平成 27 年度

子供の貧困対策事業

―青少年の「自立する」力

応援プロジェクトー

「生活・自立支援キャンプ」

国立青少年教育振興機構の各教育施設では、経済的に困窮した家庭の子供
を対象に「生活・自立」を支援し、子供達の基本的な生活習慣の確立を目指
して、児童養護施設、ひとり親家庭等を対象に、合計９３事業を実施しまし
た。本事業は、様々な関係機関・団体と連携を図り実施しています。

平成 28 年 6 月

平成２７年度「生活・自立支援キャンプ」
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国立能登青少年交流の家
サイクリングキャンプ
H27.9.21(月)～9.23(水)

2泊3日

国立能登青少年交流の家では、児童養護施設と連携して「サイクリングキャンプ」を実施した。小学
生から高校生までの 12 名が参加した。

○貧困対策事業として配慮したこと
子供に、自己肯定感・有用感を感じ、高めてもらうためには、目の前の活動にのめりこ
み、自ら持てる力を全て出し切り、達成感を味わう経験が重要であるため、参加者全員が
達成感を味わうことができるよう配慮した。
同一施設を対象とする 2 年目の事業であったため、成長した自分を意識できるように、
あえて基本的な活動の流れを昨年度と同様に設定した。また、活動中においても、成長し
ている自分に気付くことができるように、以前の自分を想起できる声かけに努めた。
交流の家担当職員は、子供たちにとって、
「自分にあたたかく接してくれる大人」として
かかわるように努めた。
○事業内容
９／２１(月)

・長距離サイクリング、カレーライス作り

９／２２(火)

・長距離サイクリング、ガラス細工、キャンドルセレモニー

９／２３(水)

・いかだ体験活動、まとめ

■長距離サイクリング

○事業中の参加者及び連携施設職員の具体的な「感想・つぶやき」と、それを聞いた機
構職員が気づいた点
施設職員は、
「子供たちや大人も真剣な顔でサイクリングに取り組みました。ゴールした
時の笑顔は、達成感にあふれていて、すごく良い経験をすることができたと思いました。
普段の生活ではあまり見られない子供たちの良いところをたくさん見ることができまし
た。」と述べていた。施設職員にとっても、挑戦的かつ普段関わっている子供の新たな一面
が見られるプログラムであったようである。事業後、施設職員と子供との関わりにより良
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い変化が生まれていくのではないかと感じられた。
○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容
２日目のサイクリングは、昨年度と同じく交流の家－能登島間 40km の行程であるが、子
供たちに達成感を味わってもらうために、コースを往復する「チャレンジチーム」と、片
道だけの「がんばるチーム」を設定した。子供たちが自分の体力を考え選択できるよう、
施設職員にも積極的に働きかけをしてもらった。
昨年度実施した水族館見学は、作品を自分で作るガラス細工制作に変更した。
交流の家での体験活動も、子供たちが主体的に関わることができるように「いかだ体験
活動」を取り入れた。「いかだ体験活動」では、材料運びから片付けまで、全ての段階に
おいて協力して行わなければならない。活動の中では、声かけをする人、それに反応する
人等、自然と役割が決まってくる。いかだを漕ぐ時も誰かの声かけにより漕ぐタイミング
が揃ってくる。このように、活動をとおしてコミュニケーション能力や協力性が育つこと
を目指した。
○事業の成果
本事業では、参加者全員が達成感を味わうことを目指し、参加者を「チャレンジチーム」
と「がんばるチーム」に分けて実施した。絶対にリタイヤしたくないチームと、楽しみな
がらできるだけ自転車で走りたいチームとした。子供の様子をよく知る施設職員が適切に
アドバイスしながら編成したチームでは、チームのねらいと子供一人一人の願いや思いが
合致していた。その結果、全員が全力を出し切ってゴールすることにより、全員が達成感
を味わうことができた。
具体的エピソードとして、初参加の高校生女子は、
「がんばるチーム」に所属して参加し
ていた初日から、暗い表情が目立ち、楽しみながら取り組んでいるようには見えなかった。
しかし、交流の家までの約５０ｋｍ走破、カレー作り体験、能登島までの約４０ｋｍ、
吹きガラス体験など、プログラムを重ねていくうちに表情や態度が和らぎ、明るくなって
いった。まとめの時間に、彼女から、
「実際に参加してみると、初めは、疲れるばっかりで、
やだなーって思ったりもしたけど、ゴールの能登島ガラス工房に到着したとき、本当に達
成感が『ふわーっ』てやってきて、本当に参加して良かったと思いました。」と述べた。事
業後のアンケートには、
「疲れたけど、みんなで協力し合って物を作ったり、活動したりす
るというのが、すごい楽しいなーと思った。いろいろな体験もできてよかったです。(^_^)
自分の中での最高の思い出になりました。」と綴り、「自分が成長したと思う項目」の全部
に○印を付けた。
○事業の課題
昨年度は参加者が所有の自転車でサイクリングを行ったが、本年度は施設所有のマウ
ンテンバイクを使用した。このことにより走行性が向上し、より安全にサイクリングプ
ログラムを実施することができた。しかしながら、小さい子供も含む長距離移動のサイ
クリングであることから、安全面に対して一層の配慮をしていくことが重要である。
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国立江田島青少年交流の家
親子でとっておき体験
第 1 回 H27.11.28(土)～11.29(日) 1 泊 2 日
第 2 回 H28.3.5(土)～3.6(日) 1 泊 2 日
国立江田島青少年交流の家では、母子寡婦福祉連合会と連携して「親子でとっておき体験」を実施した。
対象は小学生とその保護者である。第 1 回は 17 名、第 2 回は 52 名が参加した。

○貧困対策事業として配慮したこと
事業前は、事業がスムーズに運営できるように、事務局担当者と当日参加するサポータ
ーに事前に当交流の家まで来てもらい、綿密な打ち合わせを行った。
参加する親子たちは、他の親子たちとほぼ面識のない状態であったため、まずオリエン
テーションの前にアイスブレイクを行った。
カプラで遊ぶプログラムでは、親子で活動する時間と、親と子に分かれて活動する時間
を設定した。アウトドアクッキングにおいては、親子で協力して行う片付けを重要視し、
退所点検と合わせ、「生活・自立」へのきっかけとして設定した。
まとめの時間においては、親子の会話を重視した。時間をしっかり取って子供の感想を
親にしっかり伝えられるよう配慮し、親はその感想をもとにして、自分の感想をまとめら
れるよう促した。
○事業内容
１１/２８（土）

・アイスブレイク、オリエンテーリング、カプラ

１１/２９（日） ・早朝日の出体験ツアー、アウトドアクッキング
※３/５（土）
，３/６（日）についても同様の内容

■早朝日の出体験ツアー
自由参加として、交流の家近くの水晶山(標高
90.3 メ―トル）に親子で登った。
30 分程度で登れる山であるが、最後に急斜面の
難所があり、親子で協力しないと登頂できないた
め、親子間のコミュニケーションを図る場となっ
た。

○事業中の参加者及び連携施設職員の具体的な「感想・つぶやき」と、それを聞いた機構
職員が気づいた点
活動の説明等、子供たちの話を聞く態度を見た児童養護施設職員から、
「普段からもう少
し基本的なしつけもがんばってもらうよう工夫します。」との感想があった。施設職員にそ
のような感想を持っていただけたことは、親子の「生活・自立」寄与するものと考えられ
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る。
○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容
できるだけ早い段階で参加者間の打ち解けた雰囲気をつくった方が、その後の活動がス
ムーズに行えるのではないかという反省を踏まえ、２年目は、事業の最初にアイスブレイ
クを行った。
野外炊事では、活動に飽きた子供たちが周りで遊んだり、一部の子供たちが片付けをし
なかったりする事態が起こったため、２年目は、「おいしくできるようがんばる」「片づけ
もがんばる」という２つの目標を事前に示してから、野外炊事に取り掛かった。
「生活・自
立」へのきっかけとして、親子で協力しての片付けや退所点検を重要視していることを、
事前に保護者に理解していただいてから参加してもらうようにした。
また，最終日の活動のまとめの時間が確保できるように、野外炊事の運営に留意した。
○事業の成果
参加者のアンケートには、
「娘はカプラや薪割りなど初めて挑戦することがとても楽しか
ったようです。」、
「一番楽しかったのはオリエンテーリングです。ごつごつした山を登った
のは初めてで、しんどかったけどおもしろかったです。」、
「いっぱい友達ができたのであっ
という間の二日間でした。この二日間の経験を今後活かしていきたいです。」等の記述があ
った。子供と一緒に深い関わりができたこと、このような機会を再度持ちたいと考えてい
ることが伺え、本事業の目的を十分達成することができた。
また、カプラで遊ぶプログラムの一部を、親子別メニューで行った。保護者の方に我が
子を気にしないで楽しんでもらいたかったこと、活動を通して保護者同士のつながりが生
まれること、子供たちだけで大きな達成感を味わうことを期待しての取組であった。お母
さんたちは集中して取り組む中で、保護者同士のコミュニケーションが生まれ、中には連
絡先を交換している姿も見られた。子供たちも協力して驚くほど完成度の高い作品を完成
させた。アンケートに「あんなすごいかまくらが作れるとは思っていませんでした。」とあ
った。
○事業の課題
初めて連携した母子寡婦福祉連合会については，思うように人が集まらなかった。広報
だけでももっと早めに動いていく必要があることを確認した。
参加者アンケートの記述の中に「もう少し親同士がゆっくりと話せる機会があればうれ
しかったです。」、「カプラをする時間がもっと長かったらうれしかったようです。」とあっ
た。これらの意見を今後のプログラム構成に生かしていきたい。
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国立那須甲子青少年自然の家
なすかしの森 わくわくサタデー
H27.11.28(土)～11.29(日)

