
所　　　報所　　　報
令和３年度令和３年度

－事業の成果と記録－－事業の成果と記録－

令
和
３
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
報

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
　国
立
諫
早
青
少
年
自
然
の
家

独立行政法人国立青少年教育振興機構
国立諫早青少年自然の家ＳＩＮＣＥ １９７７

「早寝早起き朝ごはん」国民運動
地域社会・学校・家庭が一体となって、
心身ともに健康な子供たちの育成を目
指す運動です。
○望ましい生活習慣の育成
○生活リズムの重要性の再認識
○学習意欲・体力・気力の向上
○地域ぐるみで支援するための環境整備
シンボルマークの使用など、詳しくは全国
協議会のホームページをご覧ください。

早寝早起き朝ごはん

「体験の風をおこそう」運動
社会が豊かで便利になる中で、子供たち
の自然体験、社会体験、生活体験などの
体験が減少している状況を踏まえ、子供
たちの健やかな成長にとって体験がい
かに重要であるかを広く家庭や社会に
伝え、社会全体で体験活動を推進する機
運を高める運動です。
詳しくは「体験の風をおこそう」運動の
ホームページをご覧ください。

体験の風をおこそう

【多良山系･五家原岳】
「国立諫早青少年自然の家」が位置する「多良山系･五家原岳」は、山頂から東に「有明海」西に「大村湾」南に「橘湾」と三つの海、
諫早干拓、雲仙岳、周辺の美しい山なみが眺望できる景観の地です。
周辺には、豊かな水に育まれた針葉樹林が広がり、多くの野鳥や動物たちが生息しております。
また、市街地より比較的近距離で交通アクセスにも恵まれながら、深い暗闇に包まれた大自然の中で美しい星空を観測でき
る場所は国内でも稀で、貴重な観測ポイントとされています。

「国立諫早青少年自然の家」施設内では、特に自然体験･生活体験施設である「キャンプ村」が、森林内に位置するため、「流れ星
を観測できた」との報告が多く聞かれるスポットのひとつです。 国立諫早青少年自然の家は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています
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Ⅰ 教育事業の報告





　１．令和3年度事業実績一覧

 No 事　業　名 事業趣旨 対　　象 計画日 実施日
参加人数

参加家族数
備考

１　青少年教育に関するモデル的事業

　　ア　実践研究事業

スタートアップ・キャンプ

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。

小学6年生 　2/11(金)～2/13(日) 　事業内容変更 ‐

1 チョイス

子供たちが抱える喫緊の課題である「不登校・ひき
こもり」について、自然体験活動を実施する中で、
子供たちの課題解決に資するとともに、体験活動を
行うことが自己肯定感や自己有用感を高めるために
有効だとする「暗黙知」について、実践を通して、
具体的に研究する。

諫早市内の不登校・引き
こもり等の課題を抱える
児童・生徒

 ① 3/10(木)
 ② 3/11(金)

 ① 3/10(木)
 ② 参加者なし

 　① 14
 　② -

協力
・長崎大学
・諫早市少年セン
ター

　　イ　地域の実情を踏まえた特色あるプログラム事業（特色化事業）

シャワークライミングキャンプ

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。

小学5年生 　7/10(土)～7/11(日) 　中止 -

2 限界突破！プチサバイブキャンプ

小学校4年生から中学校3年生の児童生徒たちを対象
に、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。

小学4～中学3年生 　11/6(土)～11/7(日) 　11/6(土)～7(日) 20

　　ウ　地域探究プログラム

3

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 in 諫早
Create the Future in Isahaya
2021

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。

【個人】
　高校1～3年生
【学校】
　平戸高等学校
【地方S】
　OR合宿参加者

【個人】
　7/22(木・祝)～7/24(土)
【学校】
　7/27(火)～7/29(木)
【地方ステージ】
　12/26(日)～12/27(月)

【個人】
　7/22(木・祝)～24(土)
【学校】
　7/27(火)～29(木)
【地方ステージ】
　諫早から参加者なし

【個人】
9

【学校】
15

２　社会の要請に応える体験活動等事業

　　ア　親子・幼児等を対象に自然体験や読書活動などに親しむ機会と場を提供する事業

4 タラッキーキャンプ

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。

小学1～2年生
　①  9/ 4(土)～ 5(日)
　② 10/ 9(土)～10(日)

　① 11/13(土)～14(日)
　② 10/ 9(土)～10(日)

 ① 27
 ② 29

5 家族で体験フェスティバル
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。

長崎県内在住の幼児や
小・中・高・大学生のい
る家族

　① 10/23(土)
　② 10/24(日)

　① 10/23(土)
　② 10/24(日)

 ①34家族
 ②35家族

協力
・諫早市こどもの城
他14団体

6
子ども体験フェスティバル2021in
佐賀

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。

幼児や小・中・高・大学
生のいる家族、学童クラ
ブ等

　① 波戸岬 10/17(日)
　② 北山   10/24(日)
　③ 黒髪   10/31(日)

　① 波戸岬 10/17(日)
　② 北山   10/24(日)
　③ 黒髪   10/31(日)

 ① 122
 ②  37
 ③ 107

7 家族で山をさるこう会

美しい自然の残る多良山系や連携施設周辺の山での
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。

登山ができる方

　① 諫早  5/22(土)～23(日)
　② 千々石 10/ 2(土)～3(日)
　③ 天地　 12/11(土)～12(日)
　④ 世知原  3/12(土)～13(日)

　① 諫早　 中止
　② 千々石 10/ 2(土)～3(日)
　③ 天地　 12/11(土)～12(日)
　④ 世知原  3/12(土)～13(日)

 ①　-
 ② 26
 ③ 12
 ④ 15

8 諫早市通学合宿
当所職員が、諫早市内の通学合宿に指導者として参
画することで、地域における体験活動の推進を図
る。

小学生
　① 御館山小　9～10月
　② 長田小　  11月

　① 中止
　② 中止

 ① -
 ② -

共催：御館山小学校
区通学合宿実行委員
会、長田小育友会

9
諫早青少年自然の家
　キャンプ ＷｅｅＫ

親子でのキャンプ体験を通して、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。

幼児や小・中・高・大学
生のいる家族

　7/19(月・祝)～30(金)
　期間中であれば何泊でも
可能

　7/19(月)～30(金)
　※7/20（火）、27日
（火）　　は参加者なし

計37家族

10 沢登り探検隊
季節に特化した自然体験活動を通して自然に親しむ
心と自然体験活動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。

小学5・6年生 　9/12(日) 　9/23(木) 14

11
国立諫早青少年自然の家in長崎
「まちdayキャンプ！」

自然体験活動や読書活動などを通して、体験活動の
楽しさを体感してもらうとともにSDG’ｓについて
知ってもらい、体験活動の重要性やSDG’ｓの普及
と啓発を図る。また、本事業を通じて関係団体との
連携を図り、市街地における体験活動の定着・発展
を推進する。

幼児や小・中・高・大学
生のいる家族

　①  9/25(土)
　② 10/30(土)
　③ 11/27(土)
　④  1/29(土）

　①  9/25(土)
　② 10/30(土)
　③ 11/27(土)
　④ 中止

 ①4家族
 ②5家族
 ③9家族
 ④ -

12
みんなで 書き初めば してみん
ね！

日本の伝統文化の一つである「書」活動について、
青少年の文化体験活動の裾野をより広げることを目
的に、書き初めに関連するイベントを開催し、青少
年やその家族を対象に書き初めや日本の伝統文化に
触れる機会を設ける。

小学3～中学3年生   1/8(土)   1/8(土) 17

　　イ　青少年を対象に体験活動を通した自己成長や自己実現等を図る事業

13 サバイバルキャンプ

電気・ガス・水道のない過酷な生活環境での無人島
キャンプを通して、自らを律し自ら動く忍耐力と行
動力、ライフラインに頼らない生活力を身に付け、
自己成長を図る。また、周りの人々と力を合わせて
生き抜く中で、集団を導くリーダーシップを育む。

高校生・大学生 　10/1(金)～10/3(日) 　12/3(金)～5(日) 17

　　ウ　防災・減災教育事業

限界突破！プチサバイブキャンプ （4と同一の事業）

　　エ　環境教育や人権教育などのESDに対応した事業

14 木育キャンプ

次代を担う子供たちに対し、木についての様々な体
験を通して理解を深め、自然に親しむ心情や社会性
を育てるとともに、森林や環境問題に対する正しい
理解の基礎を育み、持続可能な社会づくりの担い手
育成の一助とする。

小学4～中学1年生

　① 日吉 10/16(土)～17(日)
　② 西彼 11 /6(土)～ 7(日)
　③ 黒髪  1/23(日)
　④ 北山  2/26(土)～ 27(日)

　① 日吉 10/16(土)～17(日)
　② 西彼 11/ 6(土)～ 7(日)
　③ 黒髪 職員派遣中止
　④ 北山 中止

 　① 27
 　② 17
 　③ 72
 　④ -

共催：長崎県緑化推
進協会
主催：各公立施設

　　オ　健康教育や主権者教育など政策課題に対応した教育事業

15 チームビルディングセミナー

スポーツ指導に関わる方を対象とし、日本のチーム
ビルディングにおいて第一人者として活躍される福
富信也氏を講師に、個を引き出しチームの組織力を
高めるための方法や考え方を学ぶ。

スポーツ指導に関わって
いる方、プレイヤー、保
護者、興味関心のある方
など

  7/18(日)   7/18(日) 28

　　カ　その他

16 子どもゆめ基金助成金募集説明会
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。

青少年団体関係者等
　① 佐賀会場 9/11(土)
　② 長崎会場 9/12(日)

　① 佐賀会場 9/18(土)
　② 長崎会場 9/19(日)

① 3団体
② 8団体

協力：長崎県教育委
員会、佐賀県教育委
員会
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 No 事　業　名 事業趣旨 対　　象 計画日 実施日
参加人数

参加家族数
備考

３　課題を抱える青少年を支援する体験活動事業

　　ア　課題を抱える青少年を支援する体験活動事業

17
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）

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。

児童養護施設の児童生徒 　8/10(火)～8/12(木) 　8/10(火)～12(木) 43 対象：済昭園

18
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）

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。

ひとり親家庭の児童 　1/8(土)～1/10(月・祝) 　1/8(土)～10(月・祝) 15
協力：県内の母子寡
婦会

19
不登校・引きこもり等の課題を抱
える青少年の支援事業
「自然の家にきてみんね」

自然の家での様々な体験活動を通して、不登校、引
きこもりなどの課題を抱える青少年に自然体験活動
の楽しさや達成感を感じさせ、自己肯定感や自己有
用感を高める。また、他者との交流や自然の家での
規則正しい生活を通して、基本的な生活習慣づくり
のきっかけとする。

不登校・引きこもり等の
児童・生徒

　通年
　(通常期：毎週月曜日)
　(閑散期：常時相談)

　11/8(月),19(金),26(金)
　12/4(土),13(月),24(金)
　1/15(土),22(土)
　2/27(日),3/21（月）

1名10回

チョイス （1と同一の事業）

４　グローバル人材の育成を見据えた国際交流事業

　　ア　日独の青年及び青少年指導者等の交流事業

　　イ　アジア及びミクロネシア地域の青少年交流事業

　　ウ　国内での国際交流事業（イングリッシュキャンプ等）

20 イングリッシュキャンプ

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理
解を深める。

諫早市内の小学3～4年生 　10/2(土) 　10/2(土) 29
諫早市教育委員会委
託事業

５　青少年教育指導者等の養成及び資質の向上に関する事業

　　ア　青少年指導者等の養成・研修事業

　　　　ａ　自然体験活動指導者（NEAL）養成事業

21 NEALリーダー養成事業

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。

青少年教育・学校教育関
係者、大学生

　9/18(土)～9/20(月) 　12/26(日)～28(火) 14

　　　　ｂ　教員免許状更新講習

22 教員免許状更新講習
新学習指導要領で示された「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。

教員（受講対象者）
　① 8/28(土)
　② 9/11(土)
　③ 10/2(土)

　① 8/28(土)
　② 9/11(土)
　③ 10/2(土)

 ① 31
 ② 32
 ③ 37

開設者：長崎大学

　　　　ｃ　その他

23
グループをチームに育てるプログ
ラム研修会（体験編）

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、基本となる手法や理論の習得を図る。

教員、スポーツ指導者、
施設職員、大学生、高校
生等

　① 佐賀編　　5/29(土)
　 (波戸岬少年自然の家)
　② 長崎編[1] 6/26(土)
　③ 長崎編[2] 8/25(水)

　① 佐賀編　　5/29(土)
　　(波戸岬少年自然の家)
　② 長崎編[1] 6/26(土)
　③ 長崎編[2] 8/25(水)

 ① 14
 ② 14
 ③  7

共催：佐賀県北山少
年自然の家

　　イ　ボランティアの養成・研修事業

　　　　ａ　ボランティアの養成事業

24
自然体験活動ボランティア養成研
修

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。

高校生、高専専門学校
生、大学生、社会人

　6/19(土)～6/20(日)
　6/19(土)～20(日)
　(補講)7/18(土)

17
(補)25

NEALリーダー・カリ
キュラムの読み替え
あり

　　　　ｂ　ボランティアの研修事業

　　　　ｃ　ボランティアによる自主企画事業

25

大学生のためのボランティア活動
推進事業
「自主企画事業支援プロジェク
ト」チャレンジキャンプ

新しい仲間と出会い、協力する自然体験活動を通し
て、相手の気持ちを考えて行動する力を育む。

小学3・4年生 　12/18(土)～12/19(日) 　12/18(土)～19(日) 24

※　研修支援関係

26 キャンプの日
毎月第３日を「キャンプの日」に制定し、キャンプ
等の自然体験活動を推進する機運を高め、家族等の
利用促進を図る。

幼児や小・中・高・大学
生のいる家族

デイキャンプ
　毎月第3日曜日
　
テント泊体験
　デイキャンプ前日からの
宿泊(5,6,10～2月)

（デイ）4/17，4/18，5/16
6/20，7/17，10/17，11/21
12/19，1/16，3/20
（テ泊）10/16~17，
11/20~21　12/18~19，
1/15~16

 デイ
 計102家族

 テ泊
 計18家族

27
諫早市少年センター
（適応指導教室）

体験活動を通して、協調性・自主性・耐性・感謝の
気持ちを育てる。

適応指導教室に通う児童
及び生徒

　①  6/ 2(水)～ 3(木)
  ②  9/10(金)
  ③ 10/14(木)～15(金)
  ④ 11/16(火)
  ⑤ 12/ 8(水)
  ⑥  2/ 4(金)

  ①  6/ 2(水)～3(木)
  ②  9/16(木)
  ③ 10/14(木)～15(金)
  ④ 11/16(火)
  ⑤ 12/ 8(水)
  ⑥  2/ 4(金)

児童生徒
84

指導者等
26

大牟田市昭和教室
（適応指導教室）

体験活動を通して、協調性・自主性・耐性・感謝の
気持ちを育てる。

適応指導教室に通う児童
及び生徒

　9/27(月)～9/29(水) 　中止 -

28
新型コロナウイルス感染防止対策
を踏まえた施設利用者説明会

利用予定団体の引率責任者に対して、当施設の新型
コロナウイルス感染症防止対策を説明するととも
に、利用団体が留意していただく内容を周知する。

利用予定の学校・団体等
の引率責任者、行政・学
校関係者　等

　① 5/26(水)
　② 6/ 4(金)
  ③ 7/29(木)
  ④ 8/ 5(木)

　① 5/26(水)
　② 6/ 4(金)
  ③ 7/29(木)
  ④ 8/ 5(木)

 ① 5団体
 ②13団体
 ③16団体
 ④20団体

小学校宿泊体験学習担当者事前研
修会

諫早青少年自然の家を利用して宿泊体験学習を実施
する小学校が、目的やねらいを明確にした、より教
育効果の高い活動プログラムを計画できるようにす
るために、各校の担当者を対象とした事前研修及び
プログラム調整会を行う。

本施設利用の大牟田市及
びみやま市立小学校の担
当者

　6/11(金) 　中止 -

29 出張！諫早自然の家!!

新型コロナウイルス感染症の全国的流行により、体
験活動の機会が喪失した青少年に対して、体験活動
の機会を提供するため、職員が赴き自然の家の活動
プログラムを実施する。

原則として
自然の家の利用をキャン
セルまたは断念した各学
校・団体等

　原則として
　9/1(水)～3/31(木)の団体
希望日（実施日及び日程
は、調整）

10/21(木)(2団
体),25(月)(2団体),27(水)
11/22(月),25(木),28(日)
12/10(金),13(月)
 2/24(木)

11団体
405名

　※本部主催の国際交流事業が主

　※本部主催の国際交流事業が主
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 令和 4年 3月 10日（木）日帰り 

        【担当：東島 憲之】 

２．青少年教育に関するモデル的事業 

（１）実践研究事業 

   （課題を抱える青少年を支援する体験活動事業） 

 
 
 
 
１）事業の背景 

  不登校、引きこもりについては、令和 2年度に実施された「児童生徒の問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）の結果が公表され、近年増加を続

けていたいじめの認知件数が減少する一方、小中学校における不登校児童生徒数及び自殺

をした児童生徒数が調査開始以来最多となるなど、新型コロナウイルス感染症による学校

内外の生活や環境の変化が、子供たちの行動等に大きな影響を与える一因となっているこ

とが伺える結果となりました。長崎県内では、令和 2年度 1,909名（前年度比 119人増）

の児童生徒が不登校の状態にあります。 

また、当機構では、今年度から始まった第 4期中期目標において、関係機関・団体や公

立青少年教育施設等、大学の研究者等と連携した上で、実践研究事業を実施し、その研究

結果を報告書を通して広く青少年教育関係者へ発信することが目標に定められました。 

そこで本所では、諫早市少年センター及び長崎大学と連携し、同センターに通級してい

る児童生徒を含む不登校・引きこもり等の課題を抱える子供たちを対象に、本所の提供す

る様々なプログラムを選択（チョイス）し、体験する活動を通して個々の興味関心を引き

出し、次の一歩を踏み出す意欲を高める支援に重点を置いた事業を企画しました。 

本事業は、今年度は３月に試行的に実施しましたが、次年度以降、中期的に取り組んで

いく予定です。 

 

 

 

不登校・引きこもり等の課題を抱える青少年の支援事業 
「チョイス」 
 ～一緒に感じよう、見つけよう、自然・自分・仲間～ 
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２）事業の趣旨 

  子供たちが抱える喫緊の課題である「不登校・ひきこもり」について、自然体験活動を

実施する中で、子供たちの課題解決に資するとともに、体験活動を行うことが自己肯定感

や自己有用感を高めるために有効だとする「暗黙知」（長年の経験やノウハウ、イメージ

といった経験的知識として語られる知識）について、実践を通して、具体的に研究する。 

 

３）目標 

① 自然の家で様々な体験活動を楽しむことで、家の外での活動に対する意欲を持つこと

ができる。 

② できる体験を繰り返すことで、達成感を味わい、自己肯定感、自己有用感を持つこと

ができる。 

③ 本所職員やボランティア等との関わりを通して、他者と交流することの楽しさを感じ

ることができる。 

 
４）対象 

  諫早市内の不登校、引きこもり等の課題を抱える児童生徒 20名程度（保護者も参加可） 

 
５）連携・協力団体 

① 諫早市教育委員会 

② 諫早市小学校校長会、中学校校長会 

③ 諫早市少年センター 

④ 諫早市 PTA連合会 

⑤ 諫早市民生委員児童委員協議会連合会 

⑥ 長崎県立こども医療福祉センター 

⑦ 県央保健所 

⑧ 長崎大学 

 

   【連携・協力団体のイメージ】 
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２）事業の趣旨 

  子供たちが抱える喫緊の課題である「不登校・ひきこもり」について、自然体験活動を

実施する中で、子供たちの課題解決に資するとともに、体験活動を行うことが自己肯定感

や自己有用感を高めるために有効だとする「暗黙知」（長年の経験やノウハウ、イメージ

といった経験的知識として語られる知識）について、実践を通して、具体的に研究する。 

 

３）目標 

① 自然の家で様々な体験活動を楽しむことで、家の外での活動に対する意欲を持つこと

ができる。 

② できる体験を繰り返すことで、達成感を味わい、自己肯定感、自己有用感を持つこと

ができる。 

③ 本所職員やボランティア等との関わりを通して、他者と交流することの楽しさを感じ

ることができる。 

 
４）対象 

  諫早市内の不登校、引きこもり等の課題を抱える児童生徒 20名程度（保護者も参加可） 

 
５）連携・協力団体 

① 諫早市教育委員会 

② 諫早市小学校校長会、中学校校長会 

③ 諫早市少年センター 

④ 諫早市 PTA連合会 

⑤ 諫早市民生委員児童委員協議会連合会 

⑥ 長崎県立こども医療福祉センター 

⑦ 県央保健所 

⑧ 長崎大学 

 

   【連携・協力団体のイメージ】 

 
 

 

 

 

６）事業の実施 

① 期日 

  令和 4年 3月 10日（木）、11日（金） 日帰り ※途中参加、途中帰宅も可 

    

② 参加者  

10日（木） 児童・生徒 14名、保護者 2名、連携団体引率者 4名 計 20名 
 

 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 保護者 引率者 計 

男 1 2 0 2 1 0 3 9 

女 1 0 1 5 1 2 1 11 

計 2 2 1 7 2 2 4 20 

11日（金） 参加者 なし 

 

③ 日程 

バス迎え ※希望者（9:30 少年センター発） 

10:00 受付 

10:15 出会いの会(日程説明等) 

10:30 活動開始（選択活動） 

焚き火でのんびり 昼食 

（持参） 

焚き火でのんびり 

火おこし体験 火おこし体験 

ミニオリエンテーリング ミニオリエンテーリング 

葉っぱのスタンプ 葉っぱのスタンプ 

室内スポーツ 室内スポーツ 

14:00 ふりかえり 

バス送り ※希望者（14:15自然の家発、14:45少年センター着） 

 

④ 活動の様子（※本人及び保護者の意向により、写真の掲載なし） 

 【出会いの会】 

 参加者の活動意欲が高まるよう、屋外で円になり、今日 1 日が「自然の遊園地」

と宣言することから会を始めました。1 日のねらいを参加者とスタッフ全員で共有

し、日程説明後に午前の活動を選択（チョイス）しました。その後、全員で焚き火

に点火して活動をスタートしました。 

 

【焚き火でのんびり】 

 出会いの会で着火した焚き火を見守りながら、のんびりと過ごす活動です。他の

参加者が戻った時に焚き火が消えないよう、薪拾いや薪割りに積極的に取り組んで

いました。                                     
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【火おこし体験】 

 本所で来年度から利用者に提供予定の「まい切式火おこし器」を使った火おこし

体験を行いました。火おこし体験は種火を作るまでに時間がかかる技術と根気が必

要な活動でしたが、午前中でつけることができなかったことを悔しがり、午後も同

じ活動を選んだ参加者もいました。親子で交代しながら協力して摩擦棒を回し、最

後の最後に着火できたことを喜ぶ姿が印象的でした。 

 

【ミニオリエンテーリング】 

 施設周辺に設置した 18か所のポストを探す活動です。ポストを見つけるごとに、

全員で地図を見合い、相談して次のポストを見つけていました。活動を続けていく

うちに親睦がさらに深まり、道を間違えてもフォローしあえるようになりました。

午前も、午後も時間一杯まで活動し、すべてのポストを見つけることができました。 

 

【葉っぱのスタンプ】 

 施設周辺にある葉っぱを集め、絵の具を塗り、コットンバッグにスタンプする活

動です。本所で実施した事業の中で好評を博し、来年度から利用者へ提供する活動

を先取りで実施しました。葉っぱに色とりどりの絵の具を塗り、個性豊かな作品を

作り上げていました。 

 

【室内スポーツ】 

 日頃運動する機会の少ない子供たちは、少年センター主催の事業で本所を利用す

る際も、プレイホールで行うスポーツを楽しみにしています。今回も午前中はバス

ケットボール、午後はバドミントンと、何をするかを自分たちで話し合って、楽し

く活動することができました。 

 

７）評価 

① アンケート結果（事業全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

②参加者、保護者の声 

   ア．参加者 

   ・いつもは班の中で成功を目指す活動が多くありましたが、今日は自分で活動を決め

て楽しく過ごすことができて楽しかった。 

   ・自分は普段、優柔不断なところがありますが、他の人から意見を求められたり、相

手の意見を聞いたり、自分で考えることが多くて楽しかった。 

   ・人の役に立てていることが嬉しく、失敗しても笑いながら楽しく過ごせました。 

 

  イ．保護者 

   ・いつもならできない事に腹を立てたり、あきらめたりしてしまう場面でも怒り出さ

ずに最後まで活動しようとしていて、成長を感じることができました。 

   ・仲間と楽しそうにスポーツする様子を見守ることができ、葉っぱのスタンプも親子

で取り組めて良かったです。また、参加させたいと思います。 
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   ・人の役に立てていることが嬉しく、失敗しても笑いながら楽しく過ごせました。 

 

  イ．保護者 

   ・いつもならできない事に腹を立てたり、あきらめたりしてしまう場面でも怒り出さ

ずに最後まで活動しようとしていて、成長を感じることができました。 
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８）成果と課題 

① 成果 
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② 課題 
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③ 今後の展望 

 これらの課題を踏まえ少年センターとの連携を密に行い、実施時期や回数を計画して

いきます。また、参加時の不安が軽減できるように、連携団体等から得た情報を踏まえ、

参加者の家庭のニーズに対応できる体制を整えていきたいと考えています。 
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令和 3年 11月 6日（土）～7日（日） 

         【担当：葛島 隆文、松元 延行】 

（２）地域の実情を踏まえた特色あるプログラム事業 

   （社会の要請に応える体験活動事業〔防災・減災教育事業〕） 

  
 

 
 

１）事業の背景 

 東日本大震災をはじめ、熊本地震、西日本を中心に広い範囲で発生した平成 30 年 7 月

豪雨、令和元年東日本台風、令和 2年 7月に日本各地で発生した集中豪雨などの大規模災

害が多発し、我が国において国土強靭化への対応は喫緊の課題です。平成 30 年 12 月 14

日に閣議決定した国土強靭化基本計画においては、「災害時に、自らの命は自らが守るとい

う意識を持ち、自らの判断で避難行動をとれるよう、地域の自治組織等を通じ、継続的に

防災訓練や防災教育等を推進する。また、防災ボランティア活動など、地域を守る主体的

な活動を促進するため、地域社会等において指導者・リーダー等の人材育成を行うことで、

次世代を担う若者の育成に取り組むこと」とされています。 

また、小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示）総則第 2の 2(2)では、「各学校におい

ては、児童や学校、地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し、豊かな人生の実現や災害

等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた諸課題に対応して求められる資質・能

力を教科等横断的な視点で育成する」と記され、平成 31年 3月に改訂された学校安全参考

資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」では、災害等の発生及びその対応を踏ま

えた学習の重要性が示されています。 

 このような課題に対して、令和 3年度から始まった当機構の第 4期中期目標において、

国土強靭化基本計画における広域防災補完拠点としての役割、SDGsの目標や ESDの基本的

な考え方、学習指導要領における総合的な探究の時間における考え方など、次世代を担う

青少年のための専門性の高いモデル的な体験活動事業を実施し、実際に使用した教材や指

導案などが活用されるよう図り、青少年教育の推進に寄与することが目標に定められ、国

土強靭化計画に資する防災・減災教育プログラムの開発・拡充が取り上げられています。 

当所においても、施設の特色、長崎県の地域課題を調査する過程で、長崎県教育委員会

へのヒアリングや学校教員へのアンケート、地域の方への聞き取り、体験活動に造詣のあ

る外部専門家への相談を行い、長崎県の特質、風土、教育課題等を確認しました。その結

果、長崎県は近代において噴火や豪雨による多大な災害被害を受けているにも関わらず、

“防災・減災教育が学校・地域においてもあまり進んでいない”ことが分かり、この地域

の潜在的な教育的課題の解決に向けて、当所が提供するプログラムの特色である「体験教

育・アドベンチャー教育」を基盤とした防災学習プログラムの開発・提供が可能ではない

かと考えました。 

 そこで、今年度は、小学 4年生 から中学 3年生を対象に、防災・減災教育事業の趣旨で

ある「自助・共助を行えるよう主体的に判断し行動する力や、互いに助け合う力を育む」

ために本事業を実施することとしました。 

 

 

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 

限界突破！プチサバイブキャンプ 2nd 
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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 

限界突破！プチサバイブキャンプ 2nd 

２）事業の趣旨 

 小学校 4年生から中学校 3年生の児童生徒を対象に、災害から身を守るために必要な技能を

身につけ、防災に対する知識と態度の育成を図る。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。 
 
３）事業の実施 

① 目的 

イニシアティブ（課題解決）ゲームと水汲み、非常食体験等のサバイバル活動を組み

込み合わせることで、自助・共助を行えるよう主体的に判断し行動する力や、互いに助

け合う力を育む。 

 

② 目指すゴール 

ア．試行錯誤を繰り返し、うまくいかなかったとしても失敗から学ぶ姿 
イ．自分ができることを知り、できないと思っていることを少しでも越えようとする姿 
ウ．仲間と力を合わせる姿 

 
③ 対象 

   小学校 4年生から中学校 3年生の児童生徒 24名 

 
④ 期日 

   令和 3年 11月 6日（土）～7日（日） 

 

⑤ 参加者数 参加者 20名 

学年 小学 4年 小学 5年 小学 6年 中学 1年 中学 2年 中学 3年 合計 

男子 4 10 0 0 0 0 14 

女子 3 1 0 1 1 0 6 

合計 7 11 0 1 1 0 20 

 

⑥ 日程 

 11月 6日(土) 11月 7日(日) 

  9:00 受付 

 9:30 オープニングアクト 

   ・はじまりの会 

   ・オープニングムービー 

   ・イニシアティブゲーム 

11:00 移動（キャンプ村） 

11:30 昼食（持参） 

12:00 24時間サバイバルキャンプ開始 

   ・ミッション 

    「避難所の設営」「食料配給」 

    「水の確保」「火おこし」 

21:00 就寝 

 6:30 起床、身支度 

 7:00 ・ミッション 

    「避難所の撤去」 

11:00 昼食 

11:30 移動（本館） 

12:00 24時間サバイバルキャンプ終了 

12:40 ふりかえり 

14:00 クロージング 

   ・おわりの会 

   ・参加者代表あいさつ 

14:15 解散 

 

－ 9－



⑦ 活動の様子 

 

【オープニングアクト】 

 出会いの時間です。子供たちは緊張した表情でしたが、

班に分かれて自己紹介を行い、徐々に笑顔が増えていきま

した。オープニングムービーでは、長崎県の災害の様子を

見ることで、災害が身近にあることを認識しました。また、 

持参した持ち物を紹介し、避難所生活に必要な物を考え、 

24時間生き抜く見通しを持ちはじめた様子でした。 
 

 

【避難所設営】 

 段ボールを活用して寝床を作りました。持参したカッタ

ーナイフを活用して、パーテーションの代わりに衝立を作

成したり、下に敷いてベッドの代用にしたりするなど、そ

れぞれが創意工夫してパーソナルスペースを確保し寝床

を作っていました。 

 
 

 

【野外トイレの設置】 

 男女に分かれて野外で使えるトイレ作りをしました。 

プライバシーを確保するため、木陰などの場所を決めるの

に時間がかかりました。スコップを使って交代しながら協

力して５０cm程度の穴を掘り、水やゴミ袋を設置する工夫

が見られました。 

 

 

【水汲み】 

 飲み水を確保するため、ヤカンや鍋を持って沢筋の水汲

み場を目指して歩きました。地図をうまく活用できずに目

的地への到着に時間を要しました。１日目は水汲み場に到

着できず、川の水(中水)しか確保できませんでしたが、２

日目は無事に水汲み場で飲み水を確保し、炊飯を行うこと

ができました。 
 

 

【話合い】 

 自主的に班や全体で集まって話し合うことは少なく、配

給された非常食がなくなる問題が発生したり、配給物を分

配したりする時には、全員で輪になって話合いを行いまし

た。全員が合意形成して活動できるように積極的に意見を

出し合うことができました。他者の意見を尊重し、主体的

に受け入れていく姿勢が見られました。 
 

 

【火おこし・野外炊事】 

 薪の組み方や風向きを考え、試行錯誤を繰り返しながら

何度も火おこしを行い、１日目の夜に火をおこすことがで

きました。その火で、２日目にスープと米を炊き、炊飯で

は水を足しながら米の固さを調整できるように工夫して

いました。また、火に当たることで、体温の低下を防ぐこ

ともできました。 
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給された非常食がなくなる問題が発生したり、配給物を分

配したりする時には、全員で輪になって話合いを行いまし

た。全員が合意形成して活動できるように積極的に意見を

出し合うことができました。他者の意見を尊重し、主体的

に受け入れていく姿勢が見られました。 
 

 

【火おこし・野外炊事】 

 薪の組み方や風向きを考え、試行錯誤を繰り返しながら

何度も火おこしを行い、１日目の夜に火をおこすことがで

きました。その火で、２日目にスープと米を炊き、炊飯で

は水を足しながら米の固さを調整できるように工夫して

いました。また、火に当たることで、体温の低下を防ぐこ

ともできました。 
 

５）評価 

① アンケート結果 

   Ｑ１.このキャンプがためになったか 

満足 やや満足 やや不満 不満 

95％ 5％ 0％ 0％ 

  

   Ｑ２.またキャンプに参加したいと思うか 

思う 思わない 

100％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・災害時は、この経験を思い出して生き抜きたいと思う。 

  ・身の回りの片付けは身に付けないといけないと思った。 

  ・水は大切にしないといけないと学んだ。 

  ・こんなにたくさんの協力できるとは思わなかった。  

  ・避難してパニックにならない確率を高めることができた。 

  ・貴重な経験になった。 

  ・家に何を準備しておけばいいかわかった。 

 

６）成果と課題 

① 成果 

  ・持参物や服装などの事前準備は、子供たちに活動場所の状況（平地より約５℃低い）

を伝えた上で、必要な準備物を自ら考え持参してもらうことができました。１日目

のオープニングアクトの中で、24時間生き抜くために必要になると予想される物を

グループで話し合い、２日目のふりかえりの中で、災害時に必要だと思った物や不

必要だと思った物などを考えるなど、防災への備えを考える時間を設定しました。

想定した準備と実際との違いを見つめることで、災害へ備えの必要性を認識し、家

庭での日常的な備えにつなげることができました。 

  ・災害時の避難所生活において必要な事項を考え、水汲みや火おこしなど試行錯誤を

繰り返し活動することができました。自らの安全を確保するための行動が何かを考

え、実行できるように集団で話し合い、合意して活動することができました。 

  ・「24 時間」という具体的な時間を設けたことで、子供たちは見通しを持って避難所

体験を行うことができました。パニック行動や社会規範から好ましくない行動は見

られず、全員が協力しながら設定時間を生き抜くことができました。 

  ・参加者の家族の方にも、事業趣旨説明やオープニング、クロージングに参加してい

ただいたことで、災害時における備えや行動について一緒に考えてもらえる場とな

りました。保護者の方からは「このような体験は必要だ。」「貴重な体験をありがと

うございます。」などの声が聞かれました。 

  ・子供たちの満足度は高く、仲間を助けようとする様子や、参加者の「仲間と協力す

ることで 24時間生き抜くことができた」という声からも目指すゴールの姿が見られ

ました。 
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② 課題 

  ・新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、３密の回避に気を配りましたが、活動中

密になる場面がありました。 

  ・参加者は、安心して 24時間参加できたという反面、子供たちの危機意識の薄さを感

じました。場面設定のレベルを再検討し、災害時要援護者、災害時避難行動要支援

者などの設定等、不便な状況を意図的に体験させることが必要だと思われます。 

  ・子供たちは、試行錯誤しながら、生き抜くための術を何とか見出していきましたが、

必要に応じて指導者がその術を教える必要があります。実際、避難所に指定されて

いる学校では校内に備えてある防災備蓄品を小中学生が自らの手で倉庫から搬出し、

中身を見て理解し、使用し、残りの数量を考えて分配するという「防災備蓄品の棚

卸」が始められており、その使用の仕方も教示していく必要があります。 

 

③ 今後の展望 

今回、準備物を自ら考え準備でき、事業後にふりかえりを実施できたという成果を基

に、防災シミュレーションを行う事業では、詳しい準備品の案内は不要であると考えま

す。その一方で、自らの安全を確保するための行動が何かを考え実行できましたが、集

団で話し合う場面は少なかったという課題を踏まえて、事業担当者は班や全体で話し合

う時間を意図的に設定していく必要があります。さらに、持参したものでも避難に必要

なものは多くあり、その使用法を学ぶ機会が必要であり、今後は避難グッズの使い方を

体得できる機会を設定していくことを考えています。 

防災・減災教育として“自助・共助を行えるよう主体的に判断し行動する力や互いに

助け合う力を育む”ことを目的に「体験教育・アドベンチャー教育」を推進していきま

す。 

今後は、イニシアティブ（課題解決）ゲームやサバイバル体験を通して、自ら考え行

動する力、仲間と協力する力を身に付けることを目的とした研修支援団体を対象の活動

プログラム、または、学校の宿泊学習に活用できるパッケージプログラムを作成し、提

供したいと思います。そして、長崎県の実情を踏まえた特色あるプログラムを提供する

ことで、当所のキャッチ・コピーである“人づくり・仲間つくりの諫早”を体現してい

きます。 
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【個人参加型】Create the Future in Isahaya 2021 

    令和 3年 7月 22日（木）～24日（土） 

【学校参加型】長崎県立平戸高等学校 

    令和 3年 7月 27日（火）～29日（木） 

      【担当：大嶋 和幸】 

（３）全国高校生体験活動顕彰制度「地域探究プログラム」 

 
 
 
 
 
 
 
１）事業の背景 

 18歳（高校 3年生）は選挙権の獲得（2016年施行）、成人年齢の引き下げ（2022年施行）

など、以前と比べ、社会に関わることが求められています。また、進路の決定等人生の選

択の１つの岐路にあります。そのため、高校生は、予測できない変化に受け身で対処する

のではなく、主体的に向き合って関わり合い、その過程を通して自らの可能性を高めるこ

とが必要になっています。  

 新しい高等学校学習指導要領では「総合的な探究の時間」の目標において、「探究の見方・

考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考え

ながらよりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を育成することを目指す」こ

とが示されました。 

 以上のような現状を踏まえ、国立青少年教育振興機構（以下、機構）では「体験活動を

通した青少年の自立」を目指し、各施設の立地条件を活かした特色のある活動展開、多様

な体験活動の機会を提供するノウハウを生かし、「新たな価値を創造する人材の育成」への

アプローチとして、本制度を創設することとしました。 

 本所では、機構の方針を受け、昨年度、県内の私立高等学校と連携して、「防災」をテー

マに「探究のプロセス」について学ぶことを目的とした「オリエンテーション合宿」を計

画したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、事業中止となった。 

 今年度は、広く県内全域から連携学校を募るとともに、個人参加型の事業を開催するこ

ととしました。 

 

２）事業の趣旨 

 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。 
 
３）目標 

① 「探求のプロセス」に沿った探究活動を実践できる。 

② 自身が所属する地域の課題を発見し、解決しようとする意欲を高める。 
 
４）対象 

  高校 1～3年生  

 

「地域探究トライアル」 

オリエンテーション合宿 in 諫早 
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５）事業の実施 

① 期日 

   ア．個人参加型（Create the Future in Isahaya 2021） 

     令和 3年 7月 22日（木）～24日（土） 

   イ．学校参加型（長崎県立平戸高等学校） 

     令和 3年 7月 27日（火）～29日（木） 

 

② 参加者 

   ア．個人参加型（Create the Future in Isahaya 2021） 

学校名 男性 女性 計 備考 

長崎県立佐世保商業高校 3 4 7 1年生 1、2年生 4、3年生 2 

長崎県立諫早商業高校  1 1 2年生 

青雲高校 1  1 1年生 

合計 4 5 9  

   イ．学校参加型（長崎県立平戸高等学校） 

 男 女 計 備考 

3年生 3 12 15 女子 1名は 1日目終了後に早退 

  ※学校参加型として、長崎県立諫早東高校が 11月実施に向けて準備を進めていましたが、 

   新型コロナウイルス感染症流行等の影響により、中止となりました。 

 

③ 日程 

   個人参加型、学校参加型とも同日程で実施しました。 

１日目 ２日目 ３日目 

 

 

 

 

10:15 受付 

10:30 開会行事、施設説明 

11:00 アイスブレイク、ガイダンス 

 6:30 起床・準備 

 7:00 朝食（前日準備したもの） 

 8:00 避難所撤去 

 8:50 講義・演習 

   「探究のプロセス」 

   「気づきや発見の共有」 

11:40 荷物移動 

 6:30 起床・清掃 

 7:00 朝食 

 7:50 宿泊棟清掃、退所準備 

 9:00 発表、講義・演習 

   「仮説についての発表」 

   「実践活動に向けた行動計画」 

12:00 昼食（レストラン） 12:00 昼食（レストラン） 12:00 昼食（レストラン） 

13:00 講話 

   「災害と避難所生活」 

15:00 フィールドワーク 

   「野外炊事」 

13:00 講義・演習、フィールドワーク 

   「気づきや発見の究明」 

   「仮説の設定と検証」 

   「まとめ方の基礎」 

13:00 発表、ガイダンス 

   「行動計画についての発表」 

   「実践活動へのガイダンス」 

15:00 振り返り、閉会行事 

15:30 解散     夕食（野外炊事） 17:00 夕食（レストラン） 

19:00 フィールドワーク 

   「避難所生活体験」 

21:00 入浴、就寝準備 

21:45 消灯 

18:00 講義・演習 

   「発表準備」 

20:00 入浴、就寝準備等 

22:30 消灯 

  ※学校参加型（平戸高校）は、交通渋滞により到着が遅れたため、開会行事、アイスブレ 

   イク等を短縮することで、日程を調整しました。 
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④ 活動の様子 

   ア．個人参加型 

 

【開会行事、施設説明、アイスブレイク、ガイダンス】 

 出会いの時間です。職員の自己紹介、地域探究プログラ

ムの概要等の説明後、自己紹介を兼ねた簡単なゲームでア

イスブレイクを行いました。生徒たちは一つ一つのゲーム

を進めるごとに、学年や学校を超えて親交を深めていまし

た。 
 

 

【講話（災害と避難所生活）】 

 日本防災士会長崎県支部から旭支部長、川浪事務局長を

講師としてお招きして、避難所運営ゲーム（HUG）を実施

しました。生徒たちは、疑似的に避難所の運営を体験する

ことで、老人、妊婦、障害者などの災害弱者の存在や、個々

の要望、突発的な事象に迅速に対応していくことの難しさ

を感じ取っていました。 
 

 

【フィールドワーク（野外炊事）】 

 災害により電気、ガスがストップした想定で、限られた

道具と食材を使って夕食を作りました。薪を使って鍋で米

を炊く経験もレシピもない中、全員で相談しながら調理を

進めました。炊飯に失敗し硬くなったご飯も、高校生らし

い知恵でリカバリーし、無事に夕食を食べることができま

した。 
 

 

【フィールドワーク（避難所生活体験）】 

 災害で家を失い、身一つで避難してきた想定で、講義を

行っている学習室に就寝スペースを作りました。ブルーシ

ートとわずかのダンボール、毛布１枚で就寝し、突然鳴り

響くゲーム音や幼児の泣き声に驚きながら一晩を過ごし

ました。生徒たちは、避難所生活の不便さや、柔らかい布

団のありがたみを感じていました。 
 

 

【講義・演習（探究のプロセス、気づきや発見の共有）】 

 ２日目は振り返りの時間です。「探究のプロセス」につ

いての講義のあと、生徒たちは、野外炊事や避難所生活体

験で得られた「事実（what／何が起きたのか）」を KJ法を

用いて共有し、そこから様々な「課題（why／なぜそうな

った）」を導き出していました。 
 

 

【講義・演習（気づきや発見の究明）】 

【フィールドワーク（仮説の設定と検証）】 

 前時の演習で導き出した「課題」を元に、マインドマッ

プを活用して、課題を解決するための「仮説（so what／

だからどうする）」を考え、その実現性を検証しました。 

設定した「仮説」が検証を通してすべて否定され、課題設

定からのやり直しを余儀なくされた班もありましたが、最

後まであきらめずに活動を続けていました。 
 

 

－ 15 －



 

【講義・演習（まとめ方の基礎、発表準備）】 

 「まとめ方」の講義のあと、生徒たちは翌朝の発表に向

けて準備を進めました。今回は発表方法をポスターセッシ

ョン形式としました。掲示資料を模造紙 1枚にまとめ、補

助資料や発表原稿を準備し、リハーサルを繰り返しながら

質を高めていく。生徒たちは自分たちが納得できる発表が

できるよう、夜遅くまで作業を続けていました。 
 

 

【発表（仮説についての発表）】 

 ３日目は発表の時間です。前日に各班で準備したポスタ

ーを基に発表を行いました。各班のテーマは「災害弱者と

メディア対応」「水の確保」、自分たちに何ができるのかを

高校生の目線で考え、分かりやすく発表しました。発表後

は質疑応答の時間を設け、意見交換することで、学びの質

を高めました。 
 

 

