶 さんべでミニ四駆体験③ 5

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基
本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
ミニ四駆工作

○ 7.3（土）～7.4（日） 小学生、中学生、保護者 60

三瓶 のびのびキャンプin夏さんべ 7

[事業目的]
母子家庭の家族に自然体験等の体験活動の機会を提供し、活動を通して、「生活・自立」を支援する。
[主な内容]
鳴り砂散策、炊飯バーベキュー、自然散策

○ 7.17（土）～7.18（日） 母子寡婦家庭 50

三瓶
全国高校生体験活動顕彰制度
地域探究プログラムオリエン

テーション合宿①
2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、物事を探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力を身に
付ける。
[主な内容]
カリキュラムに沿った講義・演習

○ 7.22（木）～7.24（土） 高校生 60



三瓶 教員免許状更新講習 12

[事業目的]
教員が児童の集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活動の指導技術を身に付ける。
[主な内容]
教育の課題に関する講義演習、体験活動に関する講義演習

○ 8.6（金）～8.8（日） 幼・小・中・高教員 35

三瓶 キラリ！三瓶☆夏☆キャンプ!! 6

[事業目的]
小学生が自分達の力で様々な活動に挑戦する。
[主な内容]
石見銀山街道歩行、三瓶山登山、野外炊飯、テント泊

○ 8.11（水）～8.15（日） 小学５～６年生 12

三瓶 さんべでミルクざんまい！② 1

[事業目的]
地域資源を活かした体験活動の場を提供し，三瓶地域の魅力に気づき、交流の家周辺で活動することで家族の絆を深め
ることや時間を守るなどの基本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
牧場見学、乳しぼり、野外炊飯

○ 9.4（土）～9.5（日） 幼児、小学生、保護者 24

三瓶
【自主企画】さんべ夢ステー

ジ ①企画編
1

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
話合い、試行、運営、ふりかえり

○ 9.6（月）～9.8（水） 高校生、大学生、社会人 30

三瓶
企画発想力・情報発信力・会
議ファシリテーションアップ

セミナー
1

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
話合い、試行、運営、ふりかえり

○ 9.6（月）～9.8（水） 高校生、大学生、社会人 30

三瓶
自然体験活動指導者（NEAL

リーダー）養成研修
5

[事業目的]
自然体験指導者（ＮＥＡＬリーダー）の養成を図るとともにボランティアとしての資質も高める。
[主な内容]
各ＮＥＡＬリーダー養成に係る講習・演習

○ 9.18（土）～9.20（月）
法人ボランティア、自然体験活動や青少年教
育に興味関心がある方

15

三瓶
新聞をつくろう！～さんべの

体験を「Ｍｙ新聞」に
2

[事業目的]
三瓶青少年交流の家での体験活動を通して，親子で活動することの楽しさを知り，思い出をつくる。
新聞の構成などの特徴を知り，自らの体験活動を記事にすることを通して，文章での表現力を高める。（小学校新学習
指導要領準拠）
[主な内容]
天体観察、新聞づくり等

○ 9.25（土）～9.26（日）
小学３～６年生とその家族

30

三瓶
小学生・中学生を対象とした
地域の実情を踏まえた体験活

動事業
1

[事業目的]
地元の公立小学校と連携し、当所での宿泊体験学習を通して児童の変容を調べることで、学校側のねらいや実情を踏ま
えた「自己肯定感」と「他者理解」の育成支援に係る、具体的方策のあり方について研究し、「三瓶版モデル的体験活
動」の開発を進める。

〇 9.27（月）～9.28（火） 小学生 30

三瓶 さんべまるごと体験！ 6

[事業目的]
三瓶周辺地域の自然に触れたり、生き物と触れ合ったりするなど、地域資源を活かした体験活動の場を提供することで
体験することの楽しさを味わうとともに、三瓶周辺について知ったり、興味をもったりすることで三瓶地域の良さを見
つける。
[主な内容]
三瓶山登山、自然体験活動、創作活動

○ 10.2（土）～10.3（日） 幼児、小学生、保護者 50

三瓶 のびのびキャンプin秋さんべ 7

[事業目的]
母子家庭の家族に自然体験等の体験活動の機会を提供し、活動を通して、「生活・自立」を支援する。
[主な内容]
登山、カヌー、ピザ作り

○ 10.9（土）～10.10（日） 母子寡婦家庭 50

三瓶
【地域ぐるみ】第43回さんべ

祭
43

[事業目的]
三瓶山北の原地区5施設が中心となり、周辺事業所、まちづくりセンター等と連携し、三瓶山周辺地域の活性化を図
る。
[主な内容]
地域団体のステージ発表・展示、三瓶地域協育ネットワーク事業団体による出展・体験ブース

○ 10.16（土）～10.17（日） 全世代 8,000

三瓶
【地域ぐるみ】はじめての

キャンプ
2

[事業目的]
三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興味・関心を高める。
[主な内容]
キャンプ

○ 10.23（土）～10.24（日） 幼児・小学生とその家族 15



三瓶
【地域ぐるみ】はじめての縦

走！In三瓶
2

[事業目的]
三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興味・関心を高める。
[主な内容]
登山

○ 10.30（土）～10.31（日） 全世代 15

三瓶
中四国地区青少年教育施設連

絡協議会職員研修会
1

[事業目的]
職員の資質・能力の向上を図るとともに、情報の交換や交流を通して、加盟施設間の連携を促進する。
[主な内容]
防災講演、防災体験、事例発表

○ 11.9（火）～11.11（木）
中四国地区青少年教育施設連絡協議会加盟団
体職員

90

三瓶
さんべ夢ステージ ①企画編

１
6

[事業目的]
リーダーとして必要な資質の向上を図り、将来地域社会に貢献できる人材を育成する。
[主な内容]
事業企画

○

①11.20（土）～11.21（日）
②11.27（土）～11.28（日）
③12.18（土）～12.19（日）
④12.25（土）～12.26（日）

①高校生、大学生、社会人
②高校生、大学生、社会人
③高校生、大学生、社会人

④高校生、大学生、社会人

①10
②10
③10
④10

三瓶 さんべ科学教室 ①理科読 2

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基
本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
理科読

○ 11.27（土）～11.28（日） 小学生、中学生、保護者 50

三瓶 山陰地区青少年指導者研修会 14

[事業目的]
青少年教育施設の職員や教育関係者が集まり、円滑な人間関係づくり、コミュニケーション能力向上に関わる技能・ノ
ウハウ等を学び、その後の施設での業務向上に役立てる。
また、施設職員同士の情報交換を行い、繋がりを深める。
[主な内容]
講義・研修

〇 11.29（月）～11.30（火）

山陰・山陽地方にある青少年教育施設等で青
少年教育に携わっている職員、教育関係者

20

三瓶 SANBEでクリスマス！① 10

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基
本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
親子で一緒に活動することにより、親子活動の楽しさを知ってもらう。
[主な内容]
クリスマスツリーのクラフト作り、コンサート等

〇 12.11（土）～12.12（日） 幼児・小学生とその家族 80

三瓶
全国高校生体験活動顕彰制度
地域探究プログラム地方審査

会
2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、物事を探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力を身に
付ける。
[主な内容]
カリキュラムに沿った講義・演習

○ 12.18（土）～12.18（土） 高校生 100

三瓶 SANBEでクリスマス！② 9

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深めるとともに、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした基
本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
親子で一緒に活動することにより、親子活動の楽しさを知ってもらう。
[主な内容]ネイチャークラフト、キャンドルのつどい

○ 12.18（土）～12.19（日） 幼児、小学生、保護者 80

三瓶
さんべ夢ステージ本番編の自

主企画
1

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深める。冬の三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興
味・関心を高める。
[主な内容]
レクリエーション、オリエンテーリング

12.25（土）～12.26（日） 小学生 24

三瓶
さんべで冬体験！①さんべで

エンジョイ冬体験！
10

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深める。冬の三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興
味・関心を高める。
[主な内容]
歩くスキー、そり遊び、雪遊び

〇 1.29（土）～1.30（日） 幼児、小学生、保護者 80

三瓶
さんべで冬体験！②さんべで

エンジョイ冬体験！
10

[事業目的]
家族に体験活動プログラムを提供することで、家族の絆を深める。冬の三瓶の自然に触れ、自然や体験活動に対する興
味・関心を高める。
[主な内容]
歩くスキー、そり遊び、雪遊び

〇 2.5（土）～2.6（日） 幼児、小学生、保護者 80



三瓶 さんべでミルクざんまい！② 1

[事業目的]
地域資源を活かした体験活動の場を提供し，三瓶地域の魅力に気づき、交流の家周辺で活動することで家族の絆を深め
ることや時間を守るなどの基本的な生活習慣を確立するきっかけづくりを行う。
[主な内容]
牧場見学、乳しぼり、野外炊飯

○ 2.19（土）～2.20（日） 幼児、小学生、保護者 24

江田島
体験活動ボランティアスクー

ル 第1回
19

[事業目的]
野外活動に必要な知識・技術について研修し，指導者としての実践力を身に付ける。
ボランティア活動についての基礎的な知識や技能，指導者としての実践力を身に付ける。
[主な内容]
青少年施設におけるボランティア活動と意義
講義「青少年活動」
講義「青少年施設の現状と運営」
講義・実技「野外炊事」
安全管理

〇
①5.15（土）～5.16（日）
②6.12（土）～6.13（日）
③6.19（土）～6.20（日）

①青少年団体指導者及び野外活動に関心を持
つ青年等
②青少年団体指導者及び野外活動に関心を持
つ青年等
③青少年団体指導者及び野外活動に関心を持
つ青年等

①60
②60
③60

江田島
地域探究プログラムオリエン

テーション合宿「Zero to
One」

1

[事業目的]
高校生が探究の手法を用いて課題を発見し、解決策を見出す力・他者と協力し物事を成し遂げる力を身につけさせ、地
域や自然に愛着をもち、新たな価値を創造する高校生の育成を図る。
[主な内容]
カッター研修、探究活動講義・演習、フィールドワーク

6.1（火）～6.3（木） 高校１年生 40

江田島 防災キャンプ 2

[事業目的]
体験活動を通じて災害に関する正しい知識や技術を身に付けるとともに、自他の命を守るためにできることを考える機
会とする。
[主な内容]
共同生活体験、避難訓練、防災に関する知識・技術を高める活動

6.26（土）～6.27（日） 近郊の児童 40

江田島

【養成研修】体験活動ボラン
ティアスクール 指導者養成
編～アウトドア・インストラ
クターセミナー～ 第２回

（ボランティア）

19

[事業目的]
野外活動に必要な知識・技術について研修し，指導者としての実践力を身に付ける。
ボランティア活動についての基礎的な知識や技能，指導者としての実践力を身に付ける。
[主な内容]
・青少年教育
・講義「青少年教育施設におけるボランティア活動」
・講義「青少年施設の現状と運営」
・ボランティア活動の技術
・講義・実技「安全管理」
・講義・実技「野外炊事」

〇 7.3（土）～7.4（日）
青少年団体指導者及び野外活動に関心を持つ
青年等

60

江田島 海の不思議発見隊 2

[事業目的]
近隣の瀬戸内海岸での生物観察・調査からスタートし，瀬戸内海域へフィールドを広げ，ＥＳＤ，ＳＤＧｓの視点から
環境問題について考えていく体験的・問題解決的な環境学習を実施する。
[主な内容]
水辺活動，水質調査，カヌー，水泳

○
①8.5（木）～8.8（日）
②10.2（土）～10.3（日）
③11.6（土）～11.7（日）

①小学校５・６年生
②小学校５・６年生
③小学5・6年生

①24
②24
③24

江田島
集団宿泊研修担当者のための

プログラム説明会&個別相談会
1

[事業目的]
集団宿泊研修利用予定の学校や企業，スポーツ・文化団体を対象に研修プログラムの効果的な構成と活用の方法を研修
できる。
[主な内容]
当日までの申込みの流れ及び入退所時の事務手続きについての説明、「研修プログラム」体験、個別相談、施設見学

8.11（水）～8.11（水） 集団宿泊研修の担当者，引率者 30

江田島
【地域ぐるみ】カッターズ夏

キャンプ
17

[事業目的]
日常生活では味わうことのできない生活環境の中で，自然を身近に体感させる。
多くの人と共に生活する中で、集団生活の在り方や公衆道徳についての望ましい体験とし、積極性や思いやりの心を育
てる。
[主な内容]
スポーツ，オリエンテーリング登山，レクリエーション，キャンドルのつどい

8.20（金）～8.22（日） 小学４年生～中学３年生 60

江田島
集団宿泊研修担当者のための

プログラム説明会&個別相談会
1

[事業目的]
集団宿泊研修利用予定の学校や企業，スポーツ・文化団体を対象に研修プログラムの効果的な構成と活用の方法を研修
できる。
[主な内容]
当日までの申込みの流れ及び入退所時の事務手続きについての説明、「研修プログラム」体験、個別相談、施設見学

9.4（土）～9.4（土） 集団宿泊研修の担当者，引率者 30



江田島
幼児教育事業（セブンキャン

プ）
2

[事業目的]
幼児が自然を介した学びの場において，遊びで身につく運動プログラムを行うことによって体を動かすことへの興味・
関心を高めると共に，自立心や協調性を養う。保護者が自然体験活動を通して幼児のための自然体験活動の意義につい
ての理解を深め，日常生活につなげるきっかけとする。
[主な内容]
水晶の森，野外炊事，クラフト，海辺の散策

○ 9.25（土）～9.26（日） 近郊の未就学児，保護者 60

江田島 海の不思議発見隊 2

[事業目的]
近隣の瀬戸内海岸での生物観察・調査からスタートし，瀬戸内海域へフィールドを広げ，ＥＳＤ，ＳＤＧｓの視点から
環境問題について考えていく体験的・問題解決的な環境学習を実施する。
[主な内容]
水辺活動，海辺の生物観察，報告書作成

10.6（水）～10.7（木） 近郊の児童 24

江田島
生活自立支援事業（豊浜学

寮）
1

[事業目的]
生活・自立支援事業
[主な内容]
水晶の森散策、江田島焼、江田島クラフト

〇 10.9（土）～10.10（日）
養護施設の子供及びその施設職員

80

江田島
生活自立支援事業（西部子ど

も家庭センター）
1

[事業目的]
生活・自立支援事業
[主な内容]
水晶の森散策、江田島焼、江田島クラフト

〇 10.12（火）～10.12（火）
一時保護施設の子供及びその施設職員

50

江田島
体験活動ボランティアスクー

ル 第4回
19

[事業目的]
小学生を対象としたプログラムを企画・運営することを通して，子供との関わり方などを学び，指導者としての資質の
向上を図る。
[主な内容]
野外活動キャンプの企画・立案・準備を行う。

〇
①10.23（土）～10.24（日）
②12.3（金）～12.5（日）
③12.11（土）～12.11（土）

①青少年団体指導者及び野外活動に関心を持
つ青年等
②青少年団体指導者及び野外活動に関心をも
つ青年等
③青少年団体指導者及び野外活動に関心をも
つ青年等

①30
②30
③30

江田島
江田島"突破„塾 ～限界突

破・目標突破～
1

[事業目的]
カッター研修による心身の鍛錬を行い、精神力や部の団結力を向上させ、チーム力の底上げを図る。また、メンタルト
レーニングの指導を通して、精神面の強化を図り、自己の能力を最大限発揮する術を身につけ、以後の練習や試合に生
かす。
[主な内容]
カッター研修、メンタルトレーニング、早朝登山

10.30（土）～10.31（日） 中学校部活動（１・２年生） 40

江田島
【地域ぐるみ】みんなの遊
Viva!交流のYeah!オープン

デー
1

[事業目的]
施設開放日
[主な内容]
パドルスポーツ、オリーブ、海洋生物観察、クラフト、江田島焼

11.21（日）～11.21（日） 江田島市，呉市，安芸郡，広島市の親子 400

江田島 小学生対象キャンプ 5

[事業目的]
小学生を対象としたプログラムを企画・運営することを通して，子供との関わり方などを学び，指導者としての資質の
向上を図る。
【事業内容】
野外活動の企画・立案・準備・実践、小学生キャンプの実施

12.4（土）～12.5（日）
小学5年生

40

江田島
【地域ぐるみ】カッターズ冬

キャンプ
17

[事業目的]
日常生活では味わうことのできない生活環境の中で，自然を身近に体感させる。
多くの人と共に生活する中で、集団生活の在り方や公衆道徳についての望ましい体験とし、積極性や思いやりの心を育
てる。
[主な内容]
スポーツ、オリエンテーリング登山、レクリエーション、キャンドルのつどい

12.18（土）～12.19（日） 小学４年生～中学３年生 40

江田島
【地域ぐるみ】ザリガニ島の

キッズ自然遊びラボ
2

[事業目的]
遊びで身につく運動プログラムに親子で参加することによって交流を深め，運動やスポーツへの興味・関心を高めると
ともに，体力の向上や運動プログラムの普及を目ざす。
[主な内容]
焼き芋，江田島クラフト，水晶の森散策，どんぐり広場での自由遊び

1.22（土）～1.22（土） ４歳～６歳までの幼児とその保護者 70

江田島
【地域ぐるみ】ザリガニ島の

キッズ自然遊びラボ
2

[事業目的]
遊びで身につく運動プログラムに親子で参加することによって交流を深め，運動やスポーツへの興味・関心を高めると
ともに，体力の向上や運動プログラムの普及を目ざす。
[主な内容]
焼き芋，江田島クラフト，水晶の森散策，どんぐり広場での自由遊び

1.23（日）～1.23（日） ４歳～６歳までの幼児とその保護者 70



江田島
集団宿泊研修担当者のための

プログラム説明会&個別相談会
2

事業目的]
集団宿泊研修利用予定の学校や企業，スポーツ・文化団体を対象に研修プログラムの効果的な構成と活用の方法を研修
できる。
[主な内容]
当日までの申込みの流れ及び入退所時の事務手続きについての説明、「研修プログラム」体験、個別相談、施設見学

3.12（土）～3.12（土） 集団宿泊研修の担当者，引率者 30

江田島
集団宿泊活動担当者のための

プログラム説明会&個別相談会
1

事業目的]
集団宿泊研修利用予定の学校や企業，スポーツ・文化団体を対象に研修プログラムの効果的な構成と活用の方法を研修
できる。
[主な内容]
当日までの申込みの流れ，及び入退所時の事務手続きについての説明、「研修プログラム」体験、個別相談、施設見学

3.17（木）～3.17（木） 集団宿泊研修の担当者，引率者 30

大洲
【教育事業】おおずふれあい

スクール
22

[事業目的]
不登校児童・生徒及びひきこもりがちな青年の居場所をつくるとともに、自然体験、生活体験、社会体験（ボランティ
ア活動、職場体験活動等）を通して自立を促し、社会への適応能力の向上を図る。

[主な内容]
学習活動、生産活動、スポーツ活動、文化活動

①4.7（水）～4.7（水）
②4.8（木）～4.8（木）
③4.12（月）～4.12（月）
④4.13（火）～4.13（火）
⑤4.14（水）～4.14（水）
⑥4.15（木）～4.15（木）

①不登校生徒（小・中・高等学校）、ひきこ
もりがちな青年（１６歳～２２歳）
②不登校生徒（小・中・高等学校）、ひきこ
もりがちな青年（１６歳～２２歳）
③不登校生徒（小・中・高等学校）、ひきこ
もりがちな青年（１６歳～２２歳）
④不登校生徒（小・中・高等学校）、ひきこ
もりがちな青年（１６歳～２２歳）
⑤不登校生徒（小・中・高等学校）、ひきこ
もりがちな青年（１６歳～２２歳）
⑥不登校生徒（小・中・高等学校）、ひきこ
もりがちな青年（１６歳～２２歳）

①1
②2
③2
④1
⑤5
⑥5

大洲 集団宿泊研修担当者研修会 13

[事業目的]
今年度、集団宿泊研修利用予定の学校を対象に、研修プログラムの効果的な編成と活用を目的とした研修会を実施
[主な内容]
共通確認事項説明会、プログラム体験、利用相談、施設見学

4.17（土）～4.17（土） 集団宿泊校担当教員 30

大洲 集団宿泊研修担当者研修会② 13

[事業目的]
今年度、集団宿泊研修利用予定の学校を対象に、研修プログラムの効果的な編成と活用を目的とした研修会を実施
[主な内容]
共通確認事項説明会、プログラム体験、利用相談、施設見学

5.8（土）～5.8（土） 集団宿泊校担当教員 30

大洲
ボランティアスキルアップ

キャンプ
0

[事業目的]
国立大洲青少年交流の家が主催する教育事業や研修支援等の運営協力・指導補助などを担うボランティア人材を育成す
るとともに、青少年教育及び人材育成の観点から、地域社会へ貢献しようとする人材の育成を図る。
[主な内容]
基礎的技能習得のための講義、アイスブレイク、野外炊飯

5.29（土）～5.30（日）
教育支援ボランティア活動に興味・関心のあ
る高校生、大学生、専門学校生、
社会人等の青少年（２９歳以下）

10

大洲 集団宿泊研修担当者研修会③ 13

[事業目的]
今年度、集団宿泊研修利用予定の学校を対象に、研修プログラムの効果的な編成と活用を目的とした研修会を実施
[主な内容]
共通確認事項説明会、プログラム体験、利用相談、施設見学

6.26（土）～6.26（土） 集団宿泊校担当教員 30

大洲
青少年教育施設ボランティア

養成講座事前打ち合わせ
28

[事業目的]
国立大洲青少年交流の家が主催する教育事業や研修支援等の運営協力・指導補助などを担うボランティア人材を育成す
るとともに、青少年教育及び人材育成の観点から、地域社会へ貢献しようとする人材の育成を図る。
[主な内容]
基礎的技能習得のための講義、アイスブレイク、野外炊飯

7.3（土）～7.4（日）
教育支援ボランティア活動に興味・関心のあ
る高校生、大学生、専門学校生、
社会人等の青少年（２９歳以下）

20

大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.10（土）～7.10（土）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20



大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編②
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.11（日）～7.11（日）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20

大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編③
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.17（土）～7.17（土）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20

大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編④
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.18（日）～7.18（日）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20

大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編⑤
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.24（土）～7.24（土）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20

大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編⑥
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.25（日）～7.25（日）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20

大洲 集団宿泊研修担当者研修会④ 13

[事業目的]
今年度、集団宿泊研修利用予定の学校を対象に、研修プログラムの効果的な編成と活用を目的とした研修会を実施
[主な内容]
共通確認事項説明会、プログラム体験、利用相談、施設見学

7.27（火）～7.27（火） 集団宿泊校担当教員 30

大洲 サマーキャンプin幡多 2

[事業目的]
愛媛県内の児童養護施設に在籍している子供たちに対して多様な体験活動の場を提供することで、自己肯定感を高め、
「社会を生き抜く力」の育成を目指す。
[主な内容]
海水浴、野外炊飯、シーカヤック

○ 7.29（木）～7.31（土） みどり寮の寮生 40

大洲
全国高校生体験活動顕彰制度

オリエンテーション合宿
2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、物事を探求する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力などを
身につける。その後の地域での実践活動では、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた取り組み
を行うことで、郷土や自然に愛着を持ち、新たな価値を創造する高校生の育成を目的としている。
[主な内容]
オリエンテーション合宿、実践活動、地方ステージ、全国ステージ