1泊2日

国立那須甲子青少年自然の家では、西郷村教育委員会と連携して「なすかしの森 わくわくサタデー」
を実施した。年間で計 5 回実施し、小学生を中心に幼児、西郷村教育委員会の職員を含む 87 名が参加
した。

○貧困対策事業として配慮したこと
基本的な生活習慣の確立や自立する力を身に付けてもらうために、
「簡単おかずでバラン
スアップ！朝ごはんポケットレシピ」（「早寝早起き朝ごはん」全国協議会作成）を活用し
た朝ごはん作りや、自分の体操服の洗濯を毎回行うほか、栄養バランスや、
「焼く・煮る・
蒸す」といった調理法についても学び、一人でも食事、洗濯ができる力を育成することに
努めた。
また、社会とのコミュニティーを確立することは重要であることから、事業実施に当た
っては参加者を 3 班のグループに分け、朝ごはん作りをはじめとする様々な活動を行う中
で、他の参加者と共に困難を乗り越える場を設定するよう工夫した。
さらに、自然体験活動、社会体験活動等日常的に家庭では体験できない内容のプログラ
ムを実施するように工夫した。
○事業内容
９/２５（金）

・出会いの会・宿題・はし作り・米とぎ・１日の反省

９/２６（土）

・清掃活動・朝ごはん作り・那須平成の森での環境学習

１０/２３（金）

・グループワーク（那須ハイランドパークの事前学習）・洗濯・１日の反省

１０/２４（土）

・清掃活動・朝ごはん作り・那須ハイランドパーク

１２/４（金）

・米とぎ・洗濯・宿題・読書・１日の反省

１２/５（土）

・清掃活動・朝ごはん作り・はし作り、スポーツレク

１/１５（金）

・米とぎ・洗濯・宿題・読書・１日の反省

１/１６（土）

・清掃活動・朝ごはん作り・スキー体験

２/４（金）

・米とぎ・洗濯・宿題・読書・１日の反省・茶話会（保護者）

２/５（土）

・清掃活動・朝ごはん作り・ボルダリング体験・雪遊び・別れの会

■参加者の自主計画による体験活動
那須ハイランドパークでの活動は、グループごとに
計画を立てて自主的に行動した。事前にパーク内の行
動を班で話し合う際に、お互いの意見を交換し、お互
いに譲り合いながら、協力して行動を決定していく姿
が見られた。
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○事業中の参加者及び連携施設職員の具体的な「感想・つぶやき」と、それを聞いた機構
職員が気づいた点
普段朝食を摂る習慣のない参加者から、「朝食作りが楽しみ」という声があった。
また、今年度は参加児童の兄弟姉妹も参加可能としたため、幼稚園児 2 名の参加があっ
た。プログラムによっては、幼稚園児にとっては難しいものもあったが、兄や姉のみでな
く、他の参加者が優しく教えたり、手を引いたりする様子が多方面で見られ、異年齢集団
でのより良い活動を実施することができた。
さらに、同じ参加者で複数回実施したことにより、安心できる異年齢集団作りができた。
自己表現が難しく学校では支援を必要としている児童が、本事業の中では、回を追うご
とにリーダー性も高まり、生き生きと活動する様子が見られた。
○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容
昨年度は 1 月、2 月の 2 回実施で朝ごはん作り、洗濯作業、雪中活動を中心にプログラ
ムを構成した。初年度ということもあり、手探りの部分が多く、特に時間配分においては
子供たちの様子を見ながら臨機応変に対応することが多かった。また、班活動においては
細かい役割分担までは実施できなかった。
今年度は 5 回実施で 9 月からの活動だったので、体験活動も幅広く実施することができ、
班活動においても、班長を中心に時計係などの細かい役割分担もでき、子供たちに責任感
を意識させて活動させることができた。
時間配分に関しては、昨年度の経験から朝ごはん作りの準備を前日の午後から計画的に
実施し、時間を有効に使いゆとりをもって活動することができた。
○事業の成果
昨年度に引き続き、西郷村教育委員会との連携により、要保護・準要保護・一人親家庭
の児童を募り、自立・支援キャンプの目的に沿った事業を実施することができた。今年度
は、昨年度の倍の人数が参加し、事業の有益性及び必要性が高まったと感じる。また、西
郷村長からも事業内容について、高い評価を得ている。
参加者からは、
「友達ができてよかった」などの感想があり、回数を重ねるごとに参加者
同士の交流が深まった。
プログラムの中で「生活習慣の確立」を目標の一つに据え、毎回朝ごはん作りを行った。
「朝ごはんポケットレシピ」の活用により、栄養価の高い朝ごはん作りを実践することが
できた。プログラムを通じて生活の中で自立する術を身につける一助になっている。
○事業の課題
西郷村教育委員会との連携により、各小学校から参加児童を募り事業を実施した。次年
度以降も連携を深め、さらに支援を必要としている家庭が多く参加できる事業としていか
なければならない。
その一方で、参加希望の児童の中には、特別に支援を必要とする児童がいた。今回は、
普通学級に通うアスペルガー症候群の診断を受けた児童が参加を希望し、スタッフのきめ
細かな支援により受け入れることができたが、他の特別支援学級に通う児童は、対応が難
しいこともあり、受け入れを見送った。児童理解が十分にできない状態での受け入れにつ
いては、検討が必要である。
また、連携先である学校との情報共有を密に行い、参加者の自立心や生きる力を養うた
めのプログラム展開を工夫していかなければならない。
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国立妙高青少年自然の家
親子キャンプ
H27.7.18(土)～7.19(日)

1泊2日

国立妙高青少年自然の家では、母子寡婦福祉連合会と連携して「親子キャンプ」を実施した。幼児か
ら小学生、保護者、母子寡婦福祉連合会の職員 4 人を含む 41 名が参加した。

○貧困対策事業として配慮したこと
「炊事体験」においては、妙高周辺の郷土料理の笹ずしや、トン汁、サラダ等、地域色
や栄養のバランスを考えた献立とした。
さらに、一人親家庭の子供が、親が不在の際にも一人で調理できるようなメニュー設定
と調理内容にした。
「親子別プログラム」では、親はワークショップ形式を導入したディナーミーティング
を実施した。子どもと離れることで親同士のネットワークと会話が促進されるように配慮
した。
○事業内容
７/１８（土）
７/１９（日）

・調理体験（笹ずし、豚汁、サラダ等）、ボランティア企画レクリエーシ
ョン（子）、ディナーミーティング（親）
・館内オリエンテーリング（荒天のため）、クラフト（白樺の壁掛け）、
１ヵ月後の手紙

■1 ヵ月後の手紙
日程の最後に、親は子へ、子は親へ、普段
言えない様々な思いや感謝の言葉などを手
紙にしたためた。その手紙を一旦回収し、1
ヵ月後に郵便で届くように投函する。
連携団体の担当者からは「日常生活で忘れ
ていたが、1 ヵ月後に手紙が届いて単純にう
れしかった。楽しかった妙高でのキャンプを
思い出しました。また、普段、面と向かって
言えない感謝の言葉や思いなど親子の関係
性の向上や愛情が深まったようです。」とい
った話を頂いた。
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○事業中の参加者及び連携施設職員の具体的な「感想・つぶやき」と、それを聞いた機構
職員が気づいた点
小学校低学年（男子）の参加者は、外出先で一人で入浴した経験のない子が多かった。
今回の自立支援キャンプで、
「小学生以上の子については、男性は男湯、女性は女湯をご
利用ください。」とアナウンスしたところ、複数の親から、「一緒に入っては駄目か？」と
依頼があった。
その申し出に対し、自立を促すことの重要性を説明し、男性学生ボランティアを配置す
るなど安全管理体制をとった上で、親子別に入浴をお願いした。親と別に入浴できた子ど
もは、自信がついた様子をみせると共に、親もその姿をみて嬉しそうにしていた。自立へ
の小さな一歩を踏み出した瞬間であった。
○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容
1 年目の自立支援キャンプでは、体験が少ない子供たちへの「体験機会の拡充」を中心
に考え雪遊び、アルペンスキーなど子供たちが直接体験する活動に重点を置いた。２年目
は、「自立」を事業コンセプトとし、炊事活動のプログラムを取り入れた。米を研ぎ炊飯
器でご飯を炊くこと、みそ汁を作れることなど、親が仕事で不在の場合でも、自分で食事
を作れるようになることを目標とした。また、ひとり親家庭の親は孤立しがちな傾向にあ
るため、ネットワークを構築してもらうため、ディナーミーティングの時間にワークショ
ップを取り入れ、交流の促進を図った。さらに、普段、口にできない感謝の言葉を伝え合
うことで親子の絆がさらに深まるように、「１か月後の手紙」のプログラムを実施した。
○事業の成果
自立をコンセプトとした事業であったことから、参加者の感想で、参加する前と後で、
たった 2 日間でしたが、ちょっと成長したような気がします。なかなか全力で遊んであげ
ることができず、子どもが疲れたというまで遊ぶことができてうれしかったです。表情も
晴れやかになったような気がします。という感想を頂いた。
また、連携団体からは、
「ディナーミーティングは親子別にしたことにより、親同士でゆ
っくりとミーティングできたため、ネットワークが広がった。」、
「自分たちで事業を実施す
る際の参考になり、運営方法を取り入れたいです。」との声があった。
○事業の課題
昨年度の反省を活かして運営体制および役割分担を構築し、運営はスムーズに進んだ。
事業内容については、1 泊 2 日の短い期間において、連携団体の思いをいかにプログラ
ムに落とし込むかが課題である。
募集対象が一人親の家庭のため、生活面のサポートを考えると、男女のボランティア
に参画してもらうことが必要条件となる。今回は男子学生 3 名にサポートしてもらった
が、男女各 2 名以上に参画してもらえると良いのではないかと思われる。
未就学の兄弟姉妹も一緒に参加するケースが多いので、プログラムの進め方や天候に
応じた対応も含め配慮する必要がある。
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国立曽爾青少年自然の家
チャレンジあいよ夢ジュニア～春山を楽しめ～