【講義・演習（実践活動に向けた行動計画）】 

【発表（行動計画についての発表）】 

 本所での「探究のプロセス」の実践を終えた生徒たちは、

次に地域での実践活動について考え、KP法（紙芝居プレゼ

ンテーション法）を用いてまとめました。発表は班別に行

い、３日間ともに活動した仲間から様々なアドバイスをも

らっていました。 
 

 

【ガイダンス（実践活動へのガイダンス）】 

【振り返り、閉会行事】 

 最後に、実践活動に向けたガイダンスを行い、３日間の

講義を終了しました。閉会行事で、本所次長からオリエン

テーション合宿の修了証を受け取り、晴れ晴れとした顔

で、本所を後にしました。 
 

 
  イ．学校参加型 

 

【開会行事、施設説明、アイスブレイク、ガイダンス】 

 交通渋滞による到着遅れのため、開始時間が大幅に遅れ

ましたが、職員自己紹介、地域探究プログラムの概要等の

説明後、簡単なゲームでアイスブレイクを行いました。生

徒たちは長時間の移動で疲れた表情を見せながらも、様々

なゲームに楽しく取り組んでいました。 
 

 

【講話（災害と避難所生活）】 

 日本防災士会長崎県支部から旭支部長、川浪事務局長を

講師としてお招きして、避難所運営ゲーム（HUG）を実施

しました。生徒たちは、疑似的に避難所の運営を体験する

ことで、被災者の状況に応じた避難場所の配分や、突発的

な事象に迅速に対応していくことの難しさを感じ取って

いました。 
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【講義・演習（まとめ方の基礎、発表準備）】 

 「まとめ方」の講義のあと、生徒たちは翌朝の発表に向

けて準備を進めました。今回は発表方法をポスターセッシ

ョン形式としました。掲示資料を模造紙 1枚にまとめ、補

助資料や発表原稿を準備し、リハーサルを繰り返しながら

質を高めていく。生徒たちは自分たちが納得できる発表が

できるよう、夜遅くまで作業を続けていました。 
 

 

【発表（仮説についての発表）】 

 ３日目は発表の時間です。前日に各班で準備したポスタ

ーを基に発表を行いました。各班のテーマは「災害弱者と

メディア対応」「水の確保」、自分たちに何ができるのかを

高校生の目線で考え、分かりやすく発表しました。発表後

は質疑応答の時間を設け、意見交換することで、学びの質

を高めました。 
 

 

【講義・演習（実践活動に向けた行動計画）】 

【発表（行動計画についての発表）】 

 本所での「探究のプロセス」の実践を終えた生徒たちは、

次に地域での実践活動について考え、KP法（紙芝居プレゼ

ンテーション法）を用いてまとめました。発表は班別に行

い、３日間ともに活動した仲間から様々なアドバイスをも

らっていました。 
 

 

【ガイダンス（実践活動へのガイダンス）】 

【振り返り、閉会行事】 

 最後に、実践活動に向けたガイダンスを行い、３日間の

講義を終了しました。閉会行事で、本所次長からオリエン

テーション合宿の修了証を受け取り、晴れ晴れとした顔

で、本所を後にしました。 
 

 
  イ．学校参加型 

 

【開会行事、施設説明、アイスブレイク、ガイダンス】 

 交通渋滞による到着遅れのため、開始時間が大幅に遅れ

ましたが、職員自己紹介、地域探究プログラムの概要等の

説明後、簡単なゲームでアイスブレイクを行いました。生

徒たちは長時間の移動で疲れた表情を見せながらも、様々

なゲームに楽しく取り組んでいました。 
 

 

【講話（災害と避難所生活）】 

 日本防災士会長崎県支部から旭支部長、川浪事務局長を

講師としてお招きして、避難所運営ゲーム（HUG）を実施

しました。生徒たちは、疑似的に避難所の運営を体験する

ことで、被災者の状況に応じた避難場所の配分や、突発的

な事象に迅速に対応していくことの難しさを感じ取って

いました。 
 

 

 

【フィールドワーク（野外炊事）】 

 災害により電気、ガスがストップした想定で、限られた

道具と食材を使って夕食を作りました。全員が同じものを

食べるには、一つ一つの食材が足らないため、班長を中心

にメニューを考えながら食材を分配し、スマートフォンで

必要な情報を集めながら、各班で協力して調理を進めまし

た。 
 

 

【フィールドワーク（避難所生活体験）】 

 災害で家を失い、身一つで避難してきた想定で、講義を

行っている学習室に就寝スペースを作りました。ブルーシ

ートとわずかのダンボール、毛布１枚で就寝し、突然鳴り

響くゲーム音や幼児の泣き声に驚きながら一晩を過ごし

ました。生徒たちは、避難所生活の不便さや、柔らかい布

団のありがたみを感じていました。 
 

 

【講義・演習（探究のプロセス、気づきや発見の共有）】 

 ２日目は振り返りの時間です。「探究のプロセス」につ

いての講義のあと、生徒たちは、野外炊事や避難所生活体

験で得られた「事実（what／何が起きたのか）」を KJ法を

用いて共有し、そこから様々な「課題（why／なぜそうな

った）」を導き出していました。 
 

 

【講義・演習（気づきや発見の究明）】 

 前時の演習で導き出した「課題」を元に、マインドマッ

プを活用して、課題を解決するための「仮説（so what／

だからどうする）」を考えました。どの班も避難所の不便

さを課題と感じ、様々なアプローチで「仮説」を立ててい

ました。 
 

 

【フィールドワーク（仮説の設定と検証）】 

 避難所体験で使用したダンボールを活用して、前時に立

てた「仮説」の検証を行いました。各班で「避難所で快適

に過ごすために必要」と考えたのはそれぞれ「パーテーシ

ョン」「枕」「ベッド」。高校生の発想力、情報収集能力を

駆使し、試行錯誤を繰り返しながら、より快適なものを追

求していました。 
 

 

【講義・演習（まとめ方の基礎、発表準備）】 

 「まとめ方」の講義のあと、生徒たちは翌朝の発表に向

けて準備を進めました。今回は発表方法をポスターセッシ

ョン形式としました。掲示資料を模造紙 1枚にまとめ、補

助資料や発表原稿を準備し、リハーサルを繰り返しながら

質を高めていく。生徒たちは自分たちが納得できる発表が

できるよう、手分けして準備を進めていました。 
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【発表（仮説についての発表）】 

 ３日目は発表の時間です。前日に各班で準備したポスタ

ーを基に発表を行いました。温度変化の継続調査や使用者

アンケートの実施など具体的なデータを集め、分かりやす

く発表しました。発表後は質疑応答の時間を設け、意見交

換することで、学びの質を高めました。 
 

 

【講義・演習（実践活動に向けた行動計画）】 

【発表（行動計画についての発表）】 

 本所での「探究のプロセス」の実践を終えた生徒たちは、

現在、学校の総合的な探究の時間で行っている地域での実

践活動についてまとめました。発表は班別に KP 法（紙芝

居プレゼンテーション法）を用いて行い、３日間ともに活

動した仲間から様々なアドバイスをもらっていました。 
 

 

【ガイダンス（実践活動へのガイダンス）】 

【振り返り、閉会行事】 

 最後に、実践活動に向けたガイダンスを行い、３日間の

講義を終了しました。閉会行事で、本所次長からオリエン

テーション合宿の修了証を受け取り、晴れ晴れとした顔

で、本所を後にしました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

 満足 やや満足 やや不満 不満 

個人参加型 100％  0％  0％  0％ 

学校参加型  36％ 43％ 21％  0％ 

 
② 参加者の声 

   ア．個人参加型 

  ・一つの物事に対して、長時間考え、みんなと考えを共有し合うという体験は、自分

にとって良い刺激になった。 

  ・野外炊事では、限られた食材で何を作るのかをとっさに考えるのが難しく、実際に

炊き出しを行っている方のすごさを感じることができた。 

  ・「探究のプロセス」の考え方は、これからの学習に生かせると思った。この体験を学

校や地域に伝え、広げていきたい。 

  ・地域のことをたくさん調べ、知ることができたので、このまま次の活動に生かして

実践していきたい。 

 

   イ．学校参加型 

   ・この合宿で自分のまとめる力、考える力が上がったと思う。これから、災害と向き

合い、身を守るにはどうすればよいのか考えていきたい。 

   ・避難所での生活は不便だと分かっていたが、実際に体験して、夜中に物音が聞こえ

てきたら怖いし、床が硬くて眠れなかった。体験をもとに、眠りやすさを追求する

活動は楽しかった。 
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   ・夜中に赤ちゃんの泣き声が突然聞こえてきてとても怖かった。その後、不安で眠れ

なくなった。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

  ・本所のカリキュラムは、大規模校との連携を想定し、所内の設備を活用したもので

あるが、今回の内容でも「探究のプロセス」を十分に体験できることが分かりまし

た。 

  ・参加者アンケートで「やや満足、」「やや不満」と評価した理由の多くが、避難所生

活体験での不便さでした。これは参加者が「事実」から「課題」を導くための題材

として適していたと捉えることができます。実際に、参加者は避難所生活の改善を

課題として、仮説を考えていました。 

  ・参加者はこの合宿を通して「探究のプロセス」を用いた学び方を習得していたと考

えます。 

 

② 課題 

  ・参加者の意欲を高める「講話（災害と避難所生活）」の中で『避難所運営ゲーム（HUG）』

を実施しましたが、高校生には、講話も含め 2 単位時間（100 分程度）では時間が

不足し、やや難易度が高いと感じました。今後は講義内容や講師の人選など、参加

者の意欲をより高められるプログラムを検討する必要があります。 

  ・フィールドワークで野外炊事や避難所生活体験を行う際、水の使用量の制限や、ダ

ンボールの形状など、実情を想定した環境設定について、再考の余地があると感じ

ました。今後は、参加者の負担、負荷と学びの深まりとのバランスを考慮したプロ

グラムのデザインを再構成することが必要です。 

  ・今年度、参加者のうち、8名（個人参加型 7名、学校参加型 1名）が地域探究アワ

ードへの参加に興味を示していましたが、学業との両立、グループではなく個人で

の参加という心情的なハードルの高さ等の理由により、本所から地方ステージへの

エントリーはありませんでした。今後は、所属する高等学校との連携等、オリエン

テーション合宿で高まった活動へのモチベーションを保つための方策の検討が必要

です。 

 

③ 今後の展望 

  ・今回は、個人参加型、学校参加型ともに参加は少人数でしたが、今後は、新型コロ

ナウイルス感染症流行前に連携に向けた準備を進めていた大規模校で実施した際に

も、このカリキュラムで「探究のプロセス」を体験させることができるかの検証を

行う必要があります。 

  ・次年度から、活動期間やカリキュラム内容を縮小することで、総合的な探究の時間

の年間指導計画に組み込みやすくなった新たなオリエンテーション合宿の形態（カ

リキュラムＢ）での実施も検討し、県内を中心に広報活動を積極的に進めていきま

す。 
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 1回目 令和 3年 10月 9日（土）～10日（日） 

 2回目 令和 3年 11月 13日（土）～14日（日） 

                 【担当：和泉 志帆】 

３．社会の要請に応える体験活動等事業 

（１）親子・児童等を対象に自然体験や読書活動などに親しむ機会と場を提供する事業 

 
 
 
 
 

１）事業の背景 

小学校学習指導要領第 1章総則 6-3では、「学校や学級内の人間関係や環境を整えるとと

もに、集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動、地域の行事への参加などの豊か

な体験を充実すること」とし、学校教育での自然体験活動の充実を取り上げています。ま

た、生活科の学習指導要領 3-2-(4) には、「公共物や公共施設を利用する活動を通して、

それらのよさを感じたり働きを捉えたりすることができ、身の回りにはみんなで使うもの

があることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるとともに、それらを大切に

し、安全に気を付けて正しく利用しようとする。」とあります。 

そこで当所においては、小学校 1～2年生を対象に、自然物に目を向ける活動を通して、

子供たちが自然体験活動に興味を持つきっかけをつくるとともに、公共施設での生活を通

して、ルールやマナーの大切さに気付くことや規則正しい生活を促すために、本事業を実

施しました。 

例年、定員 60名で募集していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

1回の定員を 30名とし、2回実施することとしました。 
 

２）事業の趣旨 

自然を五感で楽しむ自然体験活動を通して自然に親しむ心を育む。また、規則正しい生

活を送る中で「早寝早起き朝ごはん」の定着を促すとともに、自立心を育てる。 
 
３）目標 

① 自然とふれあい、自然の中で活動する楽しさを知る。 
    …「知らなかった」「おもしろい」「きれい」など自然のよさに気付く、感じる。 
② 規則正しい生活を送ることができる。 

    …自分のことは自分でやってみる。 
③ 公共施設でのルールを守ることができる。 

 

４）対象 

  小学 1～2年生 

 
５）事業の実施 

① 期日 1回目 令和 3年 10月 9 日（土）～10日（日） 

       2回目 令和 3年 11月 13日（土）～14日（日） 

   ※当初、1回目の実施を 9月 4日（土）～5日（日）に計画していましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴い、11月 13日（土）～14日（日）に延期しました。 

子どもゆめ基金 20周年記念事業 

タラッキーキャンプ ～しぜんとあそぼう～ 
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 1回目 令和 3年 10月 9日（土）～10日（日） 

 2回目 令和 3年 11月 13日（土）～14日（日） 

                 【担当：和泉 志帆】 

３．社会の要請に応える体験活動等事業 

（１）親子・児童等を対象に自然体験や読書活動などに親しむ機会と場を提供する事業 

 
 
 
 
 

１）事業の背景 

小学校学習指導要領第 1章総則 6-3では、「学校や学級内の人間関係や環境を整えるとと

もに、集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動、地域の行事への参加などの豊か

な体験を充実すること」とし、学校教育での自然体験活動の充実を取り上げています。ま

た、生活科の学習指導要領 3-2-(4) には、「公共物や公共施設を利用する活動を通して、

それらのよさを感じたり働きを捉えたりすることができ、身の回りにはみんなで使うもの

があることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるとともに、それらを大切に

し、安全に気を付けて正しく利用しようとする。」とあります。 

そこで当所においては、小学校 1～2年生を対象に、自然物に目を向ける活動を通して、

子供たちが自然体験活動に興味を持つきっかけをつくるとともに、公共施設での生活を通

して、ルールやマナーの大切さに気付くことや規則正しい生活を促すために、本事業を実

施しました。 

例年、定員 60名で募集していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

1回の定員を 30名とし、2回実施することとしました。 
 

２）事業の趣旨 

自然を五感で楽しむ自然体験活動を通して自然に親しむ心を育む。また、規則正しい生

活を送る中で「早寝早起き朝ごはん」の定着を促すとともに、自立心を育てる。 
 
３）目標 

① 自然とふれあい、自然の中で活動する楽しさを知る。 
    …「知らなかった」「おもしろい」「きれい」など自然のよさに気付く、感じる。 
② 規則正しい生活を送ることができる。 

    …自分のことは自分でやってみる。 
③ 公共施設でのルールを守ることができる。 

 

４）対象 

  小学 1～2年生 

 
５）事業の実施 

① 期日 1回目 令和 3年 10月 9 日（土）～10日（日） 

       2回目 令和 3年 11月 13日（土）～14日（日） 

   ※当初、1回目の実施を 9月 4日（土）～5日（日）に計画していましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴い、11月 13日（土）～14日（日）に延期しました。 

子どもゆめ基金 20周年記念事業 

タラッキーキャンプ ～しぜんとあそぼう～ 

② 参加者 

 1回目     2回目    

  男 女 計   男 女 計 

 1年生 19 6 15  1年生 12 11 23 

 2年生 3 9 12  2年生 6 0 6 

 合計 12 15 27  合計 18 11 29 

 

③ 日程 

  2回とも同日程で実施しました。 

 1日目 2日目 

 13:00 受付 

13:30 始まりの会 

   仲良くなるゲーム 
14:30 わくわく森の探検隊 

   ・ハイキング 
   ・ネイチャーゲーム 
   ・自然物拾い 
16:00 ベッドメイキング 

17:40 夕食（レストラン） 

19:00 入浴 
20:00 おはなしの会 
   ・絵本の読み聞かせ 
21:00 就寝 

 6:30 起床、身支度 

 7:00 片付け、清掃 
 8:00 朝食 
 9:00 写真ボードづくり 
10:30 ふりかえり 
11:00 終わりの会 
   ・思い出ムービー上映 
   ・感想発表 
11:30 解散 

 
④ 活動の様子 

 
 

【始まりの会・仲良くなるゲーム】 

 出会いの時間では、はじめ緊張した面持ちでしたが、ゲーム

を行う中、次第に表情が柔らかくなっていきました。 

「安全に活動する」「人の話をしっかり聞く」「自分のことは

自分でやる」というキャンプの約束と、2 日間の過ごし方を確

認しました。 
 

 

【わくわく森の探検隊】 

 森の中で、自然物と触れ合うゲームをしました。実際に葉っ

ぱに触ってみたり、大きさや形を比べてみたりする中で、自分

のお気に入りの葉っぱを見つけ、みんなの前で紹介しました。

珍しい形の葉っぱを見つけると、「みてみて！」と、とっても

嬉しそうに、一生懸命、人に伝えようとしていました。一人一

人新しい発見をして、自然に親しみました。 
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【ベッドメイキング】 

 自然の家では、寝具の準備も自分でします。体の何倍もある

布団を工夫しながら敷きました。早く終わった子は、まだ終わ

っていない子を手伝うなど、子供たち同士で助け合って準備を

進めていました。 

 
 

 
 

【おはなしの会】 

 就寝前に、スタッフが絵本の読み聞かせを行いました。子供

の反応を見ながら、本に興味を持つように読み方に強弱をつけ

るなど工夫をしました。子供たちは集中して、最後まで静かに

お話を聞いていました。読み聞かせ後は、「おもしろかった」「も

っと読んでほしい」という声が聞かれました。 
 

 
 

【写真ボードづくり】 

 1 日目に拾った葉っぱや木の枝を使って、集合写真の周りを

飾りつけ、写真ボードを作りました。一晩で葉っぱの色が変わ

っていることに気付くなど、制作中もたくさん観察していまし

た。飾りつけは、それぞれ個性にあふれ、世界に一つだけの作

品を完成させました。 
 

 

【ふりかえり・終わりの会】 

 お別れの時間です。保護者の方にも参加してもらい、2 日間

の活動をまとめた動画を一緒に視聴しました。気づいたことや

思ったことなどの感想を、保護者や友達みんなの前で発表しま

した。最初は緊張していた子供たちが、友達もできて、笑顔で

自然の家を後にしました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

80％ 20％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・1日でこんなにたくさんの友達ができた。 

  ・おかあさんやおとうさんがいなくてもさみしくなかった。 

  ・ボードを作ったり、みんなと見せ合いっこしたりしたのがたのしかった。 

  ・自然にはいろんな生き物がいるんだなと思いました。 

  ・キャンプはそわそわする。 

  ・いろんな葉っぱがきれいだった。 

  ・自然がいっぱいあると思った。自然があると気持ちよくなる。  

  ・赤い葉っぱが拾えてうれしかった。 
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７）成果と課題 

① 成果 

   初めて親元から離れて宿泊の体験をする子が多く、不安な様子が多くみられましたが、

スタッフや新しい友達にもすぐに慣れ、積極的に活動していました。自然について、一

つでもいいから興味を持ってもらうことをねらいとしましたが、1 回目はたくさんの活

動を組み込んだため、子供たちの気づきに着目することや、自然物をじっくり観察でき

るような声かけや促しを行う時間がとれませんでした。そこで 2回目は、プログラムに

ゆとりを持たせるため、活動を 1つに絞り、葉っぱに着目する活動を行うことで、子供

たちの気づきを広げることができました。子供たちからは「赤と緑が混じっていてすご

い！」「茎にはとげとげとつるつるがある！」「かわいい葉っぱ見つけたよ！」などと、

自ら進んで自然を観察し、新しい発見を喜ぶ姿が見られました。 

2 日間を通して、寝具の準備や荷物の整理、清掃、お風呂や食事の後片付けなど、自

分たちで行うよう声をかけたところ、スタッフの援助を必要とせずに、集団生活のルー

ルをしっかり守ることができました。 

 

  ② 課題 

    小学校低学年の子供たちにとって、集団生活の中で規範意識や仲間意識などを育てる

ことが大切です。話を聞くときに静かにできず、友達とお話をしたり、活動時に違う場

所で好きな活動をしたりする子供がいました。今回は、集団を意識する活動が少なかっ

たことが考えられます。 

 

  ③ 今後の展望 

自分のことを自分でするだけでなく、人の話をしっかり聞くことや、自分勝手な行動

は周りに迷惑をかけることなど、集団生活でのルールや、他の人と生活する上で大切な

ことに気付かせたいと考えます。 

低学年が初めて参加するキャンプとして、保護者からのニーズも高い事業です。今回

の課題を踏まえて、班での活動を取り入れ、集団を意識した活動の大切さを認識できる

ような事業を企画したいと思います。 

 
 

【ベッドメイキング】 

 自然の家では、寝具の準備も自分でします。体の何倍もある

布団を工夫しながら敷きました。早く終わった子は、まだ終わ

っていない子を手伝うなど、子供たち同士で助け合って準備を

進めていました。 

 
 

 
 

【おはなしの会】 

 就寝前に、スタッフが絵本の読み聞かせを行いました。子供

の反応を見ながら、本に興味を持つように読み方に強弱をつけ

るなど工夫をしました。子供たちは集中して、最後まで静かに

お話を聞いていました。読み聞かせ後は、「おもしろかった」「も

っと読んでほしい」という声が聞かれました。 
 

 
 

【写真ボードづくり】 

 1 日目に拾った葉っぱや木の枝を使って、集合写真の周りを

飾りつけ、写真ボードを作りました。一晩で葉っぱの色が変わ

っていることに気付くなど、制作中もたくさん観察していまし

た。飾りつけは、それぞれ個性にあふれ、世界に一つだけの作

品を完成させました。 
 

 

【ふりかえり・終わりの会】 

 お別れの時間です。保護者の方にも参加してもらい、2 日間

の活動をまとめた動画を一緒に視聴しました。気づいたことや

思ったことなどの感想を、保護者や友達みんなの前で発表しま

した。最初は緊張していた子供たちが、友達もできて、笑顔で

自然の家を後にしました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

80％ 20％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・1日でこんなにたくさんの友達ができた。 

  ・おかあさんやおとうさんがいなくてもさみしくなかった。 

  ・ボードを作ったり、みんなと見せ合いっこしたりしたのがたのしかった。 

  ・自然にはいろんな生き物がいるんだなと思いました。 

  ・キャンプはそわそわする。 

  ・いろんな葉っぱがきれいだった。 

  ・自然がいっぱいあると思った。自然があると気持ちよくなる。  

  ・赤い葉っぱが拾えてうれしかった。 
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 令和 3年 10月 23日（土） 日帰り 

 令和 3年 10月 24日（日） 日帰り 

                                  【担当：上戸 正仁】 

 
 
 
 
 

１）事業の背景 
国立青少年教育振興機構の第四期中期計画に「施設においては、地域の青少年団体と連携し

て運動を推進し、体験活動の機会と場を充実させるとともに、基本的な生活習慣の確立を目指

す」とされており、地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実施方針に基づいた事

業を実施することとしています。 

これを背景に諫早自然の家では、青少年教育施設や関係団体、地方公共団体、学校、PTA、

NPO法人等と連携し、佐賀・長崎「体験の風をおこそう運動」推進実行委員会を立ち上げ、地

域と一体となって体験活動を推進する機運を高める取組を実施しています。本事業は、子供た

ちに自然体験や生活体験など直接体験する場や機会を、地域団体との協働により提供する取組

の一つとして実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

家族での体験活動を通して、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。 
 
３）目標 

① 家族で様々な体験活動を行うことで、楽しさを共有し、体験活動の重要性に気付く。 

② 地域の関係団体が協働することにより、連携を深め、相互の関係性を高める。 

 

４）対象 

  長崎県内在住の幼児や小・中・高・大学生のいる家族 各日 35家族程度 

    （※新型コロナウィルス感染拡大防止のため長崎県内在住者とした。） 
 
５）事業の実施 

① 期日  日帰り 2日間  1回目 令和 3年 10月 23日（土）10:00～15:30 

               2回目 令和 3年 10月 24日（日）10:00～15:30 

 

② 参加者  10/23（土）               10/24（日） 

 男 女 計    男 女 計 

未就学児 10 18 28  未就学児 14 10 24 

小学生 20 13 33  小学生 13 23 36 

中学生 0 1 1  中学生 0 0 0 

大人(29歳以下) 1 0 1  大人(29歳以下) 1 1 2 

大人(30歳以上) 22 34 56  大人(30歳以上) 19 30 49 

合計 53 66 119  合計 47 64 111 

佐賀・長崎 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 

「家族で体験フェスティバル」 
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 令和 3年 10月 23日（土） 日帰り 

 令和 3年 10月 24日（日） 日帰り 

                                  【担当：上戸 正仁】 

 
 
 
 
 

１）事業の背景 
国立青少年教育振興機構の第四期中期計画に「施設においては、地域の青少年団体と連携し

て運動を推進し、体験活動の機会と場を充実させるとともに、基本的な生活習慣の確立を目指

す」とされており、地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業実施方針に基づいた事

業を実施することとしています。 

これを背景に諫早自然の家では、青少年教育施設や関係団体、地方公共団体、学校、PTA、

NPO法人等と連携し、佐賀・長崎「体験の風をおこそう運動」推進実行委員会を立ち上げ、地

域と一体となって体験活動を推進する機運を高める取組を実施しています。本事業は、子供た

ちに自然体験や生活体験など直接体験する場や機会を、地域団体との協働により提供する取組

の一つとして実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

家族での体験活動を通して、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。 
 
３）目標 

① 家族で様々な体験活動を行うことで、楽しさを共有し、体験活動の重要性に気付く。 

② 地域の関係団体が協働することにより、連携を深め、相互の関係性を高める。 

 

４）対象 

  長崎県内在住の幼児や小・中・高・大学生のいる家族 各日 35家族程度 

    （※新型コロナウィルス感染拡大防止のため長崎県内在住者とした。） 
 
５）事業の実施 

① 期日  日帰り 2日間  1回目 令和 3年 10月 23日（土）10:00～15:30 

               2回目 令和 3年 10月 24日（日）10:00～15:30 

 

② 参加者  10/23（土）               10/24（日） 

 男 女 計    男 女 計 

未就学児 10 18 28  未就学児 14 10 24 

小学生 20 13 33  小学生 13 23 36 

中学生 0 1 1  中学生 0 0 0 

大人(29歳以下) 1 0 1  大人(29歳以下) 1 1 2 

大人(30歳以上) 22 34 56  大人(30歳以上) 19 30 49 

合計 53 66 119  合計 47 64 111 

佐賀・長崎 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 

「家族で体験フェスティバル」 

③ 日程（各日共通） 

 時間 内容 

  9:30 受付 
 
10:00 

開会式 
オープニングセレモニー（YUNA on stage） 

 

10:30 

活動開始 
・キャンプ体験ブース（テント体験、たき火、ハンモック等） 
・自然体験ブース（ミニOL、プレOL、ミニWR、ネイチャーゲーム等） 
・あそぶ、学ぶブース（昔あそび、薪投げゲーム、遊びリンピック等） 
・つくるブース（各種クラフト） 
・食べる（食事）ブース（軽食販売、カレーライス） 
※途中退館自由 

 15:30 終了 
 
④ 協力団体 
 諫早市こどもの城、コスモス花宇宙館、長崎県青少年教育施設協議会、佐賀県少年自然の

家、諫早市子ども会育成連合会、長崎県レクリエーション協会、長崎県シェアリングネイチ

ャー協会、日本ボーイスカウト長崎県連盟、ガールスカウト長崎県連盟、NPO 法人インフィ

ーニティー、白木峰高原育成会、長田地区婦人会 
 
⑤ 活動の様子 

 

【開会式】 

 オープニングセレモニーでは、県立盲学校 6 年生、道

辻結那さんの歌声披露を行いました。「TOKYO2020パラリ

ンピック諫早市採火式」でも歌を披露した道辻さんの優

しく澄んだ歌声に、参加者はじっと耳を傾け、感動して

涙を流す人もいました。 

  

 

【キャンプ体験ブース】 

 気持ちのよい秋空の下、森の中に設置したハンモック

に揺られたり、木の実を探したり、ふかふかの枯葉の上

に寝転んだり、焼きいもや火起こし体験も行いました。

「薪割りやたき火は普段することができないので、子供

に体験をさせることができて良かった。」と大好評でし

た。 

  

 

【自然体験ブース】 

 自然の家のプログラムでも人気のオリエンテーリング

とウォークラリーについては、幼児でも楽しめるよう縮

小版を準備しましたが、意外なことに、子供たちより大

人が楽しんでいました。また、親子で森の中の色々な色

や形の葉っぱを探す、ネイチャーゲームを楽しみました。 
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【あそぶ、学ぶブース】 

 屋外ではむかし遊び（コマ回し、竹馬等）や薪投げゲ

ーム（モルック、クッブ）を楽しみました。薪投げゲー

ムは、ほとんどの人が初体験で、親子で競い合う姿が見

られました。屋内では遊びリンピックを開催しました。

丸太をどれだけ高く積めるかを競い合い、優秀者の表彰

も行いました。 

  

 

【つくるブース】 

 毎回大好評のクラフトは、今年も多くの団体の協力の

下、多様なクラフトを用意しました。２日目にはどのよ

うなクラフトができるのか理解してもらうために、オー

プニングセレモニーの会場に完成品（作品）を展示しま

した。その結果、どのブースにもたくさんの人が集まり

ました。その中で特に人気があったのが「グラスサンド

アート」です。ガラス瓶にカラーサンドを入れて模様を

作り、ジェルで固めて作品を作り上げました。 

  

 

【食べる（食事）ブース】 

 地元の婦人会の方が作られる、出汁の効いた昔ながら

のカレーライスは毎回大好評です。午前中の活動でお腹

を空かした参加者の中には、「美味しい！」とおかわりす

る人もいました。婦人会の方も大盛りで応えて、笑顔の

絶えない昼食会場でした。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（フェスティバル全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

89％ 11％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声（原文掲載） 

  ・初めて体験することがいっぱいあり、大いに楽しませて頂きました。ゆなさんのピア

ノと歌、感激！！声がとても良いですね。 

  ・まき割りやたき火は普段することがないので楽しめました。グラスサンドアートでは、

きれいな独自の作品を作れました。 

  ・クッブとモルックは初めてやりましたが、子どもたちが楽しかったようで、何度もや

らせてもらいました。 

  ・毎年楽しみにしています。コロナの中でできることをたくさん準備して頂いて、楽し

ませて頂いて、本当にありがとうございます。最高の一日でした。 

  ・朝から夕方までずーっと子供がはまって製作活動していました。 

  ・家族でゆっくり楽しい時間を過ごさせて頂きました。自然の中での活動も良かったで 

   す。 

  ・すべて回ることができない程、イベントが企画されていて、次回はまた違うことにも

体験したいと思いました。 
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【あそぶ、学ぶブース】 

 屋外ではむかし遊び（コマ回し、竹馬等）や薪投げゲ

ーム（モルック、クッブ）を楽しみました。薪投げゲー

ムは、ほとんどの人が初体験で、親子で競い合う姿が見

られました。屋内では遊びリンピックを開催しました。

丸太をどれだけ高く積めるかを競い合い、優秀者の表彰

も行いました。 

  

 

【つくるブース】 

 毎回大好評のクラフトは、今年も多くの団体の協力の

下、多様なクラフトを用意しました。２日目にはどのよ

うなクラフトができるのか理解してもらうために、オー

プニングセレモニーの会場に完成品（作品）を展示しま

した。その結果、どのブースにもたくさんの人が集まり

ました。その中で特に人気があったのが「グラスサンド

アート」です。ガラス瓶にカラーサンドを入れて模様を

作り、ジェルで固めて作品を作り上げました。 

  

 

【食べる（食事）ブース】 

 地元の婦人会の方が作られる、出汁の効いた昔ながら

のカレーライスは毎回大好評です。午前中の活動でお腹

を空かした参加者の中には、「美味しい！」とおかわりす

る人もいました。婦人会の方も大盛りで応えて、笑顔の

絶えない昼食会場でした。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（フェスティバル全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

89％ 11％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声（原文掲載） 

  ・初めて体験することがいっぱいあり、大いに楽しませて頂きました。ゆなさんのピア

ノと歌、感激！！声がとても良いですね。 

  ・まき割りやたき火は普段することがないので楽しめました。グラスサンドアートでは、

きれいな独自の作品を作れました。 

  ・クッブとモルックは初めてやりましたが、子どもたちが楽しかったようで、何度もや

らせてもらいました。 

  ・毎年楽しみにしています。コロナの中でできることをたくさん準備して頂いて、楽し

ませて頂いて、本当にありがとうございます。最高の一日でした。 

  ・朝から夕方までずーっと子供がはまって製作活動していました。 

  ・家族でゆっくり楽しい時間を過ごさせて頂きました。自然の中での活動も良かったで 

   す。 

  ・すべて回ることができない程、イベントが企画されていて、次回はまた違うことにも

体験したいと思いました。 

  ・今回初めてでしたが、とても満足のイベントでした。また次回もぜひ行きたいです。 

  ・（食事ブース）美味しく安価で、子供もたくさん食べてくれました。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   コロナ禍での開催のため感染対策を徹底するため、参加者を家族に限定し、事前予約で日

帰り開催としましたが、2日間で 230名もの参加者を迎え実施できたことは、成果の一つで

す。また、開会式とオープニングセレモニーを実施したことにより、趣旨や注意事項などの

案内をスムーズに行うことができるとともに、感動を共有することもできました。参加者の

満足度は高く、アンケートでも評価の高いコメントを多くいただきました。コロナ禍で日常

の生活も大きく変化し、各種レジャーや外食など、家族での外出機会が減少する中、家族で

体験活動の機会が得られたことや、初めて体験するものが多かったことから、改めて家族と

一緒に過ごす楽しさや大切さ、さらに体験の重要性を理解してもらう良い機会となりました。 

   毎年、多くの団体の協力の下、開催している「自然の家フェスティバル」ですが、令和２

年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため内容を変更し、協力団体の出展を控えて

の実施でした。今年度も同様の計画で進めていましたが、今までに協力団体と構築した良好

な関係性や、地域とのつながりを維持していくことも重要だと考え、従来どおり多くの団体

の協力をいただき開催することにしました。地域との連携をより深めることができ、協力団

体からは久しぶりに活動の場ができたと、喜びと感謝の声をいただきました。 

 

 ② 課題 

    今年度は参加者数を限定し、日帰りで２日間実施したことから、各ブースでの混雑もなく、

参加者からは、ゆっくり楽しめたとの意見が多く寄せられました。また、駐車場においても

混雑を心配することなく、経費と職員の負担も抑えることができました。しかしながら、参

加者数の限定や日帰りでの実施は、新型コロナウィルス感染症拡大防止を踏まえた対応であ

り、今後アフターコロナにおける開催を見据えた場合、参加者数の制限の有無や駐車場の確

保等について検討する必要があります。さらに、参加者からは、従来のように宿泊を希望す

る意見もあり、安全管理や職員の負担なども、今後の実施形態によっては検討課題です。 

 

 ③ 今後の展望 

    体験フェスティバルは、本所を開放し、終日様々な活動を楽しんでもらうことによって、

体験活動の重要性や本所（機構）の存在意義を理解してもらう機会として、また本所の取組

を周知するため、さらには地域との繋がりを持続させるためにも必要なイベントです。昨今

ではキャンプブームが後押しし、自然体験や家族で過ごす時間について関心が高くなってき

ており、本所の家族で参加する事業については、定員を超える応募があり人気となっていま

す。今後も参加者のニーズに対応したイベントとなるよう、協力団体とも連絡を取り合い、

今回のようにオープニングセレモニーを行うなど、新たな企画を取り入れ、より充実したイ

ベントとなるよう参加者の視点に立ち、グレードアップしていきたいと思います。 
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１）事業の背景 
  本事業は、美しい自然の残る長崎県多良山系等の登山や散策を通して豊かな自然と触れ

合いながら、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ことを

目的に、平成 28年度から実施しています。「さるく」とは、長崎の方言で「ぶらぶら歩く」

という意味です。当初は年間 8回、比較的利用団体の少ない水・木曜日に事業を実施し、1

日目にレクリエーションや登山についての勉強会、参加者同士の親睦会を行い、2 日目の

登山、散策へとつなげるプログラムが定着し、参加者の声を生かした内容構成が好評を博

していました。継続して参加する方、退職後のスタートするきっかけに参加する方、生き

がいづくりで参加する方等、様々な想いを持って参加してくださり、四季折々の風景に感

動しながら、参加者同士和気あいあいの雰囲気で実施していました。 

  今年度から、様々な立場の人たちが気軽に参加できるように土・日の開催にし、家族対

象の事業として内容を一新することとしました。また、今後の運営の幅を広げるために、

公立青少年教育施設と連携し、多良山系にこだわらず、長崎県内の様々な山に目的地を広

げて実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

長崎県内の公立青少年教育施設と連携し、県内周辺の山や散策路の登山・トレッキング

を行うことで、自然に親しみ登山に興味を持たせるとともに、家族・スタッフ・参加者同

士の親睦を深め、健康づくりの一助とする。 
 

３）目標 

① 長崎県内の公立青少年教育施設と連携し、登山プログラムの企画運営を行い、スタッ

フ交流を積極的に図る。 

② 県内（連携施設）周辺の山や散策路の登山・トレッキングを行うことで、自然に親し

み登山に興味を持たせる。 

③ 登山講師を招聘し、登山講座、安全指導を実施し、基本的な登山技術を身につける。 

④ 参加者、スタッフ同士の親睦を深め、コミュニケーション力を高める。 

 

４）対象 

自然や登山に興味・関心がある方とその家族、一人でも参加可能（20名程度） 

 
 
 
 
 

 
 
第 1回 中止 

第 2回 令和 3年 10月 2 日（土）～ 3日（日） 

第 3回 令和 3年 12月 11日（土）～12日（日） 

第 4回 令和 4年 3 月 12日（土）～13日（日） 

        【担当：小野 栄策】 

家族で山をさるこう会 
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１）事業の背景 
  本事業は、美しい自然の残る長崎県多良山系等の登山や散策を通して豊かな自然と触れ

合いながら、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ことを

目的に、平成 28年度から実施しています。「さるく」とは、長崎の方言で「ぶらぶら歩く」

という意味です。当初は年間 8回、比較的利用団体の少ない水・木曜日に事業を実施し、1

日目にレクリエーションや登山についての勉強会、参加者同士の親睦会を行い、2 日目の

登山、散策へとつなげるプログラムが定着し、参加者の声を生かした内容構成が好評を博

していました。継続して参加する方、退職後のスタートするきっかけに参加する方、生き

がいづくりで参加する方等、様々な想いを持って参加してくださり、四季折々の風景に感

動しながら、参加者同士和気あいあいの雰囲気で実施していました。 

  今年度から、様々な立場の人たちが気軽に参加できるように土・日の開催にし、家族対

象の事業として内容を一新することとしました。また、今後の運営の幅を広げるために、

公立青少年教育施設と連携し、多良山系にこだわらず、長崎県内の様々な山に目的地を広

げて実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

長崎県内の公立青少年教育施設と連携し、県内周辺の山や散策路の登山・トレッキング

を行うことで、自然に親しみ登山に興味を持たせるとともに、家族・スタッフ・参加者同

士の親睦を深め、健康づくりの一助とする。 
 

３）目標 

① 長崎県内の公立青少年教育施設と連携し、登山プログラムの企画運営を行い、スタッ

フ交流を積極的に図る。 

② 県内（連携施設）周辺の山や散策路の登山・トレッキングを行うことで、自然に親し

み登山に興味を持たせる。 

③ 登山講師を招聘し、登山講座、安全指導を実施し、基本的な登山技術を身につける。 

④ 参加者、スタッフ同士の親睦を深め、コミュニケーション力を高める。 

 

４）対象 

自然や登山に興味・関心がある方とその家族、一人でも参加可能（20名程度） 

 
 
 
 
 

 
 
第 1回 中止 

第 2回 令和 3年 10月 2 日（土）～ 3日（日） 

第 3回 令和 3年 12月 11日（土）～12日（日） 

第 4回 令和 4年 3 月 12日（土）～13日（日） 

        【担当：小野 栄策】 

家族で山をさるこう会 
５）事業の実施 

① 事業計画 

 宿泊場所 目的地、日程等 

 

諫早青少年自然の家 

目的地：五家原岳（諫早） 

開催日：令和 3年 5月 22日（土）～23日（日） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止 

 
千々石少年自然の家 

目的地：普賢岳（雲仙） 

開催日：令和 3年 10月 2日（土）～3日（日） 

 
佐世保青少年の天地 

目的地：烏帽子岳（佐世保） 

開催日：令和 3年 12月 11日（土）～12日（日） 

 
世知原少年自然の家 

目的地：安満岳（平戸） 

開催日：令和 4年 3月 12日（土）～13日（日） 

 

② 参加者 

 目的地 学年、人数、男女別 

 
第 2回 

普賢岳 

幼児    3名 （男子 2名、女子 1名） 

小学生  11名 （男子 7名、女子 4名） 

大人      12名 （男性 2名、女性 10名）    合計 26名 

 
第 3回 

烏帽子岳 

幼児    3名 （男子 2名、女子 1名） 

小学生   2名 （男子 1名、女子 1名） 

大人       7名 （男性 1名、女性 6名）     合計 12名 

 

第 4回 

安満岳 

幼児    2名 （男子 2名、女子 0名） 

小学生   5名 （男子 4名、女子 1名） 

中学生   1名 （男子 1名、女子 0名） 

大人       7名 （男性 2名、女性 5名）     合計 15名 

 

③ 基本プログラム 

   ※各回の日程は基本プログラムを基に、連携施設と調整して決定 

 1日目 2日目 

 15：30 長田みのり会館集合 6：30 起床 

 16：00 宿泊施設へ移動 7：00 朝食 

 17：00 到着、受付、開会式 8：00 清掃、出発準備 

 17：30 入所オリエンテーション 8：30 宿泊施設出発 

 18：00 夕食 9：30 登山開始 

 19：00 宿泊施設での体験プログラム 12：00 山頂（昼食） 

 20：00 入浴 13：30 下山 

 21：00 自由時間 14：30 宿泊施設到着、閉会式 

     就寝 16：00 長田みのり会館到着、解散 
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④ 活動の様子 

 
 

 
 

 

【普賢岳登山】 

 標高 1,359メートルから大パノラマを体感でき、島原半

島の自然の美しさと力強さを感じ取れる普賢岳を目的地

としました。 

 千々石少年自然の家では、広場から星空観察をしまし

た。天候にも恵まれ、施設職員の丁寧な説明があり、天体

望遠鏡を使い、月や木星、土星などを観察できました。ま

た、出発の準備として登山講座を行いました。下見で調査

した見所や難所を事前に周知しておくことで、山登りへの

不安解消を図り、目的意識を持って登山に臨めるようにし

ました。 

 普賢岳登山では、参加者の登山歴、年齢、体力などに応

じて 2つの登山チームを編成して登りました。また、途中

のリタイアに対応できるよう複数の登山ルートを設定し

ました。仁田峠から見える火砕流の痕跡、バードウォッチ

ング、風穴からの涼しい風、鳩穴休憩スポットからの絶景、

間近に見ることができる平成新山、頂上の反り立つ岩など

見所満載の登山ルートでした。 

 山頂で、全員で撮った集合写真は、苦労を乗り越えて登

り切った家族の笑顔がいっぱいで、達成感に満ち溢れてい

ます。 

  

 
 

 

 
 

 
 

【烏帽子岳登山】 

 烏帽子岳は標高 568メートル、佐世保富士と呼ばれてい

ます。山頂周辺部は西海国立公園に指定され、360 度の眺

望が開け、佐世保市中心部や九十九島を一望することがで

きます。その中腹に位置する佐世保青少年の天地では、施

設自慢の移動天体観測車「ビュースター」で星空を観察し

たり、展望デッキから佐世保の夜景を堪能したりしまし

た。 

 隠居岳、烏帽子岳登山では、参加者の登頂意欲が途切れ

ないように、全行程や休憩ポイントなどを出発前に説明

し、見通しを持って歩けるようにしました。また、親子の

ペースで歩けるように、職員を等間隔に配置し、常に声か

けを行いながら支援にあたりました。その結果、歩行距離

約 10 ㎞以上の道のりを、親子や参加者同士で励まし合い

ながら全員で完歩することができました。 

おいしい昼食、微笑ましい雑談、スタッフの笑顔、乗馬

施設から垣間見た馬、山頂からの景色などに癒されながら

参加者は登山を楽しんでいました。ゴールした証として施

設スタッフから木製のメダルを頂き、思い出の一つとなり

ました。 

登山事業に複数回参加した家族も多く、前回の登山の経

験を生かせたこと、何よりも子供たちの成長が感じられた

ことを喜んでいました。全員、無事にけがなく帰ってこら

れたことが一番の成果だと登山ガイドからも好評をいた

だきました。 
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④ 活動の様子 

 
 