7.29（木）～7.30（金） 高校１年生 40

大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編⑦
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

7.31（土）～7.31（土）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20



大洲
第12回チャレンジカヌーツー

リング ショート編⑧
12

[事業目的]
カヌーツーリングを完漕することで、達成感や自然のすばらしさを感じるとともに、地域の活性化や清流「肱川」の美
化を図る。また、水辺で安全に活動するための知識や態度を参加者が身に付けられる演習を実施し、カヌーによる体験
活動の普及を後押しする。
[主な内容]
自然体験活動の普及啓発、平水版カヌー講習、ミニツーリング

8.1（日）～8.1（日）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

20

大洲
伊予の伝承文化を学び伝える

リーダー村
15

[事業目的]
愛媛の伝承文化を学ぶ活動を通して、地域を愛し、地域に根ざして活動するリーダーを養成する。
[主な内容]
自然体験活動、クラフト、事業の計画の立案とその運営

8.16（月）～8.22（日）
ボランティア活動に興味のある大学生、小学
４～６年生

15

大洲 教員免許状更新講習 11

[事業目的]
地域の自然環境を生かした「生活科」、「理科」、防災や環境をテーマにした「総合的な学習の時間」を指導するため
の必要な知識・技能を身に付ける。また、自然体験活動の指導技術を身に付け、体験活動の重要性について体感すると
共に、学級づくりに役立つ体験学習を活用した指導法について学ぶ。
[主な内容]
河原の観察、体験活動の意義、カヌー研修指導の実際、学校教育の現状と課題

○ 8.25（水）～8.27（金） 小・中学校教諭 40

大洲
第11回チャレンジカヌーツー

リング ロング編
12

[事業目的]
カヌー体験活動を通して自然体験の素晴らしさを伝えるとともに、体験活動の普及啓発を図る。
[主な内容]
水辺の安全、防災に役立つ知識、ロングツーリング

9.11（土）～9.12（日）
小学５・６年生、保護者、中学生、高校生、
一般

50

大洲
青少年教育施設ボランティア

養成講座
28

[事業目的]
国立大洲青少年交流の家が主催する教育事業や研修支援等の運営協力・指導補助などを担うボランティア人材を育成す
るとともに、青少年教育及び人材育成の観点から、地域社会へ貢献しようとする人材の育成を図る。
[主な内容]
基礎的技能習得のための講義、アイスブレイク、野外炊飯

9.25（土）～9.26（日）
教育支援ボランティア活動に興味・関心のあ
る高校生、大学生、専門学校生、
社会人等の青少年（２９歳以下）

20

大洲
【地域ぐるみ】大洲から「体
験の風をおこそう」運動推進

事業 親子でアウトドア
3

[事業目的]
様々な野外体験を通して、自然の素晴らしさ・野外体験の楽しさを実感し、親子のふれあいや参加者相互のふれあいを
通して、豊かな心を育む。
[主な内容]
野外炊飯、クラフト体験

10.9（土）～10.10（日） 小学３～６年生、保護者 50

大洲

【地域ぐるみ】大洲から「体
験の風をおこそう」運動推進
事業 体験フェスティバルin

交流の家

4

[事業目的]
様々な体験プログラムを通して体験活動の裾野を広げるとともに地域住民の交流を図る。
[主な内容]
体験活動コーナー、展示コーナー、クライミング体験

10.16（土）～10.16（土） 幼児、小学生、中学生、一般 4,000

大洲
【地域ぐるみ】大洲から「体
験の風をおこそう」運動推進
事業 親子でアウトドア②

3

[事業目的]
様々な野外体験を通して、自然の素晴らしさ・野外体験の楽しさを実感し、親子のふれあいや参加者相互のふれあいを
通して、豊かな心を育む。
[主な内容]
野外炊飯、クラフト体験

10.23（土）～10.24（日） 小学３～６年生、保護者 50

大洲 親子でお泊まり会 4

[事業目的]
「早ね早おき朝ごはん」を中心とした、基本的生活習慣の確立を図る。
親子の絆や参加者同士の親睦を深め、親同士のネットワークを構築する。
[主な内容]
野外活動、読み聞かせ、野外炊飯等

10.30（土）～10.31（日） 年中・年長、保護者 30

大洲 ふれあいキャンプ 2

[事業目的]
柑橘の摘み取り作業、加工、POP作成等を体験することで、働くことの意義を体感する。また、参加者や働く人との交
流や共同（協働）生活を通して、たくましい生き方や心豊かな生き方を感じ、自立への力を育てる。
[主な内容]
アイスブレイク、カプラ、ユニカール

11.13（土）～11.14（日）
不登校、ひきこもりがちな中学生、高校生、
青少年

10

大洲
自然体験活動指導者(NEAL

リーダー)養成講座
5

[事業目的]
発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）の養成
[主な内容]
アイスブレイク、野外炊飯、カヌー実習

11.19（金）～11.21（日）

青少年教育施設職員、青少年教育に係わる指
導員やリーダー、行政の社会教育主事や社会
教育担当職員、教職員や民間団体等で指導に
携わる者やそれを目指す大学生

20



大洲 サバイバルキャンプ 4

[事業目的]
近年日本各地で大規模災害が発生する頻度が高くなっており、近い将来に南海トラフ地震の発生も予想される中、地域
の防災力向上は喫緊の課題となっている。交流の家が普段の研修支援で指導している野外活動技術を生かし、小学生向
けの防災講座を提供することで、地域の防災力向上を図る。
[主な内容］
避難所体験、火おこし体験、非常食作り

11.27（土）～11.28（日） 小学５年・６年生、保護者 40

大洲
【地域ぐるみ】大洲から「体
験の風をおこそう」運動推進
事業 親子でアウトドア③

3

[事業目的]
様々な野外体験を通して、自然の素晴らしさ・野外体験の楽しさを実感し、親子のふれあいや参加者相互のふれあいを
通して、豊かな心を育む。
[主な内容]
野外炊飯、クラフト体験

12.11（土）～12.12（日） 小学３～６年生、保護者 50

大洲
【地域ぐるみ】大洲から「体
験の風をおこそう」運動推進
事業 親子でアウトドア④

3

[事業目的]
様々な野外体験を通して、自然の素晴らしさ・野外体験の楽しさを実感し、親子のふれあいや参加者相互のふれあいを
通して、豊かな心を育む。
[主な内容]
野外炊飯、クラフト体験

12.18（土）～12.19（日） 小学３～６年生、保護者 50

大洲
全国高校生体験活動顕彰制度
四国ブロック地方ステージ

2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、物事を探求する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力などを
身につける。その後の地域での実践活動では、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた取り組み
を行うことで、郷土や自然に愛着を持ち、新たな価値を創造する高校生の育成を目的としている。
[主な内容]
オリエンテーション合宿、実践活動、地方ステージ、全国ステージ

1.15（土）～1.16（日） 高校１年生 40

大洲 交流の家通学合宿 7

[事業目的]
家庭から離れた共同生活の中での生活体験活動を通して、子どもたちの自主性や協調性、耐性等の「生きる力」の基盤
となる豊かな人間性やコミュニケーション能力を高めるとともに、基本的生活習慣の定着や規範意識の向上を図る。
[主な内容]
野外炊飯、クラフト、生活体験プログラム

2.7（月）～2.11（金）
小学４～６年生

30

大洲
全国高校生体験活動顕彰制度

全国ステージ
2

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、物事を探求する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力などを
身につける。その後の地域での実践活動では、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた取り組み
を行うことで、郷土や自然に愛着を持ち、新たな価値を創造する高校生の育成を目的としている。
[主な内容]
オリエンテーション合宿、実践活動、地方ステージ、全国ステージ

2.12（土）～2.13（日） 高校１年生 4

大洲 親子でふれあいキャンプ 2

[事業目的]
大洲市内の母子家庭・父子家庭の方が対象とし、子どもたちの自己肯定感の向上につながるような自然体験活動を提供
し、自立する力を身に付けることを目指す。
[主な内容]
野外炊飯、クライミング

○ 2.27（日）～2.27（日） 幼児、小学生、中学生、高校生、保護者 40

大洲
ボランティアフォローアップ

キャンプ
28

[事業目的]
国立大洲青少年交流の家が主催する教育事業や研修支援等の運営協力・指導補助などを担うボランティア人材を育成す
るとともに、青少年教育及び人材育成の観点から、地域社会へ貢献しようとする人材の育成を図る。
[主な内容]
基礎的技能習得のための講義、アイスブレイク、ボランティア活動の実践

3.5（土）～3.6（日）
教育支援ボランティア活動に興味・関心のあ
る高校生、大学生、専門学校生、社会人等の
青少年（２９歳以下）

10

阿蘇
全国高校生体験活動顕彰制度

地域探究プログラム
オリエンテーション合宿

2

[事業目的]
新学習指導要領に定められた「総合的な探究の時間」の目標等に基づいた研修会実施するとともに、生徒が地域で行う
探究活動を顕彰することで、生徒一人一人が社会の担い手として、社会の成長につながる新たな価値を創造する人材に
なることを支援する。
[主な内容]
講話、フィールドワーク

○ 4.28（水） 高校生 70

阿蘇 阿蘇ボランティア入門塾 12

[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

○ 5.22（土）～5.23（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】星空観察会①

（天の川編）
1

[事業目的]
他機関や各種団体との連携を図り、阿蘇の星空観察を通して自然の素晴らしさを味わう機会とする。また、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。
[主な内容]
天体観測

〇 7.10（土）～7.11（日） 幼児、小学生、保護者 50

阿蘇

【地域ぐるみ】「熊本県国公
立青少年教育施設連携事業」
「令和2年7月豪雨被災地児童

支援事業」Seaサマーキャンプ

6

[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、令和2年7月豪雨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]
海辺での活動

○ 7.22（木）～7.24（土） 小学４～６年生 80

阿蘇
阿蘇山一周チャレンジキャン
プ～「大草原からの贈り物」

5

[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、同じ目的を持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]
長距離ハイキング、野営体験

○
8.8（日）～8.14（土） 小学５・６年生 25

阿蘇 ジュニアジオガイド講座① 6

[事業目的]
阿蘇ジオパークを地域教材にした問題解決学習を通して、科学的思考力や課題解決能力、阿蘇ジオパークに関する幅広
い知識と表現力の育成を図る。
[主な内容]
フィールドワーク、観察実験、ジオガイド体験

○

①9.4（土）～9.5（日）
②10.2（土）～10.3（日）
③10.30（土）～10.31（日）
④11.13（土）～11.14（日）

①小学５・6年生
②小学５・6年生
③小学５・６年生
④小学５・6年生

①30
②30
③30
④30

阿蘇
【地域ぐるみ】子どもゆめ基
金助成金募集説明会（熊本会

場）
5

[事業目的]
説明会をとおして助成活動及び子供達の体験活動の機会を増加させる。
[主な内容]
助成金募集に関する説明会

9.16（木）～9.16（木）
子どもゆめ基金助成活動を実施したいＮＰＯ
等の団体

20

阿蘇
【地域ぐるみ】「親子で仲良
く！アドベンチャーキッズ」

6

[事業目的]
自然を活用した運動プログラム及び「親の学びプログラム」を通して、幼児の体力の向上を図るとともに、保護者に幼
児期の運動や遊びの重要性を周知し、幼児期からの体力向上の必要性の意識を高める。
[主な内容]
スラックライン ターザンロープ体験 はしご体験 木登り体験

〇 9.25（土）～9.26（日） 幼児、保護者 30

阿蘇
【地域ぐるみ】子どもゆめ基
金助成金募集説明会（大分会

場）
5

[事業目的]
説明会をとおして助成活動及び子供達の体験活動の機会を増加させる。
[主な内容]
助成金募集に関する説明会

9.30（木）～9.30（木）
子どもゆめ基金助成活動を実施したいＮＰＯ
等の団体

20

阿蘇
阿蘇の草原キッズになろう！
①秋編（一の宮小学校）野焼

き編
13

[事業目的]
阿蘇の草原環境の現状を学ばせると共に、草原維持活動を実際に体験させることで、草原環境保全の意識と態度の育成
を図る。
[主な内容]
草原についての学習、草泊り作り、火消し棒作り、野焼き体験

〇
①10.15（金）～10.15（金）
②1.14（金）～1.14（金）
③2.9（水）～2.9（水）

①一の宮小学校 小学４年生
②一の宮小学校 小学４年生
③一の宮小学校 小学４年生

①60
②60
③60

阿蘇
【地域ぐるみ】「交流の家は

みんなの広場 in ASO」
16

[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、クラフト、天体観測

〇 10.23（土）～10.24（日） 地域の方 300

阿蘇
新しい自分を見つけよう！き

らりキャンプin阿蘇
5

[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

○ 11.6（土）～11.7（日）
学校生活に悩みを持つ小学３～６年生、中学
１～３年生

20

阿蘇
【地域ぐるみ】阿蘇ふるさと

づくり未来塾
6

[事業目的]
共同宿泊体験を通して、これまで接点のなかった他者とも協力できる人間関係調整力の育成を図る。
[主な内容]
朝食作り、洗濯、学習、地域との交流活動

〇 12.3（金）～12.5（日） 阿蘇市内小学校 ６年生 30



阿蘇
【地域ぐるみ】早寝早起き

キャラバン●●学校
4

[事業目的]
「早寝早起き朝ごはん」国民運動の啓発
阿蘇青少年交流の家の広報
利用者の獲得、その後の利用者の獲得
[主な内容]
○×クイズ、ダンス

12.13（月）～12.13（月） 幼稚園児、小学1～4年生 500

阿蘇

全国高校生体験活動顕彰制度
地域探究プログラム
九州沖縄ブロック

地方ステージ

2

[事業目的]
新学習指導要領に定められた「総合的な探究の時間」の目標等に基づいた研修会実施するとともに、生徒が地域で行う
探究活動を顕彰することで、生徒一人一人が社会の担い手として、社会の成長につながる新たな価値を創造する人材に
なることを支援する。
[主な内容]
プレゼンテーション発表、グループワーク

○ 12.26（日）～12.27（月） 高校生 28

阿蘇
チャレンジウィンターキャン

プ ｉｎ ＡＳＯ
2

[事業目的]
雪山との出会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育てる。
[主な内容]
スキー

○ 1.9（日）～1.10（月） 児童養護施設に入所する幼児～高校生 35

阿蘇

阿蘇の草原キッズになろう！
②野焼き編（高森中央小学
校・高森東小学校：事前指

導）

13

[事業目的]
阿蘇の草原環境の現状を学ばせると共に、草原維持活動を実際に体験させることで、草原環境保全の意識と態度の育成
を図る。
[主な内容]
草原についての学習、火消し棒作り、野焼き体験

〇
①1.21（金）～1.21（金）
②2.21（月）～2.21（月）

①高森中央小学校・高森東小学校 小学４年
生
②高森中央小学校・高森東小学校 小学４年
生

①40
②40

阿蘇
【地域ぐるみ】星空観察会②

（星空とたき火編）
1

[事業目的]
他機関や各種団体との連携を図り、阿蘇の星空観察を通して自然の素晴らしさを味わう機会とする。また、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。
[主な内容]
天体観測、たき火

〇 1.29（土）～1.30（日） 幼児、小学生、保護者 50

阿蘇 防災キャンプ 1

[事業目的]
青少年に対する災害への対応や防災に係る教育プログラムの開発・普及をはかる。
[主な内容]
野外調理、フィールドワーク、課題解決学習

○ 2.11（金）～2.12（土）
小学４～６年生
中学１～３年生
高校１～３年生

30

阿蘇
阿蘇の草原キッズになろう！
②野焼き編（阿蘇小学校）

13

[事業目的]
阿蘇の草原環境の現状を学ばせると共に、草原維持活動を実際に体験させることで、草原環境保全の意識と態度の育成
を図る。
[主な内容]
草原についての学習、火消し棒作り、野焼き体験

〇
①2.17（木）～2.17（木）
②2.25（金）～2.25（金）

①阿蘇小学校 小学４年生
②阿蘇小学校 小学４年生

①40
②40

沖縄
【地域ぐるみ】常夏四季（と

かしき）自然体験クラブ
2

[事業目的]
家族や仲間とふれあい、渡嘉敷島の海や山を観察し、自然の雄大さや良さについて考え、見直す機会とする。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、林道散策、クラフト作り

5.1（土）～5.3（月） 幼児・小中学生とその保護者（保護者同伴） 85

沖縄
【地域ぐるみ】親子で自然体

験inとかしき①
3

[事業目的]
家族や仲間と触れ合い、渡嘉敷島の海や山を観察し、自然の雄大さや良さについて考え、見直す機会とする。
[主な内容]
海洋研修、クラフト作り

5.4（火）～5.5（水） 幼児・小中学生とその保護者（保護者同伴） 85

沖縄
とかしきボランティアスクー

ル
1

[事業目的]
これからボランティア活動を始める方を対象にボランティア活動への理解を深め、ボランティア活動に向けた期待と意
欲を高めるとともに、必要な基礎的知識・技能を習得させる。
受講後は当機構の法人ボランティア登録が可能となる。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事

5.15（土）～5.16（日） 社会人、高校生、大学生、専門学校生等 35

沖縄 【地域ぐるみ】春季通学合宿 8

[事業目的]
親元を離れ、異年齢集団の中での共同生活を体験することで、規則正しい生活リズムの確立やコミュニケーション能力
の育成を図るとともに、家庭学習習慣の確立を目的とする。
[主な内容]
レクリエーション、一斉学習、環境ワークショップ

6.2（水）～6.4（金） 渡嘉敷村内小中学生 30



沖縄
幼児からの自然体験活動指導

者研修
3

[事業目的]
渡嘉敷島の自然を活かした自然体験プログラムを「幼稚園教諭」や「保育士」「保育教諭」等が五感を使って体験する
ことによって、自然体験活動の意義を理解し、今後の指導力向上を担うことを目的とする。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、安全管理講習、クラフト作り

6.19（土）～6.20（日） 幼稚園教諭、保育士、保育教諭、学生等 80

沖縄
無人島アドベンチャーキャン

プ2021
47

[事業目的]
豊かな自然に恵まれた半面「不便・不足・不自由」な環境の無人島で、全国各地から集まった仲間と協力し合ってサバ
イバル活動や集団生活を行うことで、自分の力で「生きる」技能と自信を持たせ、仲間の大切さ、規範意識、主体性・
社会性を養う。
[主な内容]
漁労活動、スノーケリング、ビバークテント設営、野外炊事、簡易トイレ設営、素潜り体験

〇 7.26（月）～8.1（日） 小学５年生～中学３年生 24

沖縄 教員免許状更新講習 12

[事業目的]
自然体験活動の意義を理解し、活動に伴う安全管理の意識を高めるとともに、学校教育における体験活動の指導法の工
夫改善に資するなど、教員の資質向上を図る。
教員免許状更新のための選択科目18時間の講習を実施する。
[主な内容]
講義８時間、実習９時間、認定試験１時間

8.4（水）～8.6（金）
幼稚園、小中学校及び高等学校、特別支援学
校の教員で免許状更新対象者

50

沖縄
オリエンテーション合宿 in と

かしき
1

[事業目的]
宿泊をともなうオリエンテーション合宿を通して、物事を探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力な
どを身に付けさせ、一人一人が社会の担い手となって、社会の成長につながる新たな価値を創造する人材になることを
支援する。
[主な内容]
フィールドワーク、ディスカッション

8.10（火）～8.12（木）
日本在住の高校生及びそれに相応する学籍又
は年齢にあるもの

14

沖縄
とかしきチャレンジキャンプ

（児童養護施設対象）
8

[事業目的]
県内の児童養護施設の子供達が渡嘉敷島での体験活動をとおして、仲間と互いに協力する心や仲間に感謝する心、自然
の美しさに感動する心の育成を図る。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、火おこし体験、クラフト作り、平和学習、テント設営

8.14（土）～8.16（月） 児童養護施設の児童生徒、及び施設職員 30

沖縄 いきいき自然体験キャンプ 27

[事業目的]
不登校や諸問題を抱える子供達が渡嘉敷島の素晴らしい自然の中で様々な活動を体験することで、出会った仲間と協力
し合い、励まし合い、認め合い、そして新しい自分に気づくことで、日常生活において前進するきっかけになることを
目的とする。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、火おこし体験、クラフト作り、平和学習、テント設営、ハナリチャレンジ（大型カヌーで無人島
へ渡る）

9.7（火）～9.8（水）
適応教室等に通所している児童・生徒及びそ
の関係者

60

沖縄 美ら島サンゴ大作戦 7

[事業目的]
国立公園に指定されている慶良間諸島の豊かな自然環境の中で、スノーケリング活動をとおして、直接、自然環境に触
れ、体験し、「サンゴ」を教材として生物多様性や環境問題について専門家から学び、知識を身に付ける。
[主な内容]
サンゴウォッチング（スノーケリング）、サンゴの生態についての講話、石灰岩で作られた石垣の見学

〇 9.18（土）～9.20（月） 小学５年生～中学３年生 24

沖縄
【地域ぐるみ】ちびっ子大集

合
3

[事業目的]
親子で渡嘉敷島の海と直接触れあうプログラムを通して、海と親しむ楽しさや関心を育む機会とする。
[主な内容]
海洋研修、安全管理講習（保護者向け）

9.25（土）～9.26（日）
５歳、６歳の未就学児とその保護者（保護者
同伴）

40

沖縄
【地域ぐるみ】親子で自然体
験inとかしき②(障がい児対

象）
3

[事業目的]
渡嘉敷島の自然の中で、障がい児をもつ家族同士が出会い、交流していくことで、お互いを知り、自然や雄大さや良さ
について理解を深める機会とする。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、林道散策、クラフト作り

〇 10.2（土）～10.3（日） 障害を持った幼児・小中学生とその保護者 80

沖縄 のびのび自然体験inとかしき 9

[事業目的]
渡嘉敷島での体験活動をとおして母子の絆を深め、子供達のたくましい心と体を育むとともに、基本的な生活習慣、自
立的行動習慣の確立につなげる。また母親についてはワークショップをとおして子供の自己肯定感を高めるための接し
方を学ぶ。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、親子レクリエーション、ワークショップ（母親対象）、クラフト作り

10.16（土）～10.17（日） 母子家庭の親子 50



沖縄
【地域ぐるみ】遊びリンピッ

クin沖縄2021
8

[事業目的]
子供や保護者に体験活動の重要性を伝え、自然体験や生活体験等の楽しさや達成感を実感してもらう機会として、簡単
な競技性のある「遊びリンピック」等をはじめ県内の青少年団体等とともに様々な体験の場を提供する。
[主な内容]
貝殻フォトフレーム、シシ玉ブレスレット、ビュンビュンごま、松ぼっくり工作等

10.23（土）～10.23（土） 幼児・小中学生とその保護者 1,500

沖縄 わくわく自然体験inとかしき 20

[事業目的]
ボランティアがこれまで培った知識・技能・経験を活かして主体的に事業を企画・立案・運営することをとおしてボラ
ンティアとしての意識の向上を図る。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、クラフト作成