H27.5.3(日)～5.5(火)

2泊3日

国立曽爾青少年自然の家では、複数の児童養護施設と連携して「チャレンジあいよ夢ジュニア～春山
を楽しめ～」を実施した。小学生 35 名と児童養護施設職員 9 名が参加した。

○貧困対策事業として配慮したこと
「あいさつ」
「チャレンジ」
「早寝早起き朝ごはん」の３つの「めあて」をわかりやす
く提示した。
プログラムは、食事や入浴、就寝などの生活に関する活動については、自分の施設の
仲間と行い、その他の活動については、施設間交流班（以下、班）の仲間と行うなど、
自施設の活動（安心）と班の活動（挑戦）を織り交ぜながら、当施設の職員と児童養護
施設の職員の役割を明確にして展開した。
また、不安がある子供や配慮が必要な子供については、担当施設の職員が同じ班につ
くなど、十分に支援が行える体制とした。
○事業内容
５/３（日）

・アイスブレイク、登山についての説明

５/４（月）

・春山登山（倶留尊山～亀山）、野外炊事（チキンカレー）

５/５（火）

・フィールドアスレチック、「あいよプログラム」（ミニ運動会）

■あいよプログラム（ミニ運動会）
全４回の事業を通して、参加した子供たちから「や
りたい」「やってみたい」活動を吸い上げ、参加者と
スタッフで創り上げるフリープログラムとして実施。
「春山を楽しめ」では、曽爾のボランティアの運営
で、班対抗のパイプリレー・玉入れ・大根抜き・しっ
ぽとり・リレーのレクリエーションや、スポーツ活動
の５種目を実施した。

○事業中の参加者及び連携施設職員の具体的な「感想・つぶやき」と、それを聞いた機構
職員が気づいた点
初めは、「いらん」、「やりたくない」など、マイナス発言が多かった子供たちだった
が、登山や野外炊事など、活動を終えた後は、「あの山に登ったんよな！」、「めっちゃ
楽しかった」、「またやりたい」など、プラス思考発言が増え、達成感や自信、仲間と一
緒に楽しめた満足感を表していた。そして、帰り際には、「帰りたくない」「また今度！」
など、新しい仲間との別れを惜しむ声があった。
児童養護施設の職員からは、「思っていたよりも積極的に活動に参加でき、他施設の子
供たちともうまくコミュニケーションをとっていた。」、「施設では下級生と関わりをみ
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せない子供が、登山の時に積極的に下級生の世話をしたり、声がけをしたりしていた。」、
「リーダーシップを発揮していた。」などの声があった。
また、初めは、普段の仲間に対し、甘えやわがままが出てしまい、暴言などが出てしま
う場面もあったが、「新しい仲間と一緒に活動することで、互いに影響しあい、いつもよ
り頑張れたり、我慢できたり、という場面を見られた」との感想があった
○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容
1 年目は 1 団体のみを対象に事業を実施したが、2 年目は児童養護施設協議会（児童養護
施設６施設）と連携し、子供に体験させたいことや子供がしたい活動など、実施内容や施
設の状況等について、事前に打合せや相談を行いながら、プログラムを検討した。また、
活動時間を十分に確保し、ゆとりあるプログラムの中で、他施設の仲間との交流や関わり
を大切にするとともに、生活面においても「自分のできることは自分でする」「最後まで
する」など、子供たち自身が、じっくり一つひとつの活動に取り組める体制を整えた。
子供たちで創るプログラム「あいよプログラム」では、「やりたい」「やってみたい」
活動を自分たちで相談して、実施する時間を設けた。
○事業の成果
複数施設の子供たちが関わることで、運営面での心配もあったが、スタッフの役割分担
や連携により、安心、安全に活動することができた。また、自分の施設の仲間との活動（安
心）と班の活動（挑戦）を織り交ぜたことで、子供の不安が軽減された様子が見られた。
最初は消極的だった子供たちも、活動を皆と一緒に行っていく中で、積極的に新しい仲
間と関わる姿や、上級生が下級生の面倒をみる姿など、普段の施設の生活では見られない
一面を多くみせていた。
初めて登山をした子供も多く、雲の切れ間から見える景色に感動したり、山道に咲く植
物や虫に目を向けたり、自然を身体いっぱいで感じることができたとの感想があった。ま
た、仲間と登山することで、登山の楽しさや仲間と助け合うことの大切さ、達成感を味わ
うことができたとの声があった。
全体的に子供たちの満足度も高く、「登山やカレー作りが楽しかった」、「みんなと協
力することができた」、「同じ班や他の班の人と仲良くなれた」などの感想があげられた。
子供たちから寄せられた感想文には、「このキャンプに参加して、１日目は緊張してあ
まり他の施設の人と話せなかったけど、２日目の野外炊事や登山をとおして同じ班の人と
仲良くなって、他の班の人ともの仲良くなれました。このキャンプに参加してよかったで
す。」、「他の施設の子と仲良くなれたし、カレー作りをしたことで、笑うことができた。
ミニ運動会はみんなと力を合わせてなんと１位になることができた。みんなの気持ちが一
つになっている気がした。」など、楽しかったことや嬉しかったことについての記載が多
くみられた。
○事業の課題
児童養護施設職員が活動フィールドの事前に把握（登山道や活動エリアなど）する必要
や子供の様子、配慮事項等について、事前に情報共有することで、さらに充実させること、
また異年齢集団の中で、上級生がリーダーシップを発揮できるプログラムを組み込むこと
が今後の課題となる。
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国立吉備青少年自然の家
ウーリー自然キャンプ
H27.12.25(金)～12.28(月)

3泊4日

国立吉備青少年自然の家では、児童養護施設と連携して「ウーリー自然キャンプ」を実施した。
小学生を中心に中学生、児童養護施設の職員を含む 27 名が参加した。

○貧困対策事業として配慮したこと
「普段の児童養護施設内では、子どもたち同士で協力して何かをする場面がほとんどな
いので、ぜひみんなで協力できる場面を作ってほしい」という児童養護施設職員の希望が
あったため、班を異年齢で構成し、全員で、協力が必要な場面を設定した。
○事業内容
１２/２５（金） ・開会式、クラフト、スコアオリエンテーリング、調理体験①
１２/２６（土） ・調理体験②、ツリーイング、天体観測
１２/２７(日) ・乗馬体験、スキー場で雪遊び、温泉体験
１２/２８(月) ・奉仕活動、調理体験③、振り返り、閉会式

■乗馬体験
雪不足のため、急遽スキー体験を「乗馬体
験、スキー場で雪遊び」に変更した。乗馬体
験は子どもたちにとって初体験であった。
○
「馬に乗ったときの視点の高さから馬の大
きさを改めて感じた」、「えさやりで最初は
怖かったが次第に慣れた」、「馬に舐められ
た」などのエピソードが後の感想文で述られ
ていた。
○事業中の参加者及び連携施設職員の具体的な「感想・つぶやき」と、それを聞いた機構
職員が気づいた点
児童養護施設職員は、
「今までは自分のことだけで、
『人のために･･･』という思いはあま
りなかったが、自主的に協力する場面が増えました。」と感想を述べていた。例えば、調理
体験を３回取り入れたことで、独り立ちに向けて調理の体験を積むとともに、協力してお
いしい料理を作ることでお互いを認め合うことができたと考えられる。
この３泊４日の体験活動を通して、子どもたちの中で少しずつ心の変化が起きてきたこ
とや、児童養護施設を離れた活動の場面で協力の機会が増えたことが影響していると思わ
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れる。
○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容(時間配分やプログラム)について
異学年同士の関わり合いの場面を増やすため、縦割り班を中心とし、子どもたちの実態
を聞き取り、児童養護施設職員との打合せを重ねてプログラム構成を行った。
また、事業運営については、宿泊体験だから特別なプログラムというわけでなく、早寝・
早起きなど、いつも通りの生活習慣を基本として心がけた。そのため、学習習慣の定着を
継続させるため、学習時間も毎日確保して行った。
吉備でのプログラムについて子どもたちの希望を聞いたところ、
「最終日にぜひ奉仕活動
をやりたい」という意見が出てきた。前回利用した時のドングリ拾いが心に残っているよ
うで、人の役に立つことをしたいと児童養護施設職員にお願いしてきたそうだ。そこで子
どもたちに、所内の側溝の落ち葉清掃を依頼し、中学生がリードしながら一生懸命掃除し
てくれた。人の役に立ちたいという子どもたちの気持ちと心の成長に胸を熱くさせられた。
○事業の成果
普段はあまり見られない協力する場面が多く見られたほか、全体や相手のことを考えて
行動したり、自分の思いを伝えようとしたりするなど、今までにない心の変化が見られた。
「みんなと協力することの大切さを学んだ。また来年もこ
閉会式の全員感想発表の場では、
こへ来たい。」と心の成長をうかがわせる感想を述べた子どももいた。
また、吉備での活動経験を生かし、子どもゆめ基金の貧困対策事業を活用して、平成２
８年度には吉備で「そうめん流し」、平成２９年度は、国立室戸青少年自然の家での「ホエ
ールウォッチング」などを計画している。
○事業の課題
本事業を実施する期間（時期、日数）に余裕があれば、もっと幅広い活動を展開するこ
とが期待できる。
平成 26 年度、27 年度と年度ごとに１施設と連携して事業を実施しており、このペース
で考えると、県内児童養護施設（１２施設）との実施には長い年月がかかる。より多くの
子供に活動の機会を提供するため、子どもゆめ基金の貧困対策事業を活用して児童養護施
設が自主的に体験事業を実施できるように、子どもゆめ基金の普及を推進するする必要が
ある。
また、事業の実施にあたっては、団体への事前打合せをとおして、活動の希望とねらい
に応じたプログラムを組み立てることが重要である。
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国立山口徳地青少年自然の家
山口徳地スマイルキャンプ
H27.8.26(水)～8.30(日) 4 泊 5 日
国立山口徳地青少年自然の家では、児童養護施設及び小中学校と連携し、「山口徳地スマイル
キャンプ」を実施、小学生と中学生、自治会の方を含む 22 名が参加した。
○貧困対策事業として配慮したこと
本事業の対象は、とある離島に所在する児童養護施設で生活する子供たちである。
この島の小中学校の児童生徒は、全員この施設の入所者であり、子供たちは限られた人間関係
の中で生活しているため、「人とコミュニケーションを図る力」を身に付けることが課題となっ
ている。
そこで、自然の家近隣地域の夏祭りにブース出店し、子供たちが主役となって運営することで、
来場者に大きな声で挨拶をしたり、相手にとって気持ちの良い接客のマナーを実践したり、一生
懸命にお客さんを呼び込んだりする「実践的な対人関係の場」を設定し、子供達のコミュニケー
ション能力の向上を図った。
また、島のお年寄りをイベントにご招待し、子供達が出店している様子や花火を見ていただく
ことで、島に戻ってからも子供達との共通の話題として語り合うことができること、引率の小中
学校の先生方にも積極的に関わってもらうことで、５日間のキャンプが終わって島での日常生活
に戻った後もキャンプの成果が続くことをねらった。
○事業内容
８／２６（水） ・離島を出発し、小・中学生だけでバスや電車を乗り継ぎ、徳地総合支所まで移動
・「徳地アドベンチャープログラム」（ＴＡＰ）を通した５日間の約束づくり
８／２７（木） ・学習（夏休みの宿題、個別指導など） 〇花火大会の出店に向けて準備
・カヌー体験①（基本操作など）※直前の台風により、沢登りからのプログラム変更
８／２８（金） ・学習（夏休みの宿題、個別指導など） 〇洗濯
・カヌー体験②（ロングツアー） 〇花火大会の出店に向けて準備
８／２９（土） ・学習（夏休みの宿題、個別指導など） 〇花火大会に向けての最終準備
・「山口とくぢスマイルショップ」スタート（出店） 〇花火大会観戦
８／３０（日） ・５日間のふりかえり 〇スライドショー