 
 

 

【普賢岳登山】 

 標高 1,359メートルから大パノラマを体感でき、島原半

島の自然の美しさと力強さを感じ取れる普賢岳を目的地

としました。 

 千々石少年自然の家では、広場から星空観察をしまし

た。天候にも恵まれ、施設職員の丁寧な説明があり、天体

望遠鏡を使い、月や木星、土星などを観察できました。ま

た、出発の準備として登山講座を行いました。下見で調査

した見所や難所を事前に周知しておくことで、山登りへの

不安解消を図り、目的意識を持って登山に臨めるようにし

ました。 

 普賢岳登山では、参加者の登山歴、年齢、体力などに応

じて 2つの登山チームを編成して登りました。また、途中

のリタイアに対応できるよう複数の登山ルートを設定し

ました。仁田峠から見える火砕流の痕跡、バードウォッチ

ング、風穴からの涼しい風、鳩穴休憩スポットからの絶景、

間近に見ることができる平成新山、頂上の反り立つ岩など

見所満載の登山ルートでした。 

 山頂で、全員で撮った集合写真は、苦労を乗り越えて登

り切った家族の笑顔がいっぱいで、達成感に満ち溢れてい

ます。 

  

 
 

 

 
 

 
 

【烏帽子岳登山】 

 烏帽子岳は標高 568メートル、佐世保富士と呼ばれてい

ます。山頂周辺部は西海国立公園に指定され、360 度の眺

望が開け、佐世保市中心部や九十九島を一望することがで

きます。その中腹に位置する佐世保青少年の天地では、施

設自慢の移動天体観測車「ビュースター」で星空を観察し

たり、展望デッキから佐世保の夜景を堪能したりしまし

た。 

 隠居岳、烏帽子岳登山では、参加者の登頂意欲が途切れ

ないように、全行程や休憩ポイントなどを出発前に説明

し、見通しを持って歩けるようにしました。また、親子の

ペースで歩けるように、職員を等間隔に配置し、常に声か

けを行いながら支援にあたりました。その結果、歩行距離

約 10 ㎞以上の道のりを、親子や参加者同士で励まし合い

ながら全員で完歩することができました。 

おいしい昼食、微笑ましい雑談、スタッフの笑顔、乗馬

施設から垣間見た馬、山頂からの景色などに癒されながら

参加者は登山を楽しんでいました。ゴールした証として施

設スタッフから木製のメダルを頂き、思い出の一つとなり

ました。 

登山事業に複数回参加した家族も多く、前回の登山の経

験を生かせたこと、何よりも子供たちの成長が感じられた

ことを喜んでいました。全員、無事にけがなく帰ってこら

れたことが一番の成果だと登山ガイドからも好評をいた

だきました。 
 

 
 

 
 

 
 

【安満岳登山】 

 標高 534メートルの安満岳は、平戸最高峰の山です。安

満岳はもともと、休みの岳といい平戸鎮護の霊山として崇

められていました。歴史的な神社、遺跡が数多く残り、山

頂からは絶景展望が広がります。登山だけではなく、歴史

散策も楽しめるこの山を目的地としました。 

 世知原少年自然の家では、登山について参加者が、聞き

たいことや不安、悩みについて、オレンジハイキングクラ

ブ登山ガイドの方がアドバイスする形で座談会を開きま

した。「登山に適した服装は」「持っていくべき持ち物は」

「登山に役立つ携帯アプリの使い方」など今後の登山に役

立ちそうな情報交換を行いました。 

 コース設定の際、参加者が見通しを持って山登りに臨め

るように、安満岳周辺の観光地を訪れ、今から登る山を下

から眺める活動からスタートしました。「今から登る山が

はっきりイメージできたこと」また、山頂から「出発前に

訪れた道の駅や橋が確認できたこと」で時間的、空間的つ

ながりが生まれました。また、食事場所として設定した鯛

ノ鼻自然公園は、展望台、駐車場、トイレ、広場がきれい

に整備されており、家族団らんの場所として最適でした。 

 コロナ感染拡大状況が終息に向かい、春の天気の良い週

末に、たくさんの家族で登山を楽しむことができました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（研修全体に対する満足度） 

目的地 満足 やや満足 やや不満 不満 

普賢岳 100％ 0％ 0％ 0％ 

烏帽子岳 100％ 0％ 0％ 0％ 

安満岳 100％ 0％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・はじめて、土星の輪を見ました。とてもきれいな星空を見ることができて、感動し

ました。夜、大きなお風呂に入れて気持ちよかったです。（普賢岳編参加者） 

  ・岩の登り方を優しく教えてくれました。励ましてくれたり、声をかけてくれたりし

て安心感がありました。（普賢岳編参加者） 

  ・自分たちだけでは、山登りをしようと思いませんでした。子供が下りにくそうにし

ていた時、しっかり指導していただけました。（普賢岳編参加者） 

  ・大変有意義でした。子供がぐずっても皆さんがフォローしてくださりました。靴や

手袋、リュックなど山登りの勉強をして取り組もうと思いました。（烏帽子岳編参加者） 

  ・２回目の参加ですが、前回より歩きやすい山だったので良かったです。説明も的確

でわかりやすかったです。みなさんとても優しいです。（烏帽子岳編参加者） 

  ・登頂手前の石の道がすごく神秘的でとても元気をもらった感じでした。５歳の子も

一緒に登れてよかったです。（安満岳編参加者） 

  ・コロナ禍が続き、休日に家族で登山をやってみたいと思っていました。知らない山

は不安なので、今回はとても役に立ちました。（安満岳編参加者） 
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７）成果と課題 

① 成果 

  ・「さるこう会」を長崎県内の各公立青少年教育施設と協力して行い、スタッフ間の連

携が図れました。特に、他施設の職員が事業に参画し、コース設定の企画や参加者

の安全管理、自施設のプログラムの提供などを行えたことは、とても意義深いこと

でした。 

  ・親子参加型の登山プログラムに内容を一新し、はじめての登山への不安解消、子供

たちの困難克服体験、山頂到達による達成感、参加者同士の交流などを図ることが

でき、登山への興味・関心が高まりました。 

  ・登山ガイドからのアドバイス（コース選択、準備運動、安全指導、休憩の取り方、

登山の楽しみ方など）をプログラムに反映できました。 

 

② 課題 

  ・幅広い年齢層、登山経験の違いなど参加者の実態を生かした登山ルートの設定を慎

重に行っていく必要があります。 

  ・年間を通して、計画的な登山講座の位置づけが必要です。 

  ・今回は、施設連携を重視して登山ルートを考えましたが、参加者のニーズを把握し、

それに見合ったプログラムを提供する必要があります。 

 

③ 今後の展望 

   今年度に育んだ他施設との事業連携の結びつきを維持し続けるために、本所職員も登

山事業の運営に参画し、1 つの登山事業を両方の施設で募集し、協働で実施するなど、

登山事業の連携方策を探っていきたいと考えています。 

   また、本所で提供している五家原岳登山プログラムについても、五家原岳の魅力を伝

えるとともに、困難克服体験、登山者同士の助け合い、登頂時における達成感、安全意

識の向上など登山体験が持つ教育効果を広く発信し、多くの団体、青少年の利用につな

げられるよう定期的なイベント等の実施も考えたいです。 

   さらに、蓄積された登山事業の運営技術を今後に引き継ぐために、自然の中を「歩く」

活動を中心に据えた事業を検討したいです。登山、ハイキング、トレッキングが持つマ

イナスイメージを払拭するためにも、「愛犬と散歩しよう」「山菜を探して料理しよう」

「歴史散策」など、参加者が好んで歩けるような活動を取り入れ、青少年の体力低下と

いう課題へ向き合いたいと考えています。 
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７）成果と課題 

① 成果 

  ・「さるこう会」を長崎県内の各公立青少年教育施設と協力して行い、スタッフ間の連

携が図れました。特に、他施設の職員が事業に参画し、コース設定の企画や参加者

の安全管理、自施設のプログラムの提供などを行えたことは、とても意義深いこと

でした。 

  ・親子参加型の登山プログラムに内容を一新し、はじめての登山への不安解消、子供

たちの困難克服体験、山頂到達による達成感、参加者同士の交流などを図ることが

でき、登山への興味・関心が高まりました。 

  ・登山ガイドからのアドバイス（コース選択、準備運動、安全指導、休憩の取り方、

登山の楽しみ方など）をプログラムに反映できました。 

 

② 課題 

  ・幅広い年齢層、登山経験の違いなど参加者の実態を生かした登山ルートの設定を慎

重に行っていく必要があります。 

  ・年間を通して、計画的な登山講座の位置づけが必要です。 

  ・今回は、施設連携を重視して登山ルートを考えましたが、参加者のニーズを把握し、

それに見合ったプログラムを提供する必要があります。 

 

③ 今後の展望 

   今年度に育んだ他施設との事業連携の結びつきを維持し続けるために、本所職員も登

山事業の運営に参画し、1 つの登山事業を両方の施設で募集し、協働で実施するなど、

登山事業の連携方策を探っていきたいと考えています。 

   また、本所で提供している五家原岳登山プログラムについても、五家原岳の魅力を伝

えるとともに、困難克服体験、登山者同士の助け合い、登頂時における達成感、安全意

識の向上など登山体験が持つ教育効果を広く発信し、多くの団体、青少年の利用につな

げられるよう定期的なイベント等の実施も考えたいです。 

   さらに、蓄積された登山事業の運営技術を今後に引き継ぐために、自然の中を「歩く」

活動を中心に据えた事業を検討したいです。登山、ハイキング、トレッキングが持つマ

イナスイメージを払拭するためにも、「愛犬と散歩しよう」「山菜を探して料理しよう」

「歴史散策」など、参加者が好んで歩けるような活動を取り入れ、青少年の体力低下と

いう課題へ向き合いたいと考えています。 

 
１）事業の背景 
  新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、学校が夏休みに入る 7月下旬から 8月上

旬の学校宿泊団体の利用中止及び日程変更が相次ぎました。そのため、繁忙期であるこの

期間の利用が例年に比べ大きく下回り、利用促進が大きな課題となりました。 

 また、本所では「キャンプをもっと身近なものにしたい」「キャンプで家族団らんのひと

時を過ごしてほしい」と考え、令和元年 10月から第 3日曜日を当所の「キャンプの日」に

制定し、家族の体験活動を推進しています。その効果から、家族を中心にキャンプを目的

とした利用が少しずつ増加しています。 

  そこで、近年のキャンプブームや親子キャンプのニーズの増加に応えるとともに、子供

たちに、自然体験活動の機会を提供するために、利用キャンセルが相次いだこの期間に親

子でのキャンプ泊体験「キャンプ Week」を新たに企画、実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

  親子でのキャンプ体験を通して、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。 
 

３）目標 

① 親子でのキャンプ体験を通して、普段以上に家族が会話する機会を増やす。 

② 野外炊事やテント泊体験を通して、自然体験活動の楽しさを体感する。 

③ 子供が活動する姿を見ることで、体験活動の重要性に気付く。 

 

４）対象 

  幼児や小・中・高・大学生のいる家族 1日 6家族まで（先着順） 
 
５）事業の実施 

① 参加者 

   7月 19日（月）～20日（火）   1家族（2名） 

   7月 20日（火）～21日（水） 

   7月 21日（水）～22日（木）   4家族（12名） 

   7月 22日（木）～23日（金）   6家族（26名） 

   7月 23日（金）～24日（土）   6家族（23名） 

   7月 24日（土）～25日（日）   6家族（27名） 

   7月 25日（日）～26日（月）   3家族（10名） 

   7月 26日（月）～27日（火）   1家族（3名） 

   7月 27日（火）～28日（水） 

   7月 28日（水）～29日（木）   1家族（5名） 

 
 
 
 
令和 3年 7月 19日（月・祝）～ 31日（土） 

     【担当：小野 栄策】 

子どもゆめ基金 20周年記念事業 

諫早青少年自然の家 キャンプ Week 
～夏休み親子でキャンプばしてみんね！～ 
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   7月 29日（木）～30日（金）   3家族（12名） 

   7月 30日（金）～31日（土）   6家族（27名） 

              合計    37家族（147名） 

 

② 日程 

   施設説明、テント設営説明、野外炊事説明（入所日）、テント撤収・物品返却（退所日）

以外は、基本自由時間としました。 

 【入所日】 【継続日】 【退所日】 

 適宜 受付、日程確認 

14:30 事務室前集合、キャンプ村移動 

15:00 はじまりの会、施設説明 

15:30 テント設営、寝袋等貸出 

16:00 野外炊事説明、食器等貸出 

終日 自由時間  9:00 テント撤収、食器・物品返却 

   本館移動 

10:00 退所手続き 

 
③ 活動の様子 

 
 

 
 

 

【はじまりの会】 

 キャンプ村での利用スケジュールを参加者に理解し

てもらうために、本館で受付が終わった家族は、キャン

プ村に移動し、はじまりの会、入所オリエンテーション

を行いました。はじまりの会では、スタッフ・参加者の

自己紹介を行い、「みんなで助け合いキャンプを楽しも

う」を合言葉に家族間交流が活性化するように確認を行

いました。その結果、少人数で参加した家族や活動に困

った家族に声かけをしたり手伝ったりする姿が多く見

られました。 

 入所オリエンテーションでは、キャンプ村施設説明、

日程説明、スタッフの役割、利用の約束、緊急時の対処

方法などを説明し、参加者が不安にならないようにしま

した。 

 
 

 
 

【テント設営】 

 スタッフによるテントの張り方、片付け方の説明を聞

いた参加者は、早速つどいの広場に集合して、テントの

設営をはじめました。風で飛ばないように杭を打つ子、

雨除けのフライシートを張る子、ポールをつなぐ子、寝

袋を倉庫から運ぶ子など、小さい子供たちにも役割を与

えながら家族で協力してテントを張っていました。「意

外と簡単に張ることができました」「子供たちが手伝っ

てくれたので頼もしかったです」「困っていたらスタッ

フの方が手伝ってくれました」など、自分たちの力で張

ることができた喜びを感じていました。参加者の中に

は、初めてテントを張った方や購入したばかりのテント

を持参した家族もいて、次のキャンプにつながる体験が

できました。 
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   施設説明、テント設営説明、野外炊事説明（入所日）、テント撤収・物品返却（退所日）
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 【入所日】 【継続日】 【退所日】 

 適宜 受付、日程確認 
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終日 自由時間  9:00 テント撤収、食器・物品返却 

   本館移動 

10:00 退所手続き 

 
③ 活動の様子 

 
 

 
 

 

【はじまりの会】 

 キャンプ村での利用スケジュールを参加者に理解し

てもらうために、本館で受付が終わった家族は、キャン

プ村に移動し、はじまりの会、入所オリエンテーション

を行いました。はじまりの会では、スタッフ・参加者の

自己紹介を行い、「みんなで助け合いキャンプを楽しも

う」を合言葉に家族間交流が活性化するように確認を行

いました。その結果、少人数で参加した家族や活動に困

った家族に声かけをしたり手伝ったりする姿が多く見

られました。 

 入所オリエンテーションでは、キャンプ村施設説明、

日程説明、スタッフの役割、利用の約束、緊急時の対処

方法などを説明し、参加者が不安にならないようにしま

した。 

 
 

 
 

【テント設営】 

 スタッフによるテントの張り方、片付け方の説明を聞

いた参加者は、早速つどいの広場に集合して、テントの

設営をはじめました。風で飛ばないように杭を打つ子、

雨除けのフライシートを張る子、ポールをつなぐ子、寝

袋を倉庫から運ぶ子など、小さい子供たちにも役割を与

えながら家族で協力してテントを張っていました。「意

外と簡単に張ることができました」「子供たちが手伝っ

てくれたので頼もしかったです」「困っていたらスタッ

フの方が手伝ってくれました」など、自分たちの力で張

ることができた喜びを感じていました。参加者の中に

は、初めてテントを張った方や購入したばかりのテント

を持参した家族もいて、次のキャンプにつながる体験が

できました。 
 

 
 

 
 

【野外炊事】 

 テントを設営したあとは、いよいよ各自が持参した食

材を使った、夕食（次の日の朝食も含む）作りです。最

初に、親子で協力してテーブルの準備を行いました。小

さい子供たちも喜んでお手伝いをしていました。調理や

かまど準備では、スタッフの安全指導のあと、親が見守

る中、薪を割ったり、火をつけたり、食材を切ったりし

て料理を完成させました。「初めて野外で調理をしまし

た」「薪割りや火付けは、最初怖かったけど、だんだん

慣れて簡単になりました」「子供たちがよく手伝ってく

れて助かりました」「仕事をたくさん任せました。頼も

しく感じました」などの感想を聞くことができました。 
 

 

【自由時間】 

 基本的に、スタッフが参加者に関わるテント設営と、

野外炊事の安全指導以外は、できる限り家族で自由に過

ごす時間を増やすように努めました。持ってきた遊び道

具で楽しんだり、昆虫採集を行ったり、焚火を囲んで団

らんしたりするなど、親子で思い思いに触れ合い、楽し

く過ごす様子が随所に見られました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％  0％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・思った以上に暗かったです。明りのありがたさを体験できました。 

  ・次回はサポート無しでテント泊をやりたいです。次もやりたいです。 

  ・空き時間にこんな活動がしたいです。（沢登り、虫取り、キャンプファイヤー、ナイ

トウォーク、森探検、ピザづくり、ハンモック体験等） 

  ・思ったよりも忙しかったです。時間がたりませんでした。 

  ・何の準備もなくキャンプができて良かったです。 

  ・他の家族と仲良くなれました。コミュニケーションがとれました。 

  ・キャンプに躊躇していましたが、一歩を踏み出せました。 

  ・みんなで掃除をする時間があればよかった。 

  ・施設が整っていました。器具が揃っていました。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

    昨今のキャンプブームの影響もあり、延べ 147名の参加がありました。参加者の満足

度も一様に高く、活動に満足されていました。初参加の方が、今回の経験によりスキル
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アップが図られ、次回への参加意欲が高まったこと、複数回参加された方は、キャンプ

の見通しが持たれており、準備の手際がよく時間の有効活用が図られていたことは大き

な成果です。今回は多くのスタッフがキャンプの支援にあたり、参加者の声を聞けたこ

とで、その後の団体対応に役立てることができました。 

 

② 課題 

    親子の関りを高める、家族間交流の機会を増やす、体験活動のノウハウを学んでもら

うなど、キャンプを実施するときのスキルアップ講座などを設定する必要があります。 

 

③ 今後の展望 

    日頃のキャンプ村の家族利用、キャンプの日を含めて当施設を複数回利用する家族も

増えてきました。最初は、テント設営、料理の準備、道具の片付けなど時間のかかって

いた活動が、やり方や見通しを持てたことで短時間に終わるようになりました。その結

果、各家族にゆとりが生まれ、この時間の有効活用が利用満足感、リピート率の向上に

つながると考えます。「何をしたらいいの」と迷う家庭も多いです。また、休日も両親が

勤務のため、母親（父親）のみの家庭、ひとり親家庭の参加も多く、子供の相手をしな

がらのキャンプは気苦労もたえません。その解消のため 3つの方法を考えています。 

    まず、キャンプに精通した講師を招聘して、キャンプを楽しむ技能講座を定期的に開

催します。また、親子で楽しめる自然体験活動を具体的に紹介してもらいます。昨今、

流行りの一人キャンプのノウハウを学ぶことも効果的だと考えます。 

次に、家庭で取組めるアクティビティを増やし、ニーズにこたえられるようにアイデ

アを出していきたいと思います。例えば、昆虫の森づくり、クラフト材料マップ、沢ガ

ニ祭、蛍を見に行こう、星空を見よう、火付け体験、インスタウォークラリーなどを提

案していきます。 

    最後に、組織化を図っていきます。キャンプ初心者、中級者、上級者に分け、初心者

をターゲットに上記の取組を展開し、参加登録を行い他の利用者と区別します。手厚い

指導、情報の提供などを行い、リピーターとなるまで支援していこうと考えています。 
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アップが図られ、次回への参加意欲が高まったこと、複数回参加された方は、キャンプ

の見通しが持たれており、準備の手際がよく時間の有効活用が図られていたことは大き

な成果です。今回は多くのスタッフがキャンプの支援にあたり、参加者の声を聞けたこ

とで、その後の団体対応に役立てることができました。 

 

② 課題 

    親子の関りを高める、家族間交流の機会を増やす、体験活動のノウハウを学んでもら

うなど、キャンプを実施するときのスキルアップ講座などを設定する必要があります。 

 

③ 今後の展望 

    日頃のキャンプ村の家族利用、キャンプの日を含めて当施設を複数回利用する家族も

増えてきました。最初は、テント設営、料理の準備、道具の片付けなど時間のかかって

いた活動が、やり方や見通しを持てたことで短時間に終わるようになりました。その結

果、各家族にゆとりが生まれ、この時間の有効活用が利用満足感、リピート率の向上に

つながると考えます。「何をしたらいいの」と迷う家庭も多いです。また、休日も両親が

勤務のため、母親（父親）のみの家庭、ひとり親家庭の参加も多く、子供の相手をしな

がらのキャンプは気苦労もたえません。その解消のため 3つの方法を考えています。 

    まず、キャンプに精通した講師を招聘して、キャンプを楽しむ技能講座を定期的に開

催します。また、親子で楽しめる自然体験活動を具体的に紹介してもらいます。昨今、

流行りの一人キャンプのノウハウを学ぶことも効果的だと考えます。 

次に、家庭で取組めるアクティビティを増やし、ニーズにこたえられるようにアイデ

アを出していきたいと思います。例えば、昆虫の森づくり、クラフト材料マップ、沢ガ

ニ祭、蛍を見に行こう、星空を見よう、火付け体験、インスタウォークラリーなどを提

案していきます。 

    最後に、組織化を図っていきます。キャンプ初心者、中級者、上級者に分け、初心者

をターゲットに上記の取組を展開し、参加登録を行い他の利用者と区別します。手厚い

指導、情報の提供などを行い、リピーターとなるまで支援していこうと考えています。 

 
１）事業の背景 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により自然体験や体験活動等の機会が減少

しており、本施設においても、昨年度から宿泊利用団体のキャンセルや教育事業の規模縮

小・中止などが相次ぎ、年度当初に計画していた体験活動の実施が困難な状況でした。 

 そこで、コロナ禍においても、子供たちの体験活動の機会を安全安心に提供するために、

当初の看板プログラムである沢活動を、感染防止対策を講じながら実施することとしまし

た。 

 

２）事業の趣旨 

   小学校 5・6年生の子供たちが、自然体験活動（沢登り）等を通して、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。 
 

３）目標 

① 積極的に友達と関わり、協力して活動することができる。 

② 自然の大切さや、自然の中で体を動かす楽しさを知る。 

③ 自分の周りにいる人や物、自然に対して、感謝や思いやりを持った行動ができる。 

 

４）対象 

  小学校 5年生・6年生 30人 
 
５）事業の実施 

① 参加者 

   15名（男子 9名、女子 6名） 

 男子 女子 合計 

小学 5年 9 0 9 

小学 6年 0 5 5 

合計 9 5 14 

 

② 日程 

 時間 内容 

   9:00 受付 

   9:30 始まりの会 仲良くなるゲーム 

  10:30 沢登り 準備 

 11:00 沢へ 

 12:00 昼食（キャンプ村） 

                        
 
 
 
令和 3年 9月 23日（木）秋分の日 

        【担当：小野 栄策】 

子どもゆめ基金２０周年記念事業 
われら 沢登り 探検隊 
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   13:00 沢登り（深海川コース） 

  16:00 自然の家へ 

 16:30 振り返り 終わりの会 

  17:00 自然の家解散 

 
③ 活動の様子 

 
 

 

【仲良くなるゲーム】 

 受付、始まりの会が終わり、緊張感が漂う雰囲気を和

ませるために、仲良くなるゲームを行いました。顔も名

前も知らない子供たち同士が、気軽に話せるように、じ

ゃんけんゲームや、円になって自己紹介ゲームを行いま

した。 

個人個人の名前を覚えたところで、集団でのゲームを

行いました。事前に性別や年齢、参加経験をもとに班を

構成し、子供たち同士の間隔を空けるなどの感染症予防

対策を施しながらゲームを進めました。同じ動きをす

る、並び替える、自分の思いを伝える、助け合うなど、

参加者同士の関りを重視した活動を仕組むことで、一つ

の課題をみんなで解決しようとする姿が見られました。

ゲーム進行のスタッフが沢登りにつながるような活動

の意味付け、価値付けを行い、「みんなで助け合いなが

ら沢のゴールを目指そう」という意識が高まりました。 

  

 
 

 

【沢登り安全指導】 

 沢登りは危険度の高い活動です。転倒や滑落によるけ

が、熱中症や低体温症による体調不良、危険な動植物な

ど、参加者が注意しなければならない内容が多いため、

その一つ一つを具体的にイメージできるように挿絵を

用いながら説明を行いました。 

 また、寒さやけが対策はもちろん、水難事故にあわな

いようにヘルメットやライフジャケットを装着し、その

役割を理解させながら安全管理に努めました。 

 さらに、今回の目標でもある「協力」を意識づけるた

めに、班やバディで行う安全対策や沢での手助けの仕方

などを考えました。また、活動中もコースの途中で立ち

止まりながら、岩場の状況に合わせた安全指導を行いま

した。子供たち同士の声掛けや相手を思いやる行動が随

所に見られました。 
 

－ 38 －



   13:00 沢登り（深海川コース） 
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  17:00 自然の家解散 

 
③ 活動の様子 

 
 

 

【仲良くなるゲーム】 

 受付、始まりの会が終わり、緊張感が漂う雰囲気を和

ませるために、仲良くなるゲームを行いました。顔も名

前も知らない子供たち同士が、気軽に話せるように、じ

ゃんけんゲームや、円になって自己紹介ゲームを行いま

した。 

個人個人の名前を覚えたところで、集団でのゲームを

行いました。事前に性別や年齢、参加経験をもとに班を

構成し、子供たち同士の間隔を空けるなどの感染症予防

対策を施しながらゲームを進めました。同じ動きをす

る、並び替える、自分の思いを伝える、助け合うなど、

参加者同士の関りを重視した活動を仕組むことで、一つ

の課題をみんなで解決しようとする姿が見られました。

ゲーム進行のスタッフが沢登りにつながるような活動

の意味付け、価値付けを行い、「みんなで助け合いなが

ら沢のゴールを目指そう」という意識が高まりました。 

  

 
 

 

【沢登り安全指導】 

 沢登りは危険度の高い活動です。転倒や滑落によるけ

が、熱中症や低体温症による体調不良、危険な動植物な

ど、参加者が注意しなければならない内容が多いため、

その一つ一つを具体的にイメージできるように挿絵を

用いながら説明を行いました。 

 また、寒さやけが対策はもちろん、水難事故にあわな

いようにヘルメットやライフジャケットを装着し、その

役割を理解させながら安全管理に努めました。 

 さらに、今回の目標でもある「協力」を意識づけるた

めに、班やバディで行う安全対策や沢での手助けの仕方

などを考えました。また、活動中もコースの途中で立ち

止まりながら、岩場の状況に合わせた安全指導を行いま

した。子供たち同士の声掛けや相手を思いやる行動が随

所に見られました。 
 

 
 

   

【沢登り】 

 本所にある 3つの沢コースの中で、最も難易度の高い

「深海川コース」にチャレンジしました。このコースは、

水深が深く、子供たちの行く手を遮るように巨岩が立ち

はだかり、速い水流でなかなか一人では進めないコース

です。集中力を失うと岩から足を踏み外したり、滑りや

すい苔で転倒したりする危険もあります。 

より安全性を確保するために、2 つのグループに分

け、スタッフをそれぞれに配置し、コース取りの選択や

その場にあった登り方、困った友達への対処方法などを

考えさせながら、時間をかけて進みました。午前中の仲

良くなるゲームの効果もあり、「大丈夫」の声掛けや、

登ることに苦労する子供たちへの働きかけなど、友達を

一人にしない行動が随所に見られました。 

日頃できない非日常体験に満足していました。 

 

【振り返り】 

 活動の振り返りは、まず一人一人が今回の沢登り体験

で感じたことを個人やグループでまとめ、全員が円にな

って発表しました。参加者が少人数だったこともあり、

しっかりと時間をかけて行うことで、参加者一人一人が

真剣に思いを伝え、事業を締めくくることができまし

た。子供たちの発表では、「協力」「挑戦」「安心」など

の言葉が数多く聞かれ、友達の思いやりのありがたさを

強く感じていました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％  0％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・コロナ禍の中、知らない人とコミュニケーションをとって、協力してたくさんの活

動をして、思い出をつくることができました。もっとこの場を利用してたくさんの

友達をつくりたいと思いました。 

  ・登れない岩があったら、友達が上から手を出してくれて岩を登れたので、うれしか

ったです。自然の家のスタッフもやさしくしゃべりやすかったからよかったです。

また違うキャンプに参加したいです。 

  ・自分がやったことないことばかりで、挑戦しようと思う気持ちがわいてきました。 

  ・みんな一致団結して行動できました。 

  ・沢登りは、一人ではなく二人や三人で協力しないといけないことが分かった。 

  ・スリル満点でした。本当に探検隊みたいで、また来たいと思いました。 

  ・まず、ゲームをしました。その活動がなかったら沢登り中に協力することができな

いと思いました。協力を意識できたので、ゲームがあってよかったと思いました。 

  ・みんなで助け合って仲が深められました。自然と触れ合うことができてよかったです。 
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７）成果と課題 

① 成果 

  ・参加者の満足度は高く、事業の目標である「協力すること」「友達を思いやること」

「自然を満喫すること」なども高い評価でした。 

・子供たちの意識が連続して発展するように、プログラムの組み方を工夫しました。

仲間づくりゲームから沢登り体験へとつなげる展開は、子供たちが協力することを

体験から学び、沢登りの場面で自然と力を合わせることができるなど効果的でした。 

・コロナ禍の中、感染症対策として今回は特に三密を避けた仲間づくりゲームや話し

合い活動に留意して行いました。 

 

② 課題 

  ・今回は、仲間づくりゲームを室内で行いましたが、屋外で行うなど、時と場所、内

容を工夫し、沢登りにつながる活動プログラムをさらに充実させていく必要があり

ます。 

・沢登りは季節限定の体験活動であるので、沢登りを行えない時期にも同様の活動を

実施できるよう開発した「岩場登り」においても、仲間づくりとのパッケージング

が有効であるか検証する必要があります。 

 

③ 今後の展望 

   現在、多くの利用団体が行っている沢活動の流れは、自然の家職員が安全指導を行い、

団体が安全具を装着し、各沢コースまで歩いて行きます。一通り沢登りを行った後は、

本館まで戻ってきて着替えを行い、帰路に就くというパターンが一般です。少し時間に

余裕のある団体は、仲間づくりゲームを行い、友達同士が「協力すること」「助け合うこ

と」など、体験を通してイメージを持たせて、沢登りへと発展していきます。より多く

の団体が、沢登りを集団づくりに意識して取り組むためにも、この仲間づくりゲームを

移動中の適切な場所で行ったり、沢登りで「協力すること」を疑似体験できるプログラ

ムを開発したり必ず振り返りを位置づけたりして、プログラムを工夫していきたいと考

えております。 

   また、沢登り活動で、どんなプログラムを提供すれば仲間づくりプログラムに発展す

るか、職員の考える場が必要です。そこで、沢登りを行っている近隣社会教育施設にも

声をかけ、沢登りに精通した講師を招き、研修会を開く中で、沢の中でも場所（水の深

い場所、岩場、滑りやすい場所、水生生物の存在、流れがある場所等）に応じたプログ

ラムを提供していきたいです。 

   さらに、今年度新規コースとして開発をめざしていた沢登りロングコースの設置をめ

ざしていきます。このコースでの沢のバリエーションは豊富で、様々なアクティビティ

が開発されると考えます。練習コース、本番コースの運営など、当面は、教育事業での

活用をめざして可能性を広めていきたいと考えています。 
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えております。 

   また、沢登り活動で、どんなプログラムを提供すれば仲間づくりプログラムに発展す
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1回目 令和 3年 9 月 25日（土）日帰り 

2回目 令和 3年 10月 30日（土）日帰り 

3回目 令和 3年 11月 27日（土）日帰り 

4回目 令和 4年 1 月 29日（土）日帰り（中止）    【担当：松元 延行】 

 
 
 
 
 
 

１）事業の背景 

（独）国立青少年教育振興機構では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により自然体

験や体験活動等の機会が減少していることを踏まえ、必要な感染防止対策を行いながら安

全安心な体験活動等の重要性を広く普及・啓発するため、親子・幼児等に自然体験や読書

活動などに親しむ機会や青少年が様々な体験活動を通して自己成長や自己実現等を図るこ

とができる場の提供等を目的として事業を実施しています。 

特に、不要不急の外出を控えた生活が長引き、家族そろっての自然体験活動や体験活動

等の機会減少は深刻であると考え、市街地における自然体験活動や体験活動等の機会と場

の提供を行うべく、市街地にある NPO法人と連携し、身近な場所で気軽に行えるデイキャ

ンプを、感染防止対策を講じながら実施することとしました。 

 

２）事業の趣旨 

自然体験活動や読書活動などを通して、体験活動の楽しさを体感してもらうとともに

SDGsについて知ってもらい、体験活動の重要性や SDGsの普及と啓発を図る。 

また、本事業を通じて関係団体との連携を図り、市街地における体験活動の定着・発展

を推進する。 

 
３）目標 

・「キャンプって楽しいな」「また、キャンプしたい」と、参加した家族が感じることがで

きる。 

・家族の団らんを図る。 

・市街地での体験を通して関係団体と連携できる。 

 

４）対象 

  幼児から大学生のいる家族 10組 

 

５）事業の実施 

① 期日 1回目 令和 3年 99月 25日（土） 

       2回目 令和 3年 10月 30日（土） 

       3回目 令和 3年 11月 27日（土） 

       4回目 令和 4年 91月 29日（土）中止 

      ※1月 29日（土）に追加実施を計画しましたが、新型コロナウイルス感染症感染

拡大に伴い、長崎県にまん延防止等重点措置が適用されたため、中止しました。 

子どもゆめ基金 20周年記念事業 

国立諫早青少年自然の家 in長崎「まち dayキャンプ！」 
～出張！キャンプの日～ 
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② 参加者 

   開催日別内訳 

 家族 人数合計 

1回目 令和 3年 99月 25日 4 34 

2回目 令和 3年 10月 30日 5 51 

3回目 令和 3年 11月 27日 9 58 

   ※1回目は、共催団体とのプレキャンプ 

 

③ 日程（各日共通） 

10：00 自然体験活動コーナーの運営 

（薪割り、火おこし、たき火、畑作体験、木のぼり、ハンモック、スラック 

 ライン、クラフト活動） 

15：00 自由解散 

 

④ 会場 
   長崎シビックホール（長崎市） 

 
⑤ 活動の様子 

 

【薪作り、火おこし、たき火】 

 会場には、3～4つのボンファイヤー台を設置し、ファイ

ヤー台に火をつけるために薪作りから行いました。参加者

は朽ちた樹木の支柱をノコギリで切り、ボンファイヤー台

に集めた後に火をつけ、持ち寄った食材を焼いて食べてい

ました。他の家族が持ってきた食材を見て、「次回は自分

たちも持ってこよう。」などの会話も聞こえてきました。 
 

 

【畑作体験】 

 今後通年で自然体験活動ができるよう会場のシビック

ホールの周りに、参加者と一緒に畑づくりを行いました。

鍬を使って土を耕し、岩や木の根を掘り起こし、ゴマの種

などを植えていきました。農家にとってはつらさが勝る作

業も、子供たちにとってはとても楽しい土いじりであり、

休憩や他の活動も忘れて一日中畑づくりに夢中になって

いました。 
 

 

【木のぼり、ハンモック、スラックライン】 

 畑の横にある小さな林には、木のぼりとハンモック、ス

ラックラインのスペースを設置しました。NPO 法人スタッ

フが子供たちと一緒にハンモックや木登りの縄はしごを

設置し、大人が乗って安全を確かめた後、子供たちに提供

を行いました。子供たちは、自分の身長より高い木登りに

挑戦したり、大人もハンモックで一休みしたりしました。 
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② 参加者 

   開催日別内訳 

 家族 人数合計 

1回目 令和 3年 99月 25日 4 34 

2回目 令和 3年 10月 30日 5 51 

3回目 令和 3年 11月 27日 9 58 

   ※1回目は、共催団体とのプレキャンプ 

 

③ 日程（各日共通） 

10：00 自然体験活動コーナーの運営 

（薪割り、火おこし、たき火、畑作体験、木のぼり、ハンモック、スラック 

 ライン、クラフト活動） 

15：00 自由解散 

 

④ 会場 
   長崎シビックホール（長崎市） 

 
⑤ 活動の様子 

 

【薪作り、火おこし、たき火】 

 会場には、3～4つのボンファイヤー台を設置し、ファイ

ヤー台に火をつけるために薪作りから行いました。参加者

は朽ちた樹木の支柱をノコギリで切り、ボンファイヤー台

に集めた後に火をつけ、持ち寄った食材を焼いて食べてい

ました。他の家族が持ってきた食材を見て、「次回は自分

たちも持ってこよう。」などの会話も聞こえてきました。 
 

 

【畑作体験】 

 今後通年で自然体験活動ができるよう会場のシビック

ホールの周りに、参加者と一緒に畑づくりを行いました。

鍬を使って土を耕し、岩や木の根を掘り起こし、ゴマの種

などを植えていきました。農家にとってはつらさが勝る作

業も、子供たちにとってはとても楽しい土いじりであり、

休憩や他の活動も忘れて一日中畑づくりに夢中になって

いました。 
 

 

【木のぼり、ハンモック、スラックライン】 

 畑の横にある小さな林には、木のぼりとハンモック、ス

ラックラインのスペースを設置しました。NPO 法人スタッ

フが子供たちと一緒にハンモックや木登りの縄はしごを

設置し、大人が乗って安全を確かめた後、子供たちに提供

を行いました。子供たちは、自分の身長より高い木登りに

挑戦したり、大人もハンモックで一休みしたりしました。 
 

 

【クラフト】 

 自然の家から持ち込んだ材料や、会場周辺で手に入れた

材料を使ったクラフトブースを設置し、自由にクラフト活

動ができるようにしました。シビックホールの周辺では、

どんぐりが多数手に入ります。どんぐりコマや、トトロの

置物、その他自由な発想から作成するクラフトを多数制作

し、作った作品を持ち帰っていきました。 
 

 

 
６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

77％ 23％ 0％ 0％ 

  

② 参加者の声 

  ・（市街地である）長崎市在住なので、近くでこのような機会があると気軽に参加でき

て助かります。 

  ・子供も大人も大変楽しみました。特に、畑作りは夢中になりました。 

  ・街中でもキャンプが楽しめるのは良い。今度は、自然の中でキャンプをしたい。 

  ・普段は子供が遊んだり活動したりする姿を見ているだけでしたが、このキャンプで

は自分も子供のように一緒になって遊んでしまいました。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   市街地を活動拠点にしている NPO法人に企画段階から参画いただいて計画しました。

内容の検討にあたっては、NPO法人の事務所周辺のフィールドで行える活動であること、

今後も、NPO法人が事業を継続実施できる活動であることを基準に企画しました。 

また、運営も NPO法人及び NPO法人が集めたスタッフ中心で行い、本所職員は安全管

理やスタッフを支援・指導する立ち位置で参加しました。第 1回の時に、どのように参

加者に接すればいいのか分からずにいた NPO法人のスタッフも、回を重ねるごとに、安

全管理として注意すべき点や、子供に分かりやすく説明する言葉かけ、どのような時に

子供がけがするのかに気付くようになり、3 回目のキャンプでは、堂々とした立ち振る

舞いで子供に接する姿が見られました。 

今回、市街地で行う自然体験活動を展開しましたが、キャンプは大変好評で、参加募

集や参加者の反応を見る限り、市街地に住む家族においても、自然体験活動に対する関

心の高さが伺えました。 

 

② 課題 

   今年度は連携した NPO法人に事業運営ノウハウを提供し、次年度以降、法人単独で事

業を実施できるように支援を行ってきましたが、NPO 法人の専属スタッフは１名しかお

らず、継続運営には NPO法人のボランティアスタッフの協力が不可欠です。 

今後も入れ替わりが多い NPO法人のスタッフに対して、安心・安全に事業を運営でき

るよう、継続的な安全指導の支援が必要であると考えます。 

－ 43 －



③ 今後の展望 

   事業の企画立案段階から話し合いを続けてきた NPO法人とは、今後、当所スタッフが

いなくても実施できるよう準備を進めてきており、これからも連携を継続し、市街地に

おける自然体験活動の重要性の普及啓発に努めたいと考えています。 

    当所は自然豊かな場所にありますが、多くの人に体験活動の機会と場の提供を行うた

めに、今後も様々な機関や団体等と連携して、市街地での自然体験活動なども提供して

いきたいと考えています。 
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③ 今後の展望 

   事業の企画立案段階から話し合いを続けてきた NPO法人とは、今後、当所スタッフが

いなくても実施できるよう準備を進めてきており、これからも連携を継続し、市街地に

おける自然体験活動の重要性の普及啓発に努めたいと考えています。 

    当所は自然豊かな場所にありますが、多くの人に体験活動の機会と場の提供を行うた

めに、今後も様々な機関や団体等と連携して、市街地での自然体験活動なども提供して

いきたいと考えています。 

 
１）事業の背景 
 国立青少年教育振興機構（以下、当機構）では、毎年 1月 6日に国立オリピック記念青

少年総合センター（以下、オリセン）を会場として、全国から高校生や大学生を募り「全

国青少年書き初め大会」を開催しています。本大会は、第 11 回の開催を終え、大会の知

名度も上がり、参加者数もある一定の段階まで確保することができています。 
一方で、本大会がオリセンの所在する東京での開催である点や、対象が高校生及び大学

生に限定されている点などから、全国の青少年に幅広く体験の機会を提供できているとは

言い難い状況です。 
この背景を踏まえ、当機構では青少年に対して様々な体験活動の場や機会を提供し、広

く普及するという基本理念に則り、日本の伝統文化の一つである「書」活動についても、

青少年の文化体験活動の裾野をより広げることを目的に「全国一斉書き初め大会」を新設

し、全施設において書き初めに関連するイベントを毎年開催することとしました。具体的

には青少年やその家族を対象に、書き初めや日本の伝統文化に触れる機会を設けます。 令
和４年度からの全施設本格実施に先駆け、令和３年度は試行事業として実施するものです。 

 

２）事業の趣旨 

  日本の伝統文化の一つである「書」活動について、青少年の文化体験活動の裾野をより

広げることを目的に、書き初めに関連するイベントを開催し、青少年やその家族を対象に

書き初めや日本の伝統文化に触れる機会を設ける。 
 

３）目標 

① 積極的に友達と関わり、協力して活動することができる。 

② 筆ペンアート、書道に興味を持ち、好きな文字を丁寧に書くことができる。 

③ 自分の作品に対する思いをみんなに伝えることができる。 

 

４）対象 

  小学 3年生～中学 3年生 30名程度 

 
５）事業の実施 

① 参加者 

   17名（男子 6名、女子 11名） 

 小学 3年 小学 4年 小学 5年 小学 6年 中学 1年 合計 

男子 4 1 1 0 0 6 

女子 1 2 6 1 1 11 

合計 5 3 7 1 1 17 

   

                        
 
 
令和 4年 1月 8日（土） 

     【担当：小野 栄策】 

みんなで書き初めばしてみんね！ 
～文字に込めた思いを伝えよう～ 
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② 日程 

 時間 内容 

   9:30 受付 

   9:45 始まりの会 仲良くなるゲーム 

  10:30 カラフル筆ペンアート 

 12:00 昼食（お正月料理を食べよう）【レストラン】 

 13:00 ミニ講演（言葉に込めた思い） 

   13:30 書き初め体験 

  15:00 作品発表会 

 15:30 書道部パフォーマンス 

  16:00 おわりの会 解散 

 
③ 活動の様子 

 

【仲良くなるゲーム】 

 受付、始まりの会が終わり、緊張感が漂う雰囲気を和

ませるために、仲良くなるゲームを行いました。顔も名

前も知らない子供たちが、気軽に話せるように、じゃん

けんゲーム・自己紹介ビンゴゲームを行いました。初め

て会った子と仲良くなり、昼休みも一緒に遊び、友達づ

くりのきっかけとなりました。 

  

 
 

 

【カラフル筆ペンアート】 

 子供たちは、好きな字を一字決めて、はがきサイズの

紙に、筆ペンでカラフルに字を描きました。講師から「普

段書いている字の概念にとらわれず自由に書こう」とア

ドバイスをいただき、文字の色や形、大きさや書く方向

などを工夫し、イメージをさらにふくらませて作品を完

成させました。講師が机間指導の中で、迷っている子へ

の具体的なアドバイスや作品を褒めることで、子供たち

のやる気につながっていました。 

 習字とは違って自由に表現できたこと、自分の考えた

アイデアがきれいに表現できたこと、色づかいや書く場

所によって作品の印象が違うことに気付けたことなど、

作品作りを楽しんでいました。 

 最後はお気に入りのカードを一枚選び、はがき掛けに

貼って、家で飾れるようにしました。 

  