11.6（土）～11.7（日） 幼児・小中学生とその保護者（保護者同伴） 30

沖縄
【地域ぐるみ】とかしきキッ

ズフェスタ
7

[事業目的]
渡嘉敷島の秋の気配を感じながら、家族や仲間とのふれあい活動、自然体験活動をとおして、親子の絆を深める。ま
た、簡単な競技性のある「遊びリンピック」をはじめ、様々な体験の場を提供する。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、クラフト作り、遊びリンピック

11.20（土）～11.21（日） 幼児・小中学生とその保護者 100

沖縄
【地域ぐるみ】遊びリンピッ

クinとかしき
8

[事業目的]
子供や保護者を対象に様々な競技種目を実施し、遊びをとおして生活体験等の楽しさや達成感を実感してもらうととも
に、体験活動推進の機運を高めることを目的とする。
[主な内容]
遊びリンピック

11.21（日）～11.21（日） 渡嘉敷村内の幼・小中学生 50

沖縄 防災キャンプ 1

[事業目的]
避難所生活を想定したキャンプ体験をとおして、家族や仲間といざという場合の対応方法等を学び、防災・減災への意
識を高めるとともに、子供達が自ら命を守る力を身に付ける。また、復興についてもグループで考える。
[主な内容]
空き缶を使った野外炊事、ビバークテント設営、火おこし体験、簡易トイレ設営

11.27（土）～11.28（日） 幼児・小中学生とその保護者（保護者同伴） 50

沖縄 【地域ぐるみ】冬季通学合宿 8

[事業目的]
親元を離れ、異年齢集団の中での共同生活を体験することで、規則正しい生活リズムの確立やコミュニケーション能力
の育成を図るとともに、家庭学習習慣の確立を目的とする。
[主な内容]
レクリエーション、一斉学習、環境ワークショップ

12.8（水）～12.10（金） 渡嘉敷村内小・中学生 30

沖縄
自然体験活動指導者（NEAL

リーダー）養成事業
2

[事業目的]
青少年に良質な体験活動の機会と場を提供するために、質の高い指導者を養成する事が必要不可欠であることから、青
少年教育指導者等を対象とする体系的な養成事業を実施し、自然体験活動指導者（NEAL)に登録が必要な知識や技能を
身につける。
[主な内容]
実習、講義、認定試験

1.8（土）～1.10（月） 社会人、高校生、大学生、専門学校生等 35

沖縄
【地域ぐるみ】親子凧あげ体

験inとかしき
3

[事業目的]
家族や仲間と協力しながら沖縄伝統のカーブヤー凧を作り、都会では味わえない渡嘉敷島の自然の中で凧あげをするこ
とで、そのおもしろさ、楽しさを感じるとともに、家族や仲間とのふれあいの場とする。
[主な内容]
凧作り、凧あげ、星空観察

1.15（土）～1.16（日）
幼・小中学生とその保護者
（保護者同伴）

50

沖縄
【地域ぐるみ】ホエール

ウォッチング
8

[事業目的]
慶良間海域に子育てのため帰ってくるザトウクジラの観察をとおして、生命や自然を尊重する精神を養うとともに、海
洋研修等を実施して自然に親しみながら家族や仲間とのふれあいを深める機会とする。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、ホエールウォッチング、資料館見学

1.29（土）～1.30（日）
小中学生とその保護者
（保護者同伴）

60

沖縄
【地域ぐるみ】親子で自然体

験inとかしき③
3

[事業目的]
家族や仲間と触れ合い、渡嘉敷島の海や山を観察し、自然の雄大さや良さについて考え、見直す機会とする。
[主な内容]
海洋研修、野外炊事、林道散策、クラフト作り

3.5（土）～3.6（日） 幼児・小中学生とその保護者（保護者同伴） 85

日高 ボランティアセミナー 27

[事業目的]
青少年教育施設でのボランティア活動について目的や内容を理解するとともに、意欲を行動につなげる具体的な手立て
を学び取ることで、ボランティア活動の実践力を身に付ける。
[主な内容]
青少年教育、ボランティア活動の意義、青少年教育施設におけるボランティア活動、青少年教育施設の現状と運営、ボ

      ランティア活動の技術、安全管理

○ 5.8（土）～5.9（日）
ボランティア活動に関心のある高校生、大学
生、社会人など

20



日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ①
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 6.12（土）～6.12（土）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ②
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 6.13（日）～6.13（日）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高 青少年体験活動顕彰制度 2

[事業目的]
高校生が地域づくりや地域の課題解決などに関する体験活動をとおして、問題発見・解決能力を身に付け、新たな価値
を創造する人材の育成に資するとともに、それぞれの実践活動の成果や自身の成長を適切に評価し、青少年の体験活動
に関する社会的な認知を高める
[主な内容]

     事前ガイダンス、合宿研修、フィールドワーク・実践活動、プレゼンテーション研修、地方審査会など

○
①6.17（木）～6.17（木）
②6.18（金）～6.18（金）

①高校１～３年生
②高校１～３年生

①10
②10

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

①
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
火遊び

○ 6.19（土）～6.19（土） ひだか野あそび会員に登録した小学２～6年生 20

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

②
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
火遊び

○ 6.20（日）～6.20（日）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

日高
【地域ぐるみ】アイヌ文化は

じめて体験
6

[事業目的]
令和2年7月にウポポイ（民族共生象徴空間）が開館し、アイヌ文化伝承に関する気運の高まりを踏まえ、平取町と連携
し、ウポポイの見学や文化体験、二風谷でのアイヌ舞踊等の体験をとおして、アイヌ文化を学ぶ機会を提供する。
[主な内容]
アイヌ文化体験

○ 6.26（土）～6.27（日） 小学４～６年生 30

日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ③
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 7.10（土）～7.11（日）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

③
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
魚釣り

○ 7.22（木）～7.23（金）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

日高
【地域ぐるみ】北海道「子ど

もキャンプ大会」
1

[事業目的]
異年齢での共同生活や、自然体験、創作体験など多様な体験活動をとおして、地域の未来を担う青少年の健全育成を目
的に実施。体験の風をおこそう運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
野外炊事、たき火、沢のぼり

○ 8.11（水）～8.15（日） 小学１～高校３年生 200

日高
ひだか自然体験キャンプ夏編

（自立支援事業）
3

[事業目的]
「子どもの貧困対策に関する大綱」を踏まえ、困難な環境にある青少年を対象に、それぞれのニーズに合わせた体験活
動の充実を図るとともに、規則正しい生活習慣や自立する力を身に付けるため、企画の段階から道内の児童養護施設等
と連携し実施する。
[主な内容]
火おこし体験、野外炊事、沙流川ラフティング、参加者の交流（たき火等）

○ 9.4（土）～9.5（日） 一般社団法人苫小牧風花の会に在籍する親子 40



日高
【地域ぐるみ】ひだか通学合

宿
8

[事業目的]
1週間程度の通学合宿を通して、基本的生活習慣の定着と普及を目的に「ひだか通学合宿」を実施する。
[主な内容]
野外炊事、ナイトハイク、川下り

○ 9.12（日）～9.18（土） 地元小学３～６年生 20

日高 防災キャンプ（仮称） 2

[事業目的]
第4期中期目標・計画における教育テーマに基づき、国土強靭化計画によるリダンダンシ―（広域防災拠点）としての
防災・減災教育を推進するため、関係機関・団体や公立青少年教育施設、大学の研究者等と連携し、青少年のための専
門性の高いモデル的体験活動を取り入れるとともに、その体験活動の効果測定を行い、その重要性の普及に努める事を
目的に実施する。
[主な内容]
防災・減災プログラムの開発につながる野外活動

○ 9.18（土）～9.20（月） 小学４～中学２年生 20

日高
【地域ぐるみ】サッカーフェ
スティバル 第８回日高町長

杯少年サッカー大会
7

[事業目的]
日高町及び日高町教育委員会の取組と連携し、サッカーフェスティバルを実施し、青少年のスポーツ活動を推進すると
ともに、体験の風をおこそう運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
サッカー

○ 9.25（土）～9.26（日） 小学生 150

日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ④
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 10.2（土）～10.2（土）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ⑤
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 10.3（日）～10.3（日）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

④
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
写真ツアー

○ 10.9（土）～10.9（土）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

⑤
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
写真ツアー

○ 10.10（日）～10.10（日）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

日高
【地域ぐるみ】帯広オータム

フェスティバル
2

[事業目的]
帯広地区を会場に多様な関係機関と連帯し、様々な体験ブースを組み合わせたフェスティバルを実施。体験の風をおこ
そう運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
忍者に扮して様々な「体を動かす」体験活動を実施、落ち葉のベッド、薪割り体験

○ 10.17（日）～10.17（日） 親子、一般 300

日高
【地域ぐるみ】北海道体験＆

読書マルシェ
1

[事業目的]
道立図書館を会場に読書活動や様々なブースを組み合わせたフェスティバルを実施。体験の風をおこそう運動、早寝早
起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
読書体験、各種体験活動ブース

○ 10.23（土）～10.23（土） 親子、一般 500

日高
北海道アウトドアフォーラム

２０２１
7

[事業目的]
体験活動の重要性が高まっている現状と自然環境や都市部からのアクセス等の立地条件やこれまでの人的つながりを活
かし、自然体験活動の推進や指導者の発掘、資質向上を基本としつつ、アウトドアによる観光や起業等の地域の活性化
など、新たな展開につなげることを目的とする。
[主な内容]
特別講演、プレゼンテーション、選択ワークショップ、全体ワークショップ、情報交換会、展示

○ 10.26（火）～10.28（木）

アウトドアガイド、アウトドア事業者、自然
体験活動団体職員、青少年教育施設職員、学
校教育・幼児教育・保育関係者、観光事業
者、行政職員、野外教育関係者、ボランティ
ア、興味のある学生

100



日高
【地域ぐるみ】フットサル

フェスティバル 第10回日高
町長杯U12フットサル大会

9

[事業目的]
日高町及び日高町教育委員会の取組と連携し、フットサルフェスティバルを実施し、青少年のスポーツ活動を推進する
とともに、体験の風をおこそう運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
フットサル

○ 11.13（土）～11.14（日） 小学生 150

日高
NEALインストラクター養成事

業
1

[事業目的]
自然体験活動プログラムの企画・実施者になるとともにNAELリーダーを指導する自然体験活動上級指導者を養成す
る。
[主な内容]
NEALカリキュラムに則って実施

○ 11.20（土）～11.22（月）
自然体験活動指導者（NEALリーダー）を取得
し、演習Ⅰ（18時間）を修了した方

10

日高
【地域ぐるみ】サイエンス

フェスティバル
11

[事業目的]
化学実験等を通して科学に親しむと共に、様々な体験ブースを組み合わせたフェスティバルを実施。体験の風をおこそ
う運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
科学実験

○ 12.4（土）～12.5（日） 小学４～６年生、保護者 200

日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ⑥
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 12.11（土）～12.11（土）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ⑦
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 12.12（日）～12.12（日）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高 野あそび匠塾⑥ 2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
雪遊び

○ 12.18（土）～12.18（土）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

⑦
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
雪遊び

○ 12.19（日）～12.19（日）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

日高
【地域ぐるみ】日高スキー体

験教室（はじめて）
3

[事業目的]
初めてスキーをする小学生を対象にスキー教室を実施し、青少年のスポーツ活動を推進するとともに、体験の風をおこ
そう運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
スキー

○ 1.5（水）～1.6（木） 小学４～６年生 20

日高
【地域ぐるみ】日高スキー教

室（初級）
3

[事業目的]
スキー技術の向上を目指す小学生を対象にスキー教室を実施し、青少年のスポーツ活動を推進するとともに、体験の風
をおこそう運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
スキー

○ 1.6（木）～1.7（金） 小学４～６年生 20

日高 教員免許状更新講習 13

[事業目的]
現行の学習指導要領及び次期学習指導要領の趣旨を踏まえ、自然体験や集団宿泊体験等に必要な知識・技術の向上を図
るため。
[主な内容]
講義、実習、認定試験

○ 1.13（木）～1.15（土）
令和２年度及び令和３年度末が修了期限の教
諭

15

日高
【地域ぐるみ】わくわくス

キーinひだか
17

[事業目的]
日高町と連携し、わくわくスキーinひだかを実施し、青少年のスポーツ活動を推進するとともに、体験の風をおこそう
運動、早寝早起き朝ごはん運動等を広く普及する。
[主な内容]
スキー

○ 1.29（土）～1.30（日） 小学４年生以上のグループまたは個人、親子 200



日高
【地域ぐるみ】はじめて野あ

そびクラブ⑧
2

[事業目的]
幼児～小学１年生がはじめての野遊びをとおして、自然への理解を深めるとともに、未知への挑戦心や郷土愛を育むこ
とを目的として実施する。
[主な内容]
外あそび、クラフト

○ 2.5（土）～2.6（日）
ひだか野あそび会員に登録した幼児～小学１
年生の子どもを含む家族

20

日高
ひだか自然体験キャンプ 冬

編（自立支援事業）
8

[事業目的]
「子どもの貧困対策に関する大綱」を踏まえ、困難な環境にある青少年を対象に、それぞれのニーズに合わせた体験活
動の充実を図るとともに、規則正しい生活習慣や自立する力を身に付けるため、企画の段階から道内の児童養護施設等
と連携し実施する。
[主な内容]
スキーレッスン、スノーラフティング、野焼きパン作り、参加者の交流（たき火等）

○
2.11（金）～2.12（土） 帯広市つくし会に在籍する親子 40

日高
【地域ぐるみ】野あそび匠塾

⑧
2

[事業目的]
小学２～６年生を対象に、地域で活躍する各業種の匠が指導者になり、体験活動をとおして地域の特色や自然への理解
を深め、さらに環境教育等の視点も取り入れ、持続可能な社会を担う一員としてのきっかけづくりとして実施する。
[主な内容]
雪遊び

○ 2.19（土）～2.20（日）
ひだか野あそび会員に登録した小学２～６年
生

20

花山
学校教育・幼児教育における
自然体験活動利用団体研修会

8

[事業目的]
学校の指導者を対象として、施設の利用方法やプログラム作成に関する説明、実際の活動プログラム体験を通して、そ
れぞれの研修の目標やねらいを達成できるよう支援する。
幼稚園・保育所の先生方を対象に幼児の運動プログラム活用に向け「リックの森」の利用の仕方を指導する。
利用時期を夏休み前と後の２回に分けて実施する。
[主な内容]
ハイキング、野外炊事、創作活動

4.21（水）～4.21（水） 令和2年度学校利用団体指導者 30

花山
リックファミリーキャンプ

vol.1
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、沢活動、ウォークラリー等

5.8（土）～5.9（日） 青少年を含む家族 30

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会①②
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

5.15（土）～5.15（土） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
第42期はなやまボランティア
スクール兼：自然体験活動指
導者（ＮＥＡＬ）研修会①

42

[事業目的]
国立青少年教育振興機構の共通カリキュラムによる研修を行い、青少年の体験活動を支援するボランティアに必要な知
識や技能を修得する。
「自然体験活動」と「体験学習法」を中心に理論研修と実技研修を行う。
[主な内容]
講義、安全管理、野外炊事

5.22（土）～5.23（日）
高校生
大学生
一般成人

30

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会③④
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

5.28（金）～5.28（金） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑤⑥
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

5.29（土）～5.29（土） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑦
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

5.30（日）～5.30（日） 沢活動を実施する団体の指導者 20



花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑧⑨
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

6.4（金）～6.4（金） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑩⑪
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

6.5（土）～6.5（土） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑫
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

6.6（日）～6.6（日） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑬
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

6.12（土）～6.12（土） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
リックファミリーキャンプ

vol.2
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、沢活動、ウォークラリー等

6.12（土）～6.13（日） 青少年を含む家族 30

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑭
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

6.13（日）～6.13（日） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山

はなやまボランティアスクー
ルスキルアップ研修兼：自然
体験活動指導者（ＮＥＡＬ）

研修会②

5

[事業目的]
自然体験活動において、子どもの発達段階に応じた適切かつ安全な指導ができるように、知識と技能の向上を図る。
「自然体験活動」と「体験学習法」を中心に理論研修と実技研修を行い、ＮＥＡＬの資格取得を行う。
[主な内容]
講義、沢登り、ウォークラリー

6.19（土）～6.20（日）
１８歳以上の学生
一般成人

15

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑮⑯
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

6.26（土）～6.26（土） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑰
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

7.3（土）～7.3（土） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
リックファミリーキャンプ

vol.3
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、沢活動、ウォークラリー等

7.3（土）～7.4（日） 青少年を含む家族 30

花山 はなやままるごと自然博物館 22

[事業目的]
小学校における教科学習及び「総合的な学習の時間」を支援し、花山の自然を活かした学習活動を行う。
夏季は学年毎日帰りで実施
冬季は2泊3日で実施する。
[主な内容]
沢活動

7.7（水）～7.7（水）
栗原市立花山小学校
小学１～６年生

15



花山 体験学習法指導者研修会 2

[事業目的]
冒険教育の手法や考え方について体験を通して学び、学校教育や学級経営、社会教育等の場で活用できる、集団の中で
の望ましい人間関係づくりや個人の成長を促すための指導技術を身に付ける。
[主な内容]
ＰＡ

7.10（土）～7.10（土）

学校関係者
青少年教育関係者
公民館等職員
学生 など

25

花山 はなやままるごと自然博物館 22

[事業目的]
小学校における教科学習及び「総合的な学習の時間」を支援し、花山の自然を活かした学習活動を行う。
夏季は学年毎日帰りで実施
冬季は2泊3日で実施する。
[主な内容]
沢活動

7.15（木）～7.15（木）
栗原市立花山小学校
小学１～６年生

15

花山
学校教育・幼児教育における
自然体験活動利用団体研修会

8

[事業目的]
学校の指導者を対象として、施設の利用方法やプログラム作成に関する説明、実際の活動プログラム体験を通して、そ
れぞれの研修の目標やねらいを達成できるよう支援する。
幼稚園・保育所の先生方を対象に幼児の運動プログラム活用に向け「リックの森」の利用の仕方を指導する。
利用時期を夏休み前と後の２回に分けて実施する。
[主な内容]
ハイキング、野外炊事、創作活動

7.16（金）～7.16（金）
令和2年度学校利用団体指導者
幼稚園・保育園の先生

30

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑱⑲
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

7.17（土）～7.17（土） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山 子ども地球探検隊 2

[事業目的]花山青少年自然の家とジオパーク周辺の豊かな自然のもと、自然体験活動を通じて、自然の雄大さを感じと
り、自然の仕組みについて理解を深めるとともに、その保護や活用について考える。
[主な内容]
シーカヤック、沢活動、登山

○ 7.22（木）～7.25（日）
宮城県・岩手県
小学４～６年生

30

花山
生活・自立支援キャンプ「ふ
れあい花山キャンプ」（双葉

荘）
8

[事業目的]
子どもの貧困対策に関する大網を受け、困難な環境にある子供たちを対象に、規則正しい生活習慣や自立する力を身に
付けるためのキャンプを実施する。
[主な内容]
野外炊事、公共施設利用、生活・社会体験

7.28（水）～7.30（金） 児童養護施設の児童・生徒 23

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会⑳㉑
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

7.30（金）～7.30（金） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会㉒㉓
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

7.31（土）～7.31（土） 沢活動を実施する団体の指導者 40

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会㉔
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

8.1（日）～8.1（日） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
地域探究プログラム「オリエ
ンテーション合宿 in 花山」

1

[事業目的]
高校生が地域づくりや地域の課題解決などに関する体験活動を通して、問題発見・解決能力を身
に付け、新たな価値を創造する人材育成に資するとともに、それぞれの実践活動の成果や自身の成
長を適切に評価し、青少年の体験活動に関わる社会的な認知を高める。
[主な内容]
講話、フィールドワーク、演習

8.3（火）～8.5（木） 宮城県築館高等学校１～３年生 25



花山 ココロとカラダにeキャンプ 1

[事業目的]
児童・生徒が、基本的な生活習慣を見直し、改善を図るキャンプを体験することにより、規則正しく、健康で楽しい生
活をしようとする態度を育成する。
専門機関や家庭と連携して調査を実施し、子ども達の変容や生活の状況などを分析・検証する。
[主な内容]
ダンス、野外炊事、沢活動

○
①8.7（土）～8.9（月）
②9.18（土）～9.20（月）
③11.6（土）～11.7（日）

①宮城・岩手・福島県
小学４～中学３年生
※原則全３回参加
②宮城・岩手・福島県
小学４～中学３年生
※原則全３回参加
③宮城・岩手・福島県
小学４～中学３年生
※原則全３回参加

①20
②20
③20

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会㉕
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

8.21（土）～8.21（土） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会㉖
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

8.22（日）～8.22（日） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
生活・自立支援キャンプ 「ふ

れあい花山キャンプ」
8

[事業目的]
子供の貧困対策に関する大綱を受け、困難な環境にある子供たちを対象に、規則正しい生活習慣や自立する力を身に付
けるためのキャンプを実施する。
炊事や公共施設利用など、様々な生活体験・社会体験ができるプログラムを取り入れる。
[主な内容]
野外炊事、沢活動

○ 8.27（金）～8.29（日） 児童養護施設の児童・生徒 30

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会㉗
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

8.28（土）～8.28（土） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
安全で充実した沢活動実施の

ための指導者講習会㉘
8

[事業目的]
団体の引率者を対象として講習会を実施することで、安全に、かつ、ねらいが達成できる沢活動の実施を目指します。
[主な内容]
講習、実地踏査

8.29（日）～8.29（日） 沢活動を実施する団体の指導者 20

花山
リックファミリーキャンプ

vol.4
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、沢活動、ウォークラリー等

9.4（土）～9.5（日） 青少年を含む家族 30

花山
リックファミリーキャンプ

vol.5
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、ウォークラリー等

10.2（土）～10.3（日） 青少年を含む家族 30

花山
【地域ぐるみ】秋の花山フェ

スティバル
7

[事業目的]
自然の家を広く各地の方々に知ってもらうとともに体験活動の機会を多くの方に提供する。
[主な内容]
ハイキング、火おこし体験、ピザつくり、創作活動

10.23（土）～10.24（日） 幼児から一般 250

花山
リックファミリーキャンプ

vol.6
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、ウォークラリー等

11.13（土）～11.14（日） 青少年を含む家族 30



花山
はなやま通学合宿 ～自然の家

から学校へ行こう～
3

[事業目的]
家庭から離れて、他の学校や異学年の仲間との共同生活を送ることにより、基本的な生活習慣を身に付けるとともに自
立心や社会性、協調性等子供たちの「生きる力」を育む。また、同一中学校区の仲間たちとの交流を通して中1ギャッ
プ解消に向けての素地を養う。
[主な内容]
ミニ運動会、野外炊事