■お祭り体験（とくぢ夏祭り花火大会への出店）
夏休みの最終土曜日に、毎年「とくぢ夏祭り花火大会」が行われている。その中に自然の家の
ブースとして、子供達の運営による「輪投げ」と「射的」が体験できるお店を出店した。景品の
仕入れから、参加料の徴収、出店料の支払いなど、キャリア教育の一環として、現実味の豊かな
出店体験を実施することができた。
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○1 年目と 2 年目で改善・変更した内容について
平成２７年２月に行った１年目のキャンプでは、野菜の収穫・出荷体験や、お世話になった人
を招待するパーティーに向けた料理体験などの「食」をテーマにしたプログラムと、近隣の老人
ホームで入居者と一緒に行う新聞紙エコバックづくりなどの「人との触れ合い」を大切にしたプ
ログラムを実施した。
今回は、夏に山口市徳地地区で実施するキャンプということで、水辺の自然体験や夏祭りへの
出店体験など、季節と地域の特性を活かしたプログラム構成とした。季節は異なるものの、「島
以外の人とのコミュニケーション」や「周りの大人との共通体験」は引き続き重視し、キャンプ
後の生活にも役立つように考慮した。
○事業後の連携施設職員による「感想・ふりかえりシート」から（※一部抜粋）
・「チャレンジ」がキーワードになっていたので、子供達に任せて、子供達が動くことを意識
した。カヌーやお店を出すといったプロジェクトは、子供達にとって普段できない貴重な体
験となった。
・子供達同士の言葉遣いが良くなったように思った。スマイルショップ等で様々な年代の人と
コミュニケーションをとったからではないかと感じた。
・花火大会の出店については、準備段階ではどうなることかと心配していたが、いざ本番にな
ると立派に自分の役割を果たしていた。子供達の隠れた力を見せてもらって大変嬉しかった。
○事業の成果
５日間のキャンプをとおして、子供達が成長する姿が見られた。
例えば、２日間に渡ったカヌー体験では、初日に基本的な操作方法やチームワークをしっかり
と身につけ、２日目の大原湖全域を使った「ロングツアー」で、自分達の力に合わせて２つのコ
ースから選択し、３時間で全てのチームが完走することができた。
夏祭りの出店に向けて接客のマナーを学んでいく中で、子供達の挨拶の声がとても大きくなり、
他の活動でも、お互いが自然に「ありがとう」の言葉を交わすようになっていった。
小中学校の先生にも変化があった。活動に対し消極的だった先生が、夏祭りの出店で子供達が
本気になって呼び込みや接客をする姿に影響され、徐々に子供達と一緒に大きな声で出店を盛り
上げるようになった。
また、本事業における「学生ボランティアや学生サポーター」の存在は、たいへん大きい。子
供達にとって、小・中学生同士は「横の関係」であり、教員や施設職員など大人との関わりは「縦
の関係」である。それに対して学生たちは、「ななめの関係」として位置している。一緒になっ
て本気で遊んでくれたり、親身になって話を聴いてくれたりするだけでなく、時には人生の少し
先輩としてアドバイスしてくれる存在である。学生たちが子供たちと人間関係を築き上げたおか
げで、無理のない５日間を過ごすことができた。
○事業の課題
本事業を実施するにあたっては、【目的の共有】、【事前・事後の大切さ】、【周りの大人の
変容】の３つを大切にしてきた。様々な関係者と連携をして作っていくキャンプであることから、
事前の打ち合わせの段階から、子供達に身に付けてほしいことなどを、関わる全ての大人が共有
していることが必要である。また、キャンプが「イベント」に終わらないようにするためにも、
日頃関わっている周りの大人も一緒に参加して成長することで、キャンプ後も目的の達成に向け
た取組を継続していくことが重要である。
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平成２７年度

「生活・自立支援キャンプ」 実施事業一覧

親子のふれあいオリセンキャンプ「夏」
施設名／国立オリンピック記念青少年総合センター
実施日／平成２７年６月６日（土）（日帰り）
連携機関／母子家庭 参加者数／１７人
事業日程
６/６（土）

事業内容
仲間づくりゲーム、野外炊事、ハンカチクラフト

親子のふれあいオリセンキャンプ「冬」
施設名／国立オリンピック記念青少年総合センター
実施日／平成２７年１２月５日（土）～１２月６日(日)（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／３２人
事業日程

事業内容

１２/５（土）

交流ゲーム、クリスマスクラフト、絵本の読み聞かせ

１２/６（日）

清掃活動、野外炊事、絵日記

キッズわくわくオリセン体験隊～春～
施設名／国立オリンピック記念青少年総合センター
実施日／平成２７年５月２３日（日）（日帰り）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１１人
事業日程
５/２３(土)

事業内容
キッズフェスタへの参加

キッズわくわくオリセン体験隊～秋～
施設名／国立オリンピック記念青少年総合センター
実施日／平成２７年１０月２４日（土）（日帰り）
連携機関／児童養護施設 参加者数／８人
事業日程

事業内容

１０/２４（土） キッズフェスタへの参加
体験の風キャンプ in ゆーすぴあ～旭川編①～
施設名／国立大雪青少年交流の家
実施日／平成２７年７月２９日（水）～３１日（金）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／５７人
事業日程

事業内容

７/２９（水） テント設営、遊びリンピック、肝試し
７/３０（木） ラフティング、ファイナルナイトパーティー、ファイヤーストーム、花火
７/３１（金） テント片付け、思い出制作（木工クラフト）
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体験の風キャンプ in ゆーすぴあ～旭川編②～
施設名／国立大雪青少年交流の家
実施日／平成２７年７月３１日（金）～８月２日（日）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／５７人
事業日程

事業内容

７/３１（金）

旭山動物園見学、肝試し

８ / １（土）

ラフティング体験、ファイナルナイトパーティー、ファイヤーストーム、
花火

８ / ２（日）

思い出制作（木工クラフト）

体験の風キャンプ in ゆーすぴあ～旭川編③～
施設名／国立大雪青少年交流の家
実施日／平成２７年８月２日（日）～８月４日（火）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／５７人
事業日程

事業内容

８/２（日）

旭山動物園見学、肝試し

８/３（月）

ラフティング体験、ファイナルナイトパーティー、ファイヤーストーム、
花火

８/４（火）

思い出制作（木工クラフト）

体験の風キャンプ in ゆーすぴあ～富良野編～
施設名／国立大雪青少年交流の家
実施日／平成２７年８月３日（月）～８月５日（水）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２７人
事業日程

事業内容

８/３（月）

遊びリンピック、星空観察・ナイトハイク

８/４（火）

旭川動物園見学、旭川市科学館サイパル見学、クラフト体験（木工クラ
フト、焼板クラフト）、ファイヤーストーム、花火

８/５（水）

ラフティング体験

体験の風キャンプ in ゆーすぴあ～美深編～
施設名／国立大雪青少年交流の家
実施日／平成２８年１月６日（水）～１月８日（金）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３１人
事業日程
１/６（水）

事業内容
オリエンテーション、正月遊びリンピック、ナイトハイク（星空観察な
ど）

１/７（木）

富良野スキー場、お正月パーティー

１/８（金）

雪上レクリーション、バナナボート体験
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体験の風キャンプ in ゆーすぴあ～遠軽編～
施設名／国立大雪青少年交流の家
実施日／平成２８年１月１１日（月）～１月１３日（水）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３６人
事業日程

事業内容

１/１１（月） オリエンテーション、アイスブレイク
富良野スキー場、交流の家周辺での野外活動（バナナボード、スノーシュ
１/１２（火） ー、チューブ滑り、イグルー作り）ファイナルクッキング、ファイナルナ
イトパーティー
１/１３（水） クラフト体験（ストラップ作り、缶バッチ、プラ板、七宝焼きより選択）