 

【お正月料理】 

 昼食は、レストランのご厚意によりお雑煮とお節料理

を準備していただきました。お節料理には子孫繁栄や長

寿、出世、運気上昇などの願いを込められていることを

紹介し、みんなで食べました。きれいな盛り付けに感動

したようで、日頃食べられないような食材も出て、見た

目も楽しみながら会食を楽しみました。 
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【書き初め】 

 まず、講師が、書道を志したきっかけや書道のすばら

しさなどを紹介しました。 

次に、講師が、準備したお手本をもとに西海学園高等

学校書道部の生徒たちの支援を受け、書き初めを行いま

した。親しみやすいお兄さん・お姉さんが、マンツーマ

ンで分かりやすく教えてくれたことで、子供たちは集中

して、お手本に近づくような美しい文字を書くことがで

きました。 

 最後に、書道部の生徒が司会を務め、「なぜ書き初め

にこの字を選んだか」を一人一人発表しました。参観し

た保護者も「こんなに上手にかけるとは思いませんでし

た」と技術の上達ぶりに驚いていました。 
 

 
 

【書道パフォーマンス】 

 事業の締めくくりとして、西海学園高等学校書道部の

生徒たちが、書道パフォーマンスを披露しました。個々

の書道技術を寄せ合い、大きな紙に色とりどりの墨汁で

書かれる字は、とてもダイナミックで参観者を魅了しま

した。 

この活動は、自然の家インスタグラム登録者にライブ

配信しました。はじめての取組でしたが、複数の視聴が

確認できました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％  0％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・自分の考えがうまく表現できた作品があって、先生に褒められました。 

・カラフルに字を書けて楽しかったです。いろいろな形にするところが思った以上に、

楽しかったです。 

  ・想像力をのばす機会でもあり、優しくアドバイスやポイントを教えてもらえました。いろい

ろなアイデアを思いついて、とても楽しかったです。 

  ・最初書いた時よりきれいになったのでうれしかったです。みなさんのおかげでちょ

っと習字が好きになりました。 

  ・書道の先生や学生さんたちも来てくれて楽しくなりました。書道パフォーマンスを

生で見られて、迫力がありました。学校でも頑張りたいです。 

  ・書道の指導、発表会の司会、書道パフォーマンス、すべてが頼もしかったです。 

 

－ 47 －



７）成果と課題 

① 成果 

   ア．カラフル筆ペンアート 

・カラフル筆ペンアートを取り入れたことで、字を書くことが苦手な子供も意欲的に

取り組むことができました。 

・講師が、一人一人優しく具体的なアドバイスを行い、作品の良いところをたくさん

褒めていただいたおかげで、子供たちのやる気が高まり、意欲的に活動に臨むこと

ができました。 

・少し活動時間が長いように感じましたが、全員集中して作品作りに没頭することが

できました。 

 

   イ．書き初め 

・書き初めの指導で、西海学園高等学校書道部の生徒たちの協力を得られたことは、

参加した子供たちの技術向上だけではなく、高校生の支援する力を高められたので

効果的でした。 

・年齢も近く、親近感もあり、書道の知識や技能を持ち合わせた高校生が、指導する

ことで、個別指導を充実することができました。 

 

   ウ．作品発表会、書道パフォーマンス 

   ・作品発表会や書道パフォーマンスの運営も高校生に任せることができました。 

・作品発表会や書道パフォーマンスは、コロナウィルス感染症対策を十分に行いなが

ら保護者にも参観を促しました。また、当日参加できない方々のためにインスタラ

イブ配信という形でパフォーマンスを大勢の人に見ていただきました。子供だけで

なく大人にも体験活動のよさを感じていただけました。 

 

② 課題 

  ・今回は「書」にこだわって活動内容を構成してみました。自然体験をメインに行う

施設の強みを生かすうえでも、書に興味がない子供たちも参加しやすいプログラム

内容を考えていく必要があります。 

  ・お正月料理の評価がとても低くかったのは、正月休み明けなのに、似たメニューで

あったことからあまり食が進まなかったことが考えられます。例えば七草がゆなど

伝統文化の食を学ぶなど、食育の時間として工夫していくことも考えられます。 

・チラシの配付、広報誌への掲載などにより募集を行ったが、十分な参加者を確保で

きませんでした。広報内容・広報の仕方などを考えていく必要があります。 

 

③ 今後の展望 

高校生との連携が効果的だったので、今後は、地元の高校にアプローチして今回同様

の書道活動を仕組むことが考えられます。また、子供だけでなく大人にも伝統文化体験

のよさを伝えることも有効だと思います。今後は、親子参加型でいきたいです。 
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７）成果と課題 

① 成果 

   ア．カラフル筆ペンアート 

・カラフル筆ペンアートを取り入れたことで、字を書くことが苦手な子供も意欲的に

取り組むことができました。 

・講師が、一人一人優しく具体的なアドバイスを行い、作品の良いところをたくさん

褒めていただいたおかげで、子供たちのやる気が高まり、意欲的に活動に臨むこと

ができました。 

・少し活動時間が長いように感じましたが、全員集中して作品作りに没頭することが

できました。 

 

   イ．書き初め 

・書き初めの指導で、西海学園高等学校書道部の生徒たちの協力を得られたことは、

参加した子供たちの技術向上だけではなく、高校生の支援する力を高められたので

効果的でした。 

・年齢も近く、親近感もあり、書道の知識や技能を持ち合わせた高校生が、指導する

ことで、個別指導を充実することができました。 

 

   ウ．作品発表会、書道パフォーマンス 

   ・作品発表会や書道パフォーマンスの運営も高校生に任せることができました。 

・作品発表会や書道パフォーマンスは、コロナウィルス感染症対策を十分に行いなが

ら保護者にも参観を促しました。また、当日参加できない方々のためにインスタラ

イブ配信という形でパフォーマンスを大勢の人に見ていただきました。子供だけで

なく大人にも体験活動のよさを感じていただけました。 

 

② 課題 

  ・今回は「書」にこだわって活動内容を構成してみました。自然体験をメインに行う

施設の強みを生かすうえでも、書に興味がない子供たちも参加しやすいプログラム

内容を考えていく必要があります。 

  ・お正月料理の評価がとても低くかったのは、正月休み明けなのに、似たメニューで

あったことからあまり食が進まなかったことが考えられます。例えば七草がゆなど

伝統文化の食を学ぶなど、食育の時間として工夫していくことも考えられます。 

・チラシの配付、広報誌への掲載などにより募集を行ったが、十分な参加者を確保で

きませんでした。広報内容・広報の仕方などを考えていく必要があります。 

 

③ 今後の展望 

高校生との連携が効果的だったので、今後は、地元の高校にアプローチして今回同様

の書道活動を仕組むことが考えられます。また、子供だけでなく大人にも伝統文化体験

のよさを伝えることも有効だと思います。今後は、親子参加型でいきたいです。 

 
 
 
 
令和 年 月 日（日）

【担当：東島 憲之】

 
 

 

 

１）事業の背景

国立青少年教育振興機構では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により自然体

験や体験活動等の機会が減少していることを踏まえ、親子・幼児等に自然体験や読書活動な

どに親しむ機会や青少年が様々な体験活動を通して、自己成長や自己実現等を図ることがで

きる場の提供等を目的として、子どもゆめ基金２０周年記念事業を実施しています。

また、本所が立地する諫早市においては、第２次諫早市総合計画を策定し、こころ豊かな

ひとづくりの施策の つとして、スポーツ拠点施設の整備、生涯スポーツの振興、スポーツ

競技力の向上といったスポーツ・レクリエーションの振興に取り組まれています。

当所では、人づくり・仲間づくり・チームづくりのための活動プログラムや事業を提供し、

チームビルディングに関して力を入れています。そこで、スポーツ指導に関わる方を対象に

日本のチームビルディングにおいて第一人者として活躍される福富信也氏を講師に子どもゆ

め基金創設２０周年記念事業の一環として本セミナーを諫早市内で開催することとしました。

２）事業の趣旨

スポーツ指導に関わる方を対象とし、日本のチームビルディングにおいて第一人者として

活躍される福富信也氏を講師に、個を引き出しチームの組織力を高めるための方法や考え方

を学ぶ。

 
３）目標

　① チームビルディングについての方法や考え方について学ぶ。

　② 子供たちの可能性を引き出す指導の在り方や関わり方を学ぶ。

４）対象 

スポーツ指導に関わっている方、プレイヤー、保護者、興味関心のある方など 名 

５）事業の実施

　① 期日

令和 年 月 日（日） ～

　②　講師

福富 信也 氏（東京電機大学理工学部専任講師／ 株 ヒューマナジー代表取締役）

＜講師プロフィール＞

信州大学大学院教育学研究科修了、 リーグ横浜 ・マリノスコーチを経て、

年東京電機大学理工学部に教員として着任。 リーグ監督に必要な 級ライセンスで

講師を務める。最近では、 ー 年北海道コンサドーレ札幌（ ２優勝、 １昇格）、

子どもゆめ基金２０周年記念事業

福富信也 “『個』をいかす

チームビルディング” セミナー
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－ 年ヴィッセル神戸（天皇杯優勝）をサポート。 年からはラグビートップ

リーグ ドコモレッドハリケーンズでアドバイザーを務めている。その他、大企業

から中小企業まで幅広い研修実績をもつ。

③ 会場

諫早文化会館 階展示室 （諫早市宇都町 ）

　④ 参加者

名

⑤ 日程

受付

開会

講演

・脱トップダウン思考→心の安全

・スポーツビジネス

・リーダーシップとフォロアーシップ

・チームの成長曲線 等

質疑応答

閉会

 
⑥ セミナーの様子 

 セミナーは、参加者間の学びの場となるように、 ～ 人

グループでのゲームやディスカッションを含んだワーク

ショップ形式としました。

参加者のほとんどが指導の現場に携わっており、今抱え

ている課題を具体的に講師に質問する様子や、他者の質問

に対する講師の話に共感しながら聞いている様子が見ら

れました。

６）評価

　① アンケート結果（事業全体に対する満足度）

満足 やや満足 やや不満 不満

％ ％ ％ ％

　② 参加者の声

・やっていることの確認ができ反省点にも気付きました。また、明確になった点も多くあ

りました。

・指導時の課題が解決できそうで楽しみです。他の指導者と参加したい内容でした。

・子供との関わり方、声かけについて改めて考えることができました。
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－ 年ヴィッセル神戸（天皇杯優勝）をサポート。 年からはラグビートップ

リーグ ドコモレッドハリケーンズでアドバイザーを務めている。その他、大企業

から中小企業まで幅広い研修実績をもつ。

③ 会場

諫早文化会館 階展示室 （諫早市宇都町 ）

　④ 参加者

名

⑤ 日程

受付

開会

講演

・脱トップダウン思考→心の安全

・スポーツビジネス

・リーダーシップとフォロアーシップ

・チームの成長曲線 等

質疑応答

閉会

 
⑥ セミナーの様子 

 セミナーは、参加者間の学びの場となるように、 ～ 人

グループでのゲームやディスカッションを含んだワーク

ショップ形式としました。

参加者のほとんどが指導の現場に携わっており、今抱え

ている課題を具体的に講師に質問する様子や、他者の質問

に対する講師の話に共感しながら聞いている様子が見ら

れました。

６）評価

　① アンケート結果（事業全体に対する満足度）

満足 やや満足 やや不満 不満

％ ％ ％ ％

　② 参加者の声

・やっていることの確認ができ反省点にも気付きました。また、明確になった点も多くあ

りました。

・指導時の課題が解決できそうで楽しみです。他の指導者と参加したい内容でした。

・子供との関わり方、声かけについて改めて考えることができました。

７）成果と課題

　① 成果

これまでも主に学校関係者を対象にグループ作りに関する研修を実施していましたが、

学校休業日の昼間に実施していたため、地域のスポーツ団体の指導者は日程や時間が合

わず、参加できずにいました。今回は、開催日が夏休み前の日曜日となったため、参加

対象の指導者が試合や練習後に参加できるように、市中心部の施設を会場とし、開始時

刻を 時としました。その結果、多くの指導者が参加することができました。

また、事業後、参加者が指導する小中学生のサッカーチームが当所を利用し、沢登り

や 等を実施しました。事業の１週間後であったため、指導者の意識も高く、施設

利用アンケートでは、体験活動の効果を実感したとの回答がありました。

　② 課題

開催場所を市中心部とすることや開始時間を日曜日の夜間とすることで多くのスポー

ツ指導者が参加することができましたが、そのために、体験と講義には時間が足らなか

ったという声もありました。全てのスポーツ指導者が集まることのできる日程を設定す

ることの困難さを感じました。

　③ 今後の展望

今回の事業を通してスポーツ団体等の指導者にチームビルディングへの関心の高さや

研修のニーズがあることが分かりました。また、諫早市がスポーツ団体への支援を推進

していることを踏まえ、多様な体験活動によるチームづくりの効果や当所で実施する指

導者対象の事業について、スポーツ団体等の指導者にも情報が届くよう ・ファーレン

長崎や長崎ヴェルカなどのプロ活動の団体等と連携を進め、広報先の拡大を検討したい

と思います。
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佐賀会場 令和 年 月 日（土）

長崎会場 令和 年 月 日（日）

【担当：東島 憲之】

 
 
 
 

１）事業の背景

「子どもゆめ基金」は、未来を担う夢を持った子供の健全育成を進めるため、地域の草の

根団体が実施する自然に触れ親しむ活動や科学実験教室、異年齢間の交流を促進する活動、

絵本の読み聞かせ会などの読書活動などへ支援を行っています。

佐賀・長崎「体験の風をおこそう運動」推進実行委員会（国立諫早青少年自然の家が事務

局）では、本事業を、平成 年度から長崎県内で、平成 年度から長崎と佐賀で開催して

います。

２）事業の趣旨

本事業を開催し、広く「子どもゆめ基金」の存在を周知することで、子供の体験活動を推

進する機運の向上を図る。

３）目標

　① 佐賀、長崎県内の関係機関と連携して、子供の体験活動を広げる。

　②　助成金を活用してもらうことにより、一緒に子供の体験活動を広げる。

４）対象

社団法人、財団法人、 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 各会場 名程度

５）０事業の実施

　① 期日

ア．佐賀会場 令和 年 月 日（土）

イ．長崎会場 令和 年 月 日（日）

　②　会場

ア．佐賀会場 佐賀市市民活動プラザ

（佐賀県佐賀市白山 丁目 番 号 佐賀商工ビル７階）

イ．長崎会場 ミライ 図書館

（長崎県大村市東本町 ）

　③　参加者

ア．佐賀会場 団体 名

イ．長崎会場 団体 名

佐賀・長崎 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業

子どもゆめ基金助成金募集説明会
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佐賀会場 令和 年 月 日（土）

長崎会場 令和 年 月 日（日）

【担当：東島 憲之】

 
 
 
 

１）事業の背景

「子どもゆめ基金」は、未来を担う夢を持った子供の健全育成を進めるため、地域の草の

根団体が実施する自然に触れ親しむ活動や科学実験教室、異年齢間の交流を促進する活動、

絵本の読み聞かせ会などの読書活動などへ支援を行っています。

佐賀・長崎「体験の風をおこそう運動」推進実行委員会（国立諫早青少年自然の家が事務

局）では、本事業を、平成 年度から長崎県内で、平成 年度から長崎と佐賀で開催して

います。

２）事業の趣旨

本事業を開催し、広く「子どもゆめ基金」の存在を周知することで、子供の体験活動を推

進する機運の向上を図る。

３）目標

　① 佐賀、長崎県内の関係機関と連携して、子供の体験活動を広げる。

　②　助成金を活用してもらうことにより、一緒に子供の体験活動を広げる。

４）対象

社団法人、財団法人、 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 各会場 名程度

５）０事業の実施

　① 期日

ア．佐賀会場 令和 年 月 日（土）

イ．長崎会場 令和 年 月 日（日）

　②　会場

ア．佐賀会場 佐賀市市民活動プラザ

（佐賀県佐賀市白山 丁目 番 号 佐賀商工ビル７階）

イ．長崎会場 ミライ 図書館

（長崎県大村市東本町 ）

　③　参加者

ア．佐賀会場 団体 名

イ．長崎会場 団体 名

佐賀・長崎 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業

子どもゆめ基金助成金募集説明会

　④　日程

開会

① 助成金の概要説明、申請書の書き方

② 質疑応答

③ 個別相談（相談終了後、適宜解散）

閉会

　⑤　説明会の様子 
例年、本事業の説明は、子どもゆめ基金部助成課職員

が会場で実施していますが、今年度は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響によりオンラインでの説明となり

ました。

途中、ネットワークが不安定となり説明が聞き取りに

くい状況もありましたが、会場にいる当所スタッフが補

足説明し、オンラインの説明内容と配布資料のずれを修

正しました。

質疑応答や個別相談も問題なく実施でき、初参加の方

からも分かりやすかったとの感想がありました。

６）評価

　① アンケート結果（事業全体に対する満足度）

満足 やや満足 やや不満 不満

％ ％ ％ ％

　②　参加者の声

・説明を聞き、ひとり親家庭を対象に様々な体験活動を企画したいと思います。

・親切に、そして、感染対策も十分にしていただき安心して受講できました。

・初めての申請のため、理解が不十分です。資料をよく読んで申請を検討したいです。

７）成果と課題

　① 成果

初めて申請する団体も含めてすべての団体から、助成金の申請を検討したいとの回答が

あり、全体として本制度への理解の深まりを感じることができました。

　②　課題

佐賀県と長崎県での開催を継続できていますが、各県１か所の会場では、遠方からの参

加となることは回避できません。また、これまで台風接近や新型コロナウイルス感染症の

流行により、開催を中止した場合もありました。より多くの団体の参加を可能とする形を

考え、本制度を有効に活用してもらうような方策を考える必要があります。

　③　今後の展望

参加者が事業案内を受信した広報媒体は、助成課や本所からの郵送チラシ、県や所属団

体からの案内、本所の と幅広いことが分かりました。今後も継続して幅広い広報を実
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施したいと思います。また、遠方からの参加者のニーズに応え、台風等の天候不良時にも

対応できるようオンラインを活用した開催を検討したいと思います。
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施したいと思います。また、遠方からの参加者のニーズに応え、台風等の天候不良時にも

対応できるようオンラインを活用した開催を検討したいと思います。

（２）青少年を対象に体験活動を通した自己成長や自己実現等を図る事業 

 
１）事業の背景 

独立行政法人国立青少年教育振興機構では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り自然体験や体験活動等の機会が減少していることを踏まえ、必要な感染防止対策を行い

ながら安全安心な体験活動等の重要性を広く普及・啓発することが求められています。 

また、国土強靭化計画における広域防災保管拠点としての役割を踏まえて施設内外で防

災・減災教育の推進を図っています。 

全国の防災力に関する調査結果（日本気象株式会社調査 2014 年）によると長崎県は 46

位であることが分かりました。また、近年の長崎県では、線状降水帯による大雨や台風、

地震など災害を身近に感じることが増えていると感じます。 

そこで、過酷な生活環境を通して、自己成長や自己実現等を図ることを目的に、無人島

で周囲の人と協働して生き抜くための必要な知識やスキルを考える事業として企画しました。 

企画・運営には、本所で活動を続けている法人ボランティアが、株式会社大村湾リゾー

トで勤めており、連携することで、無人島という環境の提供が可能となりました。 

 

２）事業の趣旨 

電気・ガス・水道のない過酷な生活環境での無人島キャンプを通して、自らを律し自ら

動く忍耐力と行動力、ライフラインに頼らない生活力を身に付け、自己成長を図る。また、

周りの人々と力を合わせて生き抜く中で、集団を導くリーダーシップを育む。 

 
３）事業の目標 

  参加者が「楽しかった」だけでなく、「ためになった」と感じてもらえるようにする。 
 
４）共催  株式会社大村湾リゾート（以下、大村湾リゾートという） 

 

５）対象  高校生以上の学生 30名 

 

６）事業の実施 

① 期日  令和 3年 12月 3日（金）～12月 5日（日） 2泊 3日 

 

② 参加者数  16名 

所属 男性 女性 計 

大学生 9 5 14 

高校生 0 2 2 

合計 9 7 16 

 
 
 
 
令和 3年 12月 3日（金）～5日（日) 

                    【担当：園部 翔】 

子どもゆめ基金 20周年記念事業 

サバイバルキャンプ 
～無人島で 72時間を生き抜く～ 
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③ プログラム 

12月 3日（金） 12月 4日（土） 12月 5日（日） 

【災害について知る日】 

 ＠国立諫早青少年自然の家 

 

 

20:15 受付 

20:30 結団式 

21:00 事前演習 

    入浴、就寝 

【個人のスキルを高め、生き抜く日】 

         ＠無人島「田島」 

7:00 朝食・宿泊場所片付け 

9:00 事前演習 

11:00 昼食、バス・フェリー移動 

    フィールドワーク 

水、食、火、寝床確保 

    夕食、入浴、就寝 

【日常に感謝する日】 

  ＠無人島「田島」 

 朝食、片づけ 

10:00 ふりかえり  

11:30 フェリー移動 

12:30 昼食、解散式 

13:30  バス移動 

15:30 解散 

 

④ 活動の様子 

 

【結団式】 

 結団式の始まりは緊張感が漂っていました。まず、なぜ無

人島を会場にしたのかなど事業趣旨の説明を行いました。そ

の後、緊張感をほぐすために、ともに活動するメンバーをお

互いに知り合えるよう、自己紹介を中心とした活動を行いま

した。 

 参加者は活動を通して徐々に表情が和らいでいきました。 

  

 

【事前演習】 

 無人島での活動時には、スタッフは安全指導のみを行うこ

とを伝え、自分たちで活動ができるよう、無人島で必要なロ

ープワークやバックパックについてなどの事前演習を行い

ました。 

 参加者は、楽しみながらも真剣なまなざしで活動に取り組

んでいました。 

  

 
 

 

【フィールドワーク（全体）】 

 無人島に到着後、必要な安全指導を行いました。 

 また、島内に「掲示板」を設置し、参加者はそこから活動

中等の必要な情報を入手する方式を採用しました。 

 当日は、強風に見舞われましたが、参加者は全員が 1日を

安全に過ごせるよう、事前演習で学んだことを生かして生活

していました。お互いに意見を出し合って「水・食材の配分」

「火起こし」「寝床づくり」を行っていました。 
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 無人島での活動時には、スタッフは安全指導のみを行うこ

とを伝え、自分たちで活動ができるよう、無人島で必要なロ

ープワークやバックパックについてなどの事前演習を行い

ました。 

 参加者は、楽しみながらも真剣なまなざしで活動に取り組

んでいました。 

  

 
 

 

【フィールドワーク（全体）】 

 無人島に到着後、必要な安全指導を行いました。 

 また、島内に「掲示板」を設置し、参加者はそこから活動

中等の必要な情報を入手する方式を採用しました。 

 当日は、強風に見舞われましたが、参加者は全員が 1日を

安全に過ごせるよう、事前演習で学んだことを生かして生活

していました。お互いに意見を出し合って「水・食材の配分」

「火起こし」「寝床づくり」を行っていました。 
 

 

 

【フィールドワーク（水・食材）】 

 無人島には飲用に適した水や食材を確保できないため、参加

者は事前に当所で給水した 5ℓのポリ容器と配給された 3 日分

の食材を持って入島しました。 

 参加者は、自分たちでそれぞれの配分を考えて過ごしていま

した。 

  

 

【フィールドワーク（火）】 

 薪やマッチ、ライター等は支給せず、参加者にはファイヤー

スタータを配布し、事前演習で使用方法のみを伝えました。 

 参加者は、薪の代わりに流木や落ち葉を集めていました。最

初はなかなか火が付かず、苦戦していましたが、意見を出し合

いながら、最後は全部の班が火をつけることができました。 

  

 
 

【フィールドワーク（寝床）】 

 参加者には、シェルター、銀マット、寝袋を事前に配布しま

した。 

 コロナ感染症対策と独りで一晩を過ごすことで、自己につい

て振り返る機会にすることをねらいとして、一人一つの寝床を

つくって過ごしました。 

 事前演習で学んだロープワークを生かして、きれいに寝床を

作っていましたが、孤独や寒さにより、熟睡できない参加者も

いました。 

  

 

【ふりかえり】 

 3日間での体験を通して気づいたことを共有・整理し、「日

常化」につなげられるようふりかえりを行いました。 

 参加者は、同じ活動でも気づきが違うことに驚いたり、同

じ気づきに共感したりする姿が見られました。 
 

 

７）評価 

① アンケート結果 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

② 参加者の声 

・一人でできることは少ないと感じました。誰かが動けば助かることがあるので、そ

の時に動ける人でいたいです。 

・周囲の人と声を掛け合うことで、不安が軽減されるし、多くのことができるように

なるので、実際の現場では、まずは声を掛け合うようにしたいです。 

・体験を通して人を助けるための自分のレベルを把握することができたので、知識を

高めていきたいです。 
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・食材や水を計画的に摂取する経験がなかったので、食材や水の貴重さを感じる機会

になりました。 

 

８）成果と課題 

① 成果 

実際に電気・ガス・水道のない過酷な無人島を会場にできたことで、参加者が真剣に

活動することができました。その結果、体験を通した具体的な気付きにつながりました。 

本事業の企画・運営は、当所所属の大学生ボランティア 2名と、共催団体の大村湾リ

ゾート職員 1名と行いました。大村湾リゾートの職員も当所所属のボランティアとして

活動をしているため、3名は互いの経験値や特長を理解しあえており、スムーズに企画・

運営をすることができました。また、週に 1回のオンラインミーティングや月に 1回の

実地踏査を通して、企画の立て方や、スケジュール感覚を共有しながら企画を進めてい

くことの重要性に気付くなど、ボランティアにとって多様な学びの機会とすることがで

きました。 

本事業の取組にメディアから高い関心が寄せられました。長崎新聞社の取材により記

事の掲載、株式会社長崎国際テレビによる企画時から事業実施期間の密着取材により報

道番組で 10分間の特集が放映されました。NBC長崎放送のラジオ番組にボランティア 2

名の 10 分間のインタビューが放送されました。当所の大学生ボランティアの活躍を広

く知ってもらう機会となりました。 

  
② 課題 

会場を無人島で実施する際には、あらゆる状況下で参加者の学びを担保ができる事業

の企画が重要です。事業当日は晴天でしたが、風が強く、無人島を運営する大村湾リゾ

ートが定める渡航判断基準と照らし合わせて、当所を出発する直前まで渡航の判断をし

かねる天候でした。そのため、現地に渡航できない際にプログラムを実施できる会場等

の代案も重要と考えます。 

 

③ 今後の展望 

今回、高校生以上を対象に、防災に関する活動プログラムを実施しました。当所では、

次年度以降も小学生を対象に防災・減災事業を実施する予定です。今回実施した事業の

成果を生かして、今後も青少年が主体的に防災意識を高め、リーダーシップが育成され

る機会の充実を図りたいです。 
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（３）環境教育や人権教育などの ESDに対応した事業 

 
 

１）事業の背景 
近年、異常ともいえる気象が常態化しつつあり、様々な災害を引き起こし、人々の生活に

甚大な被害をもたらしています。異常気象と環境問題は切り離すことができません。環境保

全に寄与する態度を育成する環境教育は喫緊の課題といえ、その中でも国土の 3/4を占める

森林の役割を理解すること（木育）は SDGsを推進する上でもとても重要です。 
諫早青少年自然の家は「森と渓流の諫早」をキャッチフレーズとし、沢登りやウォークラ

リーなどをプログラム化し、それを多くの利用団体が活用しています。しかしながら、研修

支援向けに「森」や「木材」について学ぶプログラムは開発されていません。本所周辺の森

や木材を活用したプログラムを開発することは、本所の特色を一層高めることにつながります。 
また、当所は集団宿泊活動での活動を教育課程に位置づけることができる教科横断的なプ

ログラムの開発が求められています。「木育」は，既に様々な学校において、理科や社会、

あるいは総合的な学習の時間での実践例があます。学校行事の精選、授業時数の確保が必須

な学校現場の現状を鑑みて、宿泊体験活動に木育プログラムをミックスしていけば、学校団

体のニーズに応えられると考えます。 

さらに、青少年等の森林体験活動の機会の提供、指導者の育成、国民生活に必要な物資と

しての木の良さやその利用の意義を学ぶ活動である「木育」を推進し、プログラムを開発す

ることは、国立青少年教育施設に求められる役割であり、事業の成果（プログラム、運営手

法等）を公立施設や学校等に普及する必要があります。 

昨年度まで、当事業は、公立青少年施設（日吉、西彼、黒髪）との共催で実施し、参加者

募集、当所への引率、公立施設職員の事業運営参画等を行う中で、直接ノウハウ等を提供し

てきました。本年度は、これまでの学びを生かして、それぞれの公立施設のフィールドで木

育キャンプを行い、当所職員が運営補助に当たることで、公立施設の教育力向上を図りました。 

 

２）事業の趣旨 

次代を担う子供たちに対し、木についての様々な体験を通して理解を深め、自然に親しむ

心情や社会性を育てるとともに、森林や環境問題に対する正しい理解の基礎を育み、持続可

能な社会づくりの担い手育成の一助とする。 
 

３）目標 

① 自然林や植林された森の観察をすることにより、自然や環境について興味を深める。 

② 木材の加工現場を見学し、生活空間で木と人との密接な関りについて考え興味を深める。

③ 木材を使用したクラフト、樹木を利用した遊具体験を通じ、更に親しみをもってもらう。

④ 偶然性を伴う異年齢集団活動の中で、コミュニケーション力を高め良好な関係を築く。 

 

 

 

日吉自然の家     令和 3年 10月 16日（土）～17日（日） 

西彼青年の家     令和 3年 11月 6 日（土）～ 7日（日） 

黒髪少年自然の家 令和 4年 1 月 23日（日）※本所職員不参加 

北山少年自然の家 中止 

         【担当：小野 栄策】 

佐賀・長崎 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 

木育キャンプ ～森林を学び、木から創り、木と遊ぶ～ 
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４）対象 

  小学校 4年生～中学校１年生 30名程度 

５）事業の実施 

① 参加者 

 会場 男女別・学年別内訳 

 

日吉自然の家 

参加者 27名（男子 17名、女子 10名） 

小学校 4年生 16名（男子 10名、女子 6名） 

小学校 5年生 7名（男子 4名、女子 3名） 

小学校 6年生 1名（男子 0名、女子 1名） 

中学校 1年生 3名（男子 3名、女子 0名） 

 

西彼青年の家 

参加者 17名（男子 13名、女子 4名） 

小学校 4年生 5名（男子 4名、女子 1名） 

小学校 5年生 7名（男子 6名、女子 1名） 

小学校 6年生 3名（男子 2名、女子 1名） 

中学校 1年生 2名（男子 1名、女子 1名） 

 
黒髪少年自然の家 

参加者 72名 

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い本所職員は不参加 

 北山少年自然の家 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止 

② 日程 

   日吉自然の家 

 1日目 2日目 

 内容 内容 

 11：00 出会いの会 

11：20 仲良くなろう 

13：30 市民の森 作業の見学 

15：00 木工館見学 

16：30 入所オリエンテーション 

18：30 木製時計作り 

20：30 振返り 

21：00 入浴 就寝 

9：00 きこり体験（まき割） 

10：00 火おこし体験 

11：00 たき火で調理 

    簡単クッキング 

12：30 森の散策 

13：45 アンケート記入 

14：00 終わりの会 

 

 

 

 

 

   西彼青年の家 

 1日目 2日目 

 内容 内容 

 10：30 出会いの集い オリエンテーション 

10：50 アイスブレイク 

11：20 「森林の学び」 

13：00 森林の学び① 植林地 

14：00 森林の学び② 森林と林業 

15：00 森林の学び③ 製材所 

16：00 森林の学び④ タイニーハウス 

17：30 講師へのお礼 

9：00 木工クラフト 

11：00 回廊体験 

13：00 アンケート記入 終わりの会 

 

 

 

 

 

－ 60 －



４）対象 

  小学校 4年生～中学校１年生 30名程度 

５）事業の実施 

① 参加者 

 会場 男女別・学年別内訳 

 

日吉自然の家 

参加者 27名（男子 17名、女子 10名） 

小学校 4年生 16名（男子 10名、女子 6名） 

小学校 5年生 7名（男子 4名、女子 3名） 

小学校 6年生 1名（男子 0名、女子 1名） 

中学校 1年生 3名（男子 3名、女子 0名） 

 

西彼青年の家 

参加者 17名（男子 13名、女子 4名） 

小学校 4年生 5名（男子 4名、女子 1名） 

小学校 5年生 7名（男子 6名、女子 1名） 

小学校 6年生 3名（男子 2名、女子 1名） 

中学校 1年生 2名（男子 1名、女子 1名） 

 
黒髪少年自然の家 

参加者 72名 

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い本所職員は不参加 

 北山少年自然の家 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止 

② 日程 

   日吉自然の家 

 1日目 2日目 

 内容 内容 

 11：00 出会いの会 

11：20 仲良くなろう 

13：30 市民の森 作業の見学 

15：00 木工館見学 

16：30 入所オリエンテーション 

18：30 木製時計作り 

20：30 振返り 

21：00 入浴 就寝 

9：00 きこり体験（まき割） 

10：00 火おこし体験 

11：00 たき火で調理 

    簡単クッキング 

12：30 森の散策 

13：45 アンケート記入 

14：00 終わりの会 

 

 

 

 

 

   西彼青年の家 

 1日目 2日目 

 内容 内容 

 10：30 出会いの集い オリエンテーション 

10：50 アイスブレイク 

11：20 「森林の学び」 

13：00 森林の学び① 植林地 

14：00 森林の学び② 森林と林業 

15：00 森林の学び③ 製材所 

16：00 森林の学び④ タイニーハウス 

17：30 講師へのお礼 

9：00 木工クラフト 

11：00 回廊体験 

13：00 アンケート記入 終わりの会 

 

 

 

 

 

③ 活動の様子（西彼青年の家「木育キャンプ」） 

【アイスブレイク】 

 
 

【森林の学び】 

 
 

 

【森林見学】 

 
 

 
 

 
 

 

【アイスブレイク】 

 初めて出会った子供たち同士が、お互いを知り、緊張し

た雰囲気を和ませるために、班ごとに分かれて自己紹介を

行ったり、じゃんけんゲームを行ったりしました。その後、

活動班ごとに班長など役割分担を決めたことにより自主

的・積極的な行動が目立つようになりました。この活動を

きっかけに休憩時間にボール遊びをしたり、楽しく談笑し

たりする姿が見られるようになり、良好な関係を築く一助

となりました 

 

【森林の学び】 

 森林環境コーディネーターの方から、「木の特徴」「森林

の育て方」「森の役割」「長崎県の林業の現状」について説

明してもらいました。実際に木の香りを嗅ぐこと子供たち

の興味が高まり、林業について多くの知識を得られたこと

は、子供たちにとって有意義なものとなりました。専門家

から今回の森林見学の説明を聞けたことで、午後からの森

林見学の視点を持つことができました。 

 

【森林見学】 

森林見学① 

 早生植林材センダンの森づくりの様子を見学しました。

センダンは、成長が早く下刈りの作業が省け、ケヤキに似

た材質なので、今後の利用が期待される木であること等が

説明されました。 

森林見学② 

 次に、ヒノキ林で行われている木の伐採の様子を見学し

ました。林業課技師の方から森の働きについて説明を聞

き、林業組合の方から実際に木を切り倒す様子を見せても

らいました。子供たちが特に関心を持っていたのが、高性

能林業機械による木の伐採の様子です。その後、行われた

のこぎりによる丸太切り体験の苦労と比較して、その効率

と仕事のスピードに驚いていました。 

森林見学③ 

 更に、製材所を訪ねました。切り倒された木が、製材機

にかけられ、皮を剥がしたり、使用目的に応じて木材を切

断したりする様子を見学しました。一瞬かつ正確にでき上

がる機械のすごさに驚いていました。お土産にいただいた

まな板は記念として大切に使われることでしょう。 

森林見学④ 

 最後に、地元西海市で伐採されたヒノキを使用したタイ

ニーハウスを見学しました。地元住民の会議や憩いの場、

留学生の宿泊場所等に提供されるこの小さな家は、すべて

木材で建てられています。「ヒノキの良い匂いがする」「ボ

ルダリングの壁がある」「不眠や疲れが解消されそう」と

木の魅力を満喫していました。 
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【木工クラフト】 

 
 

【回廊体験】 

 
 

 

【木工クラフト】 

 製材された木の活用例として、杉の板を焼き、磨き上げ

た後に、絵や文字を描く、部屋のプレート作りを行いまし

た。自然物で製作する良さや楽しさを感じながら、2 日間

一緒に過ごした仲間とともに作った作品は、一生の記念と

なるでしょう。でき上った作品や頂いたお土産を自慢げに

保護者に紹介する姿が見られました。 

 

【回廊体験】 

 西彼青年の家の体験活動として、長い年月をかけて作ら

れてきた回廊で遊ばせてもらいました。木と木を横断する

形で森全体に広がった回廊の規模にまず驚かされます。子

供たちが歩いても壊れないようにしっかりと木で組まれ

ていました。遊び心満載の回廊作りも、一度体験させてみ

たいと思いました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（西彼青年の家「木育キャンプ」） 

活動内容 とてもよかった よかった あまりよくない よくない 

森林の学び 70％  30％ 0％ 0％ 

セダンの森 82％  18％ 0％ 0％ 

ヒノキ林 76％  18％ 6％ 0％ 

製材所 88％  12％ 0％ 0％ 

タイニーハウス 88％  12％ 0％ 0％ 

焼き板 82％  18％ 0％ 0％ 

回廊体験 88％  12％ 0％ 0％ 

  

② 参加者の声 

   ・森林の学び（スライド）で講師の人がわかりやすく教えてくれたことが良かったです。

天然林と人工林のこと、木の成長の仕方、葉の形で木の種類を見分けられることなど

が分かってうれしかったです。 

・製材所を見学して、ヒノキとスギの違いや、木から木材になるまでの作業を見られて

よかったです。 

・タイニーハウス見学で、床にはあまり「木目」が無いところが使用されていること、

ヒノキはとても良い働きをしていることがわかりました。 

・僕は、林業の様子を見て「楽しそう」と思いました。林業のすばらしさをみんなにも

広めて、木を大切にしようと思う人を増やしていき、美しい自然をいつまでも保ち、

後世に伝えていきたいと思いました。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   ・当所がこれまで取り組んできた「木育キャンプ」の学びを生かし、佐賀県、長崎県の

公立青少年教育施設のフィールドで実際に行えたことは大きな成果です。 

－ 62 －



【木工クラフト】 

 
 

【回廊体験】 

 
 

 

【木工クラフト】 

 製材された木の活用例として、杉の板を焼き、磨き上げ

た後に、絵や文字を描く、部屋のプレート作りを行いまし

た。自然物で製作する良さや楽しさを感じながら、2 日間

一緒に過ごした仲間とともに作った作品は、一生の記念と

なるでしょう。でき上った作品や頂いたお土産を自慢げに

保護者に紹介する姿が見られました。 

 

【回廊体験】 

 西彼青年の家の体験活動として、長い年月をかけて作ら

れてきた回廊で遊ばせてもらいました。木と木を横断する

形で森全体に広がった回廊の規模にまず驚かされます。子

供たちが歩いても壊れないようにしっかりと木で組まれ

ていました。遊び心満載の回廊作りも、一度体験させてみ

たいと思いました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（西彼青年の家「木育キャンプ」） 

活動内容 とてもよかった よかった あまりよくない よくない 

森林の学び 70％  30％ 0％ 0％ 

セダンの森 82％  18％ 0％ 0％ 

ヒノキ林 76％  18％ 6％ 0％ 

製材所 88％  12％ 0％ 0％ 

タイニーハウス 88％  12％ 0％ 0％ 

焼き板 82％  18％ 0％ 0％ 

回廊体験 88％  12％ 0％ 0％ 

  

② 参加者の声 

   ・森林の学び（スライド）で講師の人がわかりやすく教えてくれたことが良かったです。

天然林と人工林のこと、木の成長の仕方、葉の形で木の種類を見分けられることなど

が分かってうれしかったです。 

・製材所を見学して、ヒノキとスギの違いや、木から木材になるまでの作業を見られて

よかったです。 

・タイニーハウス見学で、床にはあまり「木目」が無いところが使用されていること、

ヒノキはとても良い働きをしていることがわかりました。 

・僕は、林業の様子を見て「楽しそう」と思いました。林業のすばらしさをみんなにも

広めて、木を大切にしようと思う人を増やしていき、美しい自然をいつまでも保ち、

後世に伝えていきたいと思いました。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   ・当所がこれまで取り組んできた「木育キャンプ」の学びを生かし、佐賀県、長崎県の

公立青少年教育施設のフィールドで実際に行えたことは大きな成果です。 

   ・それぞれの事業内容の交流、職員間の情報交換を積極的に行えました。実物に触れて

木の性質を確認すること、森林伐採の様子や製材作業の様子を直に見学すること、「森

林の学び」における講師の活用など、それぞれの施設が行ったプログラム内容を、体

験することができました。 

   ・公立青少年教育施設を拠点に木育事業支援団体のネットワーク化を進めることができ

ました。 

② 課題 

   ・「木育って何」、「どんなことを学べるのか」「環境問題を考える必要性」などが具体的

に参加者に伝わるような広報をしていく必要があります。 

   ・「木育キャンプ」の取組を他の公立青少年教育施設に拡げることができませんでした。

引き続き公立施設や学校等に普及する必要があります。 

③ 今後の展望 

日吉自然の家が行った一連の活動プログラム（薪割り体験、火付け体験、火起こし体

験、野外炊事）や西彼青年の家が行っている回廊体験は、学校団体からのニーズも高く、

利用促進と木育の普及に大きく貢献しています。本所でもこれらの取組を参考に、子供

たちが森林に興味をいだくきっかけとなる活動プログラムを積極的に考えていきたいと

思います。まずは、他の施設の良いものを模倣し、その後に本所の特質に合わせたオリ

ジナルの体験プログラム（例えば、木登り体験、昆虫の森づくりなど）を開発していき

たいです。 

    日吉自然の家のキャンプで訪れた、市民の森木工館の環境整備に感銘を受けました。

様々な木の展示は五感で木を体感することができます。クラフトコーナーは材料や道具、

木の作品が上手に配置してあり、創作意欲が高まるしかけを随所に見ることができまし

た。こういった空間作りを参考にして、本所にも森林を学ぶ体験スペースを設置したい

と思います。 

    西彼青年の家の企画・運営の手法がとても参考になりました。木育キャンプを運営す

るためには専門家のアドバイスが必要不可欠です。森林見学を計画するときに森林環境

コーディネーターの役割がとても重要でした。分かりやすい説明、その分野に精通した

人脈、「ひと・もの・こと」を見事に活用して、子供たちの思考がつながるようにプログ

ラムを組み立てていました。外部連携先との関係をより強固にするためにも、施設の垣

根を超えたプロジェクトチームを組織することが必要です。社会教育施設の集客力、企

業や行政の財力・広報力、大学や行政の専門性などを生かして、企画・運営を行いたい

と考えています。当面は、当所が関係をつないできた緑化推進協会や県央振興局、県央

木材製材所、県民の森インタープリターとの連携を深めるとともに、新たな連携先の開

拓にも着手する予定です。 

    最後に、現在の林業が抱える喫緊の課題「担い手不足」にも一石投じたいと考えてい

ます。木を木材として育てるためには長い年月がかかり、間伐や枝打ちには大変な労力

がかかります。海外から輸入される低コストの木材に圧倒され、日本の木材の需要は低

下しています。それと同時に、環境保全には関心を高めていかなければなりません。そ

のためには、子供から大人まで幅広い木育の普及が必要と考えています。現在、本所で

は、主に小学校高学年の子供たちを対象に事業を進めてきました。それと同時進行で、

今後は、よりキャリアモデルを身近に感じられる、高校生・大学生・ボランティアなど

に広めていければと考えています。 
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令和 3年 8月 10日（火）～12日（木） 

          【担当：松元 延行】 

４．課題を抱える青少年を支援する体験活動事業「生活・自立支援キャンプ」 

（１）児童養護施設やグループホームで暮らす子供たちのための事業 

 
 
 
 
 
 
１）事業の背景 

  子供の貧困率は年々上昇しており、国際的に見ても大変深刻な状態にあります。国を挙

げた対策が急がれる中、平成 25年 6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立

し、平成 26年 8月には「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26年 8月 29日閣議決定）

が取りまとめられ、国において総合的な取組が行われることとなりました。 

  このような国の動向を踏まえ、機構においては、平成 26年度から、児童養護施設、母子

生活支援施設及びひとり親家庭等の子供を対象に、経済的に困窮した家庭の子供の「生活・

自立」を支援し、生活習慣の改善や自己肯定感の向上につながる多様な体験活動の場を提

供することとし、本所でも子供の貧困対策事を実施してきました。 

本所のキャンプは、児童養護施設と連携して施設の子供たちを対象に実施する「わくわ

くチャレンジキャンプ（佐賀）」と、母子寡婦福祉会と連携し、ひとり親家庭の子供を対象

に実施する「わくわくチャレンジキャンプ（長崎）」の 2事業を企画しています。 

 

