
などのお仕事をお願いしています。 

子供の体験活動 

(キャンプやイベント) 

をサポート 

  私は学生サポーターとして働いて2年目になります。 

主に施設整備、利用申込書類整理などの事務作業やオリンピックセ

ンターの子供向け事業の手伝いもしています。学生サポーターは難

しい業務もありますが、職員の方々を含め目上の方と接することが

多いので接し方や社会で必要とされる基本的なマナーを学ぶことが

できます。 

 今年は後輩ができるため、これまで先輩方に教えていただいた事

を今度は自分が後輩に教えていけるように頑張ります。 

  国立青少年教育振興機構では経済的に困難な状況下で大学や専門学校において勉
学に励む、児童養護施設または母子生活支援施設に在籍していた学生を支援する

「学生サポーター制度」を行っています。 

 学生サポーターには土日や長期休暇期間に当機構の施設で「生活・自立支援キャ

ンプ」をはじめとする各種事業や施設管理の補助に従事(年間800時間程度)してい

ただき、当機構は毎月定額(10万円)を学生サポーターに支給しています。 

PCを使用した 

アンケートや 

データの入力作業 

施設内の清掃 

や 

備品点検 

2020年 

 1月24日(金) 

1月6日(月)～ 
 

必着  
※詳細は2・3ページをご覧ください。  

※「従事」とは、その仕事に携わること。 



【資生堂児童福祉奨学金】のご案内 

(選考あり、年50万円給付、返済不要) 
 

 社会福祉士や保育士など、将来、児童福祉分野での活

躍を目指して、大学等に進学する皆さんを支援します。 

 対象：児童養護施設や里親のもとで暮らす高校3年生 

    (毎年５名程度選出) 
 ※詳細は、(公財)資生堂社会福祉事業団HPをご覧ください。 

【コンパスナビ】のご案内 

 
 社会的養護下にあった青少年たちの就労支援や住居支

援、及び運転免許取得支援を行っています。 

 詳細につきましては、コンパスナビ(一般社団法人青少

年自助自立支援機構)のHPをご覧ください。 

資生堂財団 奨学金 コンパスナビ 

Q 

年間業務時間800時間より 

短い時間での従事は可能？ 

A 

通所にかかる交通費を報酬とは 

別途支給します。 

Q 

交通費は支給されますか？ 

A 

県立施設での従事はありません。 

応募条件内に記載している 

28ヶ所の国立施設のみ 

従事可能です。 

Q 

国立施設ではなく、 

県立施設でも従事可能？ 

A 

毎月の時間数にバラつきがあって

も報酬額は変わりません。 

毎月定額で報酬を支払います。 

Q 

テスト期間等で毎月の業務

時間にバラつきが出ても 

定額支給されますか？ 
A 

可能です。 

600時間又は400時間で 

設定できます。 

(時間数によって報酬額が 

変わります。) 

 キャンプなどの運営に 

 も携わることで、臨機 

 応変な対応力や自分で 

 考える力、判断力が 

向上した。 

子供たちにアイスブレイク(緊張

をときほぐすためのゲーム等)を

することが苦手だったが、今では

それが自分の強みとなり、保育実

習にも役立った。 

また、学生サポーターでの経験を

活かし、大学では学友会長に立候

補した。これまで携わったキャン

プや野外教育をヒントに、学友会

長として大学祭などの学校行事を

企画運営している。 

 野外活動指導者養成 

 講習にも参加でき、 

 指導者としてのスキ 

 ルやコミュニケー 

 ション能力が身に 

 付き、自信が持て 

るようになった。 

※その他、各施設へのお問い合わせは、国立青少年教育振興機構ホームページよりご確認ください。 

青少年機構 学生サポーター募集 

〒151-0052 

東京都渋谷区代々木神園町3-1 

TEL:03-6407-7731 FAX:03-6407-7629 

総務企画部総務企画課「学生サポーター」担当 

(平日9時～17時45分) 

子供たちの前で話

す機会が持て、積

極性とコミュニ

ケーション力が身

に付いた。 

大学で児童心理学など

の講義を受けることは

あるが、実際に 

 不登校児童などと接  

 する機会もあり、学 

  ぶことが多い。 

国立青少年教育施設

で働くことで礼儀や

人との関わり方を学

ぶことができ、社会

に出た時に役立つと

感じた。 



業務内容 

 

国立青少年教育施設が実施する以下の業務 

・「生活・自立支援キャンプ」に関する業務 

・青少年を対象とした体験活動の事業に関する業務 

・施設の整備や運営に関する業務 

・その他施設の所長が必要と認める業務 など 

業務時間 
 
原則年間800時間 
※業務日や業務時間は業務を行う国立青少年教育施設と相談のうえ決定する。年間600時間、400時間を希望する際はご相談ください。 

委嘱期間 
 
2020年4月1日～2021年3月31日 
※高等教育機関の卒業まで1年毎に更新可能。(別途更新願の提出が必要) 

報酬 
 

年間120万円（月額10万円） 
※年間業務時間数によって報酬額は変動します。(600時間は年間90万円、400時間は年間60万円) 

※業務に係る交通費は別途支給します。 

申込書類 

   選考申込書 
(様式第1-1) 

選考申込書 
(様式第1-2) 

推薦書 
(様式第2-1) 

推薦書 
(様式第2-2) 

在籍証明書 在学証明書 

 
高等教育機関に在学中の方 〇 - 〇 - 〇 

(※１) 

〇 
(※２) 

 

次年度高等教育機関に 

進学予定の方 
- 〇 - 〇 〇 

(※１) 

〇 
(※３) 