タートルズ キャンプ～自立支援が必要な子どもたちのチャレンジタイム～
施設名／国立岩手山青少年交流の家
実施日／平成２７年８月５日（水）～８月７日（金）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１１人
事業日程
８/５（水）
８/６（木）
８/７（金）

事業内容
レクリエーション、シャワークライミング
カヌー体験、乗馬体験、動物のお世話体験、音楽鑑賞
うどん打ち・流しうどん体験

タートルズ キャンプ関連サポート事業 スキー教室②
施設名／国立岩手山青少年交流の家
実施日／平成２８年１月１２日（火）～１月１３日（水）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１４人
事業日程
１/１２（火） スキー体験
１/１３（水） スキー体験

事業内容

タートルズ キャンプ関連サポート事業 スキー教室③
施設名／国立岩手山青少年交流の家
実施日／平成２８年１月１４日（木）（日帰り）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１８人
事業日程

事業内容

１/１４（木） はじめのかい、スキー体験、終わりの会

17

タートルズ キャンプ関連サポート事業 スキー教室④
施設名／国立岩手山青少年交流の家
実施日／平成２８年１月１６日（土）～１月１７日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２６人
事業日程

事業内容

１/１６（土）

スキー体験

１/１７（日）

スキー体験

【生活・自立支援キャンプ①】自然満喫!夏キャンプ!
施設名／国立磐梯青少年交流の家
実施日／平成２７年７月２１日（火）～７月２３日（木）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２１人
事業日程
７/２１（火）

事業内容
買い物体験（夕食・朝食材料）、天鏡台ウォークラリー、野外炊飯、キャ
ンプファイヤー

７/２２（水）

野外炊飯、猪苗代湖水浴、すいか割り、買い物体験（朝食材料）、花火

７/２３（木）

ブルーベリー狩り、買い物体験（道の駅）

【生活・自立支援キャンプ②】大好き!仲良し!どきどき体験!
施設名／国立磐梯青少年交流の家
実施日／平成２７年１２月１９日（土）～１２月２０日（日）（１泊２日）
連携機関／NPO法人 参加者数／１１人
事業日程

事業内容

アイスブレイク、講義（バランスの良い食事、早寝早起き朝ごはん）、朝
１２/１９（土） 食メニュー作りミーティング、買い物体験（朝食食材）、うどん打ちとカ
レー作り、星座観察、親カフェ
１２/２０（日） 朝食コンテスト、ワカサギ釣り体験

【生活・自立支援キャンプ③】スノーアクティビティ in 磐梯
施設名／国立磐梯青少年交流の家
実施日／平成２８年１月１６日（土）～１月１７日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２６人
事業日程
１/１６（土）
１/１７（日）

事業内容
かまくら作り、スノーシュー体験、買い物体験（夕食・朝食材料）、夕食
作り、星空観察、かまくら体験
朝食作り、アルペンスキー実習
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【生活・自立支援キャンプ④】雪ゆきランド猪苗代
施設名／国立磐梯青少年交流の家
実施日／平成２８年２月２０日（土）～２月２１日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１９人
事業日程
２/２０（土）
２/２１（日）

事業内容
雪燈籠作り、ランドセル工場見学と皮のクラフト作り、買い物体験（朝
食材料）、うどん打ち、星座講義
朝食作り、アルペンスキー実習

あかぎグローアップキャンプ①
施設名／国立赤城青少年交流の家
実施日／平成２７年８月２４日（月）～８月２５日（火）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設等 参加者数／１６人
事業日程
８/２４（月）
８/２５（火）

事業内容
つり体験、ドラム缶ピザ作り、ロータリークラブ会員とのバーベキュー、
キャンプファイヤー
川遊び・探検、郷土料理作り（ひや汁うどん）

あかぎグローアップキャンプ②
施設名／国立赤城青少年交流の家
実施日／平成２７年９月２０日（日）～９月２３日（水）（３泊４日）
連携機関／児童養護施設等 参加者数／２７人
事業日程

事業内容

９/２０（日）

赤城山登山、ナイトウォーク

９/２１（月）

滝めぐり・川遊び、郷土料理作り（ひや汁うどん）

９/２２（火）

マス釣り・つかみどり体験、自然散策、キャンプファイヤー

９/２３（水）

ネイチャークラフト

サイクリングキャンプ
施設名／国立能登青少年交流の家
実施日／平成２７年９月２１日（月）～９月２３日（水）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１２人
事業日程

事業内容

９／２１(月)

長距離サイクリング、カレーライス作り

９／２２(火)

長距離サイクリング、ガラス細工、キャンドルセレモニー

９／２３(水)

いかだ体験活動、ふりかえり
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能登宿泊体験合宿
施設名／国立能登青少年交流の家
実施日／平成２７年１１月２１日（土）～１１月２３日（月）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／６人
事業日程

事業内容

１１/２１(土)

大社焼（手びねり）、星座観察

１１/２２(日)

ディスクゴルフ、クラフト、火おこし体験、カレーライス＆サラダ作り、
ふりかえり

１１/２３(月)

施設見学「のとじま水族館」、外食体験

親子体験教室
施設名／国立能登青少年交流の家
実施日／平成２８年２月２７日（土）～２８日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１９人
事業日程
２/２７（土）
２/２８（日）

事業内容
コスモアイル羽咋見学、大社焼（手びねり）、人間すごろく、読み聞か
せ、母の交流会
館内オリエンテーリング、レクリエーション

のりくら雪ん子スノーキャンプ
施設名／国立乗鞍青少年交流の家
実施日／平成２８年１月６日（水）～８日（金）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設・母子家庭 参加者数／２３人
事業日程

事業内容

１/６（水）

スキー・スノーボード教室、朝食作り体験

１/７（木）

スキー・スノーボード教室・雪遊び、ニュースポーツ体験

１/８（金）

スキー・スノーボード教室

ほっぷ すてっぷ キャンプ
施設名／国立中央青少年交流の家
実施日／平成２８年１月９日（土）～１月１１日（月）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２８人
事業日程
１/９（土）

事業内容
ミニ防災ラリー

１/１０（日）

スキー・スノーボード体験、キャンドルのつどい

１/１１（月）

スキー・スノーボード体験
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チャレンジキャンプ２０１５
施設名／国立淡路青少年交流の家
実施日／平成２８年３月２６日（木）～３月２７日（金）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１５人
事業日程

事業内容

３/２６（木）

館内オリエンテーリング、野外炊飯、キャンプファイヤー

３/２７（金）

カッター研修、謎解きハイキング

サマーキャンプ２０１５
施設名／国立淡路青少年交流の家
実施日／平成２７年７月２９日（水）～７月３１日（金）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３６人
事業日程

事業内容

７／２９（水）

海水浴、海ホタルの観察

７／３０（木）

うずしおクルーズ、沼島散策ウォーク、野外炊飯、キャンプファイヤー

７／３１（金）

年齢別プログラム（小学生…「ストーンペインティング」及び「勾玉づ
くり」、中学生・高校生…「カッター研修」）、キャンプ振り返り

淡路島キャンプ２０１５
施設名／国立淡路青少年交流の家
実施日／平成２７年１１月２２日（日）～１１月２３日（月）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／３１人
事業日程

事業内容

親子でアウトドアおやつクッキング、浜遊び、親子別プログラム
（大人…「交流会」
、子ども「夜の探検ウォークラリー」
）
１１/２３（月） タマネギ染め、ストーンペインティング
１１/２２（日）

のびのびキャンプ in 夏さんべ
施設名／国立三瓶青少年交流の家
実施日／平成２７年８月４日（火）～８月７日（金）（３泊４日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２８人
事業日程

事業内容

８/４（火）

バウムクーヘン作り、選択活動(天体観測・カプラ・読書)

８/５（水）

学習タイム、登山、やまめのつかみどり、ごはんバーベキュー

８/６（木）
８/７（金）

学習タイム、オリエンテーリング、そうめん流し、テント設営、野外炊
飯（カレー）、ファイヤーストーム
学習タイム、クラフト体験、テント撤収
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のびのびキャンプ in 秋さんべ
施設名／国立三瓶青少年交流の家
実施日／平成２７年９月２０日（日）～９月２１日（月）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／８人
事業日程

事業内容

９/２０（日）

野外炊飯、カプラ

９/２１（月）

登山

のびのびキャンプ in 冬さんべ
施設名／国立三瓶青少年交流の家
実施日／平成２８年１月３０日（土）～１月３１日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／１９人
事業日程

事業内容

１/３０（土）

歩くスキー・雪遊び、プラネタリウム

１/３１（日）

スキー教室

親子でとっておき体験①
施設名／国立江田島青少年交流の家
実施日／平成２７年１１月２８日（土）～１１月２９日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭等 参加者数／１７人
事業日程

事業内容

１１/２８（土） アイスブレイク、オリエンテーリング、親子でカプラ、カプラ（親子別）
１１/２９（日） 早朝日の出体験ツアー、野外炊事
親子でとっておき体験②
施設名／国立江田島青少年交流の家
実施日／平成２８年３月５日（土）～３月６日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭等 参加者数／５２人
事業日程

事業内容

３/５（土）

アイスブレイク、オリエンテーリング、親子でカプラ、カプラ（親子別）

３/６（日）

早朝日の出体験ツアー、野外炊事

サマーキャンプ in 明浜
施設名／国立大洲青少年交流の家
実施日／平成２７年８月４日（火）～８月６日（木）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３３人
事業日程

事業内容

８/４（火）

クライミング、ドミノ・カプラ、バーベキュー、ニュースポーツ

８/５（水）

シーカヤック・魚釣り・海水浴、バナナボート試乗

８/６（木）

陶芸の絵付け
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第 1 回 週末リフレッシュキャンプ in 大洲
施設名／国立大洲青少年交流の家
実施日／平成２７年７月１９日（日）～７月２０日（月）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／２４人
事業日程