２）事業の趣旨 

  児童養護施設の子供たちが、自然体験を通じて基本的な生活習慣や自立する力を身につ

けるとともに、達成感や成功体験を積み重ねて自尊感情を高める一助とする。 

日常では経験することの少ないテント泊体験や沢登り等の自然体験、共同宿泊生活体験

を通じて、「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を身につ

け、炊事、洗濯、後片付けなどの生活力の向上を図る。 

 
３）目標 

① 自然体験や生活体験の中で自身ができた活動や、自分ができることを見つけることが

できる。 

② 自然の中で体を動かすことで体力の向上を図る。 

③ 早寝早起き朝ごはんなど、規則正しい生活を送ることができる。 

 

４）対象 
  社会福祉法人済昭園 児童・生徒及び職員 

 

５）事業の実施 

① 期日 

    令和 3年 8月 10日（火）～8月 12日（木） 2泊 3日 

 

わくわくチャレンジキャンプ（佐賀） 
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令和 3年 8月 10日（火）～12日（木） 

          【担当：松元 延行】 

４．課題を抱える青少年を支援する体験活動事業「生活・自立支援キャンプ」 

（１）児童養護施設やグループホームで暮らす子供たちのための事業 

 
 
 
 
 
 
１）事業の背景 

  子供の貧困率は年々上昇しており、国際的に見ても大変深刻な状態にあります。国を挙

げた対策が急がれる中、平成 25年 6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立

し、平成 26年 8月には「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26年 8月 29日閣議決定）

が取りまとめられ、国において総合的な取組が行われることとなりました。 

  このような国の動向を踏まえ、機構においては、平成 26年度から、児童養護施設、母子

生活支援施設及びひとり親家庭等の子供を対象に、経済的に困窮した家庭の子供の「生活・

自立」を支援し、生活習慣の改善や自己肯定感の向上につながる多様な体験活動の場を提

供することとし、本所でも子供の貧困対策事を実施してきました。 

本所のキャンプは、児童養護施設と連携して施設の子供たちを対象に実施する「わくわ

くチャレンジキャンプ（佐賀）」と、母子寡婦福祉会と連携し、ひとり親家庭の子供を対象

に実施する「わくわくチャレンジキャンプ（長崎）」の 2事業を企画しています。 

 

２）事業の趣旨 

  児童養護施設の子供たちが、自然体験を通じて基本的な生活習慣や自立する力を身につ

けるとともに、達成感や成功体験を積み重ねて自尊感情を高める一助とする。 

日常では経験することの少ないテント泊体験や沢登り等の自然体験、共同宿泊生活体験

を通じて、「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を身につ

け、炊事、洗濯、後片付けなどの生活力の向上を図る。 

 
３）目標 

① 自然体験や生活体験の中で自身ができた活動や、自分ができることを見つけることが

できる。 

② 自然の中で体を動かすことで体力の向上を図る。 

③ 早寝早起き朝ごはんなど、規則正しい生活を送ることができる。 

 

４）対象 
  社会福祉法人済昭園 児童・生徒及び職員 

 

５）事業の実施 

① 期日 

    令和 3年 8月 10日（火）～8月 12日（木） 2泊 3日 

 

わくわくチャレンジキャンプ（佐賀） 

② 参加者 

   男女別・校種別内訳 

 男 女 計 

幼稚園児（年長）  2名 2名 

小学生 9名 5名 14名 

中学生 4名 4名 8名 

高校生 7名 3名 10名 

施設職員 4名 5名 9名 

計 24名 19名 43名 

 

③ 日程 

1日目 2日目 3日目 
   送迎 

10:00 開会式 

10:30 アイスブレイク 

12:00 昼食（弁当） 

13:00 テント設営 

16:00 夕食（野外炊事） 

20:00 入浴 

20:30 一日の振り返り 

21:30 暗闇体験 

（希望者のみ） 

22:00 就寝 

6:30 起床 

7:00 朝食（野外炊事） 

9:00 沢登り(コース選択) 

12:00 昼食（弁当） 

13:00 洗濯、勉強、リラッ

クスタイム 

17:00 夕食（野外炊事）、 

   入浴 

20:00 花火 

一日の振り返り 

21:30 就寝 

6:30 起床 

7:00 朝食（携帯食） 

8:00 清掃・片付け 

9:00 アイロンがけ 

10:00 全体の振り返り 

11:30 昼食（レストラン） 

12:30 閉会式 

13:00 出発 

14:00 陶芸絵付け体験 

16:00 解散式 

   解散 

 
④ 活動の様子 
【テント設営】 

今回のキャンプは、当所のキャンプ村の中でテント班毎に自由に好きな場所にテン

トを設営して、２泊３日を過ごす予定でした。しかし、事業実施期間において、大変

不安定な天候が続くことが予想されており、テント泊でキャンプを実施するか最後ま

で悩みました。 

キャンプ当日、児童養護施設から当所への移動時間において、３日間の天気予報や

実施可能な活動と天候によるプログラムの進行遅れの予想等を基に総合的に判断し、

結果として別館きじ棟での宿泊に変更しました。 

子供たちに、「宿泊棟内であれば好きな場所にテントを設営できる」と伝えましたが、

全ての班が畳の大広間にテントを設営しました。子供たちは、この３日間を快適に過

ごすことができるよう、力を合わせて各班のテントを張っていました。                                      

 

【暗闇体験】 

月や星の明かりがなければ、夜の森の中は漆黒の闇に包まれます。明かりのある生

活が当たり前の今、暗闇を知らない子供も多くいます。今回、希望者限定で暗闇体験

を行いました。林道の中、ペアを作り、引率者が迎えに来るまで静かにその場で待ち

ます。耳が慣れ木々や小動物の声が聞こえてきたり、夜目で少しずつ周りの景色が見

えてきたりと、鋭敏になる自身の感覚を体感していました。                                     
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【沢登り】 

今回のキャンプで子供たちも施設職員も一番楽しみにしていたのは、沢登りでした。

どの年齢の参加者も楽しめるよう、低学年向けと高学年向けの難易度別２コースに分

かれて沢登りを実施しました。子供たちは、夏でも冷たい水の中で、一生懸命ゴール

を目指して岩を登りました。当所及び施設職員のスタッフは、子供たちが安全に活動

できるよう、役割分担を行いサポートに徹しました。 

また、ただ沢を登るだけではなく、水遊びを通して水の冷たさを感じたり、沢蟹を

捕まえて川の生き物を観察したりと、多くの学びや発見ができるように随所で説明を

挟み、時間をかけて沢登りを楽しみました。                                   

 

【洗濯・アイロンがけ】 

養護施設での生活や、今後一人暮らしをした際に色々な家事能力が身に付けられる

ように、このキャンプでは、自分が着た服を洗濯して部屋に干し、翌日にアイロンが

けを行う活動を行いました。 

子供たちは、宿泊室の２段ベッドの間に洗濯ロープを張り、自分の洗濯物（Ｔシャ

ツとタオル）を干しました。 

翌日は、アイロンがけを行いました。普段、タオルを畳む手伝いをしている子供は

多く、手際よくタオルを畳んでいました。一方、アイロンがけは初めて行う子供が多

く、きれいに服のしわが伸びる様子を見て感動していました。                             

 

【掃除】 

当たり前のことではありますが、自分たちが使った活動場所の片付けも自分たちで

行いました。宿泊体験の乏しい子供たちは、片付けを後回しにしがちです。「時間の貯

金をしよう」を合言葉に取り組んできたキャンプだけに、掃除も協力して素早く行う

事ができました。その結果、その後の自由時間が増え、ゆとりをもって最終日を終え

ることができました。                                      

 

【陶芸絵付け体験】 

児童養護施設の周辺自治体には、有田町や波佐見町など陶芸が盛んな地域がありま

す。今回、そんな地域の特性を生かし、産業の一つである陶芸に関連した体験活動と

して、外部施設での陶芸絵付け体験を実施しました。 

参加者は、陶器の素焼生地に、藍色絵の具（呉須）で予め考えてきた好きな絵や文

字を、思い思いに描きました。 

絵付け後の素焼き生地は、施釉～焼成（仕上げ）の工程を経て、絵付け体験から約

２週間から１か月後に陶器として出来上がります。当所職員が、直接参加者へ手渡し

する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により県外移動の自粛等が

要請されたため郵送しました。                                      

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

88％ 12％ 0％ 0％ 
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② 参加者の声 

  ・職員の力を借りながらも、自分たちでなんとか協力することができた。 

  ・できないと思っていたことでも、できた。大人になれた気がした。 

  ・まだチャレンジできていなかったことは、次回チャレンジしてみたいと思いました。 

・日頃生活している環境とはまったく違う環境で、子供たちがどういった考え方をする

のか、どんな考え方をするのかを見ることができて、より子供たちのことを知ること

ができたキャンプになりました（養護施設職員から）。 

・中学生や高校生は、日数を重ねるごとに自分たちでできることを率先して取り組んで

くれており、頼もしさを感じた。これからの進路や生活などで生かしてくれると嬉し

い（養護施設職員から）。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   連携先の児童養護施設とは、２年前から事業を連携して実施する準備をしてきました

が、一昨年度（令和元年度）は事業当日の豪雨で延期（日帰り）へ、昨年度（令和２年

度）は新型コロナウイルス感染症の感染拡大で中止を余儀なくされました。開催中止・

延期が続いたため、子供たちや職員の期待も高まっており、どの活動も全力で楽しんで

いました。今年度もコロナ禍で開催が危ぶまれ、様々な行事等が中止される中であって

も子供たちに体験活動を提供できたことは、成果であると思います。 

 

② 課題 

   児童養護施設とは事業の企画・立案時から連携していましたが、参加する施設職員全

員とは打ち合わせができていたわけではなく、事業実施時に、養護施設職員間における

意識に差が生じていました。忙しい中で準備を進めていても、事前に当日の参加スタッ

フ全員でのミーティングを設け、事業の共通認識と各スタッフの役割について、すり合

わせておく必要があります。 

 

③ 今後の展望 

   当キャンプは、生活・自立支援キャンプとして、本来参加者負担となる食費や保険代

等を含む全ての事業費を自然の家が負担し実施します。 

今回連携した児童養護施設とは、今年度を初年度としてあと２年間は生活・自立支援

キャンプを連携して実施します。今年度の成果と課題を踏まえ、次年度以降の事業をよ

り良くするための打ち合わせを重ねるとともに、３年後に連携施設が単独で子供ゆめ基

金の助成申請を行えるように助成金申請書類の記載方法を教授する等の支援を行ってい

きたいと考えています。 

また、青少年の貧困対策事業として、当機構が実施している「学生サポーター制度」

を周知し、児童養護施設に在籍する進路選択に悩む高等学校３年生の情報を共有したり、

児童養護施設が当所を利用する方法等を案内したりする等、児童養護施設の子供たちに

対する体験活動の機会の提供拡大にも尽力したいと考えています。 
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        令和 4年 1月 8日（土）～10日（月・祝） 

【担当：松元 延行】 

（２）ひとり親の家庭対象事業 

 
 
 
 
 
 
１）事業の背景 

  子供の貧困率は年々上昇しており、国際的に見ても大変深刻な状態にあります。国を挙

げた対策が急がれる中、平成 25年 6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立

し、平成 26年 8月には「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26年 8月 29日閣議決定）

が取りまとめられ、国において総合的な取組が行われることとなりました。 

  このような国の動向を踏まえ、機構においては、平成 26年度から、児童養護施設、母子

生活支援施設及びひとり親家庭等の子供を対象に、経済的に困窮した家庭の子供の「生活・

自立」を支援し、生活習慣の改善や自己肯定感の向上につながる多様な体験活動の場を提

供することとし、本所でも「生活・自立支援キャンプ」を実施してきました。 

本所のキャンプは、児童養護施設と連携して施設の子供たちを対象に実施する「わくわ

くチャレンジキャンプ（佐賀）」と、母子寡婦福祉会と連携し、ひとり親家庭の子供を対象

に実施する「わくわくチャレンジキャンプ（長崎）」の 2事業を企画しています。 

 

２）事業の趣旨 

  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。 

 
３）目標 

① 共同宿泊生活体験を通じて、「早寝早起き朝ごはん」・「家庭学習の習慣」といった基本

的な生活習慣を身に付ける。 

② 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を身に付ける。 

③ できる体験を積み重ね自尊感情を高める。 

 

４）対象 
  島原市・南島原市・雲仙市・諫早市・長崎市・長与町・時津町・大村市・東彼杵郡・ 

佐世保市在住のひとり親家庭の小学生・中学生・高校生 40名程度 

 ※保護者・母子会役員の参加可 
 

５）事業の実施 

① 期日 

   令和 4年 1月 8日（土）～1月 10日（月・祝） 2泊 3日 

 

わくわくチャレンジキャンプ（長崎） 
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  島原市・南島原市・雲仙市・諫早市・長崎市・長与町・時津町・大村市・東彼杵郡・ 
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５）事業の実施 

① 期日 

   令和 4年 1月 8日（土）～1月 10日（月・祝） 2泊 3日 

 

わくわくチャレンジキャンプ（長崎） 

② 参加者 

   男女別・校種別内訳 

 男 女 計 

小学生 ９名 ３名 １２名 

中学生  １名 名  １名 

大人  ２名  ２名 

計 １０名 ５名 １５名 

 

③ 日程 

1日目 2日目 3日目 
   送迎 
10:00 開会式 
10:30 買い物会議 
12:00 昼食（弁当） 
13:00 買い物体験 
16:00 夕食（野外炊事） 
20:30 入浴、 

一日の振り返り 
21:00 就寝 

5:30 起床 
6:30 ご来光ハイキング 
8:00 朝食（レストラン） 
9:00 洗濯、勉強 

10:30 カラフル筆ペン 
アート体験 

12:00 昼食（レストラン） 
13:00 リラックスタイム 
15:00 お正月遊び選手権 
17:00 夕食（バイキング） 
19:00 たき火のつどい、 

星空観察 
20:30 入浴、 

一日の振り返り 
21:30 就寝 

6:30 起床 
7:00 朝食（レストラン） 
8:20 清掃・片付け 
9:00 アイロンがけ 
   家族への手紙 

11:30 昼食（レストラン） 
12:30 全体の振り返り 
13:00 閉会式 

送迎 

     

④ 活動の様子 
【買い物会議、買い物体験】 

ひとり親家庭の子供たちの自炊能力の向上を目的として、自らが食べる料理を考え、

必要な食材を購入し、実際に調理して食べるところまでの一連の流れをプログラムと

しました。 

参加者は事業担当が提示した「１汁３菜」を作るお題に対し、自分の料理レパート

リーを増やそうと、班で挑戦してみたい料理を考え、必要な食材や分量を書き出しま

した。午後からは実際にスーパーマーケットに行き、班の予算内に収まるように買い

物を行いました。自然の家に戻ってからは、レシピを見ながら作りました。 

予め指定された料理を作るのではなく、自分でレシピを考える活動であるため、班

で意見をまとめる時間こそ苦労していましたが、作る料理が決まった後は主体的に行

動し、積極的に調理をする姿が見られました。                                      

 
【ご来光ハイキング】 

1 月上旬の事業であり、正月行事に関連する自然体験活動を取り入れたいと、白木

峰高原でご来光を拝光する早朝ハイキングを行いました。出発時間の 6時 30分はまだ
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暗く、足元や野生の猪に遭遇しないよう周りを警戒しながら、夜明け前までに目的地

に着けるよう高原まで移動しました。精神的にも肉体的にも厳しく、何度も弱音を吐

いていた子供も、高原での朝焼けの景色に感動していました。                                     

 
【洗濯、アイロンがけ】 

今後のお手伝いの幅が広げられるように、このキャンプでは、自分が着た服を洗濯

して部屋に干し、翌日にアイロンがけを行う活動を行いました。 

子供たちは、宿泊室の２段ベッドの間に洗濯ロープを張り、自分の洗濯物（Ｔシャ

ツとタオル）を干しました。 

翌日は、アイロンがけを行いました。普段、タオルを畳む手伝いをしている子供は

多く、手際よくタオルを畳んでいました。一方、アイロンがけは初めて行う子供が多

く、きれいに服のしわが伸びる様子を見て感動していました。                                 

 
【お正月関連体験（お正月遊び選手権、他）】 

年始の事業として、お正月に関する活動を多く実施しました。「お正月遊び選手権」

と称して、羽子板、けん玉、諫早の文化・歴史を題材にした諫早かるたの３種目で、

個人・チームの得点を競いました。 

また、事業初日は同日程で、全国一斉書き初め大会が実施されており、「高校生の書

道パフォーマンス実演」を見学させてもらいました。翌日には、「カラフル筆アート体

験」、自然の家レストランの協力による「おせち料理実食体験」も行いました。参加者

からは「コロナで今年はお正月らしいことができなかったので、楽しかった」といっ

た声が聞かれました。                                      

 
【リラックスタイム（シエスタ）】 

早朝ハイキングを実施したことや、時間いっぱい活動を入れてしまうと、勉強時間

に集中できなかったり、活動中に疲労で思わぬけがにつながったりする恐れを考慮し、

早朝から活動を行った２日目の昼食後、リラックスタイムとして、２時間のシエスタ

（お昼寝）を行いました。 

大人の参加者は、１日目からの疲労を癒すことができ、「お昼寝なんて必要ない」と

豪語していた子供たちも、しっかりとお昼寝をすることで、その後の活動に集中して

取り組むことができました。事業を運営する側として、お昼寝を設定することに気が

引けますが、事業全体を考えると、効果の高いプログラムとなりました。                                      

 
【掃除】 

自分たちが使った部屋の片付けも自分たちで行いました。宿泊体験の乏しい子供た

ちは、片付けを後回しにしがちです。「時間の貯金をしよう」を合言葉に取り組んでき

たキャンプだけに、掃除も協力して素早く行う事ができました。その結果、その後の

自由時間が増え、ゆとりをもって最終日を終えることができました。                                      

 
【勉強・家族への手紙】 

家庭学習の習慣化を図るために、洗濯の時間と並行して勉強の時間を設け、冬休み

に入る前に出された学校の宿題を持ち寄り、学習室で勉強を行いました。 

また、３日目のアイロンがけの時間には、並行して家族宛に手紙を書く時間を設定

しました。親子で参加している参加者も、このキャンプの思い出やできるようになっ

たこと、日頃、口に出して言えない感謝の気持ち等を、手紙に記していました。                                 

 

 

－ 70 －



暗く、足元や野生の猪に遭遇しないよう周りを警戒しながら、夜明け前までに目的地

に着けるよう高原まで移動しました。精神的にも肉体的にも厳しく、何度も弱音を吐

いていた子供も、高原での朝焼けの景色に感動していました。                                     

 
【洗濯、アイロンがけ】 

今後のお手伝いの幅が広げられるように、このキャンプでは、自分が着た服を洗濯

して部屋に干し、翌日にアイロンがけを行う活動を行いました。 

子供たちは、宿泊室の２段ベッドの間に洗濯ロープを張り、自分の洗濯物（Ｔシャ

ツとタオル）を干しました。 

翌日は、アイロンがけを行いました。普段、タオルを畳む手伝いをしている子供は

多く、手際よくタオルを畳んでいました。一方、アイロンがけは初めて行う子供が多

く、きれいに服のしわが伸びる様子を見て感動していました。                                 

 
【お正月関連体験（お正月遊び選手権、他）】 

年始の事業として、お正月に関する活動を多く実施しました。「お正月遊び選手権」

と称して、羽子板、けん玉、諫早の文化・歴史を題材にした諫早かるたの３種目で、

個人・チームの得点を競いました。 

また、事業初日は同日程で、全国一斉書き初め大会が実施されており、「高校生の書

道パフォーマンス実演」を見学させてもらいました。翌日には、「カラフル筆アート体

験」、自然の家レストランの協力による「おせち料理実食体験」も行いました。参加者

からは「コロナで今年はお正月らしいことができなかったので、楽しかった」といっ

た声が聞かれました。                                      

 
【リラックスタイム（シエスタ）】 

早朝ハイキングを実施したことや、時間いっぱい活動を入れてしまうと、勉強時間

に集中できなかったり、活動中に疲労で思わぬけがにつながったりする恐れを考慮し、

早朝から活動を行った２日目の昼食後、リラックスタイムとして、２時間のシエスタ

（お昼寝）を行いました。 

大人の参加者は、１日目からの疲労を癒すことができ、「お昼寝なんて必要ない」と

豪語していた子供たちも、しっかりとお昼寝をすることで、その後の活動に集中して

取り組むことができました。事業を運営する側として、お昼寝を設定することに気が

引けますが、事業全体を考えると、効果の高いプログラムとなりました。                                      

 
【掃除】 

自分たちが使った部屋の片付けも自分たちで行いました。宿泊体験の乏しい子供た

ちは、片付けを後回しにしがちです。「時間の貯金をしよう」を合言葉に取り組んでき

たキャンプだけに、掃除も協力して素早く行う事ができました。その結果、その後の

自由時間が増え、ゆとりをもって最終日を終えることができました。                                      

 
【勉強・家族への手紙】 

家庭学習の習慣化を図るために、洗濯の時間と並行して勉強の時間を設け、冬休み

に入る前に出された学校の宿題を持ち寄り、学習室で勉強を行いました。 

また、３日目のアイロンがけの時間には、並行して家族宛に手紙を書く時間を設定

しました。親子で参加している参加者も、このキャンプの思い出やできるようになっ

たこと、日頃、口に出して言えない感謝の気持ち等を、手紙に記していました。                                 

 

 

６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

② 参加者の声 

   ・これからは家でも自分から何でもチャレンジして、できるようにがんばりたい。 

   ・初めての人でも、特徴をつかんだり、名前を覚えたりすることで、仲良くなれて友

達になれた。 

   ・これからがんばりたいことは、自分からお手伝いをすることです。 

・自然の中に過ごすことの大変さや良さが少しだけどわかった気がする。自分のこと

も見つめ直す良いきっかけになりました（参加保護者から）。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   当事業は、毎年継続して実施しており、この事業における交友関係もできています。

初めて参加した子供及び保護者も、ひとり親家庭という共通環境の参加者の中で、気兼

ねなく打ち解けあっていました。 

また、コロナ禍においても、これまで参加してきた子供たちが、参加者同士やスタッ

フと再会を果たして一緒に活動することで、コロナ禍における参加者のストレス軽減に

つながっていました。 

活動においては、精神的にも肉体的にも厳しかった冬季の早朝ハイキング中に、何度

も弱音を吐いていた子供も、高原での朝焼けの景色に感動し、事業中の様々な活動同様、

達成感を味わっていました。 

事業の計画を進める中で、同日程で行われた「全国一斉書き初め大会」との連携を行

い、高校生の書き初めパフォーマンス見学、カラフル筆ペンアート体験、おせち料理実

食体験など、お正月に関連した文化体験なども取り入れる事ができました。 

 

② 課題 

   今回、所外での活動（買い物会議～買い物体験）を取り入れましたが、スケジュール

の関係で１日目に計画して実施しました。しかし、参加者にとっては、集団の雰囲気が

醸成されていないため、難しい活動となりました。 

参加者が多数いた場合、大型バス借用費用が事業費を圧迫しないよう１日目に実施を

計画しましたが、今後、プログラムを計画する際には、事業目的に適う活動とそのため

に必要な予算をよく試算する必要があります。 

また、事業中の詳細な活動において、参加者の生活を踏まえる必要がある内容もあり

ました。参加者の生活実態や、時代の変化を踏まえて、活動内容も微修正する必要があ

ります（電子レンジを用いた時短調理の浸透、アイロンがけを行わない家庭の拡大） 

 

③ 今後の展望 

   当キャンプは、生活・自立支援キャンプとして、本来、参加者負担となる食費や保険

代等を含む全ての事業費を自然の家が負担するキャンプとして実施してきました。 

複数年継続してみて、参加者は、当事業のみを継続して参加する傾向にあることが分

かりました。その一因として、ひとり親家庭の経済状況が考えられます。 

 今後は、ひとり親家庭の子供であっても、自然の家が実施する他の教育事業へ参加で
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きるような仕組みづくりを考えていきたいと思います。 

また、課題を抱える青少年の自立を支援する取組として、社会一体となって、支援の

輪を広げられるように、母子寡婦福祉会を含め、各関係機関との連携を深めていきたい

と考えています。 

長崎県及び各市町母子寡婦福祉会には、事業成果の報告等を行い、事業趣旨を理解し

ていただき、来年度の当事業に対する支援を継続してもらいたいと考えています。また、

来年度は、隣県である佐賀県からも参加者を募るか検討しており、その際も、母子寡婦

福祉会内の横のつながりを期待しています。 

そして、母子寡婦福祉会を通して、各自治体の福祉課等とも連携の輪を広げ、今後も

我が国の青少年を取り巻く貧困問題に対して、横断的に協力して一丸となって取り組む

ための一助としたいと考えています。 
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きるような仕組みづくりを考えていきたいと思います。 

また、課題を抱える青少年の自立を支援する取組として、社会一体となって、支援の

輪を広げられるように、母子寡婦福祉会を含め、各関係機関との連携を深めていきたい

と考えています。 

長崎県及び各市町母子寡婦福祉会には、事業成果の報告等を行い、事業趣旨を理解し

ていただき、来年度の当事業に対する支援を継続してもらいたいと考えています。また、

来年度は、隣県である佐賀県からも参加者を募るか検討しており、その際も、母子寡婦

福祉会内の横のつながりを期待しています。 

そして、母子寡婦福祉会を通して、各自治体の福祉課等とも連携の輪を広げ、今後も

我が国の青少年を取り巻く貧困問題に対して、横断的に協力して一丸となって取り組む

ための一助としたいと考えています。 

 
 
 
 通年（繁忙期（3月下旬～4月末、7月下旬～9月末を除く） 

        【担当：大嶋 和幸】 

（３）不登校、引きこもり、ネット依存、ADHD等発達障害や身体障害など課題を抱える青少年の支援事業 

 
 
 
 
１）事業の背景 

 文部科学省の調査では、「不登校児童生徒」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、

あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくてもできない状況（病気や

経済的理由によるものを除く）にあり、年間 30日以上欠席した者をいいます。 

 不登校、引きこもりについては、平成 25度度以降継続して増加傾向にあり、喫緊の課題

となっています。本所がある諫早市においても、全国平均は下回るものの、小学校で約 50

名（0.7%）、中学校で約 120名（3.5%）の児童生徒が不登校の状態にあります。 

 諫早市では、不登校児童生徒の受け皿として「少年センター」内に適応指導教室を開設

していますが、ここに通うことができている児童生徒数は小学生が 2名前後（4%）、中学生

が 18名（15%）と、低水準にとどまっています。 

 少年センターでは、諫早市内の不登校、別室登校児童生徒（同センター通級生を含む）

を対象に、本所を利用した体験活動プログラムを実施しています。多くの通級生が本所で

の活動を楽しみにしており、通級生以外の児童生徒も参加しています。そのことから、不

登校児童生徒の学校復帰への架け橋としての本所への期待は大きいものがあります。 

 そこで本所では、学校や適応指導教室へ通うことができない児童生徒やその保護者を対

象に、本所での自然体験活動プログラム等を提供し、家の外で活動すること、他者と交流

することの楽しさや達成感を感じさせることで、子供たちの自己肯定感、自己有用感、新

しいことに挑戦する意欲を高め、学校や適応指導教室へ通学できるように支援することを

目的とした新たな事業を開発することとしました。 

 

  【学校復帰までの道筋】 

   
 

２）事業の趣旨 

 自然の家での様々な体験活動を通して、不登校、引きこもりなどの課題を抱える青少年

に自然体験活動の楽しさや達成感を感じさせ、自己肯定感や自己有用感を高める。また、

他者との交流や自然の家での規則正しい生活を通して、基本的な生活習慣づくりのきっか

けとする。 

不登校・引きこもり等の課題を抱える青少年の支援事業 
「諫早自然の家にきてみんね！」 
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  【事業の趣旨】 

   
 

３）目標 

① 自然の家で様々な体験活動を楽しむことで、家の外での活動に対する意欲を持つこと 

  ができる。 

② できる体験を繰り返すことで、達成感を味わい、自己肯定感、自己有用感をもつこと 

   ができる。 

③ 本所職員やボランティア等との関わりを通して、他者と交流することの楽しさを感じ 

   ることができる。 

 
４）対象 

  諫早市内の不登校、引きこもり等の課題を抱える児童生徒及びその保護者 

  各回１家族または１グループ 

 
５）協力団体 

① 諫早市教育委員会 

② 諫早市小学校校長会、中学校校長会 

③ 諫早市少年センター 

④ 諫早市 PTA連合会 

⑤ 諫早市民生委員児童委員協議会連合会 

⑥ 長崎県立こども医療福祉センター 

⑦ 県央保健所 

 

  【協力団体相関図】 
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  【事業の趣旨】 

   
 

３）目標 

① 自然の家で様々な体験活動を楽しむことで、家の外での活動に対する意欲を持つこと 

  ができる。 

② できる体験を繰り返すことで、達成感を味わい、自己肯定感、自己有用感をもつこと 

   ができる。 

③ 本所職員やボランティア等との関わりを通して、他者と交流することの楽しさを感じ 

   ることができる。 

 
４）対象 

  諫早市内の不登校、引きこもり等の課題を抱える児童生徒及びその保護者 

  各回１家族または１グループ 

 
５）協力団体 

① 諫早市教育委員会 

② 諫早市小学校校長会、中学校校長会 

③ 諫早市少年センター 

④ 諫早市 PTA連合会 

⑤ 諫早市民生委員児童委員協議会連合会 

⑥ 長崎県立こども医療福祉センター 

⑦ 県央保健所 

 

  【協力団体相関図】 

   
 

６）事業の実施 

① 参加者及び実施日 

    参加者（諫早市内中学校 1年生女子及びその母親） 

 日付 内 容 

 11月 8 日（月） 自然物（どんぐり、松ぼっくり）を使ったクラフト活動 

 11月 19日（金） リースづくり 

 11月 26日（金） 葉っぱのスタンプ（エコバックづくり） 

 12月 4 日（土） 焼き芋 

 12月 13日（月） ウォークラリー 

 12月 24日（金） クリスマス会（カードゲーム） 

  1月 15日（土） カードゲーム 

  1月 22日（土） 火起こし体験（まい切式火起こし器、ファイアスターター） 

  2月 27日（日） カラフル筆ペンアート 

 

② 活動の様子（※本人及び保護者の意向により、写真の掲載なし） 

 11月 8 日（月） 【自然物（どんぐり、松ぼっくり）を使ったクラフト活動】 

  本所が事前に準備したどんぐりや松ぼっくりを使って、自由にクラフト活動を行いま

した。女性スタッフが 1対 1で対応していることもあり、安心した様子で活動していま

した。本人も保護者ももう一度参加したいとの意向があり、次回の日程を調整して活動

を終えました。 

 
11月 19日（金） 【リースづくり】 

  参加者はものづくりが得意ということで、本所に残っていた材料を使って、リースの

飾りつけを行いました。大人数の集団や男性との接触が苦手なので、今回は他団体との

接触を避けるために室内での活動としましたが、次回は他団体がいない日に屋外の活動

を行うよう調整をしました。 

 
11月 26日（金） 【葉っぱのスタンプ（エコバックづくり）】 

  本所の別事業で好評だった「葉っぱのスタンプ」を実施しました。これまで拒んでき

た屋外で活動（スタンプの材料集め）を初めて行いました。退所時には男性職員もいる

事務室に来室できるまでになりました。 

 
12月 4 日（土） 【焼き芋】 

  本格的な屋外での活動として、環境学習館上の営火場で焼き芋づくりを行いました。

同じ女性スタッフとの 4回目の活動であり、焚き火を囲むというシチュエーションも手

伝って、学校のことなどを話すことができるようになりました。その中で「昨日、短時

間だけど学校に登校できた」と話していました。 

 
12月 13日（月） 【ウォークラリー】 

  屋外での活動の幅を広げることや、負荷の高い活動を行うことによる達成感を味わっ

てほしいという願いから、ウォークラリーを実施しました。「疲れた」と話す参加者の

表情は明るく、最後まで外で元気に活動を行うことができました。 
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 12月 24日（金） 【クリスマス会（カードゲーム）】 

  関わりを持つことができるスタッフの人数を増やすことを目標に、新たに女性スタッ

フを加え、「クリスマス会」と称して、屋内でカードゲームを行いました。初対面のス

タッフを前にして、はじめは緊張した面持ちでしたが、すぐに打ち解け、会話をしなが

ら楽しく活動することができました。次回も複数名のスタッフと活動を行うよう打合せ

をして、活動を終えました。 

 
1月 15日（土） 【カードゲーム（諫早かるた等)】 

  参加者の不登校の経緯や家での様子について保護者から話を聞くために、母子別の活

動を提案しましたが、参加者が拒否したため断念しました。本人は、学校の様子などを

自分から話すようになりました。また、最近は午後から学校に行くことができており、

本所での活動を 2月から月 1回程度に変更することになりました。帰り際に、本所の男

性職員と今日の活動や次回の内容等について初めて会話することができました。 

 
1月 22日（土） 【火おこし体験】 

  まい切り式火起こし器とファイヤースターターを使って、火起こし体験をしました。

まい切式火起こし器では、火を起こすまで至りませんでしたが、できないことを達成し

たいという思いが強く、疲れていても何度も挑戦する姿が見られました。職員の異動に

より、次回から別の女性スタッフが対応することになることに少し不安を抱えているよ

うでした。 

 
2月 27日（日） 【カラフル筆ペンアート】 

  本所の事業で好評だったカラフル筆ペンアートを行いました。制作活動が好きなこと

もあり、職員と一緒に集中して作品を作り上げていました。活動の最後に、次回から対

応する新しいスタッフとの顔合わせを行い、緊張しながらも挨拶を交わすことができま

した。 

 

７）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 
② 参加者、保護者、紹介者の声 

   ア．参加者 

    ・(自然の家の活動は)楽しいからまた来たい。楽しいことなら何でもやってみたい。 

 

   イ．保護者 

    ・ここでは、子供は楽しそうで、他の場所に比べて口数が多かった。 

    ・自然の家に来たこと（本事業に参加したこと）が家を出るきっかけとなり、登校意

欲が高まり、通学につながりました。 

    ・今後、本人が希望すれば、(不登校児童・生徒対象の、複数人が参加する)キャンプ

にも参加させたいです。 
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   ウ．紹介者（諫早市少年センター） 

    ・センターにはなじめなかったが、（自然の家での活動を通して）学校に通えるように

なったことに喜びと驚きを感じている。改めて自然体験活動の効果の高さを感じま

した。 

 

８）成果と課題 

① 成果 

   ・家から全く出られず、不登校、ひきこもり状態にあった参加者が、本事業に繰り返

し参加することによって、短時間であるが毎日学校に登校できるようになりました。 

  ・ 大人数の集団や男性との接触が苦手だった参加者が、本事業で達成感を味わうこと

で、挑戦しようという気持ちが高まり、男性職員が在室する事務室に来室できるよ

うになりました。 

  ・当初はスタッフの質問に答えられず固まってしまっていた参加者が、本事業で同じ

スタッフと接することで、新たな人間関係を構築し、自分のことを素直に話せるよ

うになりました。 

   ・自然体験活動が青少年の自己肯定感の高揚につながることを、本事業を実施したこ

とで実例を通して再確認することができました。 

 

  ② 課題 

   ・今年度は新型コロナウイルス感染症の流行等の影響もあり、参加者した生徒は 1名

にとどまりました。今後、不登校や引きこもりに悩む児童・生徒及びその保護者に

向けた効果的な広報の方法を構築し、参加者を増やしていく必要があります。 

   ・参加した 1名以外にも本事業の趣旨に賛同し、子供を参加させたいと思う保護者が

いましたが、本所までの交通手段を確保できず断念した家庭や、子供を説得できず

当日になって参加を断念する家庭がありました。本所までの一歩を踏み出させるこ

との難しさを感じました。 

   ・今年度は繁忙期を除いて実施することとしたが、参加者が継続参加を希望した場合、

繁忙期の実施も検討する必要があります。本事業の参加者はその特性上様々な制約

があるため、他の利用者との調整が難しくなる恐れがあります。 

 

  ③ 今後の展望 

   ・今後も不登校、引きこもりに悩む児童、生徒や保護者に寄り添った活動を続けてい

きたいと思います。その際、最初の一歩を踏み出すまで（本所に来所するまで）、本

所職員がどこまで手を差し伸べるべきか、関係機関と連携を取りつつ、検討を重ね

ていくことを考えています。 

   ・次年度以降、不登校児童・生徒の情報を持つ諫早市教育委員会、少年センターとの

連携を密にし、事業を継続する予定です。 

   ・今年度、対象を諫早市内に限定して実施しましたが、協力団体の中に、諫早市外の

児童生徒を受け入れている医療施設等があるため、対象範囲の拡大も検討していき

たいと思います。 
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 令和 3年 10月 2日（土） 

   【担当：和泉 志帆・望月 聡・大嶋 和幸】 

５．グローバル人材の育成を見据えた国際交流事業 

（１）国内での国際交流事業 

 
 
 
 
１）事業の背景 

 新小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示）において、中学年に外国語活動、高学年に

外国語科が導入されました。外国語活動の目標 1-（1）には、「外国語を通して、言語や文

化について体験的に理解を深め、日本語と外国語との音声の違い等に気付くとともに、外

国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする」と明記され、外国語活動での体験学

習の重要性が示されています。また、当機構の令和 3年度教育事業等方針においても、青

少年に係わる国の政策課題として、異文化理解の増進を図ることが取り上げられています。 

 本所では、平成 30年度から諫早市教育委員会の委託を受け、小学校中学年を対象として、

1泊 2日のイングリッシュキャンプを実施してきました。 

 しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、日帰りで実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

自然の中で、英語を聞いたり話したりする活動を通して、外国人との交流や英語による

コミュニケーションの楽しさを実感させる。 
 
３）目標 

① 英語を用いて、主体的にコミュニケーションを図ることの楽しさや大切さを知る。 
② 英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに、日本語との違いを知り、言葉の面白

さや豊かさに気付く。 
 
４）対象 

  諫早市内の小学 3～4年生 

 
５）事業の実施 

① 期日 

   令和 3年 10月 2日（土） 

 

② 参加者 

   諫早市内全 28校のうち 10校から 29名が参加 

 男 女 計 

３年生 9 13 21 

４年生 4 3 8 

合計 13 16 29 

諫早市教育委員会委託事業 

「イングリッシュキャンプ」 
 ～野外であそびながら英語を学ぼう～ 
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③ 外部講師・補助スタッフ等 

   外部講師：諫早市の ALT 5名（運営協力：諫早市教育委員会学校教育課 6名） 

   補助スタッフ：鎮西学院大学 現代社会学部外国語学科学生 6名 

 

④ 日程 

 時間 内容 

   9:00 受付 
   9:15 始まりの会、仲良くなるゲーム 

・アイスブレイク、自己紹介ゲーム等 
  10:30 英語を用いた活動 

・色や形をさがそう 
   12:00 昼食（レストラン） 
  13:00 葉っぱのスタンプ 

・オリジナルエコバッグを作ろう 
  14:30 振り返り、終わりの会 
  15:00 解散 

 
⑤ 活動の様子 

 
 

【始まりの会・仲良くなるゲーム】 

 出会いの時間です。はじめは緊張した表情でしたが、英語で

「じゃんけん」と「自己紹介」をし、交流を深めていきました。 

子供たちの目標は、「色や形を英語で表現すること」です。ゲ

ームを通して、「red」「blue」「circle」「triangle」等、色や形

の英語表現を学びながら活動しました。 

  

 
 

【英語を用いた活動】 

 当日は天候に恵まれ、ALT や諫早市教育委員会の先生方、鎮

西学院大学の学生たちと一緒に屋外でビンゴゲームを行いまし

た。自然の中を散策しながら、様々な色や形を探します。 

子供たちは、求める色や形を見付けると、その形を英語で表

現しながら、仲間と喜びを分かち合っていました。 
  

 
 

【葉っぱのスタンプ】 

 自然の中から集めてきた葉っぱなどの自然物を使用し、エコ

バッグにスタンプをしました。 

 子供たちはこれまでの活動で学んだ色や形の英語を使いなが

ら、オリジナルの作品を作り上げました。 

  

 

【振り返り・終わりの会】 

 お別れの時間です。最後に、葉っぱのスタンプで使った色を

英語で表現しながら作品の発表会をしました。 

 一緒に活動した ALT、諫早市教育委員会の先生方、スタッフ

の見送りの中、子供たちは笑顔で帰宅の途につきました。 
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６）評価 

① アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

90％ 10％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・できるだけ英語を話しました。少し難しかったけど、楽しかったです。 

  ・いろんな物を英語で言うのは難しかったけど、とても楽しく思えた。 

  ・英語がもっと話せるようになった。友達と話すことがたくさんできた。 

  ・英語で名前や好きな食べ物を言うことを頑張った。  

  ・英語はいろいろな人とふれあえるから、もっと英語を勉強したい。 

  ・もっと英語を覚えたい、話したい。 

  ・形の英語を言って、形を（ロープで）作ることが難しかったけど、みんなの力をあ

わせて頑張りました。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   当所は本事業の委託元である諫早市教育委員会から助言をもらい、小学３・４年生の

英語教科・領域に関連付けた活動を企画し、実施することができました。 

子供たちに、外国人との交流や、ネイティブな英語表現を体験してもらうために、今

年度は鎮西学院大学現代社会学部外国語学科に依頼し、留学生や英語を勉強している大

学生 6名の協力を得ることができました。大学生たちは ALTと一緒に、班活動をサポー

トしました。子供たちは英語でじゃんけんをしたり、外国の挨拶に触れたりすることで、

楽しみながら自然に英語を話すことができました。 

   活動中、英語を使って色や形を表現することや、分からないことがあれば尋ねるなど、

積極的に英語を使おうとする子供たちの姿が多くみられたことから、目標を達成するこ

とができたと考えます。 

 

② 課題 

 今年度は日帰り 1日での実施であったため、英語活動の時間を十分に確保できません

でした。英語に慣れ親しむという点では、日常生活の中で英語を活用し、身近に体感し

てほしいので、1拍 2日が望ましいと考えます。 

今後、宿泊で企画する場合、ALTの勤務時間の制限があるため、2日間の帯同は難しく、

外国人の確保が課題だと考えております。 

 

③ 今後の展望 

今年度は、大学生が子供たちのサポートをしました。今後は、法人ボランティアの登

録を促し、企画段階から事業運営に参画し、主体的に子供たちに関われるように支援し

たいと思います。 

また、十分な英語活動を提供するために、大学生のみならず市内在住の外国人や、英

語教室などの職種の協力を仰ぐなど、外国人の確保を考えていきたいです。 
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② 課題 
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③ 今後の展望 
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６．青少年教育指導者等の養成・研修事業 

（１）青少年指導者等の養成・研修事業 

 
１）事業の背景 

  独立行政法人国立青少年教育振興機構が提示している「自然体験活動指導者養成講習会
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２）事業の趣旨 

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。 

 
３）事業の目標 

   参加者が、今後の自然体験活動の指導で実践したい具体的な内容を見つける。また、目

指したい指導者の理想像を描く。 
    
４）対象 

  満 18歳以上の者 20名   

 

５）企画・運営の留意事項 

① 企画時 

  ア．研修の構成の工夫 

   参加者が円滑に学べるよう「①共通の自然体験→②自然体験活動がもたらす効果の

講義・実習→③リスクと隣り合わせの自然体験活動の安全管理の方法の講義・実習→

④これまでの講義を踏まえて共通の自然体験の講義→⑤どのような指導をすべきか→

⑥企画・運営時に重要な対象者理解の講義」と構成しました。 

 

 
 
 
 
令和 3年 12月 26日（日）～28日（火） 

                【担当：園部 翔、東島 憲之】 

自然体験活動指導者(NEALリーダー)養成研修 
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イ．研修内容の一連性の確保 

     上述の研修を 6名の指導者で進めました。多くの指導者が講義を行うため、参加者

がすべての講義・演習が一連となっていることを理解できるように、指導者に事業全

体のねらいを共有し、担当する講義のねらいを明確にしました。 

 

② 運営時 

 ア．導入の工夫 

     今回の研修には、年齢や職種の異なる 14名が参加しました。一つの事象もこれまで

の経験が異なれば見え方や捉え方に「ちがい」が生まれます。本研修では、この「事

象の捉え方の違い」を知ることが学びであることを参加者と確認しました。 

 

 イ．各講義にふりかえり（開き合い）の機会を設定 

     上述の学びの機会を保障するために、全員が学び合える雰囲気の醸成に努めました。

そのために、各講義の最後に個々の「気づいたことや考えていること」を２人１組（バ

ディ）で話し合う場を設定しました。また、今後の指導場面においてどのように生か

すかなど「日常化」について考える機会を設定しました。 

 

６）事業の実施 

① 期日  令和 3年 12月 26日（日）～ 28日（火） 2泊 3日 

 

② 講師 

①渡辺  直史 氏（プラムネット株式会社アウトドア共育事業部統括リーダー） 

②野口 美砂子 氏（NPO法人インフィーニティー 理事長） 

③杉谷  卓也 氏（佐賀県北山少年自然の家 指導課主任） 

④諫早自然の家職員 

自然体験活動の安全管理 

対象者理解 

自然体験活動の技術④ 

上記以外の講義・実習・説明 

 