12.2（木）～12.4（土）

栗原市内小学校（築館小・宮野小・一迫小・
花山小）
小学４～６年生

40

花山
リックファミリーキャンプ

vol.7
6

[事業目的]
国立花山青少年自然の家における体験活動を通して、家族の絆を深め、「体験の風をおこそう」運動の推進を図る。
[主な内容]
野外炊事、ウォークラリー等

12.11（土）～12.12（日） 青少年を含む家族 30

花山
【地域ぐるみ】夢・ＨＯＣＫ

ＥＹ
6

[事業目的]
トップアスリートの豊かな経験と高い技術に触れ、ホッケーを通して技術と知識の向上を図るとともに、 望ましい生活
習慣を身に付ける。
[主な内容]
ホッケー、交流会

1.7（金）～1.8（土）

小学生
中学生
高校生
社会人

100

花山
【地域ぐるみ】花山雪合戦交

流会
6

[事業目的]
自然の家を広く各地の方々に知ってもらうとともに体験活動の機会を多くの方に提供する。
[主な内容]
スポーツ雪合戦、交流会

1.15（土）～1.16（日） 宮城県内小学生 150

花山
【地域ぐるみ】冬の花山フェ

スティバル
5

[事業目的]
自然の家を広く各地の方々に知ってもらうとともに体験活動の機会を多くの方に提供する。
[主な内容]
雪遊び、そり、スキー、ハイキング、創作活動

2.5（土）～2.6（日） 幼児から一般 250

花山
はなやままるごと自然博物館

（セカンドスクール）
22

[事業目的]
小学校における教科学習及び「総合的な学習の時間」を支援し、花山の自然を活かした学習活動を行う。
夏季は学年毎日帰りで実施
冬季は2泊3日で実施する。
[主な内容]
教科授業、ホッケー教室、クラフト

2.8（火）～2.10（木）
栗原市立花山小学校
小学１～６年生

20

花山 第17回花山雪っこまつり 17

[事業目的]
雪っこまつり実行委員会と連携・協力し、自然の家の教育資源を活用した体験活動の場を提供することで、「体験の風
をおこそう」運動を推進する。
地域をあげてのイベントに参加する子どもたちに宿泊体験活動の場を提供する。
[主な内容]
雪遊び

2.19（土）～2.20（日）
宮城県内スポーツ少年団に所属する児童、指
導者、保護者 350

花山 親子防災キャンプ 1

[事業目的]
花山青少年自然の家のフィールドを活用し、親子で楽しみながら、災害時や災害に役立つプログラムを体験する。
[主な内容]
親子で楽しみながら、災害時や災害に役立つプログラムを開発する。

2.26（土）～2.27（日） 親子 30

那須甲子 ボランティア養成研修 16

[事業目的]
ボランティア活動について理解を深めるとともに、ボランティア活動をするために必要な知識・技術を学びます。ま
た、今後のボランティア活動への意欲を高め、青少年教育施設や地域で活動できるボランティアを育成します。
[主な内容]
救命救急講習、野外炊事、講義

5.15（土）～5.16（日）

高校生
短大生
大学生
専門学校生
社会人
その他当施設でのボランティア活動に興味・
関心がある方

30

那須甲子
高校生「地域探究プログラ

ム」OL合宿
2

[事業目的]
高校生が体験活動を通じた成長を促し、改訂された学習指導要領のキーワードである「探究」の手法を用いて学びを深
めることや、取組みを段階的に分け、効果的な学びの手法が修得できるよう構成されている。特に、地域での実践活動
では、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた取組を行うことで、郷土や自然に愛着をもち、新
たな価値を創造する高校生の育成を目的としている。全体を通して、探究の手法を用いながら、「個人の興味関心と地
域の魅力・課題を結びつける力（探究力）」を実践的に身に着けることを目的としている。
[主な内容]
福島県立光南高等学校と連携した授業カリキュラム

5.22（土）～5.22（土） 福島県立光南高等学校２年生 25



那須甲子
第１回 なすかしの森１０
０％鮮度！体験キャンプ

3

[事業目的]
経済的に困窮した家庭のの子供を対象に、自然体験等の活動を通した「生活・自立」支援する取組を行い、基本的な生
活習慣の確立や自立する力を身に付けることを目指す。
[主な内容]
ウォークーラリー、野外炊事、クラフト等

5.29（土）～5.30（日） 小学４～６年生 20

那須甲子
【地域ぐるみ】ウィークエン

ドな森あそび
1

[事業目的]
・家族を対象に、自然体験の機会と場を提供する。
[主な内容]
・森のフィールドを活かした自然散策、工作等の自然体験活動

6.5（土）～6.5（土） ５歳～小学２年生程度の子どもとその家族 20

那須甲子
高校生「地域探究プログラ

ム」OL合宿
2

[事業目的]
高校生が体験活動を通じた成長を促し、改訂された学習指導要領のキーワードである「探究」の手法を用いて学びを深
めることや、取組みを段階的に分け、効果的な学びの手法が修得できるよう構成されている。特に、地域での実践活動
では、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた取組を行うことで、郷土や自然に愛着をもち、新
たな価値を創造する高校生の育成を目的としている。全体を通して、探究の手法を用いながら、「個人の興味関心と地
域の魅力・課題を結びつける力（探究力）」を実践的に身に着けることを目的としている。
[主な内容]
福島県立光南高等学校と連携した授業カリキュラム

6.20（日）～6.20（日） 福島県立光南高等学校２年生 25

那須甲子
第２回 なすかしの森１０
０％鮮度！体験キャンプ

3

[事業目的]
経済的に困窮した家庭のの子供を対象に、自然体験等の活動を通した「生活・自立」支援する取組を行い、基本的な生
活習慣の確立や自立する力を身に付けることを目指す。
[主な内容]
テント泊、野外炊事、たき火

7.3（土）～7.4（日） 小学４～６年生 20

那須甲子
【地域ぐるみ】家族向け自然

体験
1

[事業目的]
家族を対象に、那須甲子の四季折々の自然を感じる体験活動を提供する。
[主な内容]
野外炊事、キャンプファイヤ

7.10（土）～7.11（日） 家族 20

那須甲子
【地域ぐるみ】幼児教育関係
者のための自然体験推進事業

（保育者）
2

[事業目的]
・自然の中で遊ぶことの魅力を参加者自ら体験することにより、幼児が自由に主体的に遊べる環境について学ぶ
[主な内容]
・自然体験活動の講義、フィールドワーク

7.28（水）～7.29（木） 保育士や幼稚園教諭等の保育者 20

那須甲子
防災・減災プログラムの開

発・実践研究
1

[事業目的]
野外での活動スキルを身に付け、防災意識を学ぶことを基本にした１泊２日の野外活動キャンプ
[主な内容]
火起こし体験、防災炊事、テント泊

9.4（土）～9.5（日）
小学３～６年生
中学１～３年生

30

那須甲子
障がいのある子供たちが「地
域で共に学び、共に生きる」

教育の推進事業
2

[事業目的]
現代の青少年を取り巻く今日的な課題は多岐にわたり、その中でも障がいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性
を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会（共生社会）の実現へ向けての取り組み
は全国の青少年教育施設でも積極的に取り組むべき課題である。
そこで、当施設では独立行政法人国立青少年教育振興機構としての第四期中期計画における、各施設の特色化に向けた
施設の運営についての教育テーマを“障がいのある子どもたちが「地域で共に学び、共に生きる教育 」の推進”とし、誰
しもが使いやすく、利用しやすい施設へするための計画を企画・実施する。
[主な内容]
福島県立西郷支援学校との連携事業

◯ 9.9（木）～9.10（金） 中学２年生 40

那須甲子 NEALリーダー養成研修 7

[事業目的]
全国体験活動指導者認定委員会が制定した「自然体験活動指導者養成カリキュラム」に則り、子供の発達段階に応じて
適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指導者を養成します。
また、 ボランティア活動について理解を深めるとともに、ボランティア活動をするために必要な知識・技術を学びま
す。また、今後のボランティア活動への意欲を高め、青少年教育施設や地域で活動できるボランティアを育成します。
[主な内容]
講義、キャンプファイヤー、野外炊事、救命救急講習

9.10（金）～9.12（日） １８歳以上の方 30

那須甲子
第３回 なすかしの森１０
０％鮮度！体験キャンプ

3

[事業目的]
経済的に困窮した家庭のの子供を対象に、自然体験等の活動を通した「生活・自立」支援する取組を行い、基本的な生
活習慣の確立や自立する力を身に付けることを目指す。
[主な内容]
登山

9.25（土）～9.26（日） 小学４～６年生 20



那須甲子
【地域ぐるみ】なすかしの森

フェス
4

[事業目的]
「体験の風をおこそう」運動、「早寝早おき朝ごはん 」運動、読書活動の普及啓発、地域住民への施設開放による理解
促進等
[主な内容]
近隣施設と提携した体験型ブースの展開等

10.2（土）～10.3（日）
・一般
・家族

600

那須甲子
【地域ぐるみ】幼児教育関係
者のための自然体験推進事業

（保育学生）
2

[事業目的]
自然の中で遊ぶことの魅力を参加者自ら退官することにより、幼児が自由に主体的に遊べる環境について学ぶ
 [主な内容]
自然体験活動の講義、フィールドワーク

10.9（土）～10.10（日） 保育士や幼稚園教諭等の保育者を志す学生 20

那須甲子
なすかしの森 セカンドス
クール（棚倉町立高野小学

校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

10.18（月）～10.22（金） 小学５年生 10

那須甲子
なすかしの森 セカンドス
クール（棚倉町立近津小学

校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

10.18（月）～10.22（金） 小学５年生 24

那須甲子
なすかしの森 セカンドス
クール（西郷村立川谷小学

校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

10.25（月）～10.29（金） 小学５年生 11

那須甲子
なすかしの森 セカンドス
クール（棚倉町立社川小学

校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
・教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファ
イヤーなど）

10.25（月）～10.29（金） 小学５年生 32

那須甲子
【地域ぐるみ】フライング

ディスク体験教室
1

[事業目的]
親子の交流機会を設けるとともに子どもたちの体力向上を図るほか、ニュースポーツの魅力や体を動かすことの楽しさ
面白さを体験してもらう。
[主な内容]
フライングディスクレッスン、ディスクゴルフレッスン、ディスクゴルフ大会

11.3（水）～11.3（水） 小・中学生を含む親子 20

那須甲子
なすかしの森 セカンドス

クール（西郷村立米小学校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

11.8（月）～11.12（金） 小学５年生 36

那須甲子
なすかしの森 セカンドス
クール（西郷村立熊倉小学

校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

11.8（月）～11.12（金） 小学５年生 72

那須甲子
なすかしの森 セカンドス
クール（西郷村立羽太小学

校）
15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

11.15（月）～11.19（金） 小学５年生 12



那須甲子
なすかしの森 セカンドス

クール（西郷村立小田倉小学
校）

15

[事業目的]
小学５年生を対象とした３泊４日～４泊５日の集団宿泊において、教科教育と課外活動を行い、児童、教員、大学生ス
タッフ（法ボラ）、保護者、当該施設職員が相互に学び合う「五者の育ちの場」となることを目指す。
[主な内容]
教科等に関連づけた体験活動プログラム（沢歩き活動など）、自主学習（宿題など）、放課後活動（キャンドルファイ
ヤーなど）

11.15（月）～11.19（金） 小学５年生 71

那須甲子
防災・減災プログラムの開

発・研究
1

[事業目的]
野外での活動スキルを身に付け、防災意識を学ぶことを基本にした１泊２日の野外活動キャンプ
[主な内容]
野外炊事、バーナー体験、テント泊

12.4（土）～12.5（日）
小学３～６年生
中学１～３年生

30

那須甲子
第４回 なすかしの森１０
０％鮮度！体験キャンプ

3

[事業目的]
経済的に困窮した家庭のの子供を対象に、自然体験等の活動を通した「生活・自立」支援する取組を行い、基本的な生
活習慣の確立や自立する力を身に付けることを目指す。
[主な内容]
クラフト制作、野外炊事

12.11（土）～12.12（日） 小学４～６年生 20

那須甲子
高校生「地域探究アワード」

東北ステージ
2

[事業目的]
実践活動の発表と共有を通して、参加者のさらなる成長や新たな気づきにつなげる。
[主な内容]
実践活動報告書を受理された者のうち、内容が優秀と認められた各施設の代表が出場するプレゼン発表の場。発表と質
疑応答の審査ののち、個人の部、団体の部それぞれの東北ブロック代表が選出され、次の全国ステージへ進む。

12.25（土）～12.26（日）
東北ブロックの各施設における代表者（高校
生） 20

那須甲子
【地域ぐるみ】幼児教育関係
者のための自然体験推進事業

（実践）
2

[事業目的]
自然の中で遊ぶことの魅力を参加者自ら退官することにより、幼児が自由に主体的に遊べる環境について学ぶ。
 [主な内容]
雪上活動

1.15（土）～1.16（日） 幼児とその保護者 20

那須甲子
【地域ぐるみ】ウィークエン

ドな森あそび
1

[事業目的]
家族を対象に、自然体験の機会と場を提供する。
 [主な内容]
森のフィールドを活かした自然散策、工作等の自然体験活動

1.22（土）～1.22（土） ５歳～小学２年生程度の子どもとその家族 20

那須甲子
【地域ぐるみ】家族向け自然

体験
1

[事業目的]
親子を対象に、自然体験や読書活動の機会と体験の場を提供する。
[主な内容]
森のフィールドを活用した運動プログラム、絵本の読み聞かせ

1.29（土）～1.30（日） 幼児、小学生又は中学生を含む家族 40

那須甲子
第５回 なすかしの森１０
０％鮮度！体験キャンプ

3

[事業目的]
経済的に困窮した家庭のの子供を対象に、自然体験等の活動を通した「生活・自立」支援する取組を行い、基本的な生
活習慣の確立や自立する力を身に付けることを目指す。
[主な内容]
雪上活動

2.5（土）～2.6（日） 小学４～６年生 20

那須甲子
【地域ぐるみ】イングリッ

シュキャンプ
1

[事業目的]
英語による自然体験・伝統文化体験を通して、積極的に英語でコミュニケーションを図ろうとする態度を育む
[主な内容]
キャンプファイヤ、フィールドワーク

2.19（土）～2.20（日） 小学生・中学生 20

那須甲子
【地域ぐるみ】ウィークエン

ドな森あそび
1

[事業目的]
家族を対象に、自然体験の機会と場を提供する。
 [主な内容]
森のフィールドを活かした自然散策、工作等の自然体験活動

3.19（土）～3.19（土） ５歳～小学２年生程度の子どもとその家族 20

信州高遠
【養成研修】信州高遠ボラン

ティア養成研修
18

[事業目的]
青少年自然の家の環境を活かした様々な体験活動や学習を通して、青少年教育施設における子どもたちの体験活動を支
えるボランティアとしての必要な知識・技術を習得する。
[主な内容]
講義、野外炊飯、普通救命講習

6.5（土）～6.6（日） 高校生以上の学生、社会人 40

信州高遠 たかとお森の楽校 1

[事業目的]
木に関する自然体験活動を通して、木や森に対する興味関心を高める。
[主な内容]
間伐体験、木工クラフト

○ 6.27（日）～6.27（日） 小学校４～６年生 30



信州高遠 タイニーキャンプ 13

[事業目的]
自然の中で共同生活することにより、感性・自主性・協調性を育む機会とする。
[主な内容]
運動あそび、読み聞かせ、野外炊事

7.10（土）～7.11（日）
小学１・２年生

30

信州高遠 信州高遠サマーキャンプ 1

[事業目的]
キャンプを通して、自然のすばらしさや偉大さを知るとともに、困難を乗り越えたときの自信や達成感を味わい、自己
肯定感の育成を図る。
[主な内容]
野外炊事体験、南アルプス登山（場所未定）

○ 8.6（金）～8.10（火） 小学５年生～中学生 20

信州高遠 全国高校生体験活動顕彰制度 1

[事業目的]
オリエンテーション合宿を含む様々なカリキュラムを通して探究のプロセスを学習し、PDCAサイクルを取り入れた課
題解決型学習に取り組む。
[主な内容]
オリエンテーション合宿、実践活動

8.19（木）～8.20（金） 高校２年生 20

信州高遠 教員免許状更新講習 11

[事業目的]
児童・生徒の「体験活動」についての理解を深め、教員に求められるコミュニケーション能力の向上や、自然体験活動
の指導方法を身につけることにより、教員としての資質向上を図る。
[主な内容]
講義、オリエンテーリング、キャンプファイヤー、野外炊事

9.4（土）～9.5（日） 小中学校教諭 35

信州高遠 信州高遠自然みつけ隊 4

[事業目的]
森・川・星空・動物といった豊かな自然環境と天体望遠鏡・プラネタリウムといった充実した設備・環境を生かした体
験活動を通して、子どもたちの自然に対する興味関心を高める。
[主な内容]
自然観察、星空観察、野外炊事

○ 10.9（土）～10.10（日） 家族、グループ 30

信州高遠
幼児キャンプ～森の中へGo!!

～
2

[事業目的]
豊かな自然の中での遊びを通して幼児期に身につけたい多様な動きを獲得し、感性を高めるとともに基本的生活習慣の
基礎を育む機会とする。
[主な内容]
運動あそび、自然体験、野外炊事

10.16（土）～10.17（日） 年長児 15

信州高遠 こもれびキャンプ 2

[事業目的]
悩みを抱える児童・生徒が、自然体験活動や参加者との交流を通して、心身をリフレッシュしたり、自分の良さに気づ
いたりすることで、新しい一歩を踏み出すきっかけとする。
[主な内容]
自然観察、炊事体験、交流会、星座観察、クラフト体験

11.6（土）～11.7（日）
上伊那、諏訪地区在住の小学４～６年生の不
登校傾向の児童

20

信州高遠 防災キャンプ 1

[事業目的]
災害時を想定した体験を通して、防災・減災についての基本的な知識を身に着ける。
[主な内容]
炊き出し体験、非常食クッキング、仮設テントキャンプ、要救護者体験

11.27（土）～11.28（日） 学生、社会人 30

信州高遠
【子供の貧困対策事業】信州

高遠ぽっかぽかキャンプ
6

[事業目的]
子どもたちの基本的な生活習慣の確立を目指すとともに、対人関係などのコミュニケーション能力や社会性などを育
む。
[主な内容]
創作活動、スキー体験、炊事体験

1.8（土）～1.10（月） ひとり親家庭の児童・生徒 30

信州高遠
【地域ぐるみ】体験の風高遠

フェスティバル
1

[事業目的]
様々な体験活動や交流を通して、自然体験活動への興味関心を高めるとともに、体験活動の重要性の普及・促進を図
る。
[主な内容]
自然体験、クラフト体験

○ 2.5（土）～2.6（日） 幼児～中学生、保護者 300

信州高遠
【ボランティア自主企画】
ジャンプアップキャンプ

5

[事業目的]
自然の中でのグループ活動を通して、主体性・協調性・コミュニケーション能力を育む機会とする。また、ボランティ
アが事業の企画運営をすることで資質・技能を高める。
[主な内容]
アドベンチャーハイク、キャンプファイヤー、野外炊事

2.19（土）～2.20（日） 小学３・４年生 30

信州高遠 信州高遠星座観察会 9

[事業目的]
各種天体望遠鏡を使って、高地特有の満天の星を観察し、宇宙や山の自然への興味関心を高める。
[主な内容]
星空観察、プラネタリウム

3.5（土）～3.6（日） 家族、グループ 40



妙高
【指導者養成】MYOKOボラン

ティアキャンプ
2

[事業目的]
講義や演習、野外活動体験等の研修をとおして、青少年教育におけるボランティア活動に必要な基礎的な知識・技術に
ついて学ぶ機会とする。また、本事業は全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会が資格認定する「ＮＥＡＬ自
然体験活動指導者（リーダー）」の受講科目の一部を兼ねる。
[主な内容]
ボランティア養成研修、野外炊事、救急救命法講習、講義

○ 5.15（土）～5.16（日） 青少年及び一般 50

妙高
【指導者養成】妙高自然体験

活動指導者養成研修 夏
2

[事業目的]
妙高のフィールドを活用して自然体験活動を指導できる指導者の育成。
[主な内容]
講義・源流探険・星座観察・森探険

○ 5.21（金）～5.23（日）
青少年教育指導者、青少年教育に興味関心の
ある方

20

妙高
森林環境学習「みどりの学

習」
1

[事業目的]
第Ⅳ期 妙高市総合教育基本計画（令和2年度～6年度）では、主要施策3-（１）において、郷土妙高の様々な資源を活
用した「ほんもの教育」に重点を置いた学習環境の推進、及び、豊かな自然環境の中で体験活動を通じて自然の大切さ
を学ぶ学習を施策方針として定めている。
妙高市では、市内全ての小学校4年生が、総合的な学習の時間等で森林の大切さや環境保全の必要性を学ぶ「みどりの
学習」を行っている。実際に現地へ行って森林に親しみ、森林のはたらきや自然の大切さについて考える体験活動が特
色である。
当施設では、これまでも妙高市役所や妙高市教育委員会と連携して「源流探険」「スノーシューハイク」を行ってきた
が、さらに学びの充実につながるようなプログラムの改善、改良を行う。加えて、当施設の「学びの森」を活用した
「森探険」プログラムの提供を行い、地域の教育活動に貢献することをめざす。
[主な内容]
①導入（各学校での事前学習）
②体験活動（当施設で行う体験活動）
5月～11月 森探険プログラム
7月～9月 源流探険
1月～2月 スノーシューハイク
③まとめ（各学校での振り返り学習）

◯ 5月～2月 小学生４年生 200

妙高
【地域ぐるみ】信越トレイル

体験会
2

[事業目的]
キャンプを通して、子どもたちに豊かな体験活動の場を提供するとともに、家族のきずなや参加者間の交流を深める。
登録ガイドと歩くことで安全にトレッキングを楽しみ、自然や歴史や生活のつながりを学びながら地域資源の再発見を
促進する。
[主な内容]
講話・トレイルハイク

○ 6.5（土）～6.6（日） 県内および北信地域の小学生とその家族 20

妙高
GREAT JORNEY 2021 事前

キャンプ
5

[事業目的]
課題を抱えた子供たちと一般募集の子供たちが参加する統合型長期移動チャレンジキャンプの効果的な支援のあり方や
評価のあり方等を開発し提案する。
[主な内容]
信越トレイル踏破・登山・野外炊事・テント泊実施のための事前練習

○ 7.10（土）～7.11（日） 小学校５年生から中学校3年生の男女 18

妙高
全国高校生体験活動顕彰制度

（地域探究プログラム）
2

[事業目的]
「地域探究プログラム」は高校生の体験を通じた成長を目指し、改訂された学習指導要領のキーワードである「探究」
の手法を用いて学習を深める制度である。宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、ものごとを探究する姿勢、主
体的に取り組む態度、課題に向き合う力などを育成する。
[主な内容]
講話・講義・フィールドワーク・発表

○
①7.17（土）～7.18（日）
②8.1（日）～8.1（日）

①日本在住の高校生及びそれに相応する学籍
又は年齢にある方（令和3年度は新潟県内在住
者のみ）

②日本在住の高校生及びそれに相応する学籍
又は年齢にある方（令和3年度は新潟県内在住
者のみ）

①18
②18

妙高 GREAT JORNEY 2021 5

[事業目的]
課題を抱えた子供たちと一般募集の子供たちが参加する統合型長期移動チャレンジキャンプの効果的な支援のあり方や
評価のあり方等を開発し提案する。
[主な内容]
信越トレイル踏破・登山・野外炊事・テント泊