事業内容

７/１９（日）

スポーツクライミング、野外炊飯（カレー）
、絵本読み聞かせ

７/２０（月）

カヌー体験、スイカ割り

第 2 回 週末リフレッシュキャンプ in 大洲
施設名／国立大洲青少年交流の家
実施日／平成２７年１０月１７日（土）～１０月１８日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／１６人
事業日程

事業内容

１０/１７（土） 交流の家フェスティバル、野外炊飯（焼肉）
、キャンプファイヤー
１０/１８（日） カヌー体験、いもたき
親子チャレンジキャンプ in 阿蘇～サマーキャンプ編～
施設名／国立阿蘇青少年交流の家
実施日／平成２７年７月１８日（土）～７月１９日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／７２人
事業日程
７／１８(土)
７／１９(日)

事業内容
沢のぼり、子育て講演会（保護者プログラム）、わくわく忍者修行（子
どもプログラム）
、絵本ヨガ
野外調理（ピザ・パン・スープ作り）

親子チャレンジウィンターキャンプ in 阿蘇～ウィンターキャンプ編～
施設名／国立阿蘇青少年交流の家
実施日／平成２８年２月６日（土）～２月７日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／４１人
事業日程

事業内容

２／６（土）

アイスブレイク、スキー・そり遊び体験

２／７（日）

気球体験、親子ふれあい体操
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とかしきチャレンジキャンプ
施設名／国立沖縄青少年交流の家
実施日／平成２７年１１月２１日（土）～１１月２３日（月）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／４１人
事業日程

事業内容

１１/２１（土） 海洋研修（カヤック、カヌー実習）
・火起し体験・星座観察
１１/２２（日） カヌーで離れ島へチャレンジ・ふれ合いタイム（クイズ、余興他）
１１/２３（月） 平和学習・貝殻クラフト、赤縄作り
のびのび自然体験 in とかしき島
施設名／国立沖縄青少年交流の家
実施日／平成２８年３月１９日（土）～３月２０日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／３３人
事業日程
３/１９（土）
３/２０（日）

事業内容
カレー作り、砂浜散策・貝殻拾い、絵本読み聞かせ、親子別活動（保護
者…交流会、子ども…クラフト（プレゼント作り）)
海洋体験（大型カヌー、カヤック、スノーケリング）、貝殻フォトフレ
ーム作り

自然体験キャンプ①
施設名／国立日高青少年自然の家
実施日／平成２７年７月１９日（日）～７月２０日（月）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２２人
事業日程

事業内容

７／１９（日）

沢登り、川遊び、ドラム缶風呂、キャンプファイヤー

７／２０（月）

ラフティング

自然体験キャンプ②
施設名／国立日高青少年自然の家
実施日／平成２８年１月３０日（土）～１月３１日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２８人
事業日程

事業内容

１／３０（土）

スキー、スノーキャンドル

１／３１（日）

スノーラフティング、野外炊事（バーベキュー）
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冬の体験活動 in はなやま NO1
施設名／国立花山青少年自然の家
実施日／平成２８年１月２９日（金）～１月３１日（日）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／７人
事業日程

事業内容

１/２９（金）

スキーオリエンテーション、ニュースポーツ、カプラ

１/３０（土）

スキー体験、温泉入浴

１/３１（日)

別れのつどい

冬の体験活動 in はなやま NO2
施設名／国立花山青少年自然の家
実施日／平成２８年１月２９日（金）～１月３０日（土）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１１人
事業日程

事業内容

１/２９（金）

スキーオリエンテーション、ニュースポーツ、カプラ

１/３０（土）

スキー体験

冬の体験活動 in はなやま NO3
施設名／国立花山青少年自然の家
実施日／平成２８年２月５日（金）～２月７日（日）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１４人
事業日程

事業内容

２/５（金）

スキーオリエンテーション、ニュースポーツ、カプラ

２/６（土）

スキー体験、温泉入浴

２/７（日)

別れのつどい

冬の体験活動 in はなやま NO4
施設名／国立花山青少年自然の家
実施日／平成２８年２月２７日（土）～２月２８日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設等 参加者数／１７人
事業日程

事業内容

２/２７（土）

スキーオリエンテーション、ニュースポーツ、カプラ

２/２８（日）

スキー体験
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なすかしの森 わくわくサタデー①
施設名／国立那須甲子青少年自然の家
実施日／平成２７年９月２５日（金）～９月２６日（土）（１泊２日）施
連携機関／教育委員会 参加者数／２１人
事業日程

事業内容

９/２５（金）

出会いの会、はし作り、米とぎ、洗濯

９/２６（土）

朝食作り、環境学習（那須平成の森）

なすかしの森 わくわくサタデー②
施設名／国立那須甲子青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月２３日（金）～１０月２４日（土）（１泊２日）実施
連携機関／教育委員会 参加者数／２２人
事業日程

事業内容

１０/２３（金） グループワーク（那須ハイランドパーク事前学習）
、洗濯、宿題・読書
１０/２４（土） 朝食作り、那須ハイランドパーク体験
なすかしの森 わくわくサタデー③
施設名／国立那須甲子青少年自然の家
実施日／平成２７年１２月４日（金）～１２月５日（土）（１泊２日）実施
連携機関／教育委員会 参加者数／２０人
事業日程

事業内容

１２/４（金）

米とぎ、洗濯、宿題・読書・１日の反省

１２/５（土）

朝食作り、はし作り、スポーツレクリエーション

なすかしの森 わくわくサタデー④
施設名／国立那須甲子青少年自然の家
実施日／平成２８年１月１５日（金）～１月１６日（土）（１泊２日）実施
連携機関／教育委員会 参加者数／１９人
事業日程

事業内容

１/１５（金）

米とぎ、洗濯・宿題・読書

１/１６（土）

朝食作り、スキー体験

なすかしの森 わくわくサタデー⑤
施設名／国立那須甲子青少年自然の家
実施日／平成２８年２月５日（金）～２月６日（土）（１泊２日）実施
連携機関／教育委員会 参加者数／２０人
事業日程

事業内容

２/５（金）

米とぎ、洗濯・宿題・読書、茶話会（保護者）

２/６（土）

朝食作り、ボルダリング体験、雪遊び

26

信州高遠ぽっかぽかキャンプⅠ
施設名／国立信州高遠青少年自然の家
実施日／平成２８年１月１０日（日）～１月１１日（月）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２７人
事業日程

事業内容

１/１０（日）

スキー体験、そりすべり体験、星座観察

１/１１（月）

お正月遊び、そば打ち体験

信州高遠ぽっかぽかキャンプⅡ
施設名／国立信州高遠青少年自然の家
実施日／平成２８年１月３０日（土）～１月３１日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／４２人
事業日程

事業内容

１/３０（土）

スキー体験、そりすべり体験、星座観察

１/３１（日）

お正月遊び、お雑煮作り

親子キャンプ
施設名／国立妙高青少年自然の家
実施日／平成２７年７月１８日（土）～７月１９日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／４１人
事業日程

事業内容

７/１８（土）

調理体験（笹ずし、豚汁、サラダ等）、親子別プログラム（子…ボランテ
ィア企画レクリエーション、親…ディナーミーティング）

７/１９（日）

館内オリエンテーリング、クラフト（白樺の壁掛け）、１ヵ月後の手紙

森で遊ぼう in 妙高
施設名／国立妙高青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月１１日（土）～１０月１２日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／４４人
事業日程

事業内容

妙高高原ビジターセンター見学、親子レクリエーション、いもり池周辺散
１０/１１（土） 策、赤倉温泉足湯体験、自然の家感謝祭「前夜祭」参加、親子別プログラ
ム（子…星座観察、親…ディナーミーティング）
熱気球体験、自然の家感謝祭参加（源流探険、クラフト体験、ポニー乗馬
１０/１２（日）
体験、野外力体験等）
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体験しよう！雪遊び
施設名／国立妙高青少年自然の家
実施日／平成２８年３月５日（土）～３月６日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／２６人
事業日程

事業内容

３/５（土）

雪遊び体験、親子別プログラム（子…ナイトハイク・星空観察・雪灯篭鑑
賞、親…ディナーミーティング）

３/６（日）

アルペンスキー

スノーキャンプ in 妙高
施設名／国立妙高青少年自然の家
実施日／平成２７年３月１２日（土）～３月１３日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／２９人
事業日程
３/１２（土）
３/１３（日）

事業内容
スキー教室、雪灯篭、親子別プログラム（子…レクリエーション、親…デ
ィナーミーティング）
清掃活動

夏のチャレンジ・キャンプin立山
施設名／国立立山青少年自然の家
実施日／平成２７年８月２４日（月）～８月２５日（火）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１０人
事業日程

事業内容

８/２４（月）

テント設営、食材買い物、クラフト製作、野外炊事、ナイト・ハイク

８/２５（火）

野外炊事、テント片付け

冬のチャレンジ・キャンプin立山
施設名／国立立山青少年自然の家
実施日／平成２８年１月２３日（土）～１月２４日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／８人
事業日程

事業内容

１/２３（土）

スキー実習、クラフト活動

１/２４（日）

かんじきハイク、チューブそり滑り
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ホップ・ステップ・ジャンプ ありがとうキャンプ
施設名／国立立山青少年自然の家
実施日／平成２８年３月１２日（土）～３月１３日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３１人
事業日程

事業内容

３/１２（土）

クラフト活動、レクリエーション、キャンドルサービス

３/１３（日）

野外炊事（ピザ作り）

みんなでなかよくワイワイキャンプ～秋～
施設名／国立立山青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月３日（土）～１０月４日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１０人
事業日程

事業内容

１０/３（土）

称名滝見学、トントンの森散策、星空観察

１０/４（日）

野外炊事（ピザ作り）

みんなでなかよくワイワイキャンプ～冬～
施設名／国立立山青少年自然の家
実施日／平成２８年３月１２日（土）～３月１３日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１０人
事業日程

事業内容

３/１２（土）

野外炊事（ピザ作り）
、星空観察

３/１３（日）

雪遊び

若狭湾キャンプ
施設名／国立若狭湾青少年自然の家
実施日／平成２７年８月５（水）～８月７日（金）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１６人
事業日程