③ 参加者数 総計 14名 

職種 大学生 青少年教育関係者 学校教育関係者 その他 合計 

人数 5 5 2 2 14 

 

④ プログラム 

12月 26日（日） 12月 27日（月） 12月 28日（火） 

＜第 1部＞ 

10:00 受付・開講式 

10:30 ガイダンス① 

10:50 講義・実習 

   「自然体験活動の技術①」 

12:30 昼食（参加者持参） 

13:30 講義・実習 

   「自然体験活動の技術②③」 

16:40 夕食（弁当） 

18:00 講義 

   「青少年教育における体験活動」 

7:30 朝食（パン食） 

9:00 講義・実習 

   「自然体験活動の安全管理」 

12:10 昼食（弁当） 

＜第 2部＞ 

13:00 講義・実習 

   「自然体験活動の特質」  

16:00 講義・実習 

   「自然体験活動の技術④」 

17:40  夕食(野外炊事) 

18:20 講義「自然体験活動の指導」 

7:00 朝食（パン食） 

   片づけ 

9:30 講義「対象者理解」 

11:00 ガイダンス② 

12:00 修了試験 

12:40 閉講式 
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⑤ 活動の様子 

 

【NEALガイダンス①】担当：東島 憲之 

導入として、NEALとは何か、自然体験活動指導者に必要

な知識・技術を学ぶために、本事業では体験者の視点で活

動し、指導者の視点を持ってふりかえり、重要な内容を講

師から伝えるという研修の進め方について確認しました。 

  

 

【講義・実習】「自然体験活動の技術①」担当：園部 翔 

 学び合う雰囲気を大切にするために、緊張をほぐせるよ

うお互いを知り合える活動が重要であることを自身の体

験と講義にて説明しました。 

初めから全体で話すことは難しいため、少人数での話合

いから最後は全体で話し合う活動構成にしました。 

  

 
 

 
 

【講義・実習】「自然体験活動の技術②③」担当：園部 翔 

自然体験活動の多くは、協働することの大切さを学ぶ機

会になります。そのような活動を提供する上で、指導者自

身が「協力することや挑戦することの大切さを再認識す

る」ことをねらいに「岩場のぼり」を行いました。 

また、リスクと教育効果が比例することについて参加者

に体感してもらうために、やや難易度の高いコースを選択

しました。 

活動後のふりかえりでは、岩場のぼり（自然体験活動）

で気づいたことを、KJ法を活用して共有しました。 

  

 

【講義】「青少年教育における体験活動」担当：蓮見 直子 

岩場のぼりのふりかえりでは、参加者は特に自然体験活

動の魅力について話し合っていました。そこで、「なぜ青少

年教育で体験活動を行う機会を提供するのか」について講

義を行いました。 

その際、参加者同士のこれまでの経験と講義内容がつな

がるよう「よい体験とはどのような体験か」などについて

話し合う場を多く設定しました。 

  

 
 

【講義・実習】「自然体験活動の特質」 

渡辺 直史氏によるオンラインで、「 ①自然体験活動の

意義」と「② 参加者の地域の特質」の講義・実習を行いま

した。 

①では、渡辺氏が企画・運営されていた「アラスカキャ

ンプ」の進め方や参加者の様子、キャンプ後の変化などに

ついてお話いただきました。 

②では、参加者が自身の地域で自然体験活動の機会提供

の企画をする活動を通して、地域の特質について考えまし

た。 
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【講義・実習】「自然体験活動の安全管理」 

引き続き、渡辺 氏にお話いただきました。 

参加者は、（１）から（５）の講義・実習で自然体験活動

や体験活動の意義を学びました。よい活動にするためには

安全に活動できることが最重要であるため、この講義・実

習では、「リスクをどのようにマネジメントしていくか」を

学びました。 

  

 

【講義・実習】「自然体験活動の技術④」 

 講師として、杉谷 卓也氏をお招きしました。 

これまでの講義を踏まえた自然体験活動として「野外炊

事」を行いました。 

活動中は、参加者としての目線と支援者としての目線で

活動することを通して、自身がどのような支援を行ってい

きたいかを考える機会にしました。 

  

 

【講義】「自然体験活動の指導」担当：園部 翔 

支援者として指導する際に、どのような心構えで支援に

入るかを参加者で話し合いました。 

指導の際、参加者は指導者の姿をお手本として見るた

め、言動や服装に気掛けることなどを確認しました。また、

話し声の強弱や話す内容の可視化などを学びました。 

  

 

【講義】「対象者理解」 

講師として野口 美砂子氏をお招きしました。 

安全管理の徹底や教育効果を高めるための重要な要素

である「対象者理解」を本研修最後の講義に構成しました。 

対象者理解の必要性や方法、各年齢期における発達課題

があることなどを御講義いただきました。 

  

 

「NEALガイダンス②」担当：東島 憲之 

NEALリーダーの資格取得に必要な手続きや、今後上位資

格を取得するための演習について説明しました。 

 

 

７）評価 

① アンケート結果 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

② 参加者の声 

・雪の中の活動という決して恵まれたコンディションとはいえない中でも実施してい

ただけたことで、より一つ一つの活動内容、ちいさなチャレンジの積み重ねにも集

中ができたし、なにより「自然体験活動」における事前準備の必要性やさまざまな
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シミュレーション、即応性やリスクマネジメント、指導者や援助者、参加者それぞ

れのチーム意識の大切さなども初日から実感できたのがよかったです。 
・初日に参加者としての「体感」からスタートしたことで、一つ一つの講義の理解が

深まり、指導者目線、参加者目線、送り出す家族目線などいろんな立場で聴くこと

ができました。 
・講義内容の区切りがつくごとに、振り返りやまとめ、意見交換の時間があったのが

とてもよかったです。（頭の中では整理しきれないことを言語化できたり、感じ方捉

え方の違いを感じたりできたので）内容についても為になる話ばかりで、自分の課

題やするべきことが明確になりました。 
・リスクについて、事例を交えながらお話し頂いたので、とてもわかりやすく勉強に

なりました。またアラスカのキャンプのお話は、「特別な体験」で終わらず、自然体

験活動を企画していくうえでの気づきになりました。 
・命に関わる３つの視点や脊髄損傷の具体例などをお示しいただけたことは、これま

でも救命救急講習にはない鬼気迫るものでもあり、指導者としてもっとしっかりリ

スクマネジメントの知識や技術を身につけたいと思えました。 
・私は自然体験活動において知識や思考力の発達を期待できると思っていたが、知識

が多くても感情が豊かでないと将来起き上がれない人になってしまうとわかりまし

た。感情が動く体験とは何かを考えていきたいです。 
 

８）成果と課題 

① 成果 

参加が決定した対象者と連絡をとり、気になる点をよく確認した上で、講師と連絡を

密にとり、優れた講師の方々の実体験や、参加者が研修中に体験して気づいた内容を踏

まえた御講義、研修の構成や導入、ふりかえり等での言動の工夫をしたことで、参加者

の満足度は全て最上位評価でした。参加者のアンケートや感想にも「一つひとつの活動

のつながりがあり、学びやすかった」「指導者からだけでなく参加者同士で学び合える研

修が良かった。」などが多くありました。 

 

② 課題 

新型コロナウィルス感染症の影響もあり、昨年度に比べ、NEALインストラクターの資

格取得に必要な演習を実施された方が減少しました。次のステップを目指して演習を受

ける方を確保していけるよう、NEAL演習を受け入れられる事業の広報に努めていきたい

です。 

 

③ 今後の展望 

本事業での講師に対する参加者の満足度は、実体験をもとにした具体的な内容のため、

理解しやすいと、一様に高かったです。当所では本研修を実施するのが再来年度に予定

されている状況です。次回もご講義いただけるよう、当所では指導者養成事業や職員研

修を実施する予定なので、講師の方々と連絡を密にとっていきたいです。 
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１）事業の背景 

  平成 21年度から開始されている「教員免許更新制」は、その時々で教員として必要な資

質能力が保持されるよう定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇り

を持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的としています。 

今日の子供の現状として、基礎的な体力の不足、基本的生活習慣や生活リズムの乱れ、

学習意欲を持てないことや多様な人間関係を結んでいく力や習慣の欠如などが指摘される

とともに、いじめ、不登校、引きこもり等の生徒指導上の課題が顕著に見られます。こう

した問題の原因の一つとして、子供への保護者の関与の低さや地域の大人の関わりの少な

さ、そして、自然とのふれあいや仲間との交流の少なさといった直接体験の不足があげら

れます。このような状況に対応するため、平成 29 年 3 月に告示された学習指導要領にお

いては、集団宿泊活動やボランティア活動、自然体験活動、地域の行事への参加等、豊か

な体験活動の重点的に推進するとしています。 

体験活動の充実を図るためには、教員自らの体験を豊かにするとともに、教員が体験活

動に関する基礎的な知識技能を身に付けることが求められます。そこで、小中学校や高等

学校等に対して、集団宿泊活動において自然体験や生活体験等の機会を提供し体験活動の

指導に関するノウハウを有している当所においては、集団宿泊活動における体験活動を中

心に、教員が「実際に体験」し、「子供たちへの指導方法を学び」、併せて「学級経営や集

団宿泊活動等への活用方策について考える」講習会を実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

新学習指導要領で示された「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。 

 

３）事業の目標 

  体験から学ぶための手法について、基本的な考え方や技術、展開方法を理解する。 

    
４）対 象 全学校種教諭 40名   

 

５）事業の実施 

① 期 日  

第 1回 令和 3年  8月 28日（土） 

第 2回 令和 3年  9月 11日（土） 

第 3回 令和 3年 10月  2日（土） 

 

 

 
 
第 1回 令和 3年  8月 28日（土） 

第 2回 令和 3年  9月 11日（土） 

第 3回 令和 3年 10月  2日（土） 

               【担当：園部 翔】 

教員免許状更新講習 
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第 1回 令和 3年  8月 28日（土） 

第 2回 令和 3年  9月 11日（土） 

第 3回 令和 3年 10月  2日（土） 

               【担当：園部 翔】 

教員免許状更新講習 
② 講師 全開催回共通 

 講師 講義・実習担当 

 小原 達郎 氏（長崎大学名誉教授） 

諫早自然の家職員 

学校教育における体験活動 

上記以外の講義・実習・説明 

 

③ 参加者数 総計 100名 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ プログラム 全開催回共通 

 時間 内容 

   8:20 受付 

   8:50 開講式、オリエンテーション 

   9:00 学校教育における体験活動 

   10:00 体験学習法の理論講習 

セッション 1 ・理論の土台となる体験 

  11:10 セッション 2 ・体験を意味づける抗議 

  12:00 昼食 

  13:00 セッション 3 ・理論を確認する体験 

  15:35 セッション 4 ・体験や理論のまとめ 

  16:20 修了試験 

  16:50 閉講式 

 

⑤ 活動の様子 全開催回共通 

 

【学校教育における体験活動】 

長崎大学名誉教授小原 氏に「学校教育における体験活

動の位置づけ」や「体験活動の意義」についてお話しいた

だきました。 

体験活動の意義では、自身の体験談を踏まえながらお話し

されていたので参加者は、時に笑ったり、深くうなずいた

りとされていました。 
 

   

 開催回 合計 学校種 

 
第 1回 31名 

幼稚園・保育園・こども園等 7名  小学校 11名 

中学校 9名  高等学校 3名 特別支援学校 1名 

 
第 2回 32名 

幼稚園・保育園・こども園等 11名  小学校 11名 

中学校 7名  高等学校 3名  

 
第 3回 37名 

幼稚園・保育園・こども園等 7名  小学校 4名 

中学校 10名  高等学校 14名 特別支援学校 2名 
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【セッション 1】 

子供たちに活動を提供する上で、指導者自身が「協力す

ることや挑戦することの大切さを再認識する」をねらいに

活動しました。 

その後、振り返りの手法の１つである「Being*1」を活用

して、個人及びグループの目標を設定し、「課題解決」のゲ

ームをしました。参加者の方々は、グループのメンバーと

少しずつ打ち解けはじめ、会話も増えていきました。 

 初めに、「心の安全」や「自己開示」のゲームを行い、参

加者の心を解きほぐしました。初めは硬かった参加者の

方々の表情は次第に笑顔になり、ゲームに取り組んでいま

した。 

*1 体験を通して得られた気づきや学びを模造紙等に書き 

  込み、メンバー間で共有する振り返りの方法のこと 

   

 
 

 
 

【セッション 2】 

 セッション 2からはセッション 1で形成したグループで

活動しました。 

子供たちが自然体験活動を通して主体的に学んでいく

ための「指導者の関わり方」をお話ししました。 

具体には、「フルバリューコントラクト*2」や「チャレン

ジバイチョイス*3」「ふりかえり時に何をふりかえるとよい

のか」等、指導の基盤となる考え方についての講義を行い、

理解を深めました。 

参加者の方々は、グループのメンバーと少しずつ打ち解け

はじめ、会話も増えていきました。  

*2 お互いの努力を最大限に評価する(認め合う)という 

  グループ活動をする上での約束のこと 

*3 個人の挑戦レベルとその方法は、自分自身が決定する 

  という、活動を行う上での約束のこと 

   

 
 

 
 

【セッション 3】 

セッション 1、2を踏まえての活動となること、また、リ

スクと教育効果が比例することについて参加者に体感し

てもらうために、やや難易度の高い「オリエンテーリング」

と課題解決ゲームを織り交ぜて行いました。 

活動中は、参加者としての目線と支援者としての目線で

活動することを通して、自身がどのような支援を行ってい

きたいかを考える機会にしました。 

活動後のふりかえりでは、「Being」を活用して、体験して

気づいた指導者として子供に携わる時に大切にしたいこ

とを、共有しました。 
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【セッション 3】 

セッション 1、2を踏まえての活動となること、また、リ

スクと教育効果が比例することについて参加者に体感し

てもらうために、やや難易度の高い「オリエンテーリング」

と課題解決ゲームを織り交ぜて行いました。 

活動中は、参加者としての目線と支援者としての目線で

活動することを通して、自身がどのような支援を行ってい

きたいかを考える機会にしました。 
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気づいた指導者として子供に携わる時に大切にしたいこ

とを、共有しました。 

   

 
 

 

【セッション 4】 

 最後に、「体験学習法の特色」や「体験学習法を行うとき

の指導者の役割」、「Being の学校での活用例の紹介」につ

いての講義を行い、研修での講義を締めくくりました。 

研修を終えた参加者の方々は、皆、充実した表情で会場

を後にされました。 
   

 
６）評価 

① アンケート結果 

開催回 満足 やや満足 やや不満 不満 

第 1回 87％ 13％ 0％ 0％ 

第 2回 94％ 6％ 0％ 0％ 

第 3回 92％ 8％ 0％ 0％ 

 

② 参加者の声 

  ・学級経営でのふりかえりを深くするための具体的な声掛けや技術を実際の活動の中

で実践してもらえたので、理解しやすかったです。 

  ・子供たちの支援をする際に意識したいことがたくさん見つかる講義内容だった。 

  ・コロナ禍での実施だったが、会場の変更や手指消毒の各活動班へ配布することなど、

様々な配慮があったので安心して受講できました。 

  ・受講時、私はけがをしていたので野外活動を行えない状況だったが、職員さんが多

くの配慮をしてくださりました。宿泊学習でも私と同様に活動に参加できない子供

がいる際には、今回を参考にして、活動ができない子供の学びにも配慮したいです。 

  ・本講習で普段お会いしない教員の方と、多くの意見交換をして学び合うことができ

ました。意見交換の重要性を感じることができたので、学級経営に生かしたいです。 

  ・講義と実習が交互に行われていたこと、体験をベースに講義内容の伝え方を工夫さ

れていたこと、参加者同士の学び合いがあったので、大変有意義な時間になりまし

た。 

  ・一つ一つの活動のつながりがあり、学びやすかった。 

  ・指導者からだけでなく参加者同士で学び合える研修が良かった。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

コロナ禍の状況で長崎大学と相談の上、体験活動を踏まえながら安全に講習を実施す

ることができました。 

多様な学校種の教諭が参加される中、学校種を超えて学び合える講習会を実施するこ

とができました。 
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② 課題 

本講習は長崎大学が開設者として、自然の家が会場となり企画・運営しています。本

講習は、選択科目「学校教育と野外体験活動」ですが、受講者から「もっと理科につい

て講義があると思っていた」という指摘がありました。希望者に対しては、目的や活動

内容を明確に記載するなど、情報提示について見直しが必要です。 

 

③ 今後の展望 

次年度以降は、教員免許更新制度の発展的解消に向けた法改正の検討が行われている

ことから、長崎大学では実施しない方向となった。したがって当所では開設しないこと

となったが、教員対象の研修として、これまでの教材やノウハウ、実績は今後に生かし

ていきたいと考えています。 
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１）事業の背景 
 当所では、学級集団やクラブチームなどのグループづくり・人間関係づくりに役立つプ

ログラムの一つとして、「プロジェクトアドベンチャー」などに代表される体験教育・アド

ベンチャー教育プログラムの実践・普及に力を入れています。 

 この教育プログラムは、「自己との対峙」「葛藤」「自分自身に対する挑戦」「仲間との協

力」といったアドベンチャーの特性を生かし、人間が成長するための「気付き」を効果的

に体験するための手法として開発された教育手法であり、積極的に挑戦する意欲や姿勢、

困難な状況を乗り越えることにより得られる達成感など、自己肯定感の向上が期待できる

ものです。 

 そこで、昨年度、３年間継続して受講することで、「体験教育・アドベンチャー教育プロ

グラム」を自信をもって実践できる指導者の養成を目的とした事業を企画し、初年度とし

て「体験編」を開催しました。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、事業の中止や参加者の制限

をせざるを得ない状況になったことから、当面の間、「体験編」のみを開催することとしま

した。 

 

     向上編（当面の間延期） 

今までの実践を検証したい      参加者が自身の実践を持ち寄り、成果や課題を 

他の指導者の実践を知りたい     共有することで、実践の「質」が高まります。 

 

      理論編（当面の間延期） 

より詳しく知りたい      活動の体験だけでなく、その意図などの理論を学ぶこと 

実践の効果を高めたい      で、より効果的に実践ができるようになります。 

 

     体験編（令和２年度から毎年開催） 

体験したい      具体的な活動を体験することで、体験教育やチームづくりの基礎 

やってみたい        を学び、すぐに実践することができます。 

 

２）事業の趣旨 

   グループの力を生かす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基

本となる手法や理論の習得を図る。 
 

３）目標 

① グループの力を生かす「体験学習法」について、理論的に説明できる。 

② 「体験学習法」に基づいた活動プログラムを具体的に展開できる。 

 
 
 
 佐賀会場   令和 3年 5月 29日（土） 

 長崎会場[1] 令和 3年 6月 26日（土） 

 長崎会場[2] 令和 3年 8月 25日（水） 

     【担当：大嶋 和幸】 

ジャンプ 

(向上編) 

ホップ 

(体験編) 

ステップ 

(理論編) 

グループをチームに育てる 

      プログラム研修会（体験編） 

－ 91 －



４）対象 

  学校教育関係者、スポーツクラブ指導者、社会教育関係者、企業研修担当者、大学生、 
 高校生など 

 
５）事業の実施 

① 事業計画 

 会場 実施会場、日程等 

 
佐賀 

実施会場：佐賀県波戸岬少年自然の家 

開 催 日：令和 3年 5月 29日(土)  

 
長崎 1 

実施会場：国立諫早青少年自然の家 

開 催 日：令和 3年 6月 26日(土) 

 
長崎 2 

実施会場：国立諫早青少年自然の家 

開 催 日：令和 3年 8月 25日(水) 

   ※新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、長崎会場においては、参加者を長崎県内 

    在住者に限定して開催しました。 

 

② 参加者 

 会場 内訳 

 佐賀 青少年施設職員   14名 ※主催、共催施設職員を含む 

 

長崎 1 

教職員・保育士   9名 

青少年施設職員等  3名 ※本所学生サポーターを含む 

その他    2名 計 14名 

 
長崎 2 

教職員・保育士   5名 ※本所社会体験研修員を含む 

青少年施設職員等  2名 計 7名 

 

③日程 

 日程は各会場共通とし、参加者の構成、会場の状況に合わせて体験する活動プログラ

ムを調整しました。 

 時間 内容 

   9:30 受付 

  10:00 開講式 

  10:10 セッション 1 ・グループづくりの基盤（約束事） 

  ・フルバリューコントラクト 

  11:15 セッション 2 ・グループとチーム 

  ・チームの成長 

  12:00 昼食 

  13:00 セッション 3 ・コンテントとプロセス 

  ・体験活動サイクル 

  ・チャレンジ バイ チョイス 

  15:30 セッション 4 ・振り返りの方法 

  ・指導者の役割 

  16:00 閉講式 
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④ 活動の様子 

 

【セッション 1】 

 初めに、グループづくりの基盤となる「心の安全」や「自

己開示」のゲームを行い、参加者の心を解きほぐしました。

初めは硬かった参加者の方々の表情は次第に笑顔になり、

ゲームに取り組んでおられました。 

 活動後には「フルバリューコントラクト*1」や「チャレ

ンジバイチョイス*2」等、活動の基盤となる考え方につい

ての講義を行い、理解を深めました。 

 

*1 お互いの努力を最大限に評価する(認め合う)という 

  グループ活動をする上での約束のこと 

*2 個人の挑戦レベルとその方法は、自分自身が決定する 

  という、活動を行う上での約束のこと 

  

 
 

 
 

 
 

【セッション 2】 

 セッション 2からはセッション 1で形成したグループで

活動しました。 

 アイスブレイクを兼ねた自己紹介の後、「グループとチ

ームの違い」や「チームの成長」についての講義を行いま

した。 

 その後、振り返りの手法の１つである「Being*3」を活用

して、個人及びグループの目標を設定し、比較的負荷の小

さい「課題解決」のゲームをしました。参加者の方々は、

グループのメンバーと少しずつ打ち解けはじめ、会話も増

えていきました。  

 

*3 体験を通して得られた気づきや学びを模造紙等に書き 

  込み、メンバー間で共有する振り返りの方法のこと 
 

 
 

 
 

 

【セッション 3】 

 初めに体験活動プログラムの基盤となる「体験学習法」

についての講義を行いました。（長崎編[1]では、セッショ

ン 3 をロープスコース*4で行うため、講義をセッション 2

の後半で実施しました。） 

 その後「体験学習サイクル*5」を体験するゲームや、仲

間と協力することが成功の鍵となるゲームなど、様々なゲ

ームを行い、理論と実践をつないでいきました。 

 参加者の方々は一つ一つ活動の意図を考えながら、真剣

に取り組み、グループがチームになる過程を体感されてい

ました。 

 

*4 エレメントと呼ばれるアドベンチャー教育専用コース 

  が設置された屋外施設のこと 

*5 体験からの学びを分かりやすくモデル化したもの 
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【セッション 4】 

 最後に、体験を次の行動につなげるための「振り返り」

の方法や、グループの活動をファシリテートし、チームに

育てるための指導者の役割等についての講義を行い、研修

を締めくくりました。 

 研修を終えた参加者の方々は、皆、充実した表情で会場

を後にされました。 
 

 

６）評価 

① アンケート結果（研修全体に対する満足度） 

会場 満足 やや満足 やや不満 不満 

佐賀 100％  0％ 0％ 0％ 

長崎 1  92％   8％ 0％ 0％ 

長崎 2  86％  14％ 0％ 0％ 

 
② 参加者の声 

  ・講義と活動を同時に行うことで、座学では伝わらないことを体で感じることができ、

深い学びにつながった。 

  ・すぐに使える活動のアイデアを得られ、何となくやっていたことの理論化ができた。 

  ・今日学んだ活動は、今後ぜひ活用して、子供たちと一緒に楽しみたい。 

  ・違いが良さに変わること、チームで動く楽しさ、気持ちよさを実感できた。 

  ・自分では思いつかない発想や考え、思いを全員が認め合うことで、チームの雰囲気、

すばらしいチーム作りにつながることを学んだ。 

  ・グループがチームになっていくことを実感でき、その手順ややり方を学べた。 

  ・Beingの時間を毎回とることで、何が必要なのかを整理できた。 

  ・体験教育、アドベンチャー教育の理論から手法、技術までをしっかりと学ぶことがで

きた。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

   参加者の満足度は高く、今後活用していきたいという声が多く聞かれたことから、本

研修会が体験教育プログラムの普及に一定の効果があることがわかりました。また、様々

な職種の方が一緒に活動することで、異なる視点からの考え方を共有することができ、

学びの深まりにつながりました。 

 

② 課題 

 今年度も、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から、参加者を制限せざるを得

なくなり、「研修会を通して本プログラムを広く指導者に普及する」ことを十分にはでき

ませんでした。 

 また、昨年度の反省から、開催日を年度初めに変更しましたが、その分広報期間が短

くなり、会場によっては参加者が集まらない結果となりました。 
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③ 今後の展望 

 参加者からより多くのゲームや、より深い理論を望む声が聞かれることから、今年度

は計画していない「理論編」の開催や、「体験編」の参加者が、その後の各職場での実践

を紹介しあうような新たな研修会の実施を検討していきたいと思います。 

 一方、新型コロナウイルス感染拡大以前から宿泊を伴う研修への参加を躊躇する声が

あり、より参加しやすい実施方法を考えていく必要があります。 

 今後は、新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑みながら、体験教育プログラムの

さらなる普及を目指して、様々な取組を行っていきたいと思います。 
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（２）ボランティアの養成研修 

 
１）事業の背景 

  青少年が地域や施設でのボランティア活動を通じて、多くの方に出会い、広く社会を学

び、自分自身の発見や成長につながる貴重な体験となることに違いありません。独立行政

法人国立青少年教育振興機構国立諫早青少年自然の家（以下、機構という。）では、社会で

活躍できるボランティア（青少年）に成長してくれることを期待し、法人ボランティア制

度を設け、子供たちの体験活動を支援する機会を提供しています。 

  法人ボランティアとして活動しようとする青少年に対して、円滑に教育事業や研修支援

等の運営協力・指導補助を行えるよう、青少年教育の知識や技術を取得し、ボランティア

活動への参加意欲を高めることを目的に、毎年ボランティア養成研修事業を実施していま

す。 

  今年度は、令和 3年 6月 19日(土)〜20日（日）1泊 2日のみを計画していたが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染者拡大により、実施 1 週間前に県内大学の約 20 名からキャン

セルを受けたこととともに、別日程を設けることができないかとの依頼を受けた。 

  これを受け、7月 18日（日）の日帰り研修およびオンデマンド講義の受講により、対応

することとしました。 

 

２）事業の趣旨 

 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一助とします。 

 
３）事業の実施 

① 対象  高校生以上、一般 30名 

 

② 期日 

ア．令和 3年 6月 19日(土)〜20日（日） 1泊 2日 

  イ．令和３年 7月 18日（日）、オンデマンド講義、レポート作成 

 

③ 参加費 

  ア．2,300円 

  イ．550円 

 

④ 参加者数 延べ 42名 

  ア．参加者合計 17名（内訳：高校生 5名、大学生 9名、社会人 3名） 

イ．参加者合計 25名（内訳：高校生 4名、大学生 19名、社会人 2名） 

 
 
 
①令和 3年 6月 19日（土）〜20日（日） 

②令和 3年 7月 18日（日） 

               【担当：園部 翔、葛島 隆文】 

自然体験活動ボランティア養成研修 
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⑤ プログラム 

   ア． 

 

   イ． 

 

⑥ 講師 

ア．   Waku Wakuあそ BE隊 代表 薄井 良文 氏 

ア．イ．諫早自然の家職員 

安全管理 

その他 講義・実習・説明 

 

４）企画・運営の留意事項 

① 企画時の留意事項 

  ア．大学、高等学校と学生の参加に関する確認 

    今般の新型コロナウイルス感染症感染防止対策により活動制限を大学がとっている

ため、近隣大学、参加希望があった高等学校と学生の参加についての確認を行ないま

した。 

 

1日目 2日目 

10:00 

10:30 

 

11:30 

12:15 

 

15:25 

 

17:10 

18:15 

 

19:45 

 

 

21:00 

受付、開講式 

【講義・実習】自然の中に飛び込もう！① 

（ボランティア活動の技術 60分） 

昼食（持参）・休憩 

【講義・実習】自然の中に飛び込もう！② 

（ボランティア活動の技術 180分） 

【講義・実習】応急手当を知ろう① 

（自然体験活動の安全管理① 90分） 

夕食（レストラン）・休憩 

【講義・実習】応急手当を知ろう② 

（自然体験活動の安全管理② 90分） 

【説明】どんなボランティア活動ができるの？ 

（青少年教育施設における 

ボランティア活動① 60分） 

入浴・就寝 

7:00 

8:20 

 

 

9:00 

 

10:40 

 

12:10 

13:10 

 

 

13:50 

 

15:15 

朝食（レストラン） 

【説明】登録などはどうしたらいいの？ 

（青少年教育施設における 

ボランティア活動② 30分） 

【講義】なんで自然体験が大事なの？ 

（青少年教育 90分） 

【講義】諫早自然の家ってなに？ 

（青少年教育施設の現状と運営 60分） 

昼食（レストラン）・休憩 

【説明】どうやったら活動に参加できるの？ 

（青少年教育施設における 

ボランティア活動② 30分） 

【講義】活動時の心構えについて 

（ボランティア活動の意義 90分） 

閉講式 

1日目 オンデマンド講義内容 

10:00 

10:15 

 

 

14:30 

 

 

15:45 

受付、開講式 

【講義・実習】アイスブレイク、野外炊事 

（ボランティア活動の技術 255分） 

昼食（野外炊事） 

【説明】どんなボランティア活動ができるの？ 

（青少年教育施設における 

ボランティア活動① 60分） 

閉講式 

自然体験活動の安全管理 

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② 

ボランティア活動の意義 
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  イ．プログラム構成 

     本研修の目的は当所でのボランティア活動に必要な知識・技術を伝えることでした

が、自然体験活動やボランティア活動の経験が少ない参加者がいることを前提とし、

自然体験活動の素晴らしさを全員で体感し、その共同体験を活用しながら必要な知識

を伝えられるよう構成しました。 

 

  ウ．広報の工夫 

    チラシを作成し、対象者がいる場所に足を運んで行う足で稼ぐ広報に加え、動画を

活用して活動の様子が具体的なイメージができるよう広報を行いました。 

 また、当日上映する動画の作成や広報は、先輩ボランティアが中心となって実施し

ました。 

     

② 運営時の留意事項 

  ア．参加者同士での学び合い 

    子供たちのキャンプと同様、講師や自然の家職員から一方的に学ぶのではなく、共

に参加している人同士で学び会えるように、ふりかえりの機会を多く設定しました。 

 

  イ．先輩ボランティア（ロールモデル）を配置 

    当所で活動を行なっている先輩ボランティアが運営ボランティアを行うことで、参

加者が具体的なイメージを持てるようにしました。また、自然体験活動を一緒に行う

ことで活動中に多くの話ができるようにしたり、講義の中でこれまでのボランティア

活動を通して自身の成長につながっていることなどを話す機会を設けたりしました。 

 

  ウ．多くの職員との関係構築 

    今後のボランティア活動を円滑に進めるためには、多くの職員との関係構築が重要

であると考え，担当以外の職員にも携わってもらえるよう、調整しました。 

 

  エ．研修で学んだことを日常に落とし込む工夫 

    これまで研修を終えた参加者に「日常でどのように生かせるか」と問うと悩んでし

まうことを見かけることがありました。そこで、「日常でどのように生かすか」まで研

修中に考え、お互いに共有することでさらに充実した研修となる工夫をしました。 

 

  オ．２日間の各講義の関連付け 

    多くのカリキュラムがある本研修では、参加者が各講義をコマ切れに理解すると学

びが浅くなりがちです。これを避けるために、導入時にねらいを明確にすること、各

講義で重要なポイントなどを記したホワイトボードを参加者が見られるように残し、

別のカリキュラムでも活用することで、各講義を関連付けたカリキュラムとしました。 
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  イ．プログラム構成 

     本研修の目的は当所でのボランティア活動に必要な知識・技術を伝えることでした

が、自然体験活動やボランティア活動の経験が少ない参加者がいることを前提とし、

自然体験活動の素晴らしさを全員で体感し、その共同体験を活用しながら必要な知識

を伝えられるよう構成しました。 

 

  ウ．広報の工夫 

    チラシを作成し、対象者がいる場所に足を運んで行う足で稼ぐ広報に加え、動画を

活用して活動の様子が具体的なイメージができるよう広報を行いました。 

 また、当日上映する動画の作成や広報は、先輩ボランティアが中心となって実施し

ました。 

     

② 運営時の留意事項 

  ア．参加者同士での学び合い 

    子供たちのキャンプと同様、講師や自然の家職員から一方的に学ぶのではなく、共

に参加している人同士で学び会えるように、ふりかえりの機会を多く設定しました。 

 

  イ．先輩ボランティア（ロールモデル）を配置 

    当所で活動を行なっている先輩ボランティアが運営ボランティアを行うことで、参

加者が具体的なイメージを持てるようにしました。また、自然体験活動を一緒に行う

ことで活動中に多くの話ができるようにしたり、講義の中でこれまでのボランティア

活動を通して自身の成長につながっていることなどを話す機会を設けたりしました。 

 

  ウ．多くの職員との関係構築 

    今後のボランティア活動を円滑に進めるためには、多くの職員との関係構築が重要

であると考え，担当以外の職員にも携わってもらえるよう、調整しました。 

 

  エ．研修で学んだことを日常に落とし込む工夫 

    これまで研修を終えた参加者に「日常でどのように生かせるか」と問うと悩んでし

まうことを見かけることがありました。そこで、「日常でどのように生かすか」まで研

修中に考え、お互いに共有することでさらに充実した研修となる工夫をしました。 

 

  オ．２日間の各講義の関連付け 

    多くのカリキュラムがある本研修では、参加者が各講義をコマ切れに理解すると学

びが浅くなりがちです。これを避けるために、導入時にねらいを明確にすること、各

講義で重要なポイントなどを記したホワイトボードを参加者が見られるように残し、

別のカリキュラムでも活用することで、各講義を関連付けたカリキュラムとしました。 

 

 

 

 

 

 

５）各講義の進め方 

講義科目 講義内容 

（１） 

「開講式」 

本研修のねらい、研修を通して考えること、研修の中で

の全員のルールを共有しました。 

（２）【講義・実習】 

「ボランティア活動の技術①」 

 

開講式で共有したルールを意識づけるために、アイスブ

レイクを活用しました。 

また、実際にボランティアとして活動するキャンプの参

加者の心境は、現在の参加者の心境と同じ状況であるた

め、自身の心の変化にも注目するよう説明しました。 

（３）【講義・実習】 

「ボランティア活動の技術②」 

 

自然の家での活動を実際に体験し、その魅力を感じても

らえるように、比較的心理的負荷が大きいオリエンテーリ

ングを選択しました。 

また、各チームの支持的風土が醸成されるようオリエン

テーリングポスト地点で、チームで協力して行う課題解決

ゲームを行ないました。 

活動後にはオリエンテーリングを通して感じたことを

共有しました。その後に、アイスブレイクの扱い方、オリ

エンテーリングをなぜ序盤に入れたかを説明しました。 

（４）【講義・実習】 

「安全管理」 

自然体験活動の魅力を体感した参加者に、魅力を感じる

ためには安全管理が重要なことを伝えました。また、講師

に薄井良文氏を招き、事故が起きてしまった時の応急処置

や応急搬送方法について、深い学びとなるよう、参加者の

実習を中心に進めていただきました。 

参加者からは、薄井氏が「応急処置などはいくら学んで

も傷病者の原因を正しく把握できなければ役に立たない」

と導入時に話されたことが印象に残ったという声が多く

聞かれました。 

（５）【説明】 

「青少年教育施設における 

 ボランティア活動①」 

 このプログラムは、先輩ボランティアが企画・運営しま

した。 

先輩ボランティアが、ボランティア活動を通して「感じ

たこと」「自身の変化」「大変だったこと」などを自由に話

しました。 

（６）【説明】 

「青少年教育におけるボラ 

 ンティア活動②」 

 法人ボランティアに登録をするとできることについて、

説明を行ないました。 

（７）【講義】 

「青少年教育」 

 １日目の自身の活動を振り返る中で、体験活動の重要性

について当機構の調査研究結果を用いて伝えました。参加

者からは「振り返りが重要。他者の意見に触れる中で、自

身の考えを見つめ直せることで刺激になる」などの意見が

聞かれました。 
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（８）【講義】 

「青少年教育施設の現状と 

 運営」 

当機構の概要、長崎県や佐賀県の青少年教育施設につ

いて説明する中で『佐賀・長崎地域ぐるみで「体験の風

をおこそう」推進事業』の取り組みを説明しました。 

また、当日に実施していた「キャンプの日」の運営を

実際に観にいき、スタッフの指導方法やプログラム、プ

ログラムを行なっている参加者の様子を学びました。 

（９）【説明】 

「青少年教育施設における 

 ボランティア活動②」 

法人ボランティアの登録方法について、ボランティアサ

イトマニュアルを用いて説明しました。 

（１０）【講義】 

「ボランティア活動の意義」 

法人ボランティア活動時の心構えや法人ボランティア

の立ち位置、保護者や参加者からの見られ方、ボランティ

ア活動の意義を伝えました。 

また、これまで学んだことを通して、ボランティア活動

がどのようなものだと考えるか、ふりかえりを行ないまし

た。 

（１１） 

「閉講式」 

２日間の研修を通して、気づいたことなどから日常生活

でどのように生かせるかを個人で考え、班内、参加者全体

でふりかえりを行ないました。 

 

６）評価 

① アンケート結果 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

② 参加者の声（アンケートから一部抜粋） 

  ・1日目体験、2日目講義の構成だったため、自身の体験と照らし合わせながら学べてよ

かった。 

  ・子供の成長や子供の発言や行動を見て、一緒に時間を過ごすことで自分も成長できる

ようにボランティア活動をしたいと思った。 

  ・魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えることが重要なことだと学んだ。 

  ・発達段階によって介入方法を変えることなど子供のコミュニケーションの取り方につ

いて学べてよかった。 

  ・多様な人と関わる中でたくさん学べることが分かったので、今後ボランティア活動に

参加したい。 

  ・人と関わることが苦手だが、アイスブレイクなどを使った導入を行うことで、仲が深

まるスピードが早まることが体験を通して分かった。 

  ・人との関わりで相手を「枠」にはめたり、先入観で接し方を変えたりするべきではな

い理由を学べた。 

  ・新しいことに挑戦する大切さを学べた。人の意見や考えにふれ共有することの重要性

を感じられたことが刺激になった。人の心の動かし方や最初（導入）の大切さが体感

できた。 
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（８）【講義】 

「青少年教育施設の現状と 

 運営」 

当機構の概要、長崎県や佐賀県の青少年教育施設につ

いて説明する中で『佐賀・長崎地域ぐるみで「体験の風

をおこそう」推進事業』の取り組みを説明しました。 

また、当日に実施していた「キャンプの日」の運営を

実際に観にいき、スタッフの指導方法やプログラム、プ

ログラムを行なっている参加者の様子を学びました。 

（９）【説明】 

「青少年教育施設における 

 ボランティア活動②」 

法人ボランティアの登録方法について、ボランティアサ

イトマニュアルを用いて説明しました。 

（１０）【講義】 

「ボランティア活動の意義」 

法人ボランティア活動時の心構えや法人ボランティア

の立ち位置、保護者や参加者からの見られ方、ボランティ
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また、これまで学んだことを通して、ボランティア活動

がどのようなものだと考えるか、ふりかえりを行ないまし

た。 
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「閉講式」 

２日間の研修を通して、気づいたことなどから日常生活

でどのように生かせるかを個人で考え、班内、参加者全体

でふりかえりを行ないました。 

 

６）評価 

① アンケート結果 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

② 参加者の声（アンケートから一部抜粋） 

  ・1日目体験、2日目講義の構成だったため、自身の体験と照らし合わせながら学べてよ

かった。 

  ・子供の成長や子供の発言や行動を見て、一緒に時間を過ごすことで自分も成長できる

ようにボランティア活動をしたいと思った。 

  ・魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えることが重要なことだと学んだ。 

  ・発達段階によって介入方法を変えることなど子供のコミュニケーションの取り方につ

いて学べてよかった。 

  ・多様な人と関わる中でたくさん学べることが分かったので、今後ボランティア活動に

参加したい。 

  ・人と関わることが苦手だが、アイスブレイクなどを使った導入を行うことで、仲が深

まるスピードが早まることが体験を通して分かった。 

  ・人との関わりで相手を「枠」にはめたり、先入観で接し方を変えたりするべきではな

い理由を学べた。 

  ・新しいことに挑戦する大切さを学べた。人の意見や考えにふれ共有することの重要性

を感じられたことが刺激になった。人の心の動かし方や最初（導入）の大切さが体感

できた。 

 

  ・ボランティアの場での出会いが素敵だと感じられた。短い時間でも色んなことにチャ

レンジして、自分たちの考えを伝え合いながら協力し合える場所だと感じたため。 

  ・一歩前へ（いつもの自分の枠から飛び出てチャレンジすること、２日間の研修の中で

大切にすることと開講式でみんなの約束とした）出ることの大切さを体感した。 

  ・まずはやってみると多くの学びが待っているように思えた。１泊 2日の間で時間も心

も充実していて参加してよかった。自分の中の可能性を広げられるような気がした。 

  ・もっといろんな人と出会いたいと思った。 

 

７）成果と課題 

① 成果 

ア．ふりかえりを多く行うことで、上記の参加者のアンケートにも出ているように「想

いを共有することで刺激し合える」など多くの研修での学びについて記載がありまし

た。 

イ．広報の工夫を「４企画・運営の留意事項（１）企画時の留意事項③広報の工夫」の

とおり行なったことで、55名からの申込をいただきました。 

 

② 課題 

   当初 55 名からの申し込みがあったが、国内の新型コロナウイルス感染者の激増によ

り、県外の高校生や大学生、申込者が在学する大学の指示による一斉キャンセルなど 24

名からキャンセルを受けました。今後、新型コロナウイルス感染症がどのような影響を

及ぼしていくか分からないため、実施時期は検討する必要があると感じました。 
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（３）ボランティアによる自主企画事業 

 
１）事業の背景 

ボランティア活動は、青少年の自立や健全育成、社会参画を促進する上で重要な役割を

果たしています。そのため、当機構では各施設のボランティア・コーディネーターが法人

ボランティアに対し継続的な教育的支援を実施しています。 

本事業は、その一環として、各施設の法人ボランティアが自主企画事業を実施するにあ

たり、ボランティア・コーディネーターがその企画立案時から指導・助言に携わるととも

に、事業運営における安全管理等に関わり、法人ボランティアが学びと活動を循環させな

がら成長していくための一助となることを目的として実施しました。 

 

２）事業の趣旨 

ボランティア自身が主体的に企画・運営する自主企画事業を通して、法人ボランティア

の活躍の場や機会の充実を図り、ボランティアを育成する。 

 
３）事業の目標 

  ボランティアが事業の企画を体験し、多様な考え方や価値観に出会い自己成長を図る。 
  ボランティアが企画・運営を通して、次の行動目標を見つける。 
    
４）対象 

  国立諫早青少年自然の家に登録している法人ボランティア 10名程度 

 

５）企画の流れ 

①ボランティア

プログラム 
体験会の実施 

 「ボランティアのスキルアップ」と「新しいボランティア自主企画事業

の実行委員を募る」ことを目的に体験会を実施しました。子供たちの活動

を支援する前に、自身が様々な体験をすることで、より具体的な指導を行

えるように実行委員である先輩ボランティアが企画しました。 

 

 

②企画研修 

 「企画について知る」、「事業を企画する」ことを目的に実施し、自主企

画事業の目的や対象、募集人数などを決定しました。 
 今後、スムーズに企画を行えるよう、実行委員のスケジュールを確認し、

会場や時間の設定を行いました。 

 

 

 

 
 
 
 
令和 3年 12月 18日（土）～19日（日) 

                   【担当：園部 翔】 

チャレンジキャンプ 
 ～みんなで乗り越えよう 真冬の大冒険～ 
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（３）ボランティアによる自主企画事業 

 
１）事業の背景 

ボランティア活動は、青少年の自立や健全育成、社会参画を促進する上で重要な役割を

果たしています。そのため、当機構では各施設のボランティア・コーディネーターが法人

ボランティアに対し継続的な教育的支援を実施しています。 

本事業は、その一環として、各施設の法人ボランティアが自主企画事業を実施するにあ

たり、ボランティア・コーディネーターがその企画立案時から指導・助言に携わるととも

に、事業運営における安全管理等に関わり、法人ボランティアが学びと活動を循環させな
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２）事業の趣旨 

ボランティア自身が主体的に企画・運営する自主企画事業を通して、法人ボランティア

の活躍の場や機会の充実を図り、ボランティアを育成する。 

 
３）事業の目標 

  ボランティアが事業の企画を体験し、多様な考え方や価値観に出会い自己成長を図る。 
  ボランティアが企画・運営を通して、次の行動目標を見つける。 
    
４）対象 

  国立諫早青少年自然の家に登録している法人ボランティア 10名程度 

 