○ 7.28（水）～8.9（月） 小学校5年生から中学校3年生の男女 18



妙高 防災・防災事業（仮称） 1

[事業目的]
・災害発生メカニズムと我が国の国土や県内（地域）の地形・気候の様子等から、地域で起こりやすい災害や過去の災
害について理解し、安全な行動をとるための判断に生かすことができる。
・災害時における危険を認識し、日頃から、状況に応じて自ら考え安全な行動ができるようにするとともに、他の人々
の安全にも気配りができる。
・自他の生命を尊重し、災害発生時及び事後に、初期消火を行ったり、大人へ通報したり、緊急の場合には簡単な応急
手当てをしたりするなど二次災害を防ぐ態度や行動をとり、進んで他の人々や地域の安全に役立つことができる。
[主な内容]
火山学習の指導法 ほか

○ 8.19（木）～8.20（金） 教員 20

妙高
キッズアドベンチャー（幼児

源流体験会）
1

[事業目的]
幼児期に豊かな体験活動の場を提供する。
活動プログラムの充実に向けて、幼児の遊びの広がりや発展の様子を観察し、記録に残す。
[主な内容]
源流探険

8.21（土）～8.21（土） ４、５歳児の幼児とその家族 16

妙高
自然体験活動指導者（NEAL

リーダー）養成研修
0

[事業目的]
NEALリーダー養成カリキュラムと法人ボランティア養成カリキュラムとの科目履修互換制度を構築するとともに、教
育効果の高い自然体験活動・生活体験活動の支援や指導などを行う指導者及び法人ボランティアを養成する。
[主な内容]
安全管理研修・対象者理解などの研修・プログラム体験・先輩との交流会

○ 8.28（土）～8.29（日） 青少年及び一般 15

妙高
【地域ぐるみ】はね馬キャン

プinアグリパーク
3

[事業目的]
独立行政法人国立青少年教育振興機構「地域ぐるみで体験の風をおこそう運動」を受け、新潟市アグリパークと国立妙
高青少年自然の家が連携して自然体験活動事業を実施することで、県内外の小学生に自然体験活動の機会を提供し、活
動を通して参加者の交流を深める。
[主な内容]
五感を使った体験的な「食」の学びを通して、豊かな食の恵みに感謝し、命や人のつながりについて考えるとともに、
農業のすばらしさに気づき、郷土を愛する気持ちを育てる。

○
9.11（土）～9.12（日） 県内および北信地域の小学校３、４年生 20

妙高 生活・自立支援キャンプ 2

[事業目的]
自然体験活動を通じた「生活・自立」を支援する取組を行い、子供たちの基本的な生活習慣の確立や自立する力を身に
つけることを目指す。
[主な内容]
児童養護施設で暮らす青少年のために体験活動の機会を提供する。

○ 9.18（土）～9.19（日） 主にひとり親の子供たちと保護者 40

妙高 【地域ぐるみ】感謝祭 1

[事業目的]
（１）子供たちの健やかな成長にとって体験の大切さを伝え、自然体験、社会体験、生活体験の機会を提供する機会と
する。
（２）地域の方々や各種団体への感謝の気持ちを示す場として、国立妙高青少年自然の家の活動プログラム体験や地域
の伝統文化等に触れる機会を提供する。
（３）地域のボランティア及び各種青少年団体と連携し、各団体が主体的に活動や発表できる場を提供する。
[主な内容]
クラフト・屋台村・ポニー乗馬・プログラム体験

○ 10.9（土）～10.10（日） 一般・家族会員 1,000

妙高
【地域ぐるみ】親子トレラン

教室
1

[事業目的]
子供たちの健やかな成長にとって体験の大切さを伝え、自然体験、社会体験、生活体験の機会を提供する機会とする。
[主な内容]
トレイルランニングの魅力についての講義、信越五岳トレイルランニングのRUN体験・ミニトレイルランニングレース

○ 10.30（土）～10.31（日）
小中学生とその保護者

8

妙高
ボランティア育成プロジェク

ト①
1

[事業目的]
自然の家で活動するボランティアの自己成長の機会を多角的に提供することで、地域社会と連携した新たなボランティ
ア育成の仕組みを作り、地域社会を発展させていくことのできる人材を育成する。また、はね馬キャンプin妙高の企画
運営をする体験をとおして、社会を生き抜く力を磨くとともに、創造性やチャレンジ精神、リーダーシップ能力などの
育成に向けた多様な体験機会を提供する。
[主な内容]
子供向けキャンプである、はね馬キャンプin妙高の企画立案及び運営

○
①10.30（土）～10.31（日）
②12.18（土）～12.19（日）
③3.9（水）～3.10（木）

①大学生
②大学生
③大学生

①50
②50
③20

妙高 【地域ぐるみ】トキ鉄でGO！ 2

[事業目的]
えちごトキめき鉄道と連携し、地域の魅力を子供たちが感じられる体験の機会を提供する。
[主な内容]
ネイチャークラフト、鉄道会社職員講義、鉄道施設見学

○ 11.13（土）～11.14（日） 新潟県内に住む小学生とその家族 24



妙高
【地域ぐるみ】親子でXmas

ケーキ作り
3

[事業目的]
幼児と小学生およびその家族に、親子でXmasケーキを作る体験活動の機会を提供し、活動を通して家族の絆を深め
る。
[主な内容]
親子でふれ合う遊び、クリスマスお楽しみクラフト、クリスマス館内オリエンテーリング、クリスマスケーキ作り

○ 12.11（土）～12.12（日）
幼児（4歳児・5歳児）または小学生を含む家
族

30

妙高
【指導者養成事業】妙高自然
体験活動指導者養成研修 冬

3

[事業目的]
妙高のフィールドを活用して自然体験活動を指導できる指導者の育成。
[主な内容]
スノーシューハイク、安全管理研修、対象者理解研修

○ 1.8（土）～1.10（月）
青少年教育指導者、青少年教育に興味関心の
ある方

20

妙高
【地域ぐるみ】はね馬キャン

プin妙高
6

[事業目的]
新潟県内の小学生に自然体験活動の機会を提供し、活動を通して参加者の交流を深める。
[主な内容]
各施設の特徴あるプログラム・参加者の発達段階を考慮したプログラム等

○ 1.15（土）～1.16（日） 小学生 48

妙高 幼児深雪体験会 1

[事業目的]
幼児期に豊かな体験活動の場を提供する。
活動プログラムの充実に向けて、幼児の遊びの広がりや発展の様子を観察し、記録に残す。
[主な内容]
深雪探険

○ 1.22（土）～1.22（土）
全国の4歳・5歳児（年長の6歳児）の幼児とそ
の家族

16

立山 ほしみるっ！① 1

[事業目的]
天体観察などを通して自然の家への理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
野外炊事、天体観察、天文学習

〇 5.22（土）～5.23（日） 小学生、保護者 30

立山
マイチェンジプロジェクト
（立山区域特別支援学級）

10

[事業目的]
立山区域の特別支援学級で学ぶ友達との交流を通して、進んで友達と関わろうとする態度を育てる。
[主な内容]
トントンの森散策、こざるの森散策

○

①5.24（月）～5.24（月）
②8.23（月）～8.24（火）
③10.11（月）～10.11（月）
④1.27（木）～1.27（木）

①立山区域の特別支援学級に通う子供
②立山区域の特別支援学級に通う子供
③立山区域の特別支援学級に通う子供
④立山区域の特別支援学級に通う子供

①40
②40
③40
④40

立山
マイ・チェンジ・プロジェク

ト(富山市適応指導教室）
11

[事業目的]
集団生活や自然体験活動を通して基本的な生活習慣を身に付け、社会の一員として自立していくための基礎基本を学
ぶ。
[主な内容]
トントンの森探検

〇
①5.28（金）～5.28（金）
②1.14（金）～1.14（金）

①適応指導教室に通う児童・生徒
②適応指導教室に通う児童・生徒

①20
②20

立山
【地域ぐるみ】立少フェス

ティバル 初夏 !
4

[事業目的]
自然の家を家族にも広く開放して理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
施設内外での活動

〇 6.12（土）～6.13（日） 小学生、幼児を含む家族 300

立山
ＷＡ！んぱくキッズの森もり

キャンプ①
9

[事業目的]
立山の初夏の自然を体験したり、友達と様々な活動にチャレンジしたりすることを通して、自然のすばらしさを感じる
とともに、自分の成長を感じる。
[主な内容]
野外炊事、ナイトハイク

〇 6.26（土）～6.27（日） 小学校1・2年生 30

立山 ほしみるっ！② 1

[事業目的]
天体観察などを通して自然の家への理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
野外炊事、天体観察、天文学習

〇 7.3（土）～7.4（日） 小学生、保護者 30

立山
チャレンジ＆チェンジ ! 真夏

のアドベンチャー2021(事前説
明会)

13

[事業目的]
事業実施に向け、参加親子を対象に説明会を行う。
[主な内容]
日程説明、留意事項説明

〇
①7.24（土）～7.24（土）
②8.8（日）～8.14（土）

①参加する小学校5年生～中学校3年生、保護
者

②小学校5年生～中学校3年生

①36
②18

立山 教員免許状更新講習 12

[事業目的]
教員として必要な資質能力が保持されるよう、最新の知識技能を身に付ける。
[主な内容]
体験活動、人間関係づくり、天体観測の方法と指導

〇 8.2（月）～8.4（水） 教員免許状更新講習の受講対象者 35

立山
やんちゃキッズの大冒険 事

前説明会
8

[事業目的]
事業実施に向け、参加親子を対象に説明会を行う。
[主な内容]
日程説明、留意事項説明

〇
①8.8（日）～8.8（日）
②8.18（水）～8.21（土）

①年長児、保護者
②幼児（年長児）

①60
②24



立山
【地域ぐるみ】柔道教室inた

てやま2021
13

[事業目的]
柔道を学ぶ青少年に対し、講師を招いて実技指導を行ってもらい、将来の夢や希望を膨らませるとともに、柔道技能の
向上を図る。
[主な内容]
講師との稽古、講師による講話、他チームとの練習

〇 9.4（土）～9.5（日） 柔道関係者 150

立山
高校生「地域探究プログラ

ム」オリエンテーション合宿
ｉｎ立山

1

[事業目的]
地域づくりや地域の課題解決等に関する体験活動を通して、問題発見・解決能力をを身に付けるとともに、それぞれの
実践活動の成果や自身の成長を適切に評価し、青少年の体験活動に関る社会的な認知を高める。
[主な内容]
講話＆フィールドワーク、講義・演習、発表

〇 9.18（土）～9.20（月） 高校生 20

立山
やんちゃキッズの大冒険

（秋）事前説明会
15

[事業目的]
キャンプに向けて説明会を実施することにより、活動エリアを把握したり、スタッフとの顔合わせを行う
[主な内容]
説明会、自由遊び

〇
①9.25（土）～9.25（土）
②10.9（土）～10.10（日）

①年中児、保護者

②幼児（年中児）

①24
②24

立山
「清流王国とやま」の水守り
隊 KEEP THE CLEAN WATER

1

[事業目的]
海洋ごみについて体験を通して学習することで、海洋ごみ問題について知識を広め、次の世代に美しい富山湾を引き継
ぐ活動に寄与する意欲や態度の向上を図る。
[主な内容]
ゴミ拾い選手権、マイクロプラスチック調査、流木＆プラごみ＆木の実クラフト

〇 10.2（土）～10.3（日） 小学生5・６年生 40

立山 ほしみるっ！③ 1

[事業目的]
天体観察などを通して自然の家への理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
野外炊事、天体観察、天文学習

〇 10.16（土）～10.17（日） 小学生、保護者 30

立山
ＷＡ！んぱくキッズの森もり

キャンプ②
9

[事業目的]
秋の自然を体験したり、友達と共に様々な活動にチャレンジしたりすることを通して、自分ができた喜びを感じる。
[主な内容]
スプーン作り、野外炊事、秘密基地作り

〇 10.30（土）～10.31（日）
富山県内小学校1・2年生

30

立山
立少お泊り会①（秋を楽し

む）
4

[事業目的]
周辺の自然環境生かした様々な活動を行い、自然の家への理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
野外炊事、クラフト、探検ゲーム

〇 11.13（土）～11.14（日） 幼児・小学生を含む家族 50

立山
立少お泊り会②（防災キャン

プ）
1

[事業目的]
身近な脅威である自然災害から、生き抜く為の心構えと方法を学ぶことが目的
[主な内容]
防災知識実演、野外炊事、災害安全講習

〇 11.20（土）～11.21（日） 富山県内の家族、グループ 50

立山 えぼし岩冬のつどい 37

[事業目的]
日頃から施設の運営等にご尽力いただいている地域住民の方とスポーツや季節ならではのイベントを通して、親睦を深
める。
[主な内容]
スポーツ大会、出し物発表会、餅つき大会

〇 11.28（日）～11.28（日） 芦峅寺地区住民・関係団体 100

立山 立山勉強合宿 1

[事業目的]
基本的な生活習慣を身に付け、自学・自主・自立の心を育てる
[主な内容]
自主学習、野外炊事、交流集会

〇 12.10（金）～12.12（日） 雄山中学校３年生希望者 40

立山
立少お泊り会③（クリスマス

会）
4

[事業目的]
プロの音楽家による文化体験活動の機会を提供することで、子供たちに豊かな人間性と多様な個性を育む
[主な内容]
クリスマスコンサート、楽器作り、クリスマスクラフト作り

〇 12.18（土）～12.19（日） 幼児を含む家族 80

立山
やんちゃキッズの大冒険

（冬）
15

[事業目的]
様々な自然体験や生活体験を通して、自然の中で遊ぶ楽しさを味わえるようにするとともに、生活習慣の基礎的能力を
養う。
[主な内容]
クロスカントリースキー、チューブそり、トントンの森探検

〇 1.22（土）～1.23（日） 幼児（年長児） 30



立山 生活・自立支援キャンプ 7

[事業目的]
県内の小・中・高校生をもつ一人親家庭の親子を対象に、スキー指導や雪に親しむプログラムを提供し、参加者の自己
肯定感や、自立への意欲を高める。
[主な内容]
チューブそり、しりすべり、アルペンスキー、スノーボード

〇 2.5（土）～2.6（日）
県内の小学生、中学生、高校生をもつ一人親
家庭の親子

50

立山 冬のチャレンジキャンプ 1

[事業目的]
冬季キャンプでの挑戦を通して自己成長を図ることが目的
[主な内容]
冬のテント宿泊、キャンプファイアー、野外炊事

〇 2.5（土）～2.6（日） 小学生４～６年生 30

立山
【地域ぐるみ】立少フェス

ティバル 冬 ! !
5

[事業目的]
自然の家を家族にも広く開放して理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
施設内外での活動

〇 2.12（土）～2.13（日） 小学生、幼児を含む家族 150

立山
ＷＡ！んぱくキッズの森もり

キャンプ③
9

[事業目的]
立山の冬の自然を体験したり、友達と様々な活動にチャレンジしたりすることを通して、自然のすばらしさを感じると
ともに、自分の成長を感じる。
[主な内容]
雪上活動（トレジャーハントｉｎTATEYAMA、障害物リレー）、森の探検ゲーム、キャンドルサービス、ミニ運動会

〇 2.19（土）～2.20（日） 小学校３・４年生 30

立山 立少お泊り会 ④ 4

[事業目的]
周辺の自然環境生かした様々な活動を行い、自然の家への理解を深め、利用促進を図る。
[主な内容]
野外炊事、キャンドルサービス、ジョイフレンド

〇 3.12（土）～3.13（日） 富山県内の幼児・小学生を含む家族 50

立山
ボランティア養成セミナー兼
ＮＥＡＬリーダー養成講習

5

[事業目的]
独立行政法人国立青少年教育振興機構のボランティアとして一定レベルの資質を確保するとともに、青少年教育施設に
おけるボランティア活動を推進し、その活動機会の拡充を図るため、法人ボランティアの養成を行う。
[主な内容]
ボランティア養成共通カリキュラムに基づく講義及び演習

〇 5.29（土）～5.30（日） 15歳以上 60

立山 ＮＥＡＬリーダー養成講習 5

[事業目的]
独立行政法人国立青少年教育振興機構のボランティアとして一定レベルの資質を確保するとともに、青少年教育施設に
おけるボランティア活動を推進し、その活動機会の拡充を図るため、法人ボランティアの養成を行う。
[主な内容]
ボランティア養成共通カリキュラムに基づく講義及び演習

〇 9.10（金）～9.12（日） １８歳以上 20

立山 立少トントンまなびたい 1

[事業目的]
幼児期からの自然体験活動の教育的効果の検証と、小学校（児童期）の教科学習への接続を研究する。
[主な内容]
トントンの森散策、沢登り

〇
通年（いくつかの団体と日程調整
をして実施）

幼児（年長児）～小学生（1～6年） 30

若狭湾 ボランティア養成セミナー 20

[事業目的]
青少年野外教育施設等でのボランティア活動の役割について理解を深めるとともに、ボランティア活動に対する意欲を
高める。
[主な内容]
テント設営、野外炊事、救命救急

5.1（土）～5.2（日）
高校生、高等専門学校生、専修学校生、各種
学校生、大学生、社会人

20

若狭湾
若狭ワンダーキャンプ～シー

カヤックを楽しもう！～
2

[事業目的]
新型コロナウィルス感染症拡大により、長期間の家庭滞在を余儀なくされていた近隣地域の小学生を含む親子に対し、
屋外での体験を通して、気分をリフレッシュする機会とする。親子での体験活動の共有、若狭湾の自然の美しさを感
じ、再認識する機会とする。
[主な内容]
シーカヤック

5.22（土）～5.22（土） 小学校4年生～6年生の児童とその保護者 30

若狭湾
ボランティア養成セミナー

（実技）
5

[事業目的]
青少年教育施設ボランティアに求められる知識・技能を習得し、教育事業や研修支援等の運営協力・指導補助などを担
う人材を育成するとともに、ボランティア活動の推進及び充実を図る。
[主な内容]
講義、演習、救命講習

6.12（土）～6.13（日）
高校生、高等専門学校生、専修学校生、各種
学校生、大学生、社会人

40

若狭湾
キャンプ協会と連携した指導

者養成講習
1

[事業目的]
キャンプディレクター（D2）の取得を目指した養成研修を行う。
[主な内容]
キャンプ企画・立案、実技

7.2（金）～7.4（日）
高校生、高等専門学生、専修学校生、各種学
校生、大学生、社会人

20



若狭湾
若狭湾トビーキッズのたんけ

ん隊
6

[事業目的]
若狭湾の四季を通した自然の中での体験活動を通して、地域の自然に親しみ、地域の自然を大切にし、地域で生きる人
材を育てる。
[主な内容]
テント泊、野外炊事、アイスブレイク等レクリエーション

○
7.22（木）～7.23（金） 小学1∼3年生 36

若狭湾 地域探究プログラム 1

[事業目的]
公募した高校生を対象に、２泊３日で「課題設定」「情報収集」「整理分析」「まとめ・表現」の探究のプロセスを学
ぶ。
[主な内容]
地域での調査、プログラムデザイン

○ 8.4（水）～8.5（木） 高校１、2年生 20

若狭湾
【子供の貧困対策事業】舞鶴

双葉寮
2

[事業目的]
若狭湾という施設を知ってもらう。自然体験を通して、自然とふれあう楽しさや面白さを知らせる機会とする。体験活
動を通して、子どもの自己肯定感の向上を図る。
[主な内容]
水泳、釣り、キャンプファイヤー

8.8（日）～8.9（月） 舞鶴双葉寮生 30

若狭湾 若狭湾自然体験塾 2

[事業目的]
若狭湾の自然の中での生活を通して、心と体をリフレッシュする。若狭湾の自然の中で生きることを通して、自然の素
晴らしさ、自然と人間とのかかわりを学ぶ。生活する上での様々な課題を解決することを通して、状況を受け入れる力
を高める。仲間と関わり合いながら生活することを通して、自己を理解する力を高める。
[主な内容]
シーカヤック、ビーチコーミング、野外炊事

○
8.21（土）～8.23（月） 小学校5年生～中学校2年生 20

若狭湾
【地域ぐるみ】わかさわん
しぜんはともだち（海編）

7

[事業目的]
自然体験を通して、幼児に自然とふれあう楽しさや面白さを知らせる。若狭湾の海で遊ぶことで、より海を身近なもの
と感じられるようにする。若狭地域の自然への興味や関心を高めるきっかけとなるようにする。
[主な内容]
水泳、磯観察

○ 8.24（火）～8.24（火） 若狭町内保育園児 73

若狭湾
【地域ぐるみ】わかさわん
しぜんはともだち（海編）

7

[事業目的]
自然体験を通して、幼児に自然とふれあう楽しさや面白さを知らせる。若狭湾の海で遊ぶことで、より海を身近なもの
と感じられるようにする。若狭地域の自然への興味や関心を高めるきっかけとなるようにする。
[主な内容]
水泳、磯観察

○
8.25（水）～8.25（水） 若狭町内保育園児 72

若狭湾
【地域ぐるみ】わかさわん
しぜんはともだち（海編）

1

[[事業目的]
自然体験を通して、幼児に自然とふれあう楽しさや面白さを知らせる。若狭湾の海で遊ぶことで、より海を身近なもの
と感じられるようにする。若狭地域の自然への興味や関心を高めるきっかけとなるようにする。
[主な内容]
水泳、磯観察

○ 9.3（金）～9.3（金） おおい町内保育園児 50

若狭湾
【地域ぐるみ】わくわく体験

塾
7

[事業目的]
近隣の7施設が連携し、若狭地域の歴史・文化にふれ、すばらしさに気づかせる。大自然での体験を通して、自然の偉
大さを学ぶ機会、仲間との交流を通して、友情を育むきっかけとなる。
[主な内容]
歴史・文化体験、火おこし体験、野外炊飯

○ 9.18（土）～9.20（月） 小学4年生～中学3年生 20

若狭湾
若狭の自然の中で「青空教

室」～愛知県東海市との連携
～

12

[事業目的]
課題を抱える児童・生徒が。若狭湾の雄大な自然の中で心身をリフレッシュするとともに､参加者同士や参加者とボラ
ンティアの交流を図り､チャレンジしようとする意欲を高める。
[主な内容]
浜遊び、シーカヤック、カッター

○ 9.19（日）～9.21（火） 東海市適応指導教室に通う小学生、中学生 31

若狭湾
【地域ぐるみ】わかさdeうみ

活
2

[事業目的]
家族で一緒に活動をしながら、海の魅力や面白さを感じてもらう。自然の音を聞きながら、夏の若狭湾を感じ、自然の
素晴らしさを知ってもらう。自然体験の経験が少ない家族に、その楽しさやおもしろさを伝える。
新型コロナ感染防止対策をし、安全で安心して体験してもらう。
[主な内容]
スノーケリング、釣り、磯観察

○ 9.25（土）～9.25（土） 幼児、小学生を含む27家族 150

若狭湾 教員免許状更新講習 8

[事業目的]
学習指導要領と体験活動の関わりを理解するとともに、実際の自然体験活動を通じて安全に配慮した指導方法を体得
し、体験活動の意義や効果を理解する機会を提供する。
[主な内容]
講義、シーカヤック、スノーケリング