事業内容

８／５（水）

テント設営、水泳活動、野外炊事、ナイトハイク、テント泊

８／６（木）

野外炊事、水泳活動、スノーケリング、スポーツレクリエーション

８／７（金）

シーカヤック
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若狭湾ウィンターキャンプ
施設名／国立若狭湾青少年自然の家
実施日／平成２８年１月９日（土）～１月１１日（月）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／８人
事業日程

事業内容

１／９（土）

クラフト活動、軽スポーツ

１／１０（日）

スキー実習、雪遊び、買い物体験

１／１１（月）

料理体験

わかさわんへ行こう!
施設名／国立若狭湾青少年自然の家
実施日／平成２７年９月２６（土）～９月２７日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／７人
事業日程
９／２６（土）
９／２７（日）

事業内容
電車の旅、海浜自然センター学習（シアター学習、タッチプール）、浜散策、
漂着物観察、夜の磯観察、ナイトハイク
シーカヤック、磯釣り、電車の旅

バンビーズキャンプ(メイン)
施設名／国立曽爾青少年自然の家
実施日／平成２７年６月１３日（土）～６月１４日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３７人
事業日程

事業内容

６/１３（土）

フットサル交流試合、レクリエーション、奈良県予選抽選会

６/１４（日）

「近畿児童福祉施設スポーツ大会奈良県予選」

バンビーズキャンプ(ポスト)
施設名／国立曽爾青少年自然の家
実施日／平成２８年２月２０日（土）～２月２１日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１９人
事業日程

事業内容

２/２０（土）

フットサル（技術練習、交流試合）カプラ

２/２１（日）

フットサル（交流試合）
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チャレンジあいよ夢ジュニア 春山を楽しめ!
施設名／国立曽爾青少年自然の家
実施日／平成２７年５月３日（日）～５月５日（火）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３５人
事業日程

事業内容

５/３（日）

アイスブレイク、登山事前説明

５/４（月）

春山登山（倶留尊山～亀山）、野外炊事（チキンカレー）

５/５（火）

フィールドアスレチック、
「あいよプログラム（ミニ運動会）
」

チャレンジあいよ夢ジュニア 夏に集まれ!
施設名／国立曽爾青少年自然の家
実施日／平成２７年８月２０日（木）～８月２１日（金）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／８人
事業日程
８/２０（木）
８/２１（金）

事業内容
フィールドアスレチック、野外炊事（ビーフカレー）、星座観察、ナイ
トハイキング
ハイキング（亀山）
、川遊び

チャレンジあいよ夢ジュニア 風になろう!又三郎
施設名／国立曽爾青少年自然の家
実施日／平成２７年１２月２６日（土）～１２月２８日（月）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１１人
事業日程

事業内容

１２/２６（土） アイスブレイク、冬のハイキング（亀山）、星座観察
１２/２７（日）

凧作り、凧揚げ、そりすべり、「あいよプログラム（しっぽとり、おに
ごっこ、ドッジボール）
」

１２/２８（月） クッキング（うどん作り、お餅つき、鏡餅づくり）
チャレンジあいよ夢ジュニア 見ようぜ!霧氷の世界
施設名／国立曽爾青少年自然の家
実施日／平成２８年１月１５日（金）～１月１７日（日）（２泊３日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３４人
事業日程

事業内容

１/１５（金）

登山準備

１/１６（土）

登山、凧作り・凧揚げ、カプラ

１/１７（日）

クッキング（うどん打ち、ちゃんこ鍋作り）
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ウーリー自然キャンプ
施設名／国立吉備青少年自然の家
実施日／平成２７年１２月２５日（金）～１２月２８日（月）（３泊４日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２７人
事業日程

事業内容

１２/２５(金)

クラフト①、スコアオリエンテーリング、料理体験①

１２/２６(土)

料理体験②、ツリーイング、天体観測

１２/２７(日)

乗馬体験、スキー場探索、温泉体験

１２/２８(月)

奉仕活動、料理体験③

山口とくぢスマイルキャンプ２０１５①
施設名／国立山口徳地青少年自然の家
実施日／平成２７年４月２日（木）～４月３日（金）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／４８人
事業日程
４/２(木)

４/３(金)

事業内容
ウォーミングアップ・ウォーク、
年齢別活動（小学生～職員混成グループ…徳地アドベンチャープログラ
ム、幼児と引率職員…自由遊び）
、天体観察
スマイルパーティー準備（小学生～職員…ピザ・豚汁・カレー・バーム
クーヘン作り、幼児と引率職員…ランチョンマット作り）、
スマイルパーティー、スライドショー

山口とくぢスマイルキャンプ２０１５②
施設名／国立山口徳地青少年自然の家
実施日／平成２７年５月５日（火）～５月６日（水）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／４７人
事業日程
５/５(火)
５/６(水)

事業内容
ウォーミングアップ・ウォーク、
年齢別活動（小学生～職員混成グループ…徳地アドベンチャープログラ
ム、幼児と引率職員…自由遊び）、天体観察
スマイルチャレンジ（日暮ヶ岳登山グループ、徳地の森あるきグループ）
お弁当ランチ、スライドショー
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山口とくぢスマイルキャンプ２０１５③
施設名／国立山口徳地青少年自然の家
実施日／平成２７年８月１８日（火）～８月１９日（水）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１９人
事業日程

事業内容

８/１８(火)

アイスブレイク、徳地アドベンチャープログラム、天体観察

８/１９(水)

徳地アドベンチャープログラム、スライドショー

山口とくぢスマイルキャンプ２０１５④
施設名／国立山口徳地青少年自然の家
実施日／平成２７年８月２６日（水）～８月３０日（日）（４泊５日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１６人
事業日程
８/２６(水)
８/２７(木)
８/２８(金)
８/２９(土)
８/３０(日)

事業内容
小中学生だけでバス・電車を乗り継いで徳地総合支所まで移動、
徳地アドベンチャープログラム（ＴＡＰ）
学習（夏休みの宿題、個別指導など）、
カヌー体験、花火大会の出店に向けて準備
学習（夏休みの宿題、個別指導など）、洗濯、
カヌー体験（ロングツアー）、花火大会の出店に向けて準備
学習（夏休みの宿題、個別指導など）、花火大会に向けての最終準備、
「山口とくぢスマイルショップ」スタート、島の住民と花火大会観戦
５日間のふりかえり・発表、スライドショー

山口とくぢスマイルキャンプ２０１５⑤
施設名／国立山口徳地青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月２４日（土）～１０月２５日（日）（１泊２日）
連携機関／母子父子家庭 参加者数／１３人
事業日程
１０/２４(土)
１０/２５(日)

事業内容
湯田温泉駅からＳＬ乗車、津和野駅周辺散策
星をみる会、保護者交流会
森あるき・葉っぱ集め、徳地和紙でオリジナルはがき作り

山口とくぢスマイルキャンプ⑥
施設名／国立山口徳地青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月３１日（土）～１１月１日（日）（１泊２日）
連携機関／その他 参加者数／１７人
事業日程
１０/３１(土)
１１/１(日)

事業内容
アイスブレイク、徳地アドベンチャープログラム、
宿泊棟でボードゲーム大会
森あるき・葉っぱ集め、
徳地和紙でオリジナルはがき作り（カブトムシゆかりさんも参加）
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むろと元気塾Ⅰ
施設名／国立室戸青少年自然の家
実施日／平成２７年８月２日（土）～８月５日（火）（３泊４日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２１人
事業日程

事業内容

８/２（土）

アイスブレーキング、フォトフレーム作り

８/３（日）

ドルフィンスイム、トレーナー体験、磯観察、スノーケリング、暗闇探検

８/４（月）

カヤック、ジオパークセンター見学、青のり収穫体験、ぷちも作り体験

８/５（火）

閉校式

むろと元気塾Ⅱ
施設名／国立室戸青少年自然の家
実施日／平成２７年９月１２日（土）～９月１３日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／７人
事業日程

事業内容

９/１２（土）

スノーケリング、海のスライドショー

９/１３（日）

オーシャンカヤック 、閉校式

むろと元気塾Ⅲ
施設名／国立室戸青少年自然の家
実施日／平成２７年８月２６日（水）～８月２９日（土）（３泊４日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２７人
事業日程
８/２６（水）
８/２７（木）

事業内容
アイスブレーキング、ジオパークセンター見学、岬探勝、海のスライドショ
ー
スノーケリング、オーシャンカヤック

８/２８（金）

地曳き網 、うみがめ博物館見学

８/２９（土）

旗づくり、閉校式

児童養護施設で暮らす子どもたちのための生活・自立支援キャンプ～夜須高原マイ・チャ
レンジキャンプ①
施設名／国立夜須高原青少年自然の家
実施日／平成２７年６月２７日（土）～６月２８日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／４３人
事業日程
６／２７（土）
６／２８（日）

事業内容
出会いのつどい、生活タイム、テント設営、農業体験、野外炊飯、ナイ
トハイク
林間ボブスレー、クラフト活動（どんぐりトトロ）
、別れのつどい
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児童養護施設で暮らす子どもたちのための生活・自立支援キャンプ～夜須高原マイ・チャ
レンジキャンプ②
施設名／国立夜須高原青少年自然の家
実施日／平成２７年１１月２８日（土）～１１月２９日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／３９人
事業日程

事業内容

１１/２８（土） 再会のつどい、農業体験、焼きいも、野外炊飯、
１１/２９（日） 室内炊飯、人工芝スキー、別れのつどい

母子家庭等の親子のための生活・自立支援キャンプ～夜須高原スマイルライフキャンプ
施設名／国立夜須高原青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月３日（土）～１０月４日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／１７人
事業日程