５）企画の流れ 

①ボランティア

プログラム 
体験会の実施 

 「ボランティアのスキルアップ」と「新しいボランティア自主企画事業

の実行委員を募る」ことを目的に体験会を実施しました。子供たちの活動

を支援する前に、自身が様々な体験をすることで、より具体的な指導を行

えるように実行委員である先輩ボランティアが企画しました。 

 

 

②企画研修 

 「企画について知る」、「事業を企画する」ことを目的に実施し、自主企

画事業の目的や対象、募集人数などを決定しました。 
 今後、スムーズに企画を行えるよう、実行委員のスケジュールを確認し、

会場や時間の設定を行いました。 

 

 

 

 
 
 
 
令和 3年 12月 18日（土）～19日（日) 

                   【担当：園部 翔】 

チャレンジキャンプ 
 ～みんなで乗り越えよう 真冬の大冒険～ 

 

 

③活動細案の 
決定 

 事業を円滑に運営できるよう、ボランティア自身で活動細案を作成しま

した。作成時には「自主企画事業の目的を達成するための活動になってい

るか」を綿密に確認しました。 

 

 

④事前踏査 
 計画したプログラムが円滑に進むかを確認するために、指導の練習を兼

ねて時間配分や緊急時の対応などの確認を行いました。指導練習の際に

は、他者から指導内容のフィードバックを行い、質の向上に努めました。 
 

６）ボランティア自主企画キャンプの実施 

① 名称 

   チャレンジキャンプ ～みんなで乗り越えよう 真冬の大冒険～ 

 

② 趣旨 

新しい仲間と協力して行う自然体験活動を通して、人との関わりを大切にする心を育

む一助とする。 

 

③ 目標 

  ア．友達いるからできる活動があることを知る。 

  イ．新しい友達を作るために必要なことを考える。 

 

④ 対象 

   小学校 3～4年生 30名  

 

⑤ 期日 

   令和 3年 12月 18日（土）～12月 19日（日） 1泊 2日 

 

⑥ 参加者数 総計 24名 

 男子 女子 合計 

3 年生 9 5 14 

4 年生 5 5 10 

合計 14 10 24 

 

⑦ プログラム 

12月 18日（土） 12月 19日（日） 

10：00 受付 

10：30 オープニング 

11：30 昼食（持参） 

12：00 ハイキング 

15：00 野外炊事 

20：00 入浴・就寝 

6：30 起床・朝食（レストラン） 

9：00 オリエンテーリング 

12：00 昼食（弁当） 

14：30 クロージング（保護者参観） 

15：00 解散 
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⑧ 活動の様子 

 

【オープニング】 

初めて出会う子供たちの緊張感を和らげるために、じゃんけ

んゲームや、自己紹介ゲームを行いました。 

ボランティアも、緊張の面持ちでしたが、子供たちの明るい

表情や言動を確認できたことで、表情が和らいでいきまし

た。 
  

 

【ハイキング】 

新しい友達と協力して達成する楽しさを感じてもらうた

めに、ハイキングに課題解決ゲームを織り混ぜて実施しまし

た。 

ボランティアは、オープニング時におとなしかった子供が

野外活動を行う中で、リーダーシップを発揮していく様子に

自然体験活動の魅力を再確認していました。 

  

 
 

 

【野外炊事】 

一人一人の存在が重要であることを認識してもらうため

に、野外炊事を行いました。 

子供たちは、「全員でおいしいご飯を食べる」を目標に役

割分担を行い、協力して豚汁を作りました。 

豚汁を食べながら、「僕が火をつけた」「私が野菜を切った」

「食器を洗った」と自分ができたことを話す子供たちに「も

し、誰か一人でもいなかったら豚汁を食べられたかな、みん

ながいたからできたね」と声をかけると、子供たちは「うん」

と答えていました。 

子供たちは、野外炊事を通して、一人一人の存在が重要で

あることを認識していました。 

  

 
 

 

【オリエンテーリング】 

1日目の活動を通して、互いに認め合い、支え合う風土を

醸成した子供たちは、2日目に本キャンプのメインプログラ

ムとしてオリエンテーリングを行いました。 

これまでは、近くに自分の活動班以外の多くの友達やボラ

ンティアがいましたが、この活動は、冬山の中で班のメンバ

ーだけで意思決定をして課題を解決する時間です。 

ボランティアは、子供たちがこれまでの気づきを生かして

活動ができるように、始まる前の目標設定や活動中、活動後

に声かけを行っていました。 
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【クロージング】 

活動の振り返りは、まず一人一人がキャンプで感じたこと

を個人やグループでまとめ、全員が円になって発表しまし

た。子供たちからは、「友達が増えると楽しい」「言葉かけが

大事」などの声が数多く聞かれました。最後には、保護者の

前で代表の子供が感想を発表しました。ボランティアは、嬉

しさとお別れの寂しさなどが入り混じった表情をしていま

した。 
 

 

⑨ 評価 

   ア．子供たちのアンケート結果 

満足 やや満足 やや不満 不満 

100％ 0％ 0％ 0％ 

 

   イ．子供たちの声 

   ・新しい友達ができると楽しいです。 

   ・友達が困っている時に助けると仲良くなれました。 

   ・野外炊事は周りの友達がいたからできました。 

 

７）企画したボランティアの声 

① 企画 

・事前に参加者について詳しく知ることは難しいが、対象年齢の子供の特性を知ること

や子供の目線でプログラムを考えることが大切だということがわかりました。 

・子供について大学で学んだ知識だけで終わるのではなく、実際に子供たちと関わるこ

とができ、企画をする前よりも子供への理解を深めることができたと思います。 

・企画をする上で「何を」「いつまでに」「誰が」ということを決めなければ、準備がう

まく進んで行かないということが分かりました。 

・企画を進める中で自分とは異なる考え方や価値観に出会いました。多くの人との出会

いは、自身の成長につながるので多くの人と出会いたいと感じました。 

・企画を進める中で目的を確認しながら取り組むことの重要性を感じました。 

・大人数で何か行う際は各自の動きを共有する時間を設けることで、今後の最適な行動

選択をできると感じました。 

 

② 運営 

・子供への介入の度合が多いという反省があり、子供が自分で考えて行動できるように

介入の仕方や度合を考える必要性に気づけました。 

・活動にメリハリがつくように子供を集めてから全体に話をするといったように自分の

中に対応の仕方の引き出しを増やしたいと感じました。 

 

８）成果と課題 

① 成果 

  異なる 3大学の学生が、自分たちでスケジュールを立て、綿密な企画を練り、子供た
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ちは誰もけがをすることなく、最後まで事業を運営することができました。また、子供

たちからは、ねらいに沿った感想が聞かれました。 

10名での企画は、役割分担を行うことができれば、負担を減らせる一方、意見のすり

合わせや対面での会議を行うための日程調整に苦慮していました。その経験からボラン

ティアは企画時に大切にすべきことに気づくことができました。ボランティアは、大学

生、社会人で構成されており、次年度も挑戦したいと新たなキャンプの企画を始めてい

ます。 

 

② 課題 

今回のキャンプでは、実施 2日前に大雪の予報が発表されました。雨のプログラムの

準備はしていましたが、雪の中での事業は想定しておらず、当所職員が介入することに

なりました。ボランティアの予見力や判断力をつけてもらうためにも、荒天時のプログ

ラムについての準備を促すことが必要でした。 

ボランティアが、企画・運営力を身に着けるためには実践が必要です。ボランティア・

コーディネーターが中心となって当所全体で支援をしていくことが重要だと考えます。 

 

③ 今後の展望 

学生においては、近年カリキュラムの増加などから自由な時間が減少している中、地

域や子供たちのために自分の時間を活動に費やしています。熱い思いを持って多様な体

験をする中で、知識や技術を身に付けていくボランティアについて、多くの方に知って

もらえるよう、SNS 等の広報媒体を活用して「頑張る青少年」の姿を伝えていきたいで

す。 

また、本事業を企画・運営する上で、ボランティア・コーディネーター以外にも気軽

に相談ができるよう、プログラム体験会などでは、職員がボランティアと交流する機会

を設けることで、ボランティアのサポートを当所全体で行っていきたいです。 
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７．特別研修支援 

 

１）事業の背景 

  諫早市では、「不登校児童生徒対策事業」の一環として、平成 6年 8月から同市少年セン

ター内に適応指導教室「ふれあい学級」を開設し、通級する不登校児童・生徒に対して個

別の相談・指導を行い、小集団による体験活動等を通して、集団生活への適応を図るとと

もに、学校復帰への支援を行っています。 

 本所では、平成 11年度から 4年間、不登校児童・生徒の自立と集団生活への適応に向け

た支援事業として、長崎県及び諫早市教育委員会の後援を受け、諫早市少年センターと連

携し、不登校児童・生徒、保護者、教職員を対象に「ワキ・アイアイ教室」を開催しまし

た。 

 前述の事業終了後も、諫早市少年センターは、不登校傾向にある児童・生徒の社会性や

協調性、忍耐力などを育むために自然体験活動を重視し、学校復帰支援事業として、本所

において年 6回の自然体験活動を継続的に実施しています。 

 

２）事業の趣旨 

 諫早市少年センターと連携して、人間関係を作る力、自己肯定感、忍耐力、自立心、感

謝の気持ちなど学校生活に必要な力を身に付けさせるため、自然体験活動を核とした自立

支援キャンプを実施する。 
 
３）目標 

① 人と人との関わり合いを通して、協調性・自主性を育む。 

② 自然体験活動において困難なことを克服させることにより耐性を育む。 

③ 自然体験活動を通じて「人・もの・こと」に対する感謝の気持ちを育む。 

 

４）対象 

諫早市少年センターに通う児童・生徒及び保護者 
 

５）事業の実施 

① 期日及び主な活動 
 6月 2 日(水) 

～ 3 日(木) 

[1日目] ウォークラリー、I-CAP、野外炊事(焼きそば)、 

     室内スポーツ(バドミントン) 

[2日目] 藍染め体験、野外炊事(パエリア) 

 9月 16日(木) 沢登り 

 
 
令和 3年 6月 2 日（水）～ 6月 3 日（木） 

           9月 16日（木） 
          10月 14日（木）～10月 15日（金） 

11月 16日（火） 

12月 8 日（水） 

令和 4年 2月 4 日（金）     【担当：大嶋 和幸】 

諫早市少年センター 自然体験活動 
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10月 14日(木) 

～15日(金) 

[1日目] 自然のオブジェ制作、野外炊事(カレー)、 

     室内スポーツ(バドミントン) 

[2日目] 野外炊事(ピザ) 

11月 16日(火) ディスクゴルフ、マウンテンバイク 

12月 8 日(水) 野外炊事（パン、シチュー） 

 2月 4 日(金) 焼き板、イニシアティブゲーム 

 

② 参加者 

実施期日 児童・生徒 引率者・指導者・保護者 

 6月 2 日(水)～ 3 日(木) 10 4 

 9月 16日(木) 14 4 

10月 14日(木)～15日(金) 14 4 

11月 16日(火) 14 5 

12月 8 日(水) 18 5 

 2月 4 日(金) 14 4 

 

③ 活動の様子 
 6月 2日(水)～3日(木)  

  入所式では、毎回、自分たちが作った「センター旗」を掲揚しています。今回の活動

は、ウォークラリー、I-CAP(諫早コミュニケーションアドベンチャープログラム／専用

コースを使用した人間関係づくりプログラム)、野外炊事（焼きそば、パエリア）、バド

ミントン、藍染め体験でした。昨年度も参加した子供たちを中心に、野外炊事や藍染め

体験を手際よく進めていました。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、運動する機

会が少ない子供たちは、汗をかきながら、元気にウォークラリーやバドミントンを楽し

みました。 

 
9月 16日(木)  

  今回の活動は沢登り、少年センターに通級する子供たちが楽しみにしているプログ

ラムの一つでした。安全指導後、ヘルメット、ライフジャケットを装着して深海川コー

スに挑みました。沢の水の冷たさを感じながら、全員が協力して、岩を乗り越えていました。 

 
10月 14日(木)～15日(金)  

  今回の活動は、自然のオブジェ制作、野外炊事(カレー、ピザ)、バドミントンでした。 

自然のオブジェ制作は周辺の森で材料を集める計画でしたが、イノシシによる食害の

ため十分な量を確保できず、本所にある端材等も使いました。子供たちは、自然物と端

材を上手に組み合わせて個性豊かな作品を作り上げました。  
 

11月 16日(火)  
  今回の活動は、ディスクゴルフとマウンテンバイクでした。どちらも慣れや技術が必

要なプログラムで、初めはうまくいかず苦戦していましたが、練習を重ねることで上手

にできるようになりました。子供たちはディスクがゴールに入った達成感やマウンテ

ンバイクで散策路を走る爽快感から、明るい表情を見せていました。 
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[2日目] 野外炊事(ピザ) 

11月 16日(火) ディスクゴルフ、マウンテンバイク 

12月 8 日(水) 野外炊事（パン、シチュー） 

 2月 4 日(金) 焼き板、イニシアティブゲーム 

 

② 参加者 

実施期日 児童・生徒 引率者・指導者・保護者 

 6月 2 日(水)～ 3 日(木) 10 4 

 9月 16日(木) 14 4 

10月 14日(木)～15日(金) 14 4 

11月 16日(火) 14 5 

12月 8 日(水) 18 5 

 2月 4 日(金) 14 4 

 

③ 活動の様子 
 6月 2日(水)～3日(木)  

  入所式では、毎回、自分たちが作った「センター旗」を掲揚しています。今回の活動

は、ウォークラリー、I-CAP(諫早コミュニケーションアドベンチャープログラム／専用

コースを使用した人間関係づくりプログラム)、野外炊事（焼きそば、パエリア）、バド

ミントン、藍染め体験でした。昨年度も参加した子供たちを中心に、野外炊事や藍染め

体験を手際よく進めていました。新型コロナウイルス感染症流行の影響で、運動する機

会が少ない子供たちは、汗をかきながら、元気にウォークラリーやバドミントンを楽し

みました。 

 
9月 16日(木)  

  今回の活動は沢登り、少年センターに通級する子供たちが楽しみにしているプログ

ラムの一つでした。安全指導後、ヘルメット、ライフジャケットを装着して深海川コー

スに挑みました。沢の水の冷たさを感じながら、全員が協力して、岩を乗り越えていました。 

 
10月 14日(木)～15日(金)  

  今回の活動は、自然のオブジェ制作、野外炊事(カレー、ピザ)、バドミントンでした。 

自然のオブジェ制作は周辺の森で材料を集める計画でしたが、イノシシによる食害の

ため十分な量を確保できず、本所にある端材等も使いました。子供たちは、自然物と端

材を上手に組み合わせて個性豊かな作品を作り上げました。  
 

11月 16日(火)  
  今回の活動は、ディスクゴルフとマウンテンバイクでした。どちらも慣れや技術が必

要なプログラムで、初めはうまくいかず苦戦していましたが、練習を重ねることで上手

にできるようになりました。子供たちはディスクがゴールに入った達成感やマウンテ

ンバイクで散策路を走る爽快感から、明るい表情を見せていました。 

 12月 8日(水)  
  今回の活動は野外炊事(パン、シチュー)でした。例年は餅つきを実施していました

が、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、メニューを変更して実施しまし

た。本所で何度も野外炊事をしてきた子供たちは、今までの経験を生かして、手際よく

おいしいパンとシチューを作り上げました。 

 
2月 4日(金)  

  今回の活動は、思い出作品作りの焼き板と、最初の回でも実施した I-CAP(ジャイア

ントシーソー)でした。最初の回では、自分の考えを伝えることができずにいた子供た

ちも、1年間の活動を通して大きく成長し、仲間同士で意見を出し合いながら試行錯誤

を繰り返し、全員の協力が必要な難しい課題をクリアすることができました。  
 

【活動写真】 

 ※写真は、参加者個人が特定できないよう加工しています。 

    

    
 
６）評価 

① アンケート結果（施設利用者アンケートから） 

 有効である やや有効である やや有効ではない 有効ではない 

活動プログラムはねらい

に対して有効でしたか 
100％ 0％ 0％ 0％ 

 
② 子供たちの声 

  ・パン・シチューづくりはみんなで協力して、おいしく作ることができました。毎回、

ふ  だんできないような体験ができて、とても楽しく、いい思い出になりました。 

  ・沢登りではみんなと協力でき、大変だったけど登り終えることができてうれしかった

です。1年生のときよりも進んで行動できるようになったのでよかったです。 

  ・体験活動に参加することで、センターの友達と仲を深めることができました。自分か

ら話しかけることもできるようになったのでよかったです。 

  ・特に楽しかったのはディスクゴルフです。自然を感じながら運動できるのが楽しいと

思いました。 

  ・自然の家ではスタッフの方にたくさん手助けをしてもらって、安全に楽しく活動がで

きたのでとても感謝しています。私も人の手助けができるようになりたいです。  
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７）成果と課題 

① 成果 

   少年センター職員の方からは、「学校では見せない素晴らしい笑顔や声を出して活動

する姿を見ることができる。」「同じ活動をしても毎回新しい発見がある。継続した取組

で確かな成長を感じる。」「常に新しい子供が入ってくる中で、(自然の家の活動は)子供

たちは新しい仲間の存在を感じつつ楽しい時間が過ごせ、距離を縮めることができる。」

と、自然体験の効果を強く感じられていました。このことからも、本所での支援により、

少年センターが本所での活動において設定した目標を達成できているものと考えます。 

 

② 課題 

   子供たちの中には、少年センターへの通級期間が長く、自然の家での活動に慣れてい

ることから、自分ができることをやりたがる傾向が見られます。多様な経験が子供たち

の成長につながることを考慮し、少年センターの職員の方と協力しながら、子供たちに

新しい経験、新しい気づきを提供していく必要があります。 

 

③ 今後の展望 

 これまで、諫早市少年センターとは本活動の他、不登校・引きこもり等の課題を抱え

る青少年の支援事業である『諫早自然の家に来てみんね』『チョイス』において強い連携

関係にあります。 

 今後も、不登校・引きこもりに悩む児童・生徒やその保護者に対して有効な支援を行

えるようセンター職員との定期的な情報・意見交換を行い、連携を深めていきたいと思

います。 
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８．出前事業 

 

（１）事業の背景 

 独立行政法人国立青少年教育振興機構が令和元年度に実施した『青少年の体験活動等に

関する意識調査』において「自然体験や生活体験、文化芸術体験が豊富な子供、お手伝い

を多く行っている子供は、自己肯定感が高く、自立的行動習慣や探究力が身についている

傾向がある」「社会経済的背景の相違に関わらず、自然体験が多い子供ほど、自己肯定感が

高く、自立的行動習慣が身についている傾向がある」ことが報告されました。 

 一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和 3年度は 2月末現在、延べ 323

団体（約 39,500人）の利用中止及び日程変更の連絡を受けました。 

 その主な要因は、「移動や宿泊による 3密（密閉・密集・密接）回避対策が難しい」とい

うことでした。連絡を受けた際、「集団宿泊活動は学級づくりや人間関係形成にとても重要

であるため実施したかった」「移動時の課題が解決できれば実施できた」という話もありました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、体験活動の機会減少に拍車がかかり、学校等

団体がその対応に苦しんでいる現在、本所は団体の元に赴き、体験活動を提供することが

大切であると考え、「出張！諌早自然の家」を実施しました。 

 

（２）事業の趣旨 

 新型コロナウイルス感染症の全国的流行により、体験活動の機会を喪失した青少年に対

して、体験活動の機会を提供するため、職員が赴き自然の家の活動プログラムを実施する。 

 
（３）対象 

  原則として自然の家の利用をキャンセル、断念した学校、団体等 
 
（４）事業の実施 

１）活動内容 

   以下の出前講座を各場所で実施しました。 

  ① イニシアティブゲーム【120～180分程度】仲間づくり、人間関係づくりの活動 

     例：パイプライン、ズームリズーム、ラインナップなど 

  ② 遊びリンピック【120分程度】競技性のある体験活動 

     例：丸太積み、豆運び、輪投げ、ペットボトルダーツなど 

  ③ クラフト活動 【60～120分程度】自然の家で実施するクラフト活動 

     例：丸太のコースター、ペンダント、プラホビー 

  ④ 職員研修【120～180 分程度】体験学習法や体験学習プログラムについての研修 

     例：ゲームの体験と理論講座、教室でできるゲームの紹介 

  ⑤ その他、団体と調整の上、本所が提供可能な活動 

     例：防災教育 

 
 
 
 

 令和 3年 9月 1日（水）〜3月 31日（木） 

    【担当：大嶋 和幸】 

    

「出張！諫早自然の家!!」 
 ～各学校等で自然の家のプログラムを体験しよう！～ 
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２）期日  令和 3年 9月 1日から 3月 31日までの団体希望日 

      ※実施日および詳細は、団体と自然の家にて調整 

 

３）参加費 原則無料 

      ※ただし、クラフトは材料費が必要 

 

４）依頼団体数及び活動内容 11団体 

  小学校 高等学校 適応指導教室 PTA 健全育成会 合計 

 イニシアティブゲーム 5 1 1  1 8 

 職員研修    1  1 

 その他（防災プログラム） 1 1    2 

 合計 6 2 1 1 1 11 

 

５）参加者数 401名 

  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

 小学生 0 107 87 0 0 78 0 272 

 中学・高校生 0 63 0 13 0  0 76 

 社会人 0 19 15      17 0 6 0 57 

 合計 0 189 102 30 0 84 0 405 

 

６）活動の様子 

  

【運営面での留意事項】 

３密対策として、換気を徹底し、1m以内で対面しながら

話し合う活動を避けました。また、他の参加者の体に触れ

なければならない活動はできる限り避け、実施する際に

は、休憩前最後の活動とし、活動後の手指消毒を徹底しま

した。 
 

  

【イニシアティブゲーム】 

 集団で活動する際に大切なことを考えられるように、班

の全員で協力しなければ達成することが難しい活動を設

定しました。参加者からは「価値観の違いを認め合うこと」

「目標を決めて、チャレンジすること」などが大切という

声が聞かれました。 
 

  

【職員研修】 

 人間関係作りやチーム作りに役立つ体験学習法や体験

活動プログラムの理論を、実際に体験しながら学ぶ研修を

実施しました。参加者は体験活動プログラムの効果を実感

し、自身が所属する組織の運営に活用していきたいと話し

ていました。 
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の全員で協力しなければ達成することが難しい活動を設
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【職員研修】 

 人間関係作りやチーム作りに役立つ体験学習法や体験

活動プログラムの理論を、実際に体験しながら学ぶ研修を

実施しました。参加者は体験活動プログラムの効果を実感

し、自身が所属する組織の運営に活用していきたいと話し

ていました。 
 

  

【その他の活動】 

 依頼団体と調整し、本所の事業で提供している防災プロ

グラム（災害避難指示ゲーム、避難所体験）を実施しまし

た。参加した児童・生徒は、災害時の情報の取扱いの難し

さや避難所生活の不便さを体験し、その中から自助・共助

の大切さを学び取っていました。 
 

 

（５）参加者の声 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い子供たちの活動が制限されている中で、子供たち

に仲間づくりのきっかけを作ることができた。〔小学校指導者〕 

 ・ふだん発言の少ない子供が積極的に話していることに驚き、一人一人の子供たちの見方

が変わりました。〔小学校指導者〕 

 ・本所が提供する体験活動プログラム（イニシアティブゲーム）を体験したことで、子供

たちが短時間で大きく成長する姿を見ることができた。〔適応指導教室指導者〕 

 ・この研修会で「体験活動プログラム」の効果を実感できた。次は市 PTAや学校 PTAで実

施して、多くの保護者の方に「体験活動プログラム」の効果を伝えていきたい。〔PTA参

加者〕 

 ・災害避難ゲームや避難所体験を通して、周りの人と協力することの大切さを学びました。

実際に災害に遭ったら、家族や仲間と協力できるようにしたい。〔高校生参加者〕 

 

（６）成果と課題 

１）成果 

  ・13団体から依頼を受けた（うち 2団体はキャンセル）ことから、利用者の要望に応える

ことができた事業でした。 

  ・学校の先生方は、子供たちのふだんの様子と当日活動する様子の違いに驚き、子供たち

の新たな一面を発見することができたようです。このことから、子供たちだけでなく先

生方にとっても有意義な時間を提供できたと考えます。 

  ・本事業を通して、子供たち、指導者ともに体験活動への期待が大きいこと、また、子供

たちが主体的に変化していくことができる宿泊学習等の宿泊を伴う自然体験活動提供の

重要性を改めて感じることができました。 

  ・本事業は当初 12月末までの事業として企画しましたが、団体の希望や新型コロナウイル

ス感染症の状況を考慮し、年度末まで期間を延長しました。また、実施する活動につい

ても、団体の希望にできる限り寄り添うようにしました。それによって、参加団体と良

好な関係を築くことができました。 

 

２）課題 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校では様々な行事が中止、短縮され、

子供たち同士の人間関係作りに支障をきたしている場合があります。そのような中、約

2 時間という活動時間では、子供たち同士の人間関係や気づきを十分に深めていくこと

ができる体験を提供できないことがありました。特に、イニシアティブゲームを提供す

る際は、事前に指導者との綿密な情報共有が必要だと感じました。 
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３）今後の展望 

  ・本事業は新型コロナウイルス感染症の流行に対応した事業として、今年度限りを想定し

て実施しました。次年度以降も、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、利用団

体に本所の体験活動プログラムを提供していきたいと思います。 

  ・当機構においても、「地域に開かれた青少年教育施設の実現に向け、出前事業等を実施 

   し、地域や関係機関・団体との連携を強化し体験活動の機会の充実を図ること」及び「地

域のニーズを踏まえ連携先の拡大により体験活動の充実を図ること」を推進しています。

今後も、共済事業や出前講座等を実施することにより、今年度事業に参加した PTA団体

等、広いネットワークを持つ団体との連携を図り、本所のキャッチフレーズである『人

づくり、仲間づくりの諫早』を体現できるよう、体験活動プログラムの普及、啓発に努

めていきたいと思います。 
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等、広いネットワークを持つ団体との連携を図り、本所のキャッチフレーズである『人

づくり、仲間づくりの諫早』を体現できるよう、体験活動プログラムの普及、啓発に努

めていきたいと思います。 

 
 
 
毎月第 日曜日

【担当：和泉 志帆、田村 匠平】

９．研修支援

 
 
 
 
 
 
（１）事業の背景

国立諫早青少年自然の家（以下、当所）では、「キャンプをもっと身近なものにしたい」、

「キャンプで家族団らんのひと時を過ごしてほしい」と考え、令和元年から毎月第 日曜日を

当初の「キャンプの日」として制定し、家族の体験活動を推進しています。毎月第 日曜日と

設定したのは、長崎県と佐賀県が「家庭の日」として家族団らんの機会を増やす運動を推進し

ていることとねらいが合致しているからです。

「キャンプの日」では、道具を持っていない人や、やり方がわからない人など、キャン

プ初心者の家族も職員の指導を受けながら、デイキャンプやテント泊体験をできます。

デイキャンプは、参加者に当所で活動できる自然体験を提供する特別プログラムを実施し、

参加者が自分たちで体験活動を行うきっかけとなるような支援を行っています。

（２）事業の趣旨

毎月第 3 日曜日を当所の「キャンプの日」として制定し、家族の体験活動を推進すると

ともに、キャンプを通して家族団らんの時間を提供する。 

（３）対象

幼児や小・中・高・大学生のいる家族 
１）デイキャンプ 定員 20 家族 

※昨年度までは研修支援の一環として当日、来所で利用してもらっていましたが今年度

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から定員を設け、事前申込み制としま

した。 
 

２）テント泊体験 定員 各回 6 家族程度 
※WEB 申込みとし、多数の場合は初参加優先としました。 

（４）事業の実施

　１）期日

令和 年 月～令和 年 月 毎月第 日曜日

※テント泊体験は、前日から実施（ 、 、 、 、 月はデイキャンプのみ）

キャンプの日
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　２）参加者

外出自粛期間後に外遊びの需要が高まり、9 月以降の参加者が増加しました。 

開催月 
デイキャンプ テント泊体験 

家族数 合計人数 家族数 合計人数 
4 月 12 69  
5 月 中止（感染症拡大の影響による） 
6 月 19 68 中止（感染症拡大の影響による） 
7 月 14 49  
8 月 中止（感染症拡大の影響による）  
9 月 中止（感染症拡大の影響による）  
10 月 18 61 6 27 
11 月 14 50 6 22 
12 月 6 16 3 11 
1 月 13 44 3 8 
2 月 感染症拡大の影響に

より、1 家族限定 
申込みなし 中止（感染症拡大の影響による） 

3 月 6 23  
合計 102 380 18 68 

 
　３）プログラム 

① デイキャンプ

時から 時の間で実施しました。自由に体験できるプログラムとして「たき火、

ハンモック、スラックライン等」を提供しました。また、希望者には、特別プログラム

を提供し、空き缶でのお米炊き体験や沢歩き、森の散策などを行いました。

月は、諫早市こどもの城の協力の下、諫早市こどもの城を会場にして実施しました。

必要な道具を渡し、家族ごとにかまどづくり、火おこし体験を行いました。

＜実施した特別プログラム＞

月 たき火づくり 月 空き缶を使った炊飯 月 沢登り

月 自然散策 月 端材や自然物のクラフト 月 丸太のペンダント

月 火おこし体験

② テント泊体験

デイキャンプ前日から野外調理やテント泊を楽しめる機会としました。初心者の家族

でも参加しやすいように、スタッフによる活動時のサポートを手厚くしました。

土曜日 日曜日

受付

テント設営

夕食づくり

たき火で団らん

朝食づくり

片付け

解散
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４）活動の様子 

 

【デイキャンプ】

新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、他の家族

と密にならないように配慮しながら実施しました。

テントやイスを持参してのんびり過ごしたり、持参した

食べ物を焼いて食べたり、家族で団らんする姿が見られま

した。

家族ごとでの参加ですが、子供たち同士は、自然と距離

が縮まりみんなで遊んでいる様子が見られました。また、

保護者同士も会話が弾み、「他の家族と話せてよかった」

との声も聞かれました。

 
 

 

【特別プログラム】

月には沢登りを行いました。小学校低学年の参加が多

く、不安を感じている参加者もいましたが、出発前にスタ

ッフが参加者同士の関係性を築き、お互いに声をかけあえ

る関係を作りました。初参加で経験が少ない家族も安心し

て活動できました。「もっと水遊びをしたかった」「楽しか

った」などの声が聞かれました。

月に諫早市こどもの城で行ったプログラムは、当所で

は実施していない家族ごとの居場所づくりでした。与えら

れた道具を使って、家族ごとに試行錯誤しながら、かまど

つくりと火おこし体験をしました。運営の際、参加者が自

分たちで外遊びを行うときに使える知識を持って帰って

もらえるよう意識しました。活動中、置いている丸太を積

み上げるなど、周りの自然物を使って遊ぶ子供たちの姿が

見られました。

 

【テント泊体験】

泊まりたいテントを各家族が選び、他の家族と協力して

設営しました。保護者同士の協力により、設営にかかる時

間が減り、ゆっくりと楽しむ時間が増えました。

夕食作りは、事前に貸出道具、メニュー等の情報を提供

することで、参加者の不安が少なくなるようにしました。

困った時にはスタッフに聞きながら、自分達でキャンプを

行えるよう試行錯誤する姿が見られました。
 

 
（５）評価

　１）アンケート結果（キャンプ全体に対する満足度） 
① デイキャンプ 

満足 やや満足 やや不満 不満 
94％ 5％ 1％ 0％ 
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② テント泊体験 
満足 やや満足 やや不満 不満 
89％ 11％ 0％ 0％ 

 
　２）参加者の声 

① デイキャンプ 
・自分たちのペースで、たき火でいろいろ焼くことができて楽しめました。

・雨の中でカートンドッグを作りました。それもまたいい体験でした。

・久しぶりに外で遊べて、一緒に遊んでくれて子供が喜んでいました。

② テント泊体験

・夫が不在の中、参加は少し不安でしたが、スタッフの方のサポートのおかげで楽しく

過ごすことができました。

・イベント中止が多い中、感染防止対策をしながら外遊びの機会となり嬉しかった。

（６）成果と課題

１）成果

コロナ禍が続く今年度は、感染防止対策として、デイキャンプの参加家族数を限定し、

事前予約制とするなど安心して参加できるようになった結果、開催中止を回避し、不足す

る体験活動の場を提供できました。

また、新たな広報手段として、メールや を活用したことにより、新規参加者の増加

につながりました。参加者からは、他の参加者を見て、「私もこれをやってみたい」などの

声が多く聞かれ、次の体験活動につながる場となりました。テント泊体験では、活動の様

子を で発信する家族や参加後に当所を利用し、活動を楽しむようになった家族も

あり、自然体験活動を自分たちで楽しむきっかけを作ることができました。

事業運営においては、 年間の継続によりノウハウが定着し、全職員が運営スタッフと

して活動の支援をできるようになりました。

　２）課題

新規参加者が増加する一方、デイキャンプ、テント泊体験ともにリピート率が高く、今

後は、リピーターが自分たちで自然体験活動を行う次のステップに向かうための支援が必

要です。

また、昨年度、参加者が多かった際の受付の混雑、活動場所の不足、安全管理の徹底と

いった課題と、今年度の事前予約制で定員有とした事業運営を比較し、改善を重ねること

が必要です。そして、アフターコロナに向けて、キャンプを身近に感じる家族が増え、家

族の体験活動を推進できる「キャンプの日」の新たな事業企画が求められます。

　３）今後の展望

「楽しい」「またやりたい」と思った家族に向けて、準備から片付けまで各自で行う内容

の活動を企画し、スタッフの支援がなくても、自分たちでキャンプを行うことができるよ

う、レベルアップの機会を提供する取組を検討したいです。
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Ⅱ　事業・管理運営の記録

　（１）利用者数・利用団体数・稼働率

　　①　利用者数及び稼働率

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

宿泊 2,168 631 763 2,416 1,097 428 4,478 2,399 1,445 112 0 1,430 17,367

日帰 962 1,010 815 1,696 991 464 880 1,220 348 221 171 668 9,446

計 3,130 1,641 1,578 4,112 2,088 892 5,358 3,619 1,793 333 171 2,098 26,813

宿泊 0 0 34 243 129 0 160 128 155 45 0 30 924

日帰 0 11 13 185 38 79 740 64 9 21 2 76 1,238

計 0 11 47 428 167 79 900 192 164 66 2 106 2,162

宿泊 2,168 631 797 2,659 1,226 428 4,638 2,527 1,600 157 0 1,460 18,291

日帰 962 1,021 828 1,881 1,029 543 1,620 1,284 357 242 173 744 10,684

計 3,130 1,652 1,625 4,540 2,255 971 6,258 3,811 1,957 399 173 2,204 28,975

稼働率(%)　 25.1 14.6 14.9 35.9 18.2 6.4 51.4 33.4 40.2 20.3 0.0 32.6 25.4

　　②　利用団体数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

宿泊 21 15 18 37 19 8 46 34 15 2 0 14 229

日帰 54 64 53 107 89 53 54 33 17 16 13 47 600

計 75 79 71 144 108 61 100 67 32 18 13 61 829

宿泊 0 0 1 3 1 0 3 3 4 1 0 1 17

日帰 0 1 1 2 2 3 8 4 3 3 1 4 32

計 0 1 2 5 3 3 11 7 7 4 1 5 49

宿泊 21 15 19 40 20 8 49 37 19 3 0 15 246

日帰 54 65 54 109 91 56 62 37 20 19 14 51 632

計 75 80 73 149 111 64 111 74 39 22 14 66 878

教育事業

総合計

　１．令和３年度利用実績
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による受入れ停止：令和３年８月２０日～９月１２日，令和４年１月２１日～３月６日

研修支援

研修支援
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（２）平成26年度から令和3年度までの利用者数・利用団体数・稼働率

①　利用者数及び稼働率

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ０１ Ｒ０２ Ｒ０３

宿泊 90,810 92,643 84,729 79,545 71,904 63,303 12,385 17,367

日帰 12,526 14,379 15,380 14,960 13,522 13,020 8,526 9,446

計 103,336 107,022 100,109 94,505 85,426 76,323 20,911 26,813

宿泊 3,527 4,288 6,163 6,730 6,453 5,173 1,479 924

日帰 8,732 13,702 18,804 16,556 19,190 16,151 1,635 1,238

計 12,259 17,990 24,967 23,286 25,643 21,324 3,114 2,162

宿泊 94,337 96,931 90,892 86,275 78,357 68,476 13,864 18,291

日帰 21,258 28,081 34,184 31,516 32,712 29,171 10,161 10,684

計 115,595 125,012 125,076 117,791 111,069 97,647 24,025 28,975

稼働率(%)　 55.6 54.4 52.9 52.5 52.0 51.8 15.6 25.4

②　利用団体数

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ０１ Ｒ０２ Ｒ０３

宿泊 691 702 762 704 708 656 192 229

日帰 634 746 674 774 732 633 468 600

計 1,325 1,448 1,436 1,478 1,440 1,289 660 829

宿泊 46 46 94 76 77 56 11 17

日帰 33 62 65 62 81 67 34 32

計 79 108 159 138 158 123 45 49

宿泊 737 748 856 780 785 712 203 246

日帰 667 808 739 836 813 700 502 632

計 1,404 1,556 1,595 1,616 1,598 1,412 705 878
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（３）団体種別利用状況

団体種別 数（人） 割合（％） 数（団体） 割合（％）

幼稚園・保育園・こども園 2,390 8.2 65 7.4

小学校 7,332 25.4 168 19.2

中学校 1,829 6.3 30 3.4

高等学校 970 3.3 10 1.1

特別支援学校 76 0.3 11 1.3

その他の学校 318 1.1 7 0.8

青少年活動関係団体等 9,254 31.9 238 27.1

教育事業など 2,162 7.5 49 5.6

官公庁・企業 548 1.9 24 2.7

家族 724 2.5 116 13.2

その他 3,372 11.6 160 18.2

合　　計 28,975 100 878 100

・「その他の学校」とは，専修学校・専門学校，職業訓練校等の団体を区分しています。

・「その他」とは，上記以外の「教育関係施設」，「グループ・サークル」等の団体を区分しています。

利用者数 利用団体数

幼稚園・保育

園・こども園

7.4%

小学校

19.2%

中学校

3.4%

高等学校

1.1%

特別支援学校

1.3%

その他の学校

0.8%

青少年活動関係団体等

27.1%

教育事業など

5.6%

官公庁・企業

2.7%

家族

13.2%

その他

18.2%

図6 団体種別利用団体数の割合

幼稚園・保育

園・こども園

8.2%

小学校

25.4%

中学校

6.3%

高等学校

3.3%

特別支援学校

0.3%
その他の学校

1.1%
青少年活動関

係団体等

31.9%

教育事業など

7.5%

官公庁・企業

1.9%

家族

2.5%
その他

11.6%

図5 団体種別利用者数の割合
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（４）県別利用状況

長崎県 24,850 95.4 523 95.3

福岡県 869 3.3 9 1.6

佐賀県 153 0.6 10 1.8

その他 187 0.7 7 1.3

合　　計 26,059 100 549 100

・当所主催の教育事業を除いています。

・各団体が「下見・事前打合せ」で利用した場合を除いています。

（５）県ごとの団体種別利用実績

43 62 11 4 2 3 171 11 103 113 523

2,300 7,005 1,796 419 50 311 8,882 375 670 3,042 24,850

1 0 0 1 0 0 3 2 0 2 9

19 0 0 540 0 0 160 11 0 139 869

0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 10

0 49 0 0 0 0 0 0 30 74 153

0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7

0 0 0 0 0 0 34 133 12 8 187

44 63 11 5 2 3 175 15 114 117 549

2,319 7,054 1,796 959 50 311 9,076 519 712 3,263 26,059

・各団体が「下見・事前打合せ」で利用した場合を除いています。

青少年
活動団体

特別支援
学校

利用者数

中学校

利用団体数
数

(団体)
割合
（％）

小学校

都道府県 数（人）
割合

（％）

幼･保
こども園

・「学校」が，授業外（勉強合宿・部活・クラスレクリエーション）で利用した場合は,「青少年活動団体」に区分しています。

合計
利用団体数（団体）

利用者数(人）

利用者数(人）
その他

利用団体数（団体）

合計

・当所主催の教育事業を除いています。

家族

長崎県

利用者数(人）

利用団体数（団体）

福岡県

佐賀県

利用団体数（団体）

官公庁
企業

その他高等学校

利用者数(人）

利用団体数（団体）

利用者数(人）

その他
の学校

長崎県

95.3%

福岡県

1.6%

佐賀県

1.8%

その他

1.3%

図8 県別利用団体数の割合

長崎県

95.4%

福岡県

3.3%

佐賀県

0.6%

その他

0.7%

図7 県別利用者数の割合
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（６）長崎県内市町ごとの利用状況

諫早市 11,818 47.6 270 51.6
長崎市 5,071 20.4 104 19.9
大村市 3,532 14.2 76 14.5
雲仙市 260 1.0 11 2.1
島原市 714 2.9 14 2.7
南島原市 94 0.4 2 0.4
佐世保市 377 1.5 9 1.7
時津町 1,624 6.5 9 1.7
長与町 1,047 4.2 15 2.9
その他 313 1.3 13 2.5

合　　計 24,850 100 523 100

・当所主催の教育事業を除いています。

・各団体が「下見・事前打合せ」で利用した場合を除いています。

（７）長崎県内市町ごとの団体種別利用実績

15 30 9 1 1 93 4 38 79 270
652 2,992 1,051 113 68 4,755 192 222 1,773 11,818
17 3 1 2 33 5 23 20 104

1,143 285 100 243 2,431 117 155 597 5,071
4 11 1 2 21 1 28 8 76

176 1,444 140 50 1,000 56 184 482 3,532
3 1 1 3 3 11

95 58 61 11 35 260
3 5 2 4 14

189 388 78 59 714
1 1 2
66 28 94

7 2 9
363 14 377

4 1 1 1 2 9
720 645 105 13 141 1,624

1 5 3 1 4 1 15
45 916 39 10 23 14 1,047

2 10 1 13
136 175 2 313

43 62 11 4 2 3 171 11 103 113 523
2,300 7,005 1,796 419 50 311 8,882 375 670 3,042 24,850

・当所主催の教育事業を除いています。

・「学校」が，授業外（勉強合宿・部活・クラスレクリエーション）で利用した場合は,「青少年活動団体」に区分しています。

・各団体が「下見・事前打合せ」で利用した場合を除いています。

合計家族

長崎市

市町名 数（人）
割合

（％）

利用者数（人）

市名

諫早市

その他
幼･保

子ども園

利用団体数利用者数

団体種別 小学校
官公庁
企業

その他
の学校

青少年
活動団体

利用者数（人）

特別支援
学校

中学校

数
(団体)

割合
（％）

利用団体数（団体）

利用団体数（団体）

利用者数（人）

高等学校

雲仙市

大村市

島原市

その他

利用者数（人）
利用団体数（団体）

利用団体数（団体）

利用者数（人）
利用団体数（団体）

利用者数（人）
南島原市

佐世保市
利用団体数（団体）

利用者数（人）
利用団体数（団体）

利用団体数（団体）

合計
利用団体数（団体）

利用者数（人）

利用者数（人）

時津町
利用団体数（団体）

利用者数（人）

長与町
利用団体数（団体）

利用者数（人）

諫早市

47.6%

長崎市

20.4%

大村市

14.2%

雲仙市

1.0%

島原市

2.9%

南島原市

0.4%

佐世保市

1.5%

時津町

6.5%
長与町

4.2%

その他

1.3%

図9 長崎県内市町ごとの利用者数の割合
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図10 長崎県内市町ごとの利用団体数の割

合
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（８）宿泊日数別利用状況

日帰り 8,953 54.6 600 72.3

１泊２日 5,657 34.5 174 21.0

２泊３日 1,145 7.0 35 4.2

３泊４日 358 2.2 13 1.6

４泊５日 227 1.4 4 0.5

５泊以上 54 0.3 3 0.4

合　　計 16,394 100 829 100
・利用者数は，実利用者数を用いて算出しています。
・当所主催の教育事業を除いています。

（９）利用者アンケート （％）

満足 やや満足 やや不満 不満

R01 84.0 15.4 0.6 0.0

R02 88.3 9.8 1.5 0.4

R03 94.6 4.9 0.5 0.0

R01 88.3 10.5 1.1 0.1

R02 92.2 7.1 0.7 0.0

R03 85.8 13.0 1.2 0.0

R01 91.4 8.4 0.0 0.2

R02 94.1 5.4 0.5 0.0

R03 93.1 6.9 0.0 0.0

R01 91.7 7.2 1.0 0.1

R02 95.3 4.3 0.4 0.0

R03 97.0 2.5 0.5 0.0

R01 89.2 10.1 0.6 0.1

R02 90.7 7.9 1.1 0.3

R03 95.6 4.4 0.0 0.0

 （10）活動プログラム別利用状況

43 8.0

80 14.9

1 0.2

127 23.7

33 6.2

223 41.6

29 5.4

536 100合計

活動プログラム

登山・ハイキング・散策

水辺の活動

ゲーム・レクリエーション活動

炊飯・生産活動

創作・制作活動

スポーツ活動

自然観察活動・環境教育活動

割合
（％）

宿泊日数
数

(団体)