10.2（土）～10.3（日）
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支
援学校などの教員

48



若狭湾
子どもゆめ基金助成活動募集

説明会
4

[事業目的]
福井県近郊の多くの青少年団体などを対象に、子どもゆめ基金助成活動の趣旨を理解していただくとともに、申請の流
れや申請者の書き方などについて、理解を深めていただくための説明を行う。
[主な内容]
説明会

10.9（土）～10.9（土） 青少年団体指導者 50

若狭湾 若狭湾里山自然体験塾 2

[事業目的]
近隣の森林組合等の関連機関とも連携し、若狭湾の自然の中で思いっきり遊ぶことを通して、自然の素晴らしさに気付
き、特に環境問題への理解を深められるようにする。
[主な内容]
間伐体験、ウッドチップ作り、クラフト

○ 10.16（土）～10.17（日） 小学4∼6年生 27

若狭湾
若狭地域の食文化の伝承 な

れずし作り
19

[事業目的]
中高生が、ＳＤＧｓの視点、探究的な活動の要素を盛り込みながら、若狭地域の伝統的な食文化に触れることを通し
て、自分と身近な地域の魅力を考えたり、発信したりできるようにする。
[主な内容]
料理体験、釣り、動画作成

○ 11.6（土）～11.7（日） 中学生∼高校生 20

若狭湾
【地域ぐるみ】クラフトマル

シェ
5

[事業目的]
親子を対象とし、クラフト活動、遊びリンピック活動、読書活動等を通して、健康増進と親子関係の向上をはかる。日
常生活に体験活動を取り入れられるきっかけづくりとする。若狭地域の団体をはじめ、各団体同士が連携するきっかけ
づくりとする。
[主な内容]
クラフト活動、遊びリンピック、読み聞かせ

12.4（土）～12.4（土） 幼児・小学生を含む27家族 150

若狭湾
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]
・自然体験活動についての理解を深める。
・安全に留意し、子どもたちを適切に自然体験活動の指導に関われる指導者を育成する。
[主な内容]
講義、実技、ワークショップ

12.21（火）～12.24（金）
高校生、高等専門学校生、専修学校生、各種
学校生、大学生、社会人

30

若狭湾 わんぱくキャンプ！！ 4

[事業目的]
・ボランティア自身が、支援を受けながら主体的に事業の企画から運営までを計画できるようにする機会とする。
[主な内容]
野外炊事、クラフト活動等

2.5（土）～2.6（日） 小学生 50

若狭湾 防災キャンプ 2

[事業目的]
近年全国的に頻発している災害について、子供たちが必要な知識を得るとともに、一人一人が防災意識を高め、もしも
の場合に備えて対応方法を実践、体験することにより、災害時の行動について考える機会にする。
[主な内容]
防災講演会、防災食体験、テント体験

○ 3.5（土）～3.6（日） 小学生3～６年生 20

曽爾
教員のための自然の家プログ

ラム体験会
5

[事業目的]
自然体験活動の経験や、自然の家の利用経験があまりない先生方が、学校利用で来所する際、自信を持って指導に当た
れるよう、自然の家職員が施設の利用方法について説明するとともに、職員の指導により事前にプログラム体験をする
ことで、より学校のねらいに沿った効果的な活動が行えるようにする。
[主な内容]
自然の家を利用して行う一般的なプログラムを体験すると共に、効果的な指導法について紹介する。

〇 4.4（日）～4.4（日） 学校教員 30

曽爾
教員のための自然の家プログ

ラム体験会
5

[事業目的]
自然体験活動の経験や、自然の家の利用経験があまりない先生方が、学校利用で来所する際、自信を持って指導に当た
れるよう、自然の家職員が施設の利用方法について説明するとともに、職員の指導により事前にプログラム体験をする
ことで、より学校のねらいに沿った効果的な活動が行えるようにする。
[主な内容]
自然の家を利用して行う一般的なプログラムを体験すると共に、効果的な指導法について紹介する。

〇 4.29（木）～4.29（木） 学校教員 30

曽爾 曽爾わくわくキャンプ 4

[事業目的]
豊かな自然の中での様々な体験や、冒険的なプログラムに挑戦して、たくましい心と体を育成し、参加者間の交流を深
めるとともに、集団生活の中で規則正しい生活習慣を身につける。
[主な内容]
普段生活する養護施設と違う環境で、自立する力を身につける活動を行う。

〇 5.8（土）～5.9（日）
児童養護施設「みどり自由学園」在籍児童生
徒および指導職員 80



曽爾
地域探究プログラムオリエン

テーション合宿
1

[事業目的]
オリエンテーション合宿を通して、ものごとを探求する姿勢、主体的な態度、課題に向き合う力を身につけるととも
に、郷土や自然に愛着を持ち自ら行動する高校生を育成する。
[主な内容]
農家での職業体験を通して曽爾村の地域課題に向き合い、自らの発想で解決への方法を探る。

○ 5.10（月）―5.14（木） 奈良県立山辺高校山添分校 11

曽爾 曽爾ボランティア養成研修 9

[事業目的]
施設ボランティアとして、自然体験活動を支援するための資質を身に付けるとともに、青少年教育におけるボランティ
ア活動の推進と機会を拡充するため、その活動の意義・知識・技能の習得を図る。また、この事業の実施により当施設
のボランティア活動の内容や魅力を伝える等その普及に努める。
[主な内容]
講義や演習を通して、自然体験活動指導者としての知識や技能を身につけるとともに、施設ボランティアとして活動す
ることの意義を考え、魅力を感じる。

〇 5.15（土）～5.16（日）
高校生
大学生、専門学校生
一般

20

曽爾 そにっとキャンプ（出会い） 16

[事業目的]
曽爾の豊かな自然環境を使ったダイナミックで冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の達成感を
積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。また、保護者に対する効果的な支援方法についての研修を行う。さら
に、この事業を通して得た成果の普及・啓発を行う。
[主な内容]
新しい仲間と出会い、親交をもつ。
みんなで協力する気持ちを培う。
やり遂げることの喜びを感じる。
自然（光、風、水、草木）を体感する。

〇
①6.12（土）～6.13（日）
②9.18（土）～9.20（月）
③12.11（土）～12.12（日）

①発達障害のある小学校３～６年生とその保
護者
②発達障害のある小学校３～６年生とその保
護者
③発達障害のある小学校３～６年生とその保
護者

①12
②12
③12

曽爾 そに森の子キャンプ① 3

[事業目的]
小学校低学年を対象に、曽爾の豊かな自然環境を使った冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の
達成感を積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。
[主な内容]
野外炊事や登山など様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じる。

〇 6.26（土）～6.27（日）
小学校１～３年生

20

曽爾 そに森の子キャンプ② 3

[事業目的]
小学校低学年を対象に、曽爾の豊かな自然環境を使った冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の
達成感を積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。
[主な内容]
野外炊事や登山など様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じる。

○ 7.3（土）～7.4（日）
小学校１～３年生

20

曽爾 森のキッズキャンプ夏 2

[事業目的]
豊かな自然にふれ、自然体験活動や外遊びを通して、幼児期における体力の向上と豊かな感性を醸成する。
[主な内容]
年間の活動の中に宿泊、日帰り、出前の自然体験活動等を組み入れて幼児の体力を高めることを目指したプログラムを
当所利用の幼稚園・保育園で行う。

○ 7.17（土）～7.18（日） 年長児 16

曽爾 教員免許状更新講習 10

[事業目的]
 自然体験活動を児童・生徒に指導する上で必要となる知識・技能の習得とその効果について理解をさせ、受講者が各自
の役割を認識し、各校で自然体験活動の普及・啓発に努める力を育成する。
 [主な内容]
 講義や演習により自然体験活動指導者としての知識や技能を身につける。

○ 7.26（月）～7.27（火） 幼稚園・小・中学校の教諭・養護教諭 40

曽爾
そにチャレンジキャンプ 夏

の挑戦
21

[事業目的]
比較的時間に余裕のあるプログラムを設定し、自分自身との対話の場面を意図的に作り出す。
仲間との関わりの中でコミュニケーション能力を養う。
[主な内容]
個別の活動と協働の活動にメリハリをつけ、自分自身を見直す機会とする。

○ 8.14（土）～8.21（土）
小学5．6年生
中学生

24

曽爾 ＮＥＡＬリーダー養成研修 5

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子供の発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指導
者を養成する。
[主な内容]
講義や演習により、自然体験活動の指導者となるための知識や技術を身につける。

○ 9.8（水）～9.10（金）
自然体験活動を主とした指導者・ボランティ
アを目指す方NEAL リーダー資格を取得したい
方

20

曽爾
日独学生リーダー交流事業

2021受入
3

[事業目的]
ボランティア活動を行っている日本とドイツの学生の交流を推進することで、高い国際感覚を備えた青少年を育成す
る。
[主な内容]
施設ボランティアと地元の学校との交流を図る。

○ 9.22（水）～9.27（月） 法人ボランティア 20



曽爾
【地域ぐるみ】曽爾でチャレ

ンジ！家族day①
3

[事業目的]
自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験の風をお
こそう」運動を推進する。
[主な内容]
自然の家のフィールドを利用した活動プログラムの提供。

○ 10.2（土）～10.3（日） 子どもを含む家族 30

曽爾 森のキッズキャンプ秋 2

[事業目的]
豊かな自然にふれ、自然体験活動や外遊びを通して、幼児期における体力の向上と豊かな感性を醸成する。
[主な内容]
年間の活動の中に宿泊、日帰り、出前の自然体験活動等を組み入れて幼児の体力を高めることを目指したプログラムを
当所利用の幼稚園・保育園で行う。

○ 10.9（土）～10.10（日） 年長児 16

曽爾 曽爾ドキドキキャンプ 3

[事業目的]
豊かな自然の中での様々な体験を通して、健やかな心と体を育成し、自立する力を身につけさせることを目指す。
[主な内容]
普段生活する養護施設と違う環境で、自立する力を身につける活動を行う。

○ 10.16（土）～10.17（日）
児童養護施設「羽曳野荘」在籍児童生徒およ
び指導職員

20

曽爾 そに森の子キャンプ③ 3

[事業目的]
小学校低学年を対象に、曽爾の豊かな自然環境を使った冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の
達成感を積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。
[主な内容]
野外炊事や登山など様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じる。

○ 11.6（土）～11.7（日） 小学校１～３年生 20

曽爾
アウトドアゲーム指導法講習

会
2

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子供の発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指導
者を養成する。
[主な内容]
子どもたちの自然体験活動への活用の仕方を、ワークショップ形式で指導する。

○ 11.13（土）～11.14（日） 高校生以上～一般 30

曽爾
【地域ぐるみ】自然体験フェ

スタ
10

[事業目的]
曽爾高原の自然を生かしたプログラム及び当施設を利用している諸団体と連携したプログラムを提供し、体験活動を楽
しむことで参加者同士の交流を図る。また、「体験の風をおこそう」運動を推進を図る。
[主な内容]
自然物を使った体験活動、クラフト活動

○ 11.27（土）～11.28（日） 子供を含む家族 150

曽爾
【地域ぐるみ】曽爾でチャレ

ンジ！家族day②
3

[事業目的]
自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験の風をお
こそう」運動を推進する。
[主な内容]
年中行事や季節の移り変わりを感じさせるような活動プログラムの提供。

○ 12.18（土）～12.19（日） 子どもを含む家族 40

曽爾
イングリッシュキャンプin曽

爾
2

[事業目的]
体験的な活動を通じて異文化への理解や国際社会、外国語への興味関心を深め、国際的な感覚を身につける。
積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿勢を身につける。
[主な内容]
英語を用いたワークショップで英語に興味関心を持つ。また日本語との表現の違いや英語による表現のおもしろさや豊
かさを知る。
英語を用いた野外活動や対話活動により、積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿勢を養う。

○ 12.25（土）～12.26（日） 小学校４～6年生、中学校1，2年生 25

曽爾
そにチャレンジキャンプ 冬

の挑戦
21

[事業目的]
比較的時間に余裕のあるプログラムを設定し、自分自身との対話の場面を意図的に作り出す。
仲間との関わりの中でコミュニケーション能力を養う。
[主な内容]
個別の活動と協働の活動にメリハリをつけ、自分自身を見直す機会とする。
ポストキャンプとして夏からの成長を確かめ合う。

○ 1.8（土）～1.10（月）
小学5．6年生
中学生

20

曽爾 【地域ぐるみ】通学合宿 5

[事業目的]
異なる学校・学年での集団宿泊生活や学習活動を通して、基本的な生活習慣や学習態度を身につけると共に、参加者間
の交流を深めコミュニケーション能力の育成を図る。また、正しい栄養バランスのとれた正しい食習慣を養う。
[主な内容]
学校下校後の集団生活により、近隣の小学生や中学生の課題にアプローチする。

○ 1.19（水）～1.22（土）
曽爾村立曽爾小学校3～6年児童
御杖村立御杖小学校3～6年児童

20

曽爾
ぼうさいトレーニングキャン

プ
2

[事業目的]
子供たちの「防災意識」を育む機会とする。
へこたれない力（レジリエンス）の育成に重点を置く。自主的、自発的な学びの力を育む。
[主な内容]
研修室での宿泊体験、野外炊事などを行う。

○ 2.5（土）～2.6（日） 小学4年生～６年生 20



曽爾
【地域ぐるみ】サイエンスス

クール
11

[事業目的]
ワクワク、ドキドキするような科学実験や体験、科学者とのふれあいの機会を通して、子どもたちの科学に対する興
味・関心を高め、知的探求心や創造性を育てる。また、「体験の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]
連携団体（近畿大学）の学生を講師とする科学実験教室と、大学教授によるサイエンスショー。

○ 2.12（土）～2.13（日） 小学校4～6年生 40

吉備
【地域ぐるみ】早寝早起き朝
ごはんキャラバン 吉備中央

町立大和小学校
5

[事業目的]
県内の小学校、中学校と連携し、継続的な啓発・普及活動を展開することで、基本的な生活習慣の確立を図る。
[主な内容]
あいさつ活動、講話

〇 4.9（金）～4.9（金） 幼児、小学生、中学生、学校教員 50

吉備
【地域ぐるみ】早寝早起き朝
ごはんキャラバン 吉備中央

町立大和保育園
5

[事業目的]
県内の小学校、中学校と連携し、継続的な啓発・普及活動を展開することで、基本的な生活習慣の確立を図る。
[主な内容]
あいさつ活動、講話

〇 4.9（金）～4.9（金） 幼児、小学生、中学生、学校教員 50

吉備 吉備ボランティア養成研修 39

[事業目的]
青少年の体験活動を支援するボランティアとしての基礎的な知識や技能を習得し、施設ボランティアとしての資質や能
力の向上を図る。
[主な内容]
講義「ボランティア活動の意義」
実習「野外炊事」「救命救急法」
講義「青少年教育の理解」「青少年教育施設の現状と運営」「青少年教育施設におけるボランティア活動の理解」

〇 5.15（土）～5.16（日） 高校生、大学生、社会人 30

吉備
自然体験活動指導者（NEAL）

養成事業①
7

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子供の発達段階に応じて適切かつ安全に 指導ができる自然体験活動指導
者を養成する。
[主な内容]
青少年教育における体験活動
自然体験活動の特質
対象者理解
自然体験活動の指導
自然体験活動の技術
自然体験活動の安全管理
修了試験

〇 5.15（土）～5.16（日） 自然体験活動に関心のある方 20

吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ①

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

〇 6.6（日）～6.6（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

吉備
全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」①

1

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、ものごとを探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力を
身に付け、地域での実践活動における素地を培う。
[主な内容]
吉備中央町の特色について学ぶ
地域づくりを実践している講師からの講話
農家民宿宿泊体験
フィールドワーク（町おこしの取組を学ぶ）
グループワーク
実践活動のためのガイダンス

〇 6.12（土）～6.13（日） 高校生 10

吉備
自然体験活動指導者（NEAL）

養成事業②
7

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子供の発達段階に応じて適切かつ安全に 指導ができる自然体験活動指導
者を養成する。
[主な内容]
青少年教育における体験活動
自然体験活動の特質
対象者理解
自然体験活動の指導
自然体験活動の技術
自然体験活動の安全管理
修了試験

〇 6.19（土）～6.20（日） 自然体験活動に関心のある方 20



吉備
全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」②

1

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、ものごとを探究する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力を
身に付け、地域での実践活動における素地を培う。
[主な内容]
吉備中央町の特色について学ぶ
地域づくりを実践している講師からの講話
農家民宿宿泊体験
フィールドワーク（町おこしの取組を学ぶ）
グループワーク
実践活動のためのガイダンス

〇 6.19（土）～6.19（土） 高校生 10

吉備 ミクロネシア国際交流事業 2

[事業目的]
同世代の人々との異文化交流を通じて、グローバル社会を生きる国際感覚を身に付けた青少年の育成を図る。
[主な内容]
アイスブレイク、外国語を活用したレクリエーション、異文化体験、外国料理の調理体験等

〇 6.24（木）～6.28（月）
マーシャル諸島共和国ミクロネシア連邦
チューク州の10～14歳の子供

65

吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ②

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

〇 7.4（日）～7.4（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

吉備 生活・自立支援キャンプ① 7

[事業目的]
宿泊体験活動をとおして「ルールを守り協力する」という目標を定め、その目標を達成するため、早寝、早起きなど基
本的な生活を送りながら活動プログラムをストーリー仕立てで展開する。
[主な内容]
オリエンテーリング、レクリエーション、調理体験、奉仕活動、振り返り

〇 7.17（土）～7.18（日） 児童養護施設 35

吉備 わくわくキャンプ＠吉備① 1

[事業目的]
経済的な事情などで、子供たちに体験をする機会が与えられていないひとり親家庭を対象に、吉備の自然を生かした活
動や体験活動を行い、ひとり親家庭での体験活動を支える。
[主な内容]
ネイチャーゲーム、アスレチック、裸足でチャレンジ！、野外炊事、きびだんごづくり、天体観察、クラフト

〇 7.23（金）～7.23（金） 一人親家庭 30

吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ③

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

〇 8.1（日）～8.1（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

吉備 わくわくキャンプ＠吉備② 1

[事業目的]
経済的な事情などで、子供たちに体験をする機会が与えられていないひとり親家庭を対象に、吉備の自然を生かした活
動や体験活動を行い、ひとり親家庭での体験活動を支える。
[主な内容]
ネイチャーゲーム、アスレチック、裸足でチャレンジ！、野外炊事、きびだんごづくり、天体観察、クラフト

〇 8.8（日）～8.8（日） 一人親家庭 30

吉備
免許状更新講習 生徒指導・
学級経営に活かす体験活動

13

[事業目的]
教員が体験活動の意義について理解するとともに、学級での仲間づくりに体験活動を取り入れる方法を講義や実習を通
して習得する。
[主な内容]
講義「子供の現状と課題について」「体験活動の意義と学習指導要領」「集団宿泊体験活動の企画・運営」
講義・実習「体験活動の導入とその指導法」
実習「火起こし体験と野外炊事の理論と実践」「オリエンテーリングの指導法と実践」

〇 8.11（水）～8.13（金）
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校（小学部、中学部）の
教諭

35

吉備 桃太郎チャレンジキャンプ 8

[事業目的]
小学校中学年の子どもたちが、自然の中でともに宿泊体験や自然体験活動をすることを通して、基本的な生活習慣を身
に付け、自ら進んで物事にチャレンジしようとする心情を育む。
[主な内容]
移動キャンプ、ロングウォーク、野外炊事

〇 8.15（日）～8.21（土） 小学3・4年生 24

吉備
吉備でチャレンジ！イング

リッシュキャンプ
1

[事業目的]
英語を用いて外国人講師や仲間と協働して自然体験活動を行うことで、表現力やコミュニケーション能力、自ら考えて
行動する力、チャレンジ精神を身に付けるとともに、自国や他国の文化について理解を深める。
[主な内容]
アイスブレイク、レクリエーション、キャンドルのつどい、野外炊飯

〇 9.1（水）～9.2（木） 小学生 14



吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ④

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

〇 9.4（土）～9.5（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

吉備 防災キャンプin吉備 3

[事業目的]
近年全国的に頻発している災害について，必要な知識を得るとともに，突発的な災害について対応できる能力の基礎を
養う。
[主な内容]
講義、防災道具の活用体験、特定状況における疑似体験

〇 10.2（土）～10.3（日） 小学４～６年生、保護者 30

吉備 チームビルディング研修① 5

[事業目的]
仲間作りの重要性について理解を深めるとともに、仲間作りを行うための基礎的な知識や技能を実践を通して習得する
ことを目指す
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブゲーム、レメントを活用したイニシアチブゲーム

○ 10.23（土）～10.23（土） 一般 32

吉備 森のたんけんたい2021 5

[事業目的]
吉備高原の魅力や自然の中で行う活動の素晴らしさを家族で体験する機会とし、自然を大切にする気持ちを育てる。
[主な内容]
ハイキング、バームクーヘン、ネイチャーゲーム

〇 10.30（土）～10.31（日） 未就学児、小学生低学年、保護者 30

吉備 新「ウリソツクラブ」 1

[事業目的]
令和２年度「ウーリークラブ」の参加者が集まり、吉備の里山での活動を通し、幼児期の体験活動や基本的生活習慣を
身に付けることの重要性を再確認し、家族同士、子供同士で活動を共にし、交流を楽しむ。
[主な内容]
ハイキング、魚釣り、ネイチャーゲーム、きびだんごづくり

〇 11.6（土）～11.7（日） Ｒ2ウーリークラブ参加者 36

吉備 チアフルデー 35

[事業目的]
親子のふれあい、家族間の交流を深めるとともに、体験活動への理解を深める。また体験の風をおこそう運動の普及啓
発と施設の利用促進を行う。
[主な内容]
障がい者スポーツ、県内施設のブース、自然体験やクラフト活動

〇 11.13（土）～11.14（日） 家族 1,000

吉備 わくわくキャンプ＠吉備③ 1

[事業目的]
経済的な事情などで、子供たちに体験をする機会が与えられていないひとり親家庭を対象に、吉備の自然を生かした活
動や体験活動を行い、ひとり親家庭での体験活動を支える。
[主な内容]
ネイチャーゲーム、アスレチック、裸足でチャレンジ！、野外炊事、きびだんごづくり、天体観察、クラフト

〇 11.20（土）～11.21（日） 一人親家庭 30

吉備 チームビルディング研修② 5

[事業目的]
仲間作りの重要性について理解を深めるとともに、仲間作りを行うための基礎的な知識や技能を実践を通して習得する
ことを目指す
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブゲーム、エレメントを活用したイニシアチブゲーム

〇 11.27（土）～11.28（日） 一般 16

吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ⑤

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

〇 12.11（土）～12.12（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ⑥

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

〇
1.22（土）～1.23（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

吉備 キビキビ通学合宿① 9

[事業目的]
家庭から離れた共同生活の中で、様々な生活体験活動をとおして、「生きる力」の基盤となる豊かな人間性や人間関係
能力を高めるとともに、基本的生活習慣の定着や規範意識の向上を図る。
[主な内容]
掃除・洗濯、食事作り、宿題