事業内容

１０/３（土）

フィールドビンゴ、天体観測

１０/４（日）

人工芝スキー体験、別れのつどい

母子家庭等の親子のための生活・自立支援キャンプ～夜須高原ラーニングキャンプ
施設名／国立夜須高原青少年自然の家
実施日／平成２７年１１月２１日（土）～１１月２２日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／２６人
事業日程

事業内容
親子別活動（子供…学習支援ボランティアと学習、親…生活支援にかか

１１/２１（土） る情報共有）
、フィールド活動（英語でウォークラリー）
、キラクルスコ
ープづくり
１１/２２（日）

親子別活動（子供…学習支援ボランティアと学習、親…七宝焼体験や情
報交換）、閉講式

生活・自立支援キャンプⅠ
施設名／国立諫早青少年自然の家
実施日／平成２７年７月２２日（水）～７月２３日（木）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２５人
事業日程

事業内容

７/２２（水）

沢登り、施設内散策

７/２３（木）

野外炊事（焼きそば）
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生活・自立支援キャンプⅡ
施設名／国立諫早青少年自然の家
実施日／平成２７年８月１３日（水）～８月１４日（木）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／２５人
事業日程

事業内容

８/１３（金）

沢登り、星空観察

８/１４（土）

竹ばし作り、野外炊事（焼肉野菜炒め）

生活・自立支援キャンプⅢ
施設名／国立諫早青少年自然の家
実施日／平成２７年１０月９日（金）～１０月１１日（日）（２泊３日）
連携機関／母子家庭 参加者数／１４人
事業日程
１０/９（金）

事業内容
レクリエーションゲーム、勉強、星空観察、

、本の読み聞かせ
１０/１０（土） 勉強、野外炊事（親子丼、味噌汁）
１０/１１（日)

勉強

生活・自立支援キャンプⅣ
施設名／国立諫早青少年自然の家
実施日／平成２７年１２月２５日（金）～１２月２７日（日）（２泊３日）
連携機関／母子家庭 参加者数／２１人
事業日程

事業内容

１２/２５（金） レクリエーションゲーム、勉強、お楽しみ会
１２/２６（土） 勉強、野外炊事（ピザ、スープ）、集団遊び、星空観察、
１２/２７（日)

クラフト（凧作り）
、餅つき

たっぷり錦江湾キャンプ
施設名／国立大隅青少年自然の家
実施日／平成２７年７月２１日（火）～７月２４日（金）（３泊４日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１６人
事業日程
７/２１（火）
７/２２（水）
７/２３（木）
７/２４（金）

事業内容
サンドアート（砂絵）
、テント設営、夕食作り、自主学習
朝食作り、カヌー体験、スノーケリング体験、夕食作り（バーベキュー）、
自主学習、ナイトハイク
朝食作り、漁業体験、魚釣り、テント撤収、海浜清掃、キャンプファイ
ヤー
スポーツクライミング、別れのつどい
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生き生き体験学習－体験活動入門編－
施設名／国立大隅青少年自然の家
実施日／平成２７年５月１６日（土）～５月１７日（日）（１泊２日）
連携機関／母子家庭 参加者数／１１人
事業日程

事業内容

５/１６（土） スポーツクライミング体験、夕食作り、星空クラフト
、カヌー体験
５/１７（日） 朝食作り体験（牛乳パックでカートンドック）
生き生き体験学習－職業体験編－
施設名／国立大隅青少年自然の家
実施日／平成２７年８月１８日（火）～８月１９日（水）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１５人
事業日程

事業内容

８/１８（火） スノーケリング体験、夕食作り体験（バーベキュー）、花火
８/１９（水） 漁業体験、鹿屋市漁業協同組合施設見学、魚のさばき方体験
生き生き体験学習－体験活動中級編－
施設名／国立大隅青少年自然の家
実施日／平成２７年９月１２日（土）～９月１３日（日）（１泊２日）
連携機関／児童養護施設 参加者数／１８人
事業日程
９/１２（土）
９/１３（日）

事業内容
沢遊び、夕食作り（焼きカレー、温野菜サラダ、チキングリル、焼きリ
ンゴ）
スラックライン体験、そうめん流し体験
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平成２６年度「生活・自立支援キャンプ」実施事業一覧
都道府県

施 設 名

事 業 名

実施日

参加
者数

連携機関

東京都

国立オリンピック記念青少年総合センター

親子のふれあいオリセンキャンプ

3月7日～3月8日

30

母子家庭等

北海道

国立大雪青少年交流の家

体験の風キャンプinゆーすぴあ大雪

1月6日～1月10日

26

児童養護施設等

チャレンジ スキー キャンプ！

1月17日～1月18日

23

児童養護施設等

レッツ トライ キャンプ！

2月7日～2月8日

9

NPO法人

福島県

国立磐梯青少年交流の家

群馬県

国立赤城青少年交流の家

石川県

国立能登青少年交流の家

岐阜県

国立乗鞍青少年交流の家

静岡県

国立中央青少年交流の家

兵庫県

国立淡路青少年交流の家

あかぎグローアップキャンプ

2月6日～2月8日

30

児童養護施設等

サイクリングキャンプ

11月22日～11月24日

17

児童養護施設等

春休み親子自然体験教室

3月28日～3月29日

38

のりくら雪ん子スノーキャンプ

3月29日～3月31日

22

母子家庭等
児童養護施設等
母子家庭等

3月28日～3月31日

45

児童養護施設等

ほっぷ すてっぷ キャンプ
～新たな一歩を踏み出すためのチャレンジ～
学生リーダーキャンプ

3月12日～3月14日

20

あしなが育英会

親子ふれあいキャンプ

3月21日～3月22日

45

母子家庭等

チャレンジキャンプ

3月26日～3月28日

12

児童養護施設等

自然満喫キャンプ

3月27日～3月28日

74

母子家庭等

島根県

国立三瓶青少年交流の家

のびのびキャンプinさんべ

1月9日～1月12日

35

児童養護施設等

広島県

国立江田島青少年交流の家

親子でとっておき体験

3月7日～3月8日

31

母子家庭等

愛媛県

国立大洲青少年交流の家

週末リフレッシュ体験in大洲

2月28日～3月1日

20

母子家庭等

とかしきチャレンジキャンプ2014

12月25日～12月27日

35

児童養護施設等

のびのび自然体験inとかしき島

3月21日～3月22日

49

母子家庭等

親子で発見！冬のきらめき①

1月17日～1月18日

38

母子家庭等

親子で発見！冬のきらめき②

1月24日～1月25日

15

母子家庭等

春休み体験活動inはなやま

3月24日～3月26日

65

児童養護施設等

なすかしの森 わくわくサタデー【１回目】

1月16日～1月17日

19

教育委員会

なすかしの森 わくわくサタデー【２回目】

2月6日～2月7日

19

教育委員会

信州高遠ぽっかぽかキャンプ①

1月11日～1月12日

31

児童養護施設等

信州高遠ぽっかぽかキャンプ②

2月10日～2月11日

35

児童養護施設等

雪と遊ぼうｉｎ妙高①

1月31日～2月1日

44

母子家庭等

雪と遊ぼうｉｎ妙高②

3月14日～3月15日

40

母子家庭等

スノーキャンプin立山

1月24日～1月25日

9

児童養護施設等

ホップ・ステップ・ジャンプ ありがとうキャンプ

3月21日～3月22日

29

児童養護施設等

若狭湾ウィンターキャンプ

１月10日～1月12日

11

児童養護施設等

チャレンジわかもえキャンプ【プレ】

12月13日～12月14日

17

児童養護施設等

チャレンジわかもえキャンプ【メイン】

12月25日～12月28日

15

児童養護施設等

沖縄県

事業実施報告

国立沖縄青少年交流の家

北海道

国立日高青少年自然の家

宮城県

国立花山青少年自然の家

福島県

国立那須甲子青少年自然の家

長野県

国立信州高遠青少年自然の家

新潟県

国立妙高青少年自然の家

富山県

国立立山青少年自然の家

福井県

国立若狭湾青少年自然の家

奈良県

国立曽爾青少年自然の家

岡山県

国立吉備青少年自然の家

キッズチャレンジ隊

12月25日～12月28日

16

児童養護施設等

徳島県

国立山口徳地青少年自然の家

スマイルフォアオールキャンプ

2月17日～2月20日

7

児童養護施設等

高知県

国立室戸青少年自然の家

母子家庭等

福岡県

長崎県

国立夜須高原青少年自然の家

国立諫早青少年自然の家

鹿児島県 国立大隅青少年自然の家

ふれあいむろと塾Ⅱ

3月7日 ～3月8日

9

ふれあいむろと塾Ⅰ

3月27日～3月30日

18

児童養護施設等

ウインターラーニングキャンプin夜須高原

1月11日～1月12日

6

母子家庭等

夜須高原スマイルライフキャンプ

1月17日～1月18日

32

母子家庭等

夜須高原マイ・チャレンジキャンプ【１回目】

2月20日～2月22日

43

児童養護施設等

夜須高原マイ・チャレンジキャンプ【２回目】

3月21日

42

児童養護施設等

おやこふれ愛キャンプ①

1月24日～1月25日

9

母子家庭等
母子家庭等

おやこふれ愛キャンプ②

2月28日～3月1日

6

生活・自立支援キャンプin奄美【事前研修】

1月10日～1月11日

19

児童養護施設等

生活・自立支援キャンプin奄美【本研修】

3月26日～3月30日

19

児童養護施設等

38

平成２６年８月２９日
閣
議
決
定

子供の貧困対策に関する大綱【抜粋】
第４ 指標の改善に向けた当面の重点施策
１ 教育の支援
（６）その他の教育支援
（多様な体験活動の機会の提供）
独立行政法人国立青少年教育振興機構が設置する国立青少年教育
施設において、児童養護施設等の子供を対象に、自己肯定感の向上、
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ととも
に、その成果を広く全国に周知することを通じて、各地域における
取組を促進する。
また、
「子どもゆめ基金」事業により、貧困の状況にある子供を支
援している民間団体が行う体験活動への助成を行う。
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