 ※１…現に在所している、又は過去に在所していた児童養護施設及び母子生活支援施設の発行する在籍証明書 

 ※２…在学している高等教育機関(大学、短期大学、専門学校、大学院)の発行する在学証明書 

 ※３…在学している又は過去に在学していた高等学校等の発行する在学証明書(卒業証明書も可) 

その他 

 

・長期休日を利用したキャンプ等に従事していただく場合があります。 

・業務実績や業務態度等により期間中でも解嘱させていただく場合があります。 

・業務中に撮影した写真等は、当機構の広報目的等で広報紙やHPに掲載させていただく場合があります。 

・申込時の個人情報は、当機構関係規定等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用しま 

 す。法令等の定める場合を除いて第三者に開示することはありません。 

業務場所 

 施設名（所在地） 施設名（所在地） 

 

①大雪青少年交流の家 

(上川郡美瑛町白金温泉) 

⑮乗鞍青少年交流の家 

(高山市岩井町) 

 

②日高青少年自然の家 

(沙流郡日高町字富岡) 

⑯曽爾青少年自然の家 

(宇陀郡曽爾村太良路) 

 

③岩手山青少年交流の家 

(滝沢市後) 

⑰淡路青少年交流の家 

(南あわじ市阿万塩屋町) 

 

④花山青少年自然の家 

(栗原市花山字本沢沼山) 

⑱吉備青少年自然の家 

(加賀郡吉備中央町吉川) 

 

⑤磐梯青少年交流の家 

(取麻郡猪苗代町字五輪原) 

⑲三瓶青少年交流の家 

(大田市山口町山口) 

 

⑥那須甲子青少年自然の家 

(西白河郡西郷村大字真船字村火) 

⑳江田島青少年交流の家 

(江田島市江田島町津久茂) 

 

⑦オリンピックセンター 

(渋谷区代々木神園町) 

㉑山口徳地青少年自然の家 

(山口市徳地船路) 

 

⑧赤城青少年交流の家 

(前橋市富士見町赤城山) 

㉒大洲青少年交流の家 

(大洲市北只) 

 

⑨信州高遠青少年自然の家 

(伊那市高遠町藤沢) 

㉓室戸青少年自然の家 

(室戸市元乙) 

 

⑩妙高青少年自然の家 

(妙高市大字関山) 

㉔夜須高原青少年自然の家 

(朝倉郡筑前町三箇山) 

 

⑪立山青少年自然の家 

(中新川郡立山町芦峅寺字前谷) 

㉕諫早青少年自然の家 

(諫早市白木峰町) 

 

⑫能登青少年交流の家 

(羽咋市柴垣町) 

㉖阿蘇青少年交流の家 

(阿蘇市一の宮町宮地) 

 

⑬若狭湾青少年自然の家 

(小浜市田烏区大浜) 

㉗大隅青少年自然の家 

(鹿屋市花里町赤崩) 

 

⑭中央青少年交流の家 

(御殿場市中畑) 

㉘沖縄青少年交流の家 

(島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷) 

 

※原則、居住地又は在学する高等教育機関の最寄りの国立青少年教育施設と    

 し、各教育施設と相談のうえ決定します。 

 ※国立青少年教育施設の場所や通勤時間を確認のうえ、お申し込みください。 

募集対象 

 

児童養護施設又は母子生活支援施設に在籍歴があり、次のいずれかに該当する者 

（１）高等教育機関(大学、短大、専門学校、大学院)に在籍している学生 

（２）次年度高等教育機関(大学、短大、専門学校、大学院)に進学しようとする生徒 
   ※二次選考(面接)に合格した場合でも、高等教育機関の入学試験に不合格となった場合は、不採用となります。 

※国立青少年教育施設は山間部にあり、通所時間が多くかか 

 ります。通所時間は概ね2時間以内となる施設での従事を 

 推奨します。 

募集人数  10名程度 



① 
申し込みに必要な 

書類を準備する 
(左ページの申込書類を 

 よく確認してください。) 

② 
書類提出 

 締切 

 11月29日必着 

③ 
一次選考 
書類審査 

  ※書類審査後、選考申込書 

   の住所へ通知を送付します。 

         (2019年12月上旬) 

④ 
二次選考 

面接 

 ※希望施設にて 

   (2019年12月中) 

⑤ 
委嘱決定 

※決定連絡は、選考申込書 

  の住所へ通知を送付します。 

 

 

⑥ 
委嘱開始 

 委嘱手続き後、 

 4月1日より従事開始！！ 

    

    ※3月から従事を 

     開始することも可。 

     (報酬は4月から支給) 

 決定 

 私は社会福祉士の資格を取得するために4年制大学に

通っています。勉強やサークル活動もありますが、学生生

活と学生サポーターを両立させながら頑張っています。 

 また、コンビニのアルバイトなどと違って昼間に業務を

行っているので、生活リズムを崩さず、規則正しい生活を

送ることができています。 

  月 火 水 木 金 土 日 

9時 

自
由
時
間 

大
学 

大
学 

大
学 

学
サ
ポ 

学
サ
ポ 

学
サ
ポ 

  

  

12時 

  

 
 

  

 
 

サ
ー
ク
ル 

  

自
由
時
間 

  

17時 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

区分 学サポ 学校 

4月 8日間(46時間) 通常授業 

5月 11日間(71時間) 通常授業 

6月 11日間(66時間) 通常授業 

7月 7日間(46時間) テスト期間 

8月 18日間(144時間) 夏休み 

9月 14日間(110時間) 夏休み 

10月 10日間(65時間) 通常授業 

11月 8日間(52時間) 通常授業 

12月 12日間(86時間) 冬休み 

1月 5日間(36時間) テスト期間 

2月 13日間(102時間) 春休み 

3月 5日間(40時間) 春休み 

（例）年間800時間従事している 

    大学2年のAさん 