〇 2.13（日）～2.13（日） 吉備中央町内の小学3～6年生 30



吉備 キビキビ通学合宿② 9

[事業目的]
家庭から離れた共同生活の中で、様々な生活体験活動をとおして、「生きる力」の基盤となる豊かな人間性や人間関係
能力を高めるとともに、基本的生活習慣の定着や規範意識の向上を図る。
[主な内容]
掃除・洗濯、食事作り、宿題

〇 2.15（火）～2.19（土） 吉備中央町内の小学3～6年生 30

吉備
ようこそ！キビのもり は
る・なつ・あき・ふゆ⑦

1

[事業目的]
吉備の自然や四季それぞれの活動を楽しめる活動を親子一緒に体験できる機会を提供する。
[主な内容]
自然探検隊、アスレチック、おもしろ自転車、オリエンテーリング、裸足でチャレンジ！、ブラインドウォーク、野外
炊事、ピザ作り、きびだんごづくり、絵本専門士の読み聞かせ

○
3.5（土）～3.6（日） 幼児、小学校低学年、保護者 20

山口徳地 TAP一日体験会 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験を通して，教育的効果を体感するとともに，理念を理解する。
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブ、講義

○ 4.25（日）～4.25（日）

当所の利用団体
青少年教育関係者
学生・学校教員
興味を持つ成人

36

山口徳地 徳地の森de野遊びっちゃおう 2

[事業目的]
施設の活動プログラムを一般向けに開放し，施設利用の促進を促す。
[主な内容]
自然体験活動、屋内体験活動

○ 5.1（土）～5.1（土） 家族 50

山口徳地 徳地の森de野遊びっちゃおう 2

[事業目的]
施設の活動プログラムを一般向けに開放し，施設利用の促進を促す。
[主な内容]
自然体験活動、屋内体験活動

○ 5.2（日）～5.2（日） 家族 50

山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 5.22（土）～5.23（日） 家族棟 80

山口徳地 TAP一日体験会 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験を通して，教育的効果を体感するとともに，理念を理解する。
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブ、講義

○ 5.22（土）～5.22（土）

当所の利用団体
青少年教育関係者
学生・学校教員
興味を持つ成人

36

山口徳地
青少年教育・体験活動ボラン

ティア養成研修
15

[事業目的]
子供たちの体験活動事業に，ボランティアとして関わる際に必要な基本的な知識・技術を身につけるとともに，活動意
欲を高める。
[主な内容]
青少年教育（講義）、ボランティア活動の技術（講義、演習）

○ 5.29（土）～5.30（日） 高校生以上 30

山口徳地
青少年教育・体験活動ボラン

ティア養成研修
15

[事業目的]
子供たちの体験活動事業に，ボランティアとして関わる際に必要な基本的な知識・技術を身につけるとともに，活動意
欲を高める。
[主な内容]
青少年教育（講義）、ボランティア活動の技術（講義、演習）

○ 6.5（土）～6.6（日） 高校生以上 40

山口徳地 徳地森の子くらぶキャンプ 6

[事業目的]
季節に応じた自然体験活動を通して，自然に親しむ態度や豊かな情操を育むとともに，集団での宿泊体験を通して自立
心や望ましい生活習慣の素地を養う。
[主な内容]
森歩き、ネイチャーゲーム

○ 6.12（土）～6.13（日） 小学3～4年生 30

山口徳地 地域探究プログラム 1

[事業目的]
高校生が探究的視点をもって社会と関わり，地域の課題解決に向けた主体的・協働的な実践を行う。
[主な内容]
探究の考え方、フィールドワーク

○ 6.15（火）～6.16（水） 高校生 30

山口徳地 TAP研修会 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験を通して，その教育的効果を体感するとともに，理念や手法を理解す
る。
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブ、講義

○ 6.26（土）～6.27（日）
専門学校・大学生
学校教員
興味を持つ成人

36



山口徳地
みんなで協力ライドアドベン

チャー
3

[事業目的]
様々な社会体験を通して自分の力を知り，さらにキャンプの中で必要となる技能を獲得していく過程で，自己肯定感を
育む。また，異年齢での長期集団宿泊活動により，多様な環境、活動での交流体験を通して自己有用感を高める。
[主な内容]
公共交通機関利用、ICT機器活用

○
①7.17（土）～7.18（日）
②8.15（日）～8.22（日）

①小学5～6年生
②

①14
②14

山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 7.24（土）～7.25（日） 家族等 80

山口徳地 TAP一日体験会 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験を通して，教育的効果を体感するとともに，理念を理解する。
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブ、講義

○ 8.2（月）～8.2（月）

当所の利用団体
青少年教育関係者
学生・学校教員
興味を持つ成人

36

山口徳地 教員免許状更新講習 13

[事業目的]
学校教育における体験活動の意義や集団宿泊活動の計画の立て方，学級づくりに活用できる活動の指導法などを理解、
習得する。
[主な内容]
学校教育における体験活動の意義、集団宿泊活動の計画の立て方

○ 8.9（月）～8.10（火） 教員 40

山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 8.12（木）～8.13（金） 家族等 80

山口徳地
ボランティアフォローアップ

研修
1

[事業目的]
子供たちの体験活動事業に，ボランティアとして関わる際に必要な基本的な知識、技術を身につけるとともに，活動意
欲を高める。
[主な内容]
青少年教育（講義）、ボランティア活動の技術（講義、演習）

○ 9.18（土）～9.20（月） 高校生以上 20

山口徳地
ボランティアフォローアップ

（NEAL）
1

[事業目的]
子供たちの体験活動事業に，ボランティアに関する知識、技術のスキルアップをめざし，青少年の自然体験活動を広く
支援や指導にあたる人材を育成する。
[主な内容]
自然体験活動の意義（講義）、自然体験活動の指導（実習）

○ 9.18（土）～9.20（月） 高校生以上 20

山口徳地 TAP研修会 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験を通して，その教育的効果を体感するとともに，理念や手法を理解す
る。
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブ、講義

○ 9.25（土）～9.26（日）
専門学校・大学生
学校教員
興味を持つ成人

36

山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 10.2（土）～10.3（日） 家族等 80

山口徳地 ecoキャンプ 2

[事業目的]
持続可能な社会を担う人材を環境教育の視点から考え，行動できる力を育む。
[主な内容]
SDGｓ、フィールドワーク

○ 10.16（土）～10.17（日） 小学4～中学2年生 30

山口徳地
【地域ぐるみ】みんなおいで
よ！あそびのつながり基地

5

[事業目的]
遊びりんピックを通して親子で外遊びをする機会を提供するとともに，親子で体験活動を楽しむよさを伝える。
[主な内容]
遊びりんピックの各種目、子育て相談

○ 10.24（日）～10.24（日）
幼児・小学生
家族等

400

山口徳地 徳地フェスティバル2021 6

[事業目的]
子供と保護者が自然体験、交流体験を通して家族のつながりを深め，自然に親しみ他者と交流する楽しさを実感する。
[主な内容]
天体観察、「体験の風をおこそう」運動応援団の招聘

○ 10.30（土）～10.31（日）
幼児・小学生とその家族

30



山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 11.20（土）～11.21（日） 家族等 80

山口徳地 教員免許状更新講習 13

[事業目的]
学校教育における体験活動の意義や集団宿泊活動の計画の立て方，学級づくりに活用できる活動の指導法などを理解、
習得する。
[主な内容]
学校教育における体験活動の意義、集団宿泊活動の計画の立て方

○ 11.20（土）～11.21（日） 教員 40

山口徳地 日独勤労青年交流 4

[事業目的]
就業体験等の研修を通した日本とドイツの勤労青年の交流を推進し，高い国際感覚を育成する。
[主な内容]
企業訪問、ホームステイ

○ 11.23（火）～11.30（火） ドイツ団 20

山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 12.4（土）～12.5（日） 家族等 80

山口徳地
ファシリテーションスキル

アップ研修
1

[事業目的]
青少年教育指導者を対象にグループの力を引き出し，主体的な活動を促す関わり方について演習を通してスキルアップ
をめざす。
[主な内容]
対象者理解、ファシリテーションの実際

○ 12.11（土）～12.12（日）
青少年教育指導者
教員
大学生

30

山口徳地
山口徳地イングリッシュキャ

ンプ
2

[事業目的]
言語や文化の異なる外国人と一緒に活動や生活をすることで，積極的に英語でのコミュニケーションを取る態度を育
む。また，異文化に触れる中で豊かな国際感覚をもち，幅広い視野で行動できる資質、能力を養う。
[主な内容]
英語オリエンテーリング、ピザづくり

○ 12.18（土）～12.19（日） 小学4～6年生 30

山口徳地 TAP指導者養成研修 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の理念や手法を用いて指導するために必要な知識、技術を取得する。
[主な内容]
指導のための知識、技術（実習）、指導者に求められる基礎的資質の理解（講義）

○ 1.8（土）～1.10（月） TAP・PA等の研修受講経験者や指導経験者 30

山口徳地 徳地森の子くらぶキャンプ 6

[事業目的]
季節に応じた自然体験活動を通して，自然に親しむ態度や豊かな情操を育むとともに，集団での宿泊体験を通して自立
心や望ましい生活習慣の素地を養う。
[主な内容]
森歩き、ネイチャーゲーム

○ 1.22（土）～1.23（日） 小学3～4年生 30

山口徳地 徳地の森通学キャンプ 6

[事業目的]
他校区や異学年の友達と共同生活を送り，規則正しい生活習慣の素地を養うとともに，他校区の友達と仲良くなり，ス
ムーズに中学１年生での学校生活に移行できる素地をつくる。
[主な内容]
徳地アドベンチャー教育プログラム、集団遊び

○ 2.23（水）～2.26（土） 小学4～6年生 30

山口徳地 星をみる会 19

[事業目的]
県内最大級の口径をもつ高性能天体望遠鏡での天体観察や星の話を聞き，天体や科学への興味・関心を高め，自然に親
しむ心情を育む。
[主な内容]
天体観察、星の話（雨天時）

○ 3.5（土）～3.6（日） 家族等 80

山口徳地 防災キャンプ 6

[事業目的]
災害時に正しい知識に基づいて自主的に判断し，主体的に行動できる力を育む。日常の防災の意識を高める。
[主な内容]
避難所体験、防災学習

○ 3.12（土）～3.13（日） 小学4～6年生 24

山口徳地 TAP一日体験会 21

[事業目的]
「徳地アドベンチャー教育プログラム」の体験を通して，教育的効果を体感するとともに，理念を理解する。
[主な内容]
アイスブレイク、イニシアチブ、講義

○ 3.28（月）～3.28（月）

当所の利用団体
青少年教育関係者
学生・学校教員
興味を持つ成人
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室戸 リーダートレーニング 15

[事業目的]
法人ボランティア自らが企画・準備・運営をする。企画事業を通して、ボランティアとして一つの事業を作り上げるス
キルを身につける。
[主な内容]
自然体験活動

○

①4.9（金）～4.11（日）
②4.17（土）～4.18（日）
③5.22（土）～5.23（日）
④6.19（土）～6.20（日）
⑤7.10（土）～7.11（日）
⑥9.25（土）～9.26（日）
⑦10.9（土）～10.10（日）
⑧11.13（土）～11.14（日）
⑨12.4（土）～12.5（日）
⑩1.15（土）～1.16（日）

①法人ボランティア
②大学生
③大学生
④大学生
⑤大学生
⑥大学生
⑦大学生
⑧大学生
⑨大学生
⑩大学生

①20
②40
③20
④20
⑤20
⑥20
⑦20
⑧20
⑨20
⑩20

室戸 ボランティア養成講座 9

[事業目的]
ボランティア養成カリキュラムに準じた4領域を実施し、ボランティアの基礎として必要な知識・技能を習得できるよ
うにする。
[主な内容]
ボランティア活動の意義、ボランティア活動の技術、安全管理

5.8（土）～5.9（日） 大学生 20

室戸 NEALリーダー養成研修 6

[事業目的]
自然体験活動指導者（リーダー）を指導することができる指導者を養成する。
[主な内容]
NEALリーダー養成カリキュラム

6.12（土）～6.13（日） 大学生、一般 12

室戸
【地域ぐるみ】ジュニアクラ

ブ
2

[事業目的]
親子を対象に、自然体験活動等を通して家族間のふれあいを深める。
[主な内容]
土佐あかうしふれあい体験、野外炊事（ピザ）、海の生き物観察、イルカの観察

6.26（土）～6.27（日） 子ども 保護者 20

室戸
サイエンスキャンプ～星空編

～
2

[事業目的]
自然体験活動や集団宿泊体験を通して、青少年の自主性、協調性、社会性を育む。
[主な内容]
天体望遠鏡づくり、ｍｙプラネタリウム作り、夜の星空観察、朝の星空観察

7.17（土）～7.18（日） 小学生 20

室戸
全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」オリ

エンテーション合宿
1

[事業目的]
宿泊を伴うオリエンテーション合宿を通して、ものごとを探求する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力な
どを養う。
[主な内容]
フィールドワーク、講義・講習

7.27（火）～7.29（木） 高校生 10

室戸 むろと元気塾 6

[事業目的]
自然体験活動を通して、児童のコミュニケーション能力を高めるとともに自己肯定感を図る。
[主な内容]
SUP体験、レクレーション、野外炊事（ピザ作り）

8.1（日）～8.2（月） 小学生 10

室戸
ボランティアリーダー自主企

画①
2

[事業目的]
法人ボランティア自らが企画・準備・運営をする。企画事業を通して、ボランティアとして一つの事業を作り上げるス
キルを身につける。
[主な内容]
自然体験活動

①8.7（土）～8.8（日）
②12.11（土）～12.12（日）

①大学生
②大学生

①20
②20

室戸
【地域ぐるみ】体験！発見！

ジオパーク
5

[事業目的]
室戸ユネスコ世界ジオパークを構成している自然や文化、産業を生かし、学習指導要領に位置づけされた活動プログラ
ムの開発と実施。
[主な内容]
シーカヤック、スノーケリング、磯観察

8.21（土）～8.23（月） 小学生 20

室戸
【地域ぐるみ】ジオパークの

生き物ウオッチング
5

[事業目的]
室戸ジオパークにはどんな動物がいるのか、一拍二日で生き物観察をしたり、動物観察用カメラで調査し、動物や自然
に親しみを持つ機会を提供する。
[主な内容]
コウモリの生息地見学、ネズミトラップの設置、動物カメラの設置

9.4（土）～9.5（日） 小学生 20

室戸 防災キャンプin室戸 5

[事業目的]
室戸ユネスコ世界ジオパークを構成している自然や文化、産業等を生かし、学習指導要領に位置づけされた活動プログ
ラムの開発と防災教育の実施。
[主な内容]
避難体験、被災体験、学習発表

9.18（土）～9.20（月） 小学生 20



室戸 【地域ぐるみ】くろしお祭り 33

[事業目的]
体験の風をおこそう推進月間の統一イベントとして実施し、体験活動の啓発機会とする。
[主な内容]
竹細工、自然体験活動

10.23（土）～10.24（日） ～小学生、保護者 150

室戸 教員免許状更新講習 11

[事業目的]
教員が体験活動の意義について理解するとともに、児童の集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活動指
導技術を実習を通して身につける。
[主な内容]
野外炊事、ジオパークを生かした自然体験の指導法、安全管理

2.5（土）～2.6（日） 教員 35

室戸
【地域ぐるみ】体験！発見！
ジオパーク 歴史・文化編

3

[事業目的]
室戸ユネスコ世界ジオパークを構成している自然や文化、産業について学ぶ体験活動を通して、青少年のチャレンジ精
神、社会性、創造性を育む。
[主な内容]
備長炭・吉良川町並み飛脚レース参加

2.12（土）～2.13（日） 小学生 20

室戸 ふれあい通学合宿 9

[事業目的]
自然体験活動を通して、児童のコミュニケーション能力を高めるとともに自己肯定感を図る。
[主な内容]
SUP体験、レクレーション、野外炊事（ピザ作り）

2.20（日）～2.26（土） 小学生 30

室戸 幼児の運動プログラム 2

［事業目的］
「幼児期における体力向上プログラム」の実施により、幼児の体力がどのように変化するのか、高知大学教育学部の幸
講師監修のもと科学的に検証する。
［主な内容］

通年 幼稚園児 30

室戸 NEALリーダー養成研修 6

[事業目的]
自然体験活動指導者（リーダー）を指導することができる指導者を養成する。
[主な内容]
NEALリーダー養成カリキュラム

2.26（土）～2.27（日） 大学生、一般 20

夜須高原
ボランティア・ユースＥＳＤ

応援講座
1

[事業目的]
青少年教育施設における今日的な役割を理解し、子供たちの体験活動を支援するボランティア活動について、基本的な
知識や技能を習得することをねらう。また、防災・減災教育の内容を取り入れ、災害時に自分の身を守る術を学ばせた
り、災害復旧ボランティアとして活動する意欲を持たせたりする。
[主な内容]
火おこし体験、研修討議、フィールド体験

6.19（土）～6.20（日） 大学生、一般 50

夜須高原
筑前手しごと体験講座（１回

目）
1

[事業目的]
地元筑前町で様々な職業を営まれている方を講師として招き、その知識や技術を学ぶ体験活動をとおして、その良さを
知るとともに、講師と参加者や参加者同士の交流を深める機会とする。
[主な内容]
伝統技能体験、文化体験

6.27（日）～6.27（日） 幼児、小学生及びその保護者 40

夜須高原 夜須高原チャレンジキャンプ 2

[事業目的]
子どもたちを、SNSやゲーム、テレビ等のメディアに依存した生活から離し、カヌー、ヨット体験、登山、野外炊飯、
テント泊など様々な自然体験活動を通して、人間関係能力や自己肯定感を高めていくことをねらいとする。
[主な内容]
野外炊事、登山、テント泊等

8.14（土）～8.20（金） 小学校５、６年生 中学校１～３年生 24

夜須高原
ふくおかきっずアドベン

チャーキャンプ（第１回）
6

[事業目的]
公立社会教育施設と連携して、課題を抱える児童・生徒の自立と保護者のネットワークづくりを目指したプログラムの
開発を行う。
[主な内容]
自然体験、活動体験

9.18（土）～9.20（月） 小学３・４年生 24

夜須高原
夜須高原こども芸術まつり

（１回目）
2

[事業目的]
幼児及び小学生を含む家族を対象に、「地域の芸術家・機関・団体」と「夜須高原の里地里山」の自然・文化環境を組
み合わせ、相乗効果を活かした芸術的自然体験活動の場と機会を提供する。
[主な内容]
石窯ピザ体験、蜜蝋ろうそく作り

10.2（土）～10.3（日） 幼児、小学生及びその保護者 100

夜須高原
ふくおかきっずアドベン

チャーキャンプ（第２回）
6

[事業目的]
公立社会教育施設と連携して、課題を抱える児童・生徒の自立と保護者のネットワークづくりを目指したプログラムの
開発を行う。
[主な内容]
自然体験、活動体験

10.9（土）～10.10（日） 小学３・４年生 24



夜須高原
夜須高原スキーキャンプ（第

１回）
8

[事業目的]
雪上でスキーに挑戦したりする活動を通して、自然の醍醐味を味わい、仲間とともに切磋琢磨し、自己効力感やコミュ
ニケーション能力を高める。また、社会教育施設を利用することで、規則正しい生活習慣を身に付ける。
[主な内容]
実技演習、演習講義

11.6（土）～11.7（日） 小学３～６年生、中学生 40

夜須高原
夜須高原こども芸術まつり

（２回目）
2

[事業目的]
幼児及び小学生を含む家族を対象に、「地域の芸術家・機関・団体」と「夜須高原の里地里山」の自然・文化環境を組
み合わせ、相乗効果を活かした芸術的自然体験活動の場と機会を提供する。
[主な内容]
石窯ピザ体験、蜜蝋ろうそく作り

11.13（土）～11.14（日） 幼児、小学生及びその保護者 100

夜須高原
夜須高原スキーキャンプ（第

２回）
7

[事業目的]
雪上でスキーに挑戦したりする活動を通して、自然の醍醐味を味わい、仲間とともに切磋琢磨し、自己効力感やコミュ
ニケーション能力を高める。また、社会教育施設を利用することで、規則正しい生活習慣を身に付ける。
[主な内容]
実技演習、演習講義

12.4（土）～12.5（日） 小学３～６年生、中学生 40

夜須高原
ふくおかきっずアドベン

チャーキャンプ（第３回）
6

[事業目的]
公立社会教育施設と連携して、課題を抱える児童・生徒の自立と保護者のネットワークづくりを目指したプログラムの
開発を行う。
[主な内容]
自然体験、活動体験

12.11（土）～12.12（日） 小学３・４年生 24

夜須高原
夜須高原スキーキャンプ（第

３回）
7

[事業目的]
雪上でスキーに挑戦したりする活動を通して、自然の醍醐味を味わい、仲間とともに切磋琢磨し、自己効力感やコミュ
ニケーション能力を高める。また、社会教育施設を利用することで、規則正しい生活習慣を身に付ける。
[主な内容]
実技演習、演習講義

12.25（土）～12.26（日） 小学３～６年生、中学生 40

夜須高原
ふくおかきっずアドベン

チャーキャンプ（第４回）
6

[事業目的]
公立社会教育施設と連携して、課題を抱える児童・生徒の自立と保護者のネットワークづくりを目指したプログラムの
開発を行う。
[主な内容]
自然体験、活動体験

1.29（土）～1.30（日） 小学３・４年生 24

夜須高原
全国高校生体験活動顕彰制度
「オリエンテーション合宿in

夜須高原」
1

[事業目的]
オリエンテーション合宿を通して、ものごとを探求する姿勢、主体的に取り組む態度、課題に向き合う力などを身に付
ける。また、地域での実践活動においては、多様な人々と協働しながら地域・社会にある課題解決に向けた取組を行う
ことで、郷土や自然に愛着を持ち、新たな価値を創造する高校生の育成を目指す。
[主な内容]
フィールドワーク、講義、講演

4月16日（金） 高校生 137

夜須高原 夜須高原通学合宿 8

[事業目的]
家庭から離れた共同生活の中で、様々な生活体験活動をとおして、子供たちの自主性や協調性、耐性等の「生きる力」
の基盤となる豊かな人間性や人間関係能力を高める。また、「早寝、早起き、朝ごはん」の生活リズムの定着を図る。
[主な内容]
自然体験、宿題

対象学校と協議して決定
①小学４～６年生
②小学４～６年生

①30
②30

夜須高原
夜須高原スマイルライフキャ

ンプ
8

[事業目的]
日常生活で行う機会が少ない様々な生活体験活動をとおして、コミュニケーション能力、自立心、協調性、自己肯定感
の向上等とともに生活習慣のさらなる向上を機会とする。
[主な内容]
自然体験、活動体験

随時 小学生とその保護者 50

夜須高原
筑前町立小学校における里地

里山文化体験ＥＳＤ事業
1

[事業目的]
夜須高原の立地条件を活かした「里地里山文化体験ＥＳＤ」プログラムにより、地域の教育的課題に対応し、体験を通
じて各校の「社会に開かれた教育課程」を支援する。これにより、学校での教科等の学習の知識を体験と結びつけ、実
感を伴った深い理解に繋がることを期待する。
[主な内容]
自然体験、活動体験

対象学校と協議して決定 小学５年生
各学校の
児童数



諫早
【地域ぐるみ】家族で山をさ

るこう会
6

[事業目的]
美しい自然の残る多良山系の登山を通して、自然に親しむとともに、参加者同士の親睦を深め、生きがいづくりと健康
づくりの一助とする。
[主な内容]
登山

5.22（土）～5.23（日） 登山ができる方 20

諫早
グループをチームに育てるプ
ログラム研修会（体験編）

（佐賀会場）
4

[事業目的]
グループの力を生かす体験活動プログラムの体験を通して、体験教育・アドベンチャー教育の必要性や有効性を実感さ
せる。
[主な内容]
イニシアティブゲーム、チームビルドに関する講義

5.29（土）～5.29（土） 教員，施設職員，大学生，高校生等 30

諫早
自然体験活動ボランティア養

成研修
14

[事業目的]
青少年の体験活動事業で活動するボランティアスタッフに求められる基礎的な知識・技術を習得するとともに、ボラン
ティア活動への参加意欲を高める。
[主な内容]
ボランティア活動の意義、ボランティア活動の技術 等

6.19（土）～6.20（日） 高校生，大学生，社会人 30

諫早
グループをチームに育てるプ
ログラム研修会（体験編）

（長崎会場）
4

[事業目的]
グループの力を生かす体験活動プログラムの体験を通して、体験教育・アドベンチャー教育の必要性や有効性を実感さ
せる。
[主な内容]
講義、イニシアティブゲーム

6.26（土）～6.26（土） 教員，施設職員，大学生等 30

諫早
シャワークライミングキャン

プ
2

[事業目的]
自然体験活動などを通して，自然体験への関心を高めるとともに，友達と協力することの大切さに気付く。
また、当施設の活動プログラムある沢登りとイニシアティブゲームの教育効果を整理する。
[主な内容]
イニシアティブゲーム、沢登り

7.10（土）～7.11（日） 小学5年生 30

諫早
生活・自立支援キャンプⅠ

（児童養護施設の子ども支援
事業）

8

[事業目的]
児童養護施設の子供たちが、自然体験や生活体験を通じて、自尊感情を高めるとともに、体力の向上及び基本的な生活
習慣の定着を図る。
[主な内容]
野外炊事、テント泊体験、沢登り

8.10（火）～8.12（木） 児童養護施設の児童生徒 40

諫早
限界突破！プチサバイブキャ

ンプ
1

[事業目的]
災害から身を守るために必要な知識・技能を身につけ，防災に対する真摯な態度の育成を図る。また，災害時に想定さ
れる避難所生活の疑似体験を通して，主体的に判断し行動する力や，互いに助け合う心情を育む。
[主な内容]
避難所生活体験、野外炊事、防災に関する講義

8.21（土）～8.22（日） 小学４～中学３年生 30

諫早 教員免許状更新講習① 13

[事業目的]
新学習指導要領改訂で示された「体験活動の充実」を踏まえ、体験活動に関する理解をより一層深めることで、教育内
容の充実に資する。
[主な内容]
講義、理論講習、実習（野外体験活動）

8.28（土）～8.28（土） 教員（受講対象者） 30

諫早 タラッキーキャンプ 8

[事業目的]
秋の自然を感じる自然体験活動を通して自然に親しむ心を育む。また，異年齢集団の中で小グループを作り，規則正し
い生活を送る中で社会性や自立心を育て，「早寝早起き朝ごはん」の定着を促すとともに，自然体験活動の成功体験を
積み重ねることによって自他を大切にする心や積極性，協調性を育む。
[主な内容]
ハイキング、読み聞かせ、ペンダントづくり

9.4（土）～9.5（日） 小学1～2年生 60

諫早 教員免許状更新講習② 13

[事業目的]
新学習指導要領改訂で示された「体験活動の充実」を踏まえ、体験活動に関する理解をより一層深めることで、教育内
容の充実に資する。
[主な内容]
講義、イニシアティブゲーム、ウォークラリー

9.11（土）～9.11（土） 教員（受講対象者） 30

諫早
【地域ぐるみ】子どもゆめ基
金助成金募集説明会＠長崎会

場
7

[事業目的]
子どもゆめ基金助成金募集説明会を開催し，広く当基金の存在を周知することで，体験活動を推進する機運の向上を図
る。
[主な内容]
概要説明、質疑応答、個別相談

9.11（土）～9.11（土）
社団法人，財団法人，NPO法人，法人格を有
しない地域のグループ・サークルなど，青少
年教育に関する活動を行う民間の団体

30



諫早
【地域ぐるみ】子どもゆめ基
金助成金募集説明会＠佐賀会

場
7

[事業目的]
子どもゆめ基金助成金募集説明会を開催し，広く当基金の存在を周知することで，体験活動を推進する機運の向上を図
る。
[主な内容]
概要説明、質疑応答、個別相談

9.12（日）～9.12（日）
社団法人，財団法人，NPO法人，法人格を有
しない地域のグループ・サークルなど，青少
年教育に関する活動を行う民間の団体

30

諫早 ＮＥＡＬリーダー養成研修 5

[事業目的]
自然体験活動指導者認定制度のもと，自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）の資格取得に必要な講習会（概論Ⅰ）
を開催し，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する指導者を養成する。
[主な内容]
自然体験活動の指導、対象者理解

9.18（土）～9.20（月） 青少年教育・学校教育関係者、大学生 20

諫早 教員免許状更新講習③ 13

[事業目的]
新学習指導要領改訂で示された「体験活動の充実」を踏まえ、体験活動に関する理解をより一層深めることで、教育内
容の充実に資する。
[主な内容]
講義、理論講習、実習

10.2（土）～10.2（土） 教員（受講対象者） 30

諫早 イングリッシュキャンプ 4

[事業目的]
自然体験活動の中で英語を聞いたり話したりすることを通して、英語によるコミュニケーションの楽しさを実感させる
とともに、言語や文化について体験的に理解を深める。
[主な内容]
室内オリエンテーリング（英語版）、クラフト

10.2（土）～10.2（土） 小学3年生～4年生 30

諫早
【地域ぐるみ】家族で山をさ

るこう会@千々石
6

[事業目的]
美しい自然の残る多良山系の登山を通して、自然に親しむとともに、参加者同士の親睦を深め、生きがいづくりと健康
づくりの一助とする。
[主な内容]
登山

10.2（土）～10.3（日）
登山ができる方

20

諫早
【地域ぐるみ】木育キャンプ

＠日吉
8

[事業目的]
時代を担う子供たちに対し、森林に親しみながら森林・林業を理解し、体験する教育を推進することで、自然に親しむ
心情や社会性を育むとともに、持続可能な社会づくりの担い手育成の一助とする。
[主な内容]
きこり体験、間伐観察、クラフト（木の時計作り）、木材加工場見学

10.16（土）～10.17（日） 小学４～中学１年生 40

諫早
【地域ぐるみ】子ども体験

フェスティバル2021 in 長崎
8

[事業目的]
様々な体験活動を通して，体験活動の楽しさを体感してもらうとともに，体験活動の重要性の普及と啓発を図る。ま
た，本事業の取組を通じて，関係団体との連携をより一層緊密にし，地域における体験活動の定着・発展を推進する。
[主な内容]
キャンプ体験（デイキャンプ・テント泊・キャンプファイヤー等）、各種クラフト（丸太のコースター・ストロー金魚
等）、野外炊事

10.23（土）～10.24（日） 幼児～青少年及びその家族 2,500

諫早
【地域ぐるみ】木育キャンプ

＠西彼
8

[事業目的]
時代を担う子供たちに対し、森林に親しみながら森林・林業を理解し、体験する教育を推進することで、自然に親しむ
心情や社会性を育むとともに、持続可能な社会づくりの担い手育成の一助とする。
[主な内容]
きこり体験、間伐観察、クラフト（木の時計作り）、木材加工場見学

11.6（土）～11.7（日） 小学４～中学１年生 40

諫早
【地域ぐるみ】家族で山をさ

るこう会＠天地
6

[事業目的]
美しい自然の残る多良山系の登山を通して、自然に親しむとともに、参加者同士の親睦を深め、生きがいづくりと健康
づくりの一助とする。
[主な内容]
登山

12.11（土）～12.12（日）
登山ができる方

20

諫早
生活・自立支援キャンプⅡ

（ひとり親家庭の子ども支援
事業）

8

[事業目的]
ひとり親家庭の子供たちが共同宿泊生活体験を通して，「早寝早起き朝ごはん」・「家庭学習の習慣」といった基本的
な生活習慣や，家庭で生かせる献立作りや調理法・栄養バランス等の「食育」に関する知識・技能を身につけ，できる
体験を積み重ねることで，自尊感情を高める一助とする。
[主な内容]
野外炊事、沢登り、家族への手紙

1.8（土）～1.10（月） ひとり親家庭の児童生徒 40



諫早
【地域ぐるみ】木育キャンプ

＠黒髪
8

[事業目的]
時代を担う子供たちに対し、森林に親しみながら森林・林業を理解し、体験する教育を推進することで、自然に親しむ
心情や社会性を育むとともに、持続可能な社会づくりの担い手育成の一助とする。
[主な内容]
きこり体験、間伐観察、クラフト（木の時計作り）、木材加工場見学

○ 1.23（日）～1.23（日） 小学４～中学１年生 40

諫早 スタートアップキャンプ 5

[事業目的]
中学校進学を目前に控えた子供たちが，自然体験活動などを通して自分のことを肯定的に捉え，新しいことや困難なこ
とにもチャレンジしようとする意欲を高め，よりよい新生活を送れるようにする。
[主な内容]
イニシアティブゲーム、岩場登り、野外炊事

2.11（金）～2.13（日） 小学6年生 50

諫早
【地域ぐるみ】木育キャンプ

＠北山
8

[事業目的]
時代を担う子供たちに対し、森林に親しみながら森林・林業を理解し、体験する教育を推進することで、自然に親しむ
心情や社会性を育むとともに、持続可能な社会づくりの担い手育成の一助とする。
[主な内容]
きこり体験、間伐観察、クラフト（木の時計作り）、木材加工場見学

○
2.26（土）～2.27（日） 小学４～中学１年生 40

諫早
【地域ぐるみ】家族で山をさ

るこう会＠世知原
6

[事業目的]
美しい自然の残る多良山系の登山を通して、自然に親しむとともに、参加者同士の親睦を深め、生きがいづくりと健康
づくりの一助とする。
[主な内容]
登山

3.12（土）～3.13（日） 登山ができる方 20

諫早
全国高校生体験活動顕彰制度
「地域探究プログラム」オリ

エンテーション合宿
2

[事業目的]
高校生が地域づくりや地域の課題解決などに関する体験活動をとおして、課題発見・解決能力を高め、それぞれの実践
活動の成果や自身の成長を適切に評価する力を身に付けることにより、新たな価値を創造する人材を育成するととも
に、青少年の体験活動に関する社会的な認知を高める。
[主な内容]
「探求のプロセス」に関する講義・演習、避難所生活体験、野外炊事

7.22（木・祝）～7.24（土）
（調整中）

連携先高等学校
（調整中）

60
（調整中）

大隅 宿泊学習等利用者説明会① 6

[事業目的]
宿泊学習等における活動プログラムや施設利用について必要な事前説明会を行うことにより、児童生徒の活動を充実さ
せる。
[主な内容]
宿泊学習に係る全体説明、個別相談、実踏

4.16（金）～4.16（金）
登山・ハイキング活動及び海浜活動を計画し
ている学校、青少年団体等の引率者

20

大隅 宿泊学習等利用者説明会② 6

[事業目的]
宿泊学習等における活動プログラムや施設利用について必要な事前説明会を行うことにより、児童生徒の活動を充実さ
せる。
[主な内容]
宿泊学習に係る全体説明、個別相談、実踏

4.22（木）～4.22（木）
登山・ハイキング活動及び海浜活動を計画し
ている学校、青少年団体等の引率者

20

大隅
自然体験活動上級指導者（イ
ンストラクター）養成研修

1

[事業目的]
青少年をはじめとする多くの人々に対し、自然体験活動等の指導・支援及び推進ができる指導者の資質・能力の向上を
図る。
[主な内容]
講義、自然体験活動

4.27（火）～4.30（金） １８歳以上、一般 20

大隅
おおすみくん家スポーツキャ

ンプ「バレーボール」
13

[事業目的]
鹿屋体育大学との連携協力協定に基づき、青少年の体力・運動能力を踏まえたトレーニング法によるスポーツ技術の向
上やコミュニケーション能力の向上を図り、青少年の自立を支援する。
[主な内容]
体力測定、鹿屋体育大学バレーボール部員による指導

5.22（土）～5.23（日） 中学生の関係部活動員及びその指導者 80

大隅
体験の風をおこそう ファミ

リーキャンプ①
11

[事業目的]
自然体験・生活体験等を通して、家族の絆を深めるとともに、子どもの豊かな情操を養う。
[主な内容]
夕食作り、テント設営、カヌー体験

〇 5.29（土）～5.30（日） 子ども、親 60

大隅 ボランティア養成研修 17

[事業目的]
青少年教育施設の役割を理解するとともに、野外活動等の指導・支援ができるボランティア及び指導者の養成・確保を
図る。
[主な内容]
講義、野外炊飯、普通救命講習、グループワーク

6.5（土）～6.6（日） １５歳以上、一般 40



大隅
おおすみくん家に遊びに来ま

せんか！①
3

[事業目的]
不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生が体験活動や自然との触れ合い、グループでのレクリェーション活動等を
通して、野外活動の楽しさや人との触れ合いの大切さを知る。
[主な内容]
自然体験活動、レクリエーション

6.19（土）～6.19（土） 不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生 10

大隅
体験の風をおこそう ファミ

リーキャンプ②
11

[事業目的]
自然体験・生活体験等を通して、家族の絆を深めるとともに、子どもの豊かな情操を養う。
[主な内容]
夕食作り、テント設営、カヌー体験

〇 6.26（土）～6.27（日） 子ども、親 60

大隅
全国高校生体験活動顕彰制度
オリエンテーション合宿①

1

[事業目的]
地域の魅力を発見したり、抱えている課題を自ら見いだしたりする研究活動を通して、ものごとを探究する姿勢、主体
的に取り組む態度、実践活動に必要な考え方・知識を学習する。
[主な内容]
講義

7.10（土）～7.11（日） 高校１～３年生 15

大隅
全国高校生体験活動顕彰制度
オリエンテーション合宿②

1

[事業目的]
地域の魅力を発見したり、抱えている課題を自ら見いだしたりする研究活動を通して、ものごとを探究する姿勢、主体
的に取り組む態度、実践活動に必要な考え方・知識を学習する。
[主な内容]
講義

7.17（土）～7.18（日） 高校１～３年生 15

大隅
おおすみくん家スポーツキャ

ンプ「野球」
13

[事業目的]
鹿屋体育大学との連携協力協定に基づき、青少年の体力・運動能力を踏まえたトレーニング法によるスポーツ技術の向
上やコミュニケーション能力の向上を図り、青少年の自立を支援する。
[主な内容]
体力測定、鹿屋体育大学野球部員による指導

7.24（土）～7.25（日） 中学生の関係部活動員及びその指導者 80

大隅 子ども生き生き体験学習 10

[事業目的]
児童養護施設で生活する児童生徒を対象に自然体験及び生活体験の活動を通して、生活・自立を支援するとともに、児
童生徒の基本的な生活習慣の確立を目指す。
[主な内容]
沢登り、カヌー体験、夕食作り、ニュースポーツ

7.28（水）～7.29（木） 児童養護施設の児童生徒 20

大隅 海からのメッセージ 16

[事業目的]
鹿児島湾（錦江湾）を舞台に、海の素晴らしさや厳しさを体験することにより海の良さを知り、「生きる力」を育む。
また、長期冒険型活動を通して心に悩みをもつ児童生徒の自立を支援する。
[主な内容]
カヌー体験、テント泊、野外炊飯

〇 8.6（金）～8.12（木）
小学校５年生～中・高校生（心に悩みをもつ
児童生徒を含む）

32

大隅 宿泊学習等利用者説明会③ 6

[事業目的]
宿泊学習等における活動プログラムや施設利用について必要な事前説明会を行うことにより、児童生徒の活動を充実さ
せる。
[主な内容]
宿泊学習に係る全体説明、個別相談、実踏

8.25（水）～8.25（水）
登山・ハイキング活動及び海浜活動を計画し
ている学校、青少年団体等の引率者

20

大隅
体験の風をおこそう ファミ

リーキャンプ③
11

[事業目的]
自然体験・生活体験等を通して、家族の絆を深めるとともに、子どもの豊かな情操を養う。
[主な内容]
夕食作り、テント設営、カヌー体験

〇 8.28（土）～8.29（日） 子ども、親 60

大隅
おおすみくん家に遊びに来ま

せんか！②
3

[事業目的]
不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生が体験活動や自然との触れ合い、グループでのレクリェーション活動等を
通して、野外活動の楽しさや人との触れ合いの大切さを知る。
[主な内容]
自然体験活動、レクリエーション

9.18（土）～9.18（土） 不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生 10

大隅 キッズたんけんたい① 9

[事業目的]
小学校低・中学年の子どもたちが親元を離れて共同生活や自然体験活動を行い、仲間との関わり、協力したりする活動
を通して、自立心や自尊感情を育てる。
[主な内容]
自然体験活動

9.19（日）～9.20（月） 小学１・２年生 40



大隅
おおすみくん家に遊びに来ま

せんか！③
3

[事業目的]
不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生が体験活動や自然との触れ合い、グループでのレクリェーション活動等を
通して、野外活動の楽しさや人との触れ合いの大切さを知る。
[主な内容]
自然体験活動、レクリエーション

10.16（土）～10.16（土） 不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生 10

大隅 キッズたんけんたい② 9

[事業目的]
小学校低・中学年の子どもたちが親元を離れて共同生活や自然体験活動を行い、仲間と関わったり、協力したりする活
動を通して、自立心や自尊感情を育てる。
[主な内容]
自然体験活動

10.23（土）～10.24（日） 小学３・４年生 40

大隅
おおすみくん家漂流物たんけ

ん隊
1

[事業目的]
錦江湾内の漂流物を採取し、それらがどんなものでどこから流れ着いたかを考えることをとおして、海・自然・人との
つながりに気付かせる。また、漂流物を使ったクラフト活動をとおして、それらを生かす工夫や環境問題に目を向けさ
せる。
[主な内容]
自然体験活動

〇 10.30（土）～10.31（日） 小学５～６年生 20

大隅
【地域ぐるみ】ばら祭り

ウォーキング大会
8

[事業目的]
関係機関と連携し、ウォーキング活動を通して、「体験の風をおこそう」運動の普及啓発を図る。
[主な内容]
ウォーキング

11.3（水）～11.3（水） 一般 200

大隅 少年少女登山教室 13

[事業目的]
登山をとおして人が自然とかかわることのすばらしさ、スポーツとしての登山の楽しさを味わう。
[主な内容]
登山

11.6（土）～11.7（日） 小学４年生～中学2年生 30

大隅 通学合宿１ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

11.8（月）～11.12（金） 小学３～６年生 30

大隅 通学合宿２ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

11.15（月）～11.19（金） 小学３～６年生 30

大隅
おおすみくん家に遊びに来ま

せんか！④
3

[事業目的]
不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生が体験活動や自然との触れ合い、グループでのレクリェーション活動等を
通して、野外活動の楽しさや人との触れ合いの大切さを知る。
[主な内容]
自然体験活動、レクリエーション

11.20（土）～11.20（土） 不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生 10

大隅 通学合宿３ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

11.23（火）～11.26（金） 小学３～６年生 30

大隅 通学合宿４ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

11.29（月）～12.2（木） 小学３～６年生 30

大隅 通学合宿５ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

12.7（火）～12.11（土） 小学３～６年生 30



大隅 ファミリーキャンプ④ 11

[事業目的]
自然体験・生活体験等を通して、家族の絆を深めるとともに、子どもの豊かな情操を養う。
[主な内容]
夕食作り、自然体験活動

〇 12.18（土）～12.19（日） 子ども、親 60

大隅 通学合宿６ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

1.11（火）～1.14（金） 小学３～６年生 30

大隅
おおすみくん家に遊びに来ま

せんか！⑤
3

[事業目的]
不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生が体験活動や自然との触れ合い、グループでのレクリェーション活動等を
通して、野外活動の楽しさや人との触れ合いの大切さを知る。
[主な内容]
自然体験活動、レクリエーション

1.15（土）～1.15（土） 不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生 10

大隅 通学合宿７ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

1.17（月）～1.21（金） 小学３～６年生 30

大隅 ファミリーキャンプ⑤ 1

[事業目的]
全国的に頻発している災害について、親子で必要な知識を得るとともに、防災意識を高め、もしもという場合の対応方
法を実践することにより、災害時の行動について考えを深める。
[主な内容]
夕食作り、自然体験活動

〇 1.22（土）～1.23（日） 子ども、親 60

大隅 通学合宿８ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

1.24（月）～1.28（金） 小学３～６年生 30

大隅 通学合宿９ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

1.31（月）～2.4（金） 小学３～６年生 30

大隅 ファミリーキャンプ⑥ 11

[事業目的]
自然体験・生活体験等を通して、家族の絆を深めるとともに、子どもの豊かな情操を養う。
[主な内容]
夕食作り、自然体験活動

〇 2.5（土）～2.6（日） 子ども、親 60

大隅 通学合宿１０ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

2.7（月）～2.10（木） 小学３～６年生 30

大隅 通学合宿１１ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

2.14（月）～2.18（金） 小学３～６年生 30

大隅
おおすみくん家スポーツキャ
ンプ「バスケットボール」

13

[事業目的]
鹿屋体育大学との連携協力協定に基づき、青少年の体力・運動能力を踏まえたトレーニング法によるスポーツ技術の向
上やコミュニケーション能力の向上を図り、青少年の自立を支援する。
[主な内容]
体力測定、鹿屋体育大学バスケットボール部員による指導

2.19（土）～2.20（日） 中学生の関係部活動員及びその指導者 80



大隅 通学合宿１２ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

2.23（水）～2.25（金） 小学３～６年生 30

大隅 通学合宿１３ 11

[事業目的]
集団宿泊生活や生活体験活動を行いながら普段の学校生活を送ることを通して、望ましい生活習慣や学習習慣を身に付
けるとともに、連帯感や協調性を育てる。
[主な内容]
基本的な生活習慣の定着、自主学習、生活体験活動

2.28（月）～3.4（金） 小学３～６年生 30

大隅
おおすみくん家に遊びに来ま

せんか！⑥
3

[事業目的]
不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生が体験活動や自然との触れ合い、グループでのレクリェーション活動等を
通して、野外活動の楽しさや人との触れ合いの大切さを知る。
[主な内容]
自然体験活動、レクリエーション

3.5（土）～3.5（土） 不登校及び不登校傾向のある小・中・高校生 10