利用
件数

数（人）
割合

（％）

利用者数 利用団体数

割合
（％）

⑤施設を利用しての
総合的な満足度

①事前の情報提供に
関する満足度

②職員等の教育的支
援に関する満足度

③活動プログラムに
関する満足度

④職員の対応に関す
る満足度

日帰り

54.6%

１泊２日

34.5%

２泊３日

7.0%

３泊４日

2.2%
４泊５日

1.4% ５泊以上

0.3%

図11 宿泊日数別利用者数の割合
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図12 宿泊日数別団体数の割合
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5.4%

図14 活動プログラム別利用割合
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図13 利用者アンケート経年比較
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④
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団体数 利用者数 団体数 利用者数 団体数 利用者数

昭和 53 1978 163 22,453 － － 163 22,453

54 1979 428 86,601 － － 428 86,601

55 1980 489 117,570 － － 489 117,570

56 1981 466 138,144 － － 466 138,144

57 1982 428 142,494 － － 428 142,494

58 1983 460 146,857 － － 460 146,857

59 1984 406 151,007 － － 406 151,007

60 1985 455 153,593 － － 455 153,593

61 1986 465 156,750 － － 465 156,750

62 1987 492 157,146 － － 492 157,146

63 1988 565 158,195 － － 565 158,195

平成 元 1989 585 158,789 － － 585 158,789

2 1990 579 159,933 － － 579 159,933

3 1991 602 160,610 － － 602 160,610

4 1992 622 153,276 － － 622 153,276

5 1993 603 141,314 － － 603 141,314

6 1994 643 127,045 21 1,705 664 128,750

7 1995 712 124,072 22 1,517 734 125,589

8 1996 731 124,034 17 1,852 748 125,886

9 1997 636 113,898 12 645 648 114,543

10 1998 622 108,750 27 1,110 649 109,860

11 1999 585 104,592 31 1,706 616 106,298

12 2000 560 98,888 42 2,228 602 101,116

13 2001 518 91,016 127 5,245 645 96,261

14 2002 599 94,632 273 5,996 872 100,628

15 2003 695 102,799 400 7,381 1,095 110,180

16 2004 634 97,555 514 8,841 1,148 106,396

17 2005 714 96,400 571 9,668 1,285 106,068

18 2006 664 95,838 626 6,854 1,290 102,692

19 2007 619 93,318 570 7,352 1,189 100,670

20 2008 711 93,427 702 12,395 1,413 105,822

21 2009 731 93,102 614 15,549 1,345 108,651

22 2010 650 96,890 580 10,097 1,230 106,987

23 2011 653 92,634 613 17,861 1,266 110,495

24 2012 632 91,453 549 18,833 1,181 110,286

25 2013 708 92,226 594 16,051 1,302 108,277

26 2014 737 94,337 667 21,258 1,404 115,595

27 2015 748 96,931 808 28,081 1,556 125,012

28 2016 856 90,892 739 34,184 1,595 125,076

29 2017 780 86,275 836 31,516 1,616 117,791

30 2018 785 78,357 813 32,712 1,598 111,069

令和 元 2019 712 68,476 700 29,171 1,412 97,647

2 2020 203 13,864 502 10,161 705 24,025

3 2021 246 18,291 632 10,684 878 28,975

25,892 4,784,724 12,602 350,653 38,494 5,135,377計

※昭和53年度～平成5年度の利用者数は現行とカウントの仕方が異なっていたために，現行の方法に合わせ
て計算しています。

（11）開所からの利用状況

和暦 西暦
宿　　泊 日　　帰 総　　計
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（12）傷病発生状況

　①内科系

発熱 頭痛 吐き気 嘔吐 腹痛
倦怠感

（だるさ）
その他 合計

オリエンテーリング・ ウォークラリー 6 1 1 8

アドベンチャープログラム・ イニシアティブゲーム 1 1 2

スポーツ活動 1 2 3

沢登り・沢遊び 1 1 2

野外炊事 2 2

クラフト等 1 1

自由時間 2 1 1 1 2 7

食事 2 2

入浴 2 2

就寝時間 2 1 3

移動中 1 1

合計 7 7 4 7 2 2 4 33

オリエンテーリング・

ウォークラリー

24.1%

アドベンチャープロ

グラム・

イニシアティブゲー

ム

6.1%

スポーツ活動

9.1%

沢登り・沢遊び

6.1%
野外炊事

6.1%

クラフト等

3.0%

自由時間

21.2%

食事

6.1%

入浴

6.1%

就寝時間

9.1%

移動中

3.0%

図15  状況別傷病発生率（内科系）
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図16  傷病種類別発生率（内科系）
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（12）傷病発生状況

　①内科系

発熱 頭痛 吐き気 嘔吐 腹痛
倦怠感

（だるさ）
その他 合計

オリエンテーリング・ ウォークラリー 6 1 1 8

アドベンチャープログラム・ イニシアティブゲーム 1 1 2

スポーツ活動 1 2 3

沢登り・沢遊び 1 1 2

野外炊事 2 2

クラフト等 1 1
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図16  傷病種類別発生率（内科系）

　②外科系

きり傷 すり傷 やけど 打撲 ねんざ 骨折 虫刺され 生理痛 その他 合計

登山・ハイキング 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
オリエンテーリング・ ウォークラリー 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
アドベンチャープログラム・ イニシアティブゲーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
スポーツ活動 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
沢登り・沢遊び 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
野外炊事 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
キャンプ（テント設営等） 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
自由時間 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
その他 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3

合計 3 3 3 1 3 2 4 1 1 21

きり傷

14.3%

すり傷

14.3%

やけど

14.3%

打撲

4.8%ねんざ

14.3%

骨折

9.5%

虫刺され

19.0%
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4.8%

その他

4.7%

図18 傷病種類別傷病発生率（外科系）
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 （13）令和 3年度の利用状況等関する分析 

      令和 3 年度は前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

キャンセルや日程変更を行う団体が相次ぎました。 

長崎県が県独自の「緊急事態宣言」を発令した期間や長崎県に「まん延防止等重

点措置」が適用された期間は、本所が利用者の受入れを停止したことや、緊急事態

宣言やまん延防止等重点措置が発令されている地域や県外からの利用者の受入れ

を停止するなど感染防止対策のため受入制限を行ったことから、利用者数の大幅

な減少となりました。また、長崎県内においては、令和 3 年度より県立学校の宿

泊を伴う新入生研修や学習合宿が原則廃止されたことにより、県立高校の新入生

オリエンテーション合宿での利用が無くなったことも減少の一因となりました。 

しかしながら、コロナ禍において県外移動の自粛やキャンプブームの影響を受

けた家族、密を避けた活動の場として自然の家を利用する学童クラブや放課後等

デイサービスといった団体の利用機会も多くなり、感染対策を徹底して受入れを

行うことに加えて、利用者のニーズに対応した研修支援を行いました。 

 

〇「新型コロナウイルス」関連キャンセル団体数 

  令和 2年度 425団体 

  令和 3年度 343団体  

 

〇受入れを停止した期間 

・R3.8.20～9.12     

・R4.1.21～2.22   

※長崎県独自の緊急事態宣言  「R3.8.20～9.12（県下全域）」、「～9.30（佐世保市）」 

※まん延防止等重点措置(長崎県)「R3.8.27～9.12」、「R4.1.21～3.6」 

 

〇受入れを制限した期間 

     ・R3.5.10～5.15（「緊急事態宣言」発令地域からの受入れ停止） 

・R3.5.16～6.27（県外からの受入れ停止） 

・R3.7.30～8. 9（「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」発令地域からの 

受入れ停止） 

・R3.8.10～8.19（県外からの受入れ停止） 

・R3.9.13～10.14（「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」発令地域からの 

受入れ停止） 

・R4.1. 9～1.16（「まん延防止等重点措置」発令地域からの受入れ停止） 

・R4.1.17～1.20（県外からの受入れ停止） 

・R4.2.23～3. 6（県外からの受入れ停止、県内の日帰りのみ受入れ） 

 

 1)第 1四半期 

         毎年 4 月は県内の県立高校が本所に於いて新入生オリエンテーション合宿を行

っていましたが、令和 3 年度から県内の県立高校の新入生オリエンテーション合

宿が原則廃止となったため、利用者数は前年度同期に比べ大幅に減少しました。     

また、新型コロナウイルス感染症の流行により、連休中の各種大会が中止になる

－ 128 －



 （13）令和 3年度の利用状況等関する分析 

      令和 3 年度は前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
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な減少となりました。また、長崎県内においては、令和 3 年度より県立学校の宿

泊を伴う新入生研修や学習合宿が原則廃止されたことにより、県立高校の新入生

オリエンテーション合宿での利用が無くなったことも減少の一因となりました。 

しかしながら、コロナ禍において県外移動の自粛やキャンプブームの影響を受

けた家族、密を避けた活動の場として自然の家を利用する学童クラブや放課後等

デイサービスといった団体の利用機会も多くなり、感染対策を徹底して受入れを

行うことに加えて、利用者のニーズに対応した研修支援を行いました。 

 

〇「新型コロナウイルス」関連キャンセル団体数 

  令和 2年度 425団体 

  令和 3年度 343団体  

 

〇受入れを停止した期間 

・R3.8.20～9.12     

・R4.1.21～2.22   

※長崎県独自の緊急事態宣言  「R3.8.20～9.12（県下全域）」、「～9.30（佐世保市）」 

※まん延防止等重点措置(長崎県)「R3.8.27～9.12」、「R4.1.21～3.6」 

 

〇受入れを制限した期間 

     ・R3.5.10～5.15（「緊急事態宣言」発令地域からの受入れ停止） 

・R3.5.16～6.27（県外からの受入れ停止） 

・R3.7.30～8. 9（「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」発令地域からの 

受入れ停止） 

・R3.8.10～8.19（県外からの受入れ停止） 

・R3.9.13～10.14（「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」発令地域からの 

受入れ停止） 

・R4.1. 9～1.16（「まん延防止等重点措置」発令地域からの受入れ停止） 

・R4.1.17～1.20（県外からの受入れ停止） 

・R4.2.23～3. 6（県外からの受入れ停止、県内の日帰りのみ受入れ） 

 

 1)第 1四半期 

         毎年 4 月は県内の県立高校が本所に於いて新入生オリエンテーション合宿を行

っていましたが、令和 3 年度から県内の県立高校の新入生オリエンテーション合

宿が原則廃止となったため、利用者数は前年度同期に比べ大幅に減少しました。     

また、新型コロナウイルス感染症の流行により、連休中の各種大会が中止になる

など、大型スポーツ団体（高校ラグビー合同合宿、中学校軟式野球大会、サッカ

ー大会）の利用がキャンセルとなり、春に宿泊学習を行う小中学校については、

日帰り利用や秋以降の利用へ変更されました。 

 

    2)第 2四半期          

     7月は幼・保・こども園が実施する「お泊り保育」の大半が日帰り利用へ変更さ

れました。また、毎年 7 月下旬は福岡県大牟田市、みやま市の小学校の宿泊学習

が集中する期間でしたが、すべての学校がキャンセルとなりました。そのため 7

月下旬の利用促進が大きな課題となり、親子キャンプのニーズに応えるべく、「キ

ャンプ week」を新たに企画、実施し、学校に代わって多くの家族を受け入れるこ

とができました。 

8 月になると全国的に新型コロナウイルス感染者数が増加傾向（第 5 波）とな

り、長崎県でも県独自の緊急事態宣言が発令されたこともあって、夏休みに利用

が多い部活動関係の団体や子供会、地域の青少年育成団体の殆んどがキャンセル

されました。加えて、7～8月は長雨や豪雨によるキャンセルも見られました。 

     この期間は宿泊団体が相次いでキャンセルする反面、家族や学童保育、放課後

等デイサービスの日帰り利用が増加しました。 

 

3)第 3四半期 

  小・中学校の宿泊学習が春から日程変更を行って実施した影響もあり、10～11

月に利用が集中しました。多くの学校が利用する中でも感染を懸念し、止む無く

中止を決定する学校や日帰り利用に変更する学校、また野外炊事を実施しないな

ど、活動を限定して宿泊学習を行う団体もありました。 

 秋以降は新型コロナウイルス感染者数の増加が鈍化傾向にあったため、年末は 

高校や中学校の運動部の合同合宿による連泊利用が見られました。 

 

4)第 4四半期 

     冬休みが明けた頃から新型コロナウイルス感染者数が再び増加傾向（第 6 波）

となり、長崎県の県下全域に「特別警戒警報」が発令され、まん延防止等重点措

置の対象区域なりました。そのため措置期間中は団体の受け入れを停止すること

となりました。2～3月上旬は大学サークルや企業研修などで長期間利用の予約が

入っていましたが、利用をお断りする結果となりました。 
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２．利用者の安全及びサービス面の向上のために 

（１）エアウィーヴの寄贈 

東京 2020オリンピック・パラリンピック選手村で世界各国のアスリートが使用し 
たエアウィーヴのマットレスが寄贈され、職員総出で宿泊棟のベッドに設置しました。 
設置にあたり、マットレスカバーのクリーニングを行いましたが、一部については 
長崎県立希望が丘高等特別支援学校の生徒さんにクリーニングをお願いし、丁寧な 
作業を通してオリンピックレガシーの承継に寄与していただきました。 
 

 
 

 
 
 

  

画像：希望が丘高等特別支援学校HPより 
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東京 2020オリンピック・パラリンピック選手村で世界各国のアスリートが使用し 
たエアウィーヴのマットレスが寄贈され、職員総出で宿泊棟のベッドに設置しました。 
設置にあたり、マットレスカバーのクリーニングを行いましたが、一部については 
長崎県立希望が丘高等特別支援学校の生徒さんにクリーニングをお願いし、丁寧な 
作業を通してオリンピックレガシーの承継に寄与していただきました。 
 

 
 

 
 
 

  

画像：希望が丘高等特別支援学校HPより 

 
 

 
（２）多目的広場へ滅菌庫を設置 

    利用者の方に野外炊事を快適に体験していただくため、多目的広場に滅菌庫を設置

しました。既存倉庫を活用し、設置作業を職員が行うことで経費の削減を図りました。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
２. 老朽化等への対応 

（１）つどいの広場 朝礼台の作成  

つどいの広場の朝礼台が老朽化して 
 おり、使用中に破損する危険があった  
 ため、新しい朝礼台を作成しました。 
職員が製作することで経費の削減 
を図りました。  
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（２）別館浴室シャワー水栓の修繕  

別館浴室のシャワー水栓が故障した 
ため、新しいものに交換しました。 
 職員が交換作業を実施することで、 
経費の削減を図りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ロープスコースの整備 

ロープスコースにある、ジャイアント 
  シーソーの一部が破損していたため、 
板の張替え作業を行いました。 
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（２）別館浴室シャワー水栓の修繕  

別館浴室のシャワー水栓が故障した 
ため、新しいものに交換しました。 
 職員が交換作業を実施することで、 
経費の削減を図りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ロープスコースの整備 

ロープスコースにある、ジャイアント 
  シーソーの一部が破損していたため、 
板の張替え作業を行いました。 

 

 
 

３．新型コロナウイルス感染症拡大防止対策  

 

今年度も前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、長崎県が県独自の「緊

急事態宣言」を発令、また「まん延防止等重点措置」が適用されるなど、感染拡大防止対策が実施

されました。本所はそれに合わせて利用者の受入れ停止や制限措置を行い、受入れの際は「新しい

生活様式」の実践を徹底し、宿泊人数や活動内容、食事の対応等について、「３密」（密集・密接・

密閉）の回避などの感染防止策を講じた上で利用者を受け入れました。 

＊国や県の動向，方針等については別表資料  

 

（１）「施設利用ハンドブック」の改訂 

   「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン 国立青少年教

育振興機構）」に基づき、施設独自のガイドラインを制定し、利用団

体が安心して自然の家を利用できるよう、利用者向けに施設が行う

感染拡大防止対策や、利用にあたっての順守事項等についてまとめ

た「新型コロナウイルス感染拡大防止対策による施設利用ハンドブ

ック」を令和 2 年度に作成、今年度は政府や県の対処方針の変更と

も合わせて、緩和等実情に沿った改訂を行いました。ホームページに

掲載し、すべての利用者に閲覧をお願いしています。 

 

（２）感染防止対策の実施 

  ①感染防止対策のために、館内（宿泊室・研修室入口等） 

  各所に手指消毒励行の掲示と合わせて消毒液を設置 

 しています。 

②宿泊室は、定員を通常より７割減らし、ベッドや 

棚を対角で２色に色分けし、寝具（ベッド）を交互に 

使用することで、直近に使用した寝具（ベッド）を次 

に入所する団体が使用することがないよう調整を行 

ったり、使い捨てシーツを使用するなどの感染防止対 

策を行っています。 

③レストラン入口やレストラン内は、間隔をおいて並べ 

るよう、また指定のバイキングテーブルへスムーズに 

進めるよう床サインを設置し、同じバイキングテーブ 

ルを複数団体が使用する際は、間をおいて入場させる 

などの対策を行っています。さらに、食事をとるテー 

ブルは通常８人掛けのところ、半数の４人掛けとし、 

対面とならないようテーブルにマーキングをする形 

で座席を配置しています。 

  

（３）「施設利用者説明会」の実施 

   利用予定団体の引率責任者に対して、本施設の感染防止対策ガイドラインに基づき、感染症

防止対策を説明するとともに利用団体が留意していただく内容を周知する機会としました。 
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令和 3年 5月 26日（水）、6月 4日（金）、7月 29日（木）、 

 

            【担当：上戸 正仁】 

  

 
 

8月 5日（木） 
 
 
１．事業の背景 

   新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本所を利用予定の団体が感染対策など不安を

抱えていることや、さらに利用団体（学校等）は参加者の保護者に対し、安全に利用でき

ること等を説明しなければならないことも踏まえ、本所が行う感染対策や留意していただ

く内容を周知する機会を設定する必要があると考え、昨年度から施設利用者説明会を開催

しています。 

 

２．事業の趣旨 

   利用予定団体の引率責任者に対して、当施設の新型コロナウイルス感染症防止対策を説

明するとともに、利用団体に留意していただく内容を周知する。 

 
３．目標 

  ① 本所が行う新型コロナウイルス感染症防止対策を周知する。 

  ② 施設利用に関して、利用団体に留意していただく内容を周知する。 

  ③ 各団体・学校が保護者説明会等で宿泊利用について説明できるよう情報を提供する。 

 

４．対象 

   利用予定の各団体・学校の引率責任者、行政・学校関係者 等 
 

５．事業の実施 

 （１）期日 

令和 3年 5月 26日（水）、6月 4日（金）、7月 29日（木）、8月 5日（木） 

 

 （２）参加者 

開催日 参加団体数 参加者数 

5月 26日（水） 5団体 20名 

6月 4日（金） 13団体 14名 

7月 29日（木） 16団体 24名 

8月 5日（木） 20団体 31名 

合計 54団体 89名 

 

（特別研修支援事業） 

新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえた

施設利用者説明会 
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 （１）期日 
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施設利用者説明会 

 
 

（３）日程   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）活動の様子 

【説明「新型コロナウイルス感染防止対策について」】 

 本所が作成した『新型コロナウイルス感染防止対策によ

る施設利用ハンドブック』を用いて、宿泊、食事、活動別

に感染防止対策を説明しました。 

説明の後は、宿泊室やレストランで実際に行われている

感染防止対策を直接見る機会を設け、どのように感染防止

を行うのか確認しました。                                     

 
【説明「活動プログラムの企画・立案について」】 

 本所で活動を実施する際の感染防止対策（３密の回避）

や安全指導や班活動人数の制限等について説明を行いま

した。また、企画時には例年よりもゆとりを持った活動時

間設定で計画するなど、活動プログラム企画時の注意点に

ついて、周知を行いました。 

                                     

 
【質疑応答・個別相談】 

 説明の後は、全体での質疑応答を行いました。昨年度の

同説明会で受けた質問をまとめた Q＆A 集を参考に、疑問

点や気になる点について、全体で共有しました。 

学校の先生からは、「宿泊学習の実施にあたり保護者説

明会で感染防止対策について理解を得られる説明ができ

る」とのご意見をいただく等、有意義な時間となりました。 

閉会後は希望者に対して、個別相談を実施し、活動内容

等について、職員との相談を行いました。                                     
 

 
６．評価 

 （１）アンケート結果（説明会全体に対する満足度） 

     

 

 

 

各実施日 

14:00 開会 
説明「新型コロナウイルス感染防止対策について」 
（宿泊、食事、活動） 

15:00 説明「活動プログラムの企画・立案について」 
15:30 質疑応答、連絡事項 
16:00 閉会 
   （希望者は個別相談 ※申込先着順） 

満足 やや満足 やや不満 不満 

88％ 12％ 0％ 0％ 

－ 135 －



 
 

 （２）参加者の声 

   ・宿泊棟やレストランを見学できたことがよかった。 

   ・施設利用オリエンテーション動画の事前視聴は効果的だと思いました。学校での事前

指導の貴重な教材になるし、子供たちの意欲も高まると考えます。 

   ・「自然の家」でどのようなコロナ対策がなされているのかよくわかった。宿泊学習の実

施の有無も含め、検討材料がでてきてよかった。 

   ・わかりやすくて良かったです。広さや数なども直接見て確認できました。アレルギー

対応を保護者とレストランが直接することに少し不安があります。学校なりの工夫を

して、事故防止に努めたいと思います。 

 

７．成果と課題 

 （１）成果 

     利用方法の変更点や留意点を資料にまとめ、丁寧に説明したことで、当施設の対応

のみならず、引率責任者が行うべき内容も理解していただくことができ、結果として、

大きな混乱なく本所を利用していただくことができました。 

     また、団体が利用するにあたって気になる点や不安に思っている点等を、職員が知

る機会にもなりました。 

     そして、コロナ禍において、利用団体が安心して施設を利用できるよう、施設とし

ての説明責任を果たせたことが、何よりの成果だと考えています。 

 

（２）課題 

     平日の午後からの開催ということもあり、学校以外の団体の引率責任者にとっては

参加しづらい日程設定だったかもしれません。また、参加希望が特定の開催日に偏り、

密を避けるため日程変更をお願いするなど、参加者の希望に添えない状況もありまし

た。今後実施する際は、開催日程や実施回数の調整等が課題となります。 

   

 （３）今後の展望 

     学校団体の引率責任者は毎年交代されることが多いので、この感染症が完全に終息

するまでは、同様の説明会を引き続き実施していきたいと考えています。また、日程

の都合上説明会に参加できない場合は、個別に対応するなど柔軟な対応を行うよう検

討します。 

利用団体の引率責任者からは、通常利用時の施設利用も説明会という形で開催して

欲しいとの要望もあり、今後は、通常時利用時における合同説明会の開催も検討した

いと考えています。 
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【別表】

発令等期日 組織 内容

R2年2月27日 機構本部
文部科学省総合政策局からの新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和2年2月28日から3月15日
まで主催事業の中止及び団体受入れの停止措置の要請を受け各施設に要請

2月28日 本所 利用者受入れの停止及び教育事業の中止　令和2年2月28日～3月15日

2月28日 文科省
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における一斉臨時休業について関係各所に通知

3月2日 長崎県 県立青少年教育施設5施設　高校生以下の入館制限　令和2年3月2日～4月7日

3月12日 機構本部
文部科学省総合政策局からの新型コロナウイルス感染症への対応のため、引き続き3月24日まで主催事
業の中止及び団体受入れの停止措置の要請を受け各施設に要請

3月12日 本所 利用者受入れの停止及び教育事業の中止を延長　～令和2年3月24日

3月14日 長崎県 長崎県内1例目の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に感染者確認

3月25日 本所 利用者の受入れ再開　令和2年3月25日

3月26日 本所 5月までの教育事業を中止又は6月以降に延期

4月6日 長崎県 県立青少年教育施設5施設　児童生徒の利用停止　～令和2年4月19日

4月7日 政府
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、及び福岡県の７都府県に緊急事態宣言
令和2年4月7日～5月6日

4月16日 政府 緊急事態宣言　実施すべき地域を全都道府県に変更

4月17日 機構本部 機構本部より緊急事態宣言を受けて利用団体の受入れ停止と教育事業の中止を各施設に要請

4月17日 本所 利用者受入れの停止及び教育事業の中止　令和2年4月17日～5月6日

4月17日 長崎県 県立青少年教育施設5施設　臨時休館　令和2年4月18日～5月6日

4月17日 長崎県 県立学校臨時休業　令和2年4月22日～5月6日

4月17日 県内市町 県内各市町公立学校臨時休業　令和2年4月22日～5月6日

4月23日 長崎県 長崎港停泊中の大型クルーズ船「コスタ・アトランチカ」で新型コロナウイルス感染症のクラスター発生

4月28日 長崎県 県立学校臨時休業　令和2年5月10日まで延長

4月28日 県内市町 県内各市町公立学校臨時休業　令和2年5月10日まで延長

5月4日 政府 全都道府県の緊急事態宣言の延長　～令和2年5月31日まで

5月5日 長崎県 学校再開（部活動再開）　令和2年5月11日～

5月5日 長崎県 県立青少年教育施設5施設　臨時休館　～令和2年5月24日

5月7日 本所 利用者受入れの停止期間の延長　～令和2年5月31日

5月14日 政府 緊急事態宣言区域の変更　北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県

5月18日 機構本部 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインを制定

5月21日 政府 緊急事態宣言区域の変更　北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

5月23日 本所 日帰り利用者の受入れ再開（長崎県内在住者のみ）　令和2年5月23日～5月30日

5月25日 政府 緊急事態宣言解除

6月1日 本所 新型コロナウイルスに係る「国立諫早青少年自然の家」の対応について（本所ガイドライン）の制定

6月1日 本所 宿泊利用者の受入れ再開　令和2年6月1日～

6月26日 本所 新型コロナウイルス感染防止対策による施設利用ハンドブックを作成

8月7日 機構本部 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインを改訂（8/6）

9月1日 本所 キャンセルポリシーを設定

11月1日 本所 食数と食事の変更期限を改定

11月1日 本所
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、レストラン食の提供方法が、「バイキング」から「すべての料
理をお皿に盛付て提供」に変更

11月1日 本所 新型コロナウイルス感染防止対策による施設利用ハンドブック（第2版）を更新

12月14日 長崎県 県内の感染段階ステージを【ステージ１】から【ステージ２】に移行するとともに県下全域に注意報を発令

12月23日 長崎県 県内の感染段階ステージを【ステージ２】から【ステージ３】に移行するとともに県下全域に警戒警報を発令

R3年1月4日 本所 新型コロナウイルス感染症の県内感染拡大のため、令和3年1月の教育事業を中止

1月6日 長崎県
県内の感染段階ステージを【ステージ3】から【ステージ4】に移行するとともに県下全域に特別警戒警報を
発令

1月7日 政府 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に緊急事態宣言　令和3年1月8日～2月7日

1月13日 政府 栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に緊急事態宣言　令和3年1月14日～2月7日

1月22日 本所 新型コロナウイルス感染症の県内感染拡大のため、令和3年2月・3月の教育事業を中止

2月2日 政府
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県について緊急事
態宣言の延長　　～令和3年3月7日まで

2月8日 長崎県
県下の感染段階を特別警戒警報（ステージ4）から警戒警報（ステージ3）に切り替え。
病床がひっ迫している長崎市・佐世保市では、特別警戒警報を継続。

2月12日 本所
新型コロナウイルス感染症による社会情勢に伴う利用者の大幅な減少によりレストラン及び売店業務の継
続が困難となったため、レストラン及び売店業務の一時休止　令和3年2月12日～3月11日

2月22日 長崎県
県全体の感染段階を【ステージ3】から【ステージ2】に切り替え。
長崎市は【ステージ4】から【ステージ2】に、佐世保市は【ステージ3】に切り替え、両市の不要不急の外出自
粛要請を終了

2月27日 長崎県 直近の感染状況を踏まえて、佐世保市を含め、県全体の感染段階を【ステージ1】に切り替え

3月5日 政府 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県について緊急事態宣言の延長　～令和3年3月21日まで

3月18日 政府 3/21に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県について緊急事態宣言の終了する旨公示

4月 国内 デルタ株が国内の患者から, 国内例として初めて検出された。

4月1日 政府 宮城県、大阪府、兵庫県にまん延防止等重点措置(4/5～5/5)

4月9日 政府 京都府、沖縄県にまん延防止等重点措置(4/12～5/5) 、東京都にまん延防止等重点措置（4/12～5/11）

新型コロナウイルス感染症にかかる国や県の動向・方針及び本所の対応

第１波

第４波

第２波

第３波
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4月16日 政府 埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県にまん延防止等重点措置（4/20～5/11）

4月16日 長崎県 県全体の感染段階を【ステージ1】から【ステージ2】に切り替え。県下全域に注意報を発令。

4月20日 長崎県 県全体の感染段階を【ステージ2】から【ステージ3】に移行。県下全域に警戒警報を発令。

4月23日 政府
宮城県、沖縄県まん防延長（～5/11）、愛媛県にまん延防止等重点措置（4/25～5/11）
東京都、京都府、大阪府、兵庫県に緊急事態宣言（4/25～5/11）

4月24日 長崎県
長崎市内の感染者急増。GW期間中(4/25～5/11）長崎市内における不要不急の外出自粛と夜8時までの
時短営業、イベントの中止・延期の検討。

5月5日 長崎県 県全体の感染段階を【ステージ3】から【ステージ4】に移行。県下全域に特別警戒警報を発令。

5月7日 政府

沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県まん防延長（～5/31）。北海道、岐阜県、三重県にまん延防止
等重点措置（5/9～5/31）
東京都、京都府、大阪府、兵庫県に緊急事態宣言延長（～5/31）。愛知県、福岡県に緊急事態宣言（5/12
～5/31）

5月8日 長崎県 長崎市内において県独自の緊急事態宣言を発令。

5月10日 本所
【～5/31】県外からの新規宿泊予約受付停止。緊急事態宣言発令下の地域からの受入れ停止。県内部活
動の合宿について原則受入れ停止。5月開催教育事業の中止。

5月13日 長崎県
県全体の感染段階を【ステージ4】から【ステージ5】に移行。県下全域に医療危機事態宣言を発令。長崎市
の緊急事態宣言は継続。

5月14日 政府
群馬県、石川県、熊本県にまん延防止等重点措置（5/16～6/13）
北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言（5/16～5/31）

5月16日 本所
【～5/31】県外からの新規宿泊予約受付停止。県外からの受入停止。県内部活動の合宿について原則受
入れ停止。5月開催教育事業の中止。

5月21日 政府 沖縄県に緊急事態宣言（5/23～6/20）

5月28日 政府
埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県まん防延長（～6/20）
東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言延長（～
6/20）

5月29日 長崎県
県下の感染段階を【ステージ5】から【ステージ3】に引き下げ、警戒警報を発令。県下全域に発令していた
医療危機事態宣言は5/28をもって解除。長崎市の【ステージ5】及び緊急事態宣言は継続。

5月31日 本所 【6/1～6/20】県外からの受入（宿泊、日帰り）停止。県内部活動の合宿について原則受入停止（～6/7）。

6月4日 長崎県 長崎市の緊急事態宣言を解除し、【ステージ5】から【ステージ3】へ引き下げ。

6月17日 政府
沖縄県の緊急事態宣言延長（～7/11）埼玉県、千葉県、神奈川県、北海道、東京都、愛知県、京都府、大
阪府、兵庫県、福岡県にまん延防止等重点措置（～7/11）

6月21日 本所 県外からの受入れ停止期間を6/27までとし、6/28から県外からの受入れ開始。

6月23日 長崎県
県下の感染段階をステージ3からステージ2へ引き下げ。佐世保市は、ステージ3を継続。
原則、県内外問わず他校との交流可能（佐世保市以外）。

7月8日 政府
沖縄県の緊急事態宣言延長（～8/22）、東京都に緊急事態宣言（7/12～8/22）
埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府のまん延防止等重点措置延長（～8/22）

7月13日 長崎県 佐世保市を含め、県下の感染段階をステージ1へ引き下げ。

7月21日 長崎県 7/21より県下の感染段階をステージ2へ引き上げるとともに注意報を発令。

7月27日 本所
「新型コロナウィルス感染拡大防止に対応した利用者受入れガイドライン」及び「新型コロナウイルス感染
防止対策による施設利用ハンドブック（第3版）」を更新

7月30日 長崎県
7/30より県下の感染段階をステージ3へ引き上げるとともに警戒警報を発令。すべての都道府県との不要
不急の往来自粛。

7月30日 政府
8/2より沖縄県、東京都の緊急事態宣言延長（～8/31）。8/2より埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府に緊
急事態宣言（～8/31）
北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県にまん延防止等重点措置（8/2～8/31）

7月30日 本所
「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」が発令されている地域からの受入を実施期間中停止。
（政府が発出した県からの受入れ停止）

8月5日 政府
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県、熊本県にまん延防止等重点措置（8/8～
8/31）

8月6日 長崎県
県全体の感染段階をステージ4へ引き上げるとともに特別警戒警報を発令。県境往来自粛、不要不急の外
出自粛、飲食店時短営業要請。県民限定観光キャンペーン一旦停止。

8月10日 本所 長崎県外からの団体の受入停止（8/10～8/31）

8月17日 政府

〇沖縄県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府について緊急事態宣言延長（～9/12）。
〇茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県に緊急事態宣言（8/20～9/12）。
〇北海道、石川県、福島県、愛知県、滋賀県、熊本県についてまん延防止等重点措置の延長（～9/12）
〇宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県にまん延防止
等重点措置（8/20～9/12）

8月19日 長崎県
県下の感染段階を「ステージ5」に引き上げ、県外との往来自粛、外出自粛、飲食店への営業時間短縮の
要請を9/6まで延長。県下全域に県独自の緊急事態宣言を発令。部活動中止。県立施設においては休館
とする。

8月19日 本所
8/20～9/6の間、利用団体（宿泊、日帰り）の受入れ停止。但し、事前打ち合わせや下見については受入れ
を行う。

8月25日 政府
〇北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県に緊急事態宣言（8/27～9/12）
〇高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県にまん延防止等重点措置（8/27～9/12）

8月25日 長崎県
「まん延防止等重点措置」の適用を受け、重点措置区域に長崎市、佐世保市を指定（8/27～9/12）。県独
自の緊急事態宣言も9/12まで延長。県立施設の休館も9/12まで延長。

8月26日 本所
～9/12まで利用団体（宿泊、日帰り）の受入れ停止。但し、事前打ち合わせや下見については受入れを行
う。また、8/26～9/12の間の教育事業について、延期または中止とする。

第５波

第４波
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9月9日 政府

〇沖縄県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫
県、福岡県、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、広島県について緊急事態宣言延長（～9/30）。
〇石川県、福島県、熊本県、香川県、鹿児島県、宮崎県についてまん延防止等重点措置の延長（～9/30）
〇宮城県、岡山県にまん延防止等重点措置（9/13～9/30）

9月9日 長崎県
まん延防止重点措置（長崎市、佐世保市）を9/12に終了。長崎県独自の緊急事態宣言は佐世保市におい
ては9/30まで延長（ステージ5）。その他の市町）は9/12で解除（ステージ4へ）。

9月10日 本所

・9/13～9/30まで「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」が発令されている地域からの受入を停止。
（政府が発出した県からの受入れ停止）但し、事前打ち合わせや下見については受入を行う。
・既に予約を受けている団体（宿泊・日帰り）については、感染防止対策を徹底したうえで利用可とする。
・9/13～9/30間の新規宿泊の申込を停止。

9月22日 長崎県
9/25から佐世保市を含め県全体の感染段階を「ステージ2」に引き下げ。佐世保市に発令中の県独自の
「緊急事態宣言」は9/24までで解除。

9月28日 政府 9/30をもって緊急事態及びまん延防止等重点措置を終了。

10月1日 本所
10/1～新規利用の受入再開。
※但し、「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」が発令されていた地域（県）からの受入は10/15以降
から行う。

10月5日 長崎県 10/6より県全体の感染段階を「ステージ1」に引き下げ。

11月8日 政府 従来のステージ分類からレベル分類へ変更（新型コロナウイルス感染症対策分科会）

11月29日 長崎県 11/29より県全体の感染段階を「レベル0」に引き下げ。

12月22日 国内 オミクロン株の日本国内での「市中感染」、大阪府で初めて判明。

R4年1月6日 長崎県 県下の感染段階を「レベル1」に引き上げ。県下全域に「注意報」を発令。

1月7日 政府 広島県、山口県、沖縄県にまん延防止等重点措置(1/9～1/31)

1月7日 本所 1/9～1/31　まん延防止等重点措置が発令された広島県、山口県、沖縄県からの受入れを停止。

1月13日 長崎県
1/13より県全体の感染段階を「レベル2-Ⅰ」に移行、県下全域に「警戒警報」を発令。県の社会教育施設に
おいては1/18から当面の間、受入れは県内在住者のみ。

1月14日 本所
1/17～当面の間、長崎県外からの利用受入れ停止（県立施設に準じる）。教育事業については県の対応
状況をふまえて、共催団体、会場施設と相談し、実施判断を行う。

1月18日 長崎県
1/18より県全体の感染段階を「レベル2-Ⅱ」に引き上げ、県下全域に「特別警戒警報」を発令。まん延防止
等重点措置の適用を国に要請。対象地域：長崎市、佐世保市

1月19日 政府
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本
県、宮崎県にまん延防止等重点措置(1/21～2/13)

1月19日 本所
まん延防止等重点措置期間中（1/21～2/13）の団体受入れ停止。すでに申込済みの日帰り団体（県内）に
ついては利用可能。

1月25日 長崎県 まん延防止等重点措置区域を県内全域に拡大（1/26～2/13）

1月25日 政府
広島県、山口県、沖縄県にまん延防止等重点措置期間の延長(1/9～2/20)
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、
島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県にまん延防止等重点措置（1/27～2/20）

1月27日 本所
まん延防止等重点措置期間中（1/21～2/13）の団体受入れ停止。すでに申込済みの日帰り団体（諫早市
内）については利用可能。

2月3日 政府 和歌山県にまん延防止等重点措置(2/5～2/27)

2月10日 政府
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本
県、宮崎県について、まん延防止等重点措置の延長(～3/6)

2月10日 政府 高知県にまん延防止等重点措置(2/12～3/6)

2月10日 本所
まん延防止等重点措置期間の延長により、団体受入れ停止期間の延長（～3/6）。すでに申込済みの日帰
り団体（諫早市内）については利用可能。また事前打ち合わせやプログラム相談は長崎県内のみ受入れ可
能。

2月17日 長崎県
長崎県が県有施設の開館時間の短縮、休館を緩和（休館の終了）。
県立青少年教育施設について、2/18～3/6の期間、県内在住者に限りの日帰り利用を可能する。

2月18日 政府
広島県にまん延防止等重点措置期間の延長(1/9～3/6)
北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、
福岡県、佐賀県、鹿児島県にまん延防止等重点措置期間の延長（1/27～3/6）

2月22日 本所 県立施設に準じて、2/23～3/6県内団体の日帰り利用を可能にした。

3月4日 政府
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県、北海道、青森県、茨城
県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県にまん延防止等重点措置の延長(～3/21)

3月4日 長崎県
3/7から県内の感染段階レベルを「2-Ⅰ（警戒警報）」に引き下げ。「まん延防止等重点措置」は3/6で終了。
県有施設の開館時間の短縮を終了。部活動については県内外問わず、地域の感染状況に応じて慎重に
判断。

3月7日 本所
県内外問わず団体の受入れを開始。（３月のキャンプの日は県内在住者限定、教育事業は「まん延防止等
重点措置」が発出されている地域からの参加者をお断りする）

3月17日 政府
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県、北海道、青森県、茨城
県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県のまん延防止等重点措置の終了

第６波

第５波
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４．令和３年度施設業務運営委員会（令和４年３月現在） 

（１）委員名簿 

 氏 名  職   名 

1 市 山 高太郎 長崎県青少年教育施設協議会会長 

2 小 原 達 朗 長崎大学名誉教授 

3 佐 藤 栄 一 福岡県教育庁教育振興部社会教育課主幹社会教育主事 

4 下 釜   智 長崎新聞社諫早支局支局長 

5 須 貝   遊 佐賀県県民環境部まなび課生涯学習・体験担当係長 

6 鈴 木   徹 一般財団法人長崎県子ども会育成連合会事務局長 

7 野 口 美砂子 ＮＰＯ法人インフィーニティー理事長 

8 野 田 和 宏 諫早市ＰＴＡ連合会会長 

9 枦 山 ゆずる 長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課指導主事 

10 水 田 明 光 一般社団法人長崎県保育協会会長 

11 森   秀 幸 諫早市立湯江小学校校長 

12 諸 岡 昌 史 諫早市教育委員会生涯学習課課長 

13 山 﨑 由 美 長崎県教育庁生涯学習課課長 

（委員氏名50音順） 

 

 

 

 

 

 

（２）開催状況 

  令和３年度の施設業務運営委員会実施状況は下表のとおりです。 

 期 日 議   題 

第１回 令和３年６月２３日 (1)令和３年度計画について 

第２回 令和４年３月８日 
 (1)令和３年度事業等報告 

①事業概要 ②利用概要 ③施設管理状況 

 

平成 30年度から、地域における体験活動の充実を図るとともに、地域と施設が一体と

なった管理運営を目指すため、地域の青少年教育団体・ＮＰＯ・企業・自治体等多様な主

体が、施設の管理運営や事業の企画・実施へ参画する形の「運営協議会」方式を導入しま

した。 
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４．令和３年度施設業務運営委員会（令和４年３月現在） 

（１）委員名簿 

 氏 名  職   名 

1 市 山 高太郎 長崎県青少年教育施設協議会会長 

2 小 原 達 朗 長崎大学名誉教授 

3 佐 藤 栄 一 福岡県教育庁教育振興部社会教育課主幹社会教育主事 

4 下 釜   智 長崎新聞社諫早支局支局長 

5 須 貝   遊 佐賀県県民環境部まなび課生涯学習・体験担当係長 

6 鈴 木   徹 一般財団法人長崎県子ども会育成連合会事務局長 

7 野 口 美砂子 ＮＰＯ法人インフィーニティー理事長 

8 野 田 和 宏 諫早市ＰＴＡ連合会会長 

9 枦 山 ゆずる 長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課指導主事 

10 水 田 明 光 一般社団法人長崎県保育協会会長 

11 森   秀 幸 諫早市立湯江小学校校長 

12 諸 岡 昌 史 諫早市教育委員会生涯学習課課長 

13 山 﨑 由 美 長崎県教育庁生涯学習課課長 

（委員氏名50音順） 

 

 

 

 

 

 

（２）開催状況 

  令和３年度の施設業務運営委員会実施状況は下表のとおりです。 

 期 日 議   題 

第１回 令和３年６月２３日 (1)令和３年度計画について 

第２回 令和４年３月８日 
 (1)令和３年度事業等報告 

①事業概要 ②利用概要 ③施設管理状況 

 

平成 30年度から、地域における体験活動の充実を図るとともに、地域と施設が一体と

なった管理運営を目指すため、地域の青少年教育団体・ＮＰＯ・企業・自治体等多様な主

体が、施設の管理運営や事業の企画・実施へ参画する形の「運営協議会」方式を導入しま

した。 

５．組織図 ・ 職員名簿（令和４年３月現在）

貞方　貴衣

吉良　麻由美

浅井　勝也

氏  名

(主任)田村　匠平

中島　康子

辻　正則

研修指導員

職 名

事業支援室長(兼)総務係長

事業支援室長(兼)管理係長

管理係主任・係員

労務作業員

事業推進係主任・係員

事務補佐員

企画指導専門職

企画指導専門職付

事業推進係長

田﨑　雅徳

(主任)吉田　誠

田﨑　雅徳

(主任)高木　将秀

川久保　由美子

総務係主任・係員

事務補佐員

職 名

事業推進専門職

職 名

企画指導専門職３
企画指導専門職付１

研修指導員４

氏   名

氏  名

東島　憲之

次長

蓮見　直子

望月 　聡

氏   名

非常勤職員１０専門職付１ 主任３・係員１

職 名

所長

（１）組織図

総務係長
（室長の兼務）

事業支援室長

管理係長
（室長の兼務）

主任１

主任１

事務補佐員２

労務作業員２

事務補佐員１

事業推進専門職１

（２）職員名簿

主任１
係員１

所長 次長

事業推進係長

所長１ 次長１ 室長１ 係長１ 合計２４

事業補佐員１

主任企画指導専門職１

職 名

事業補佐員

松元　延行 小野　栄策 葛島　隆文

氏   名

林下　功

園部　翔

主任企画指導専門職

稲田　俊彦 岡部　一樹 吉原　裕介 辰野　光亮

主任専門職１ 専門職４

大嶋　和幸

上戸　正仁
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Ⅲ 参考





令和３年度の運営方針

～第４期中期目標（令和 ～ 年度）に向けた初年度の取組、教育事業方針等を踏まえて～

国立諫早青少年自然の家キャッチコピー

『森と渓流の諫早！人づくり・仲間づくりの諫早！』

（１）安全安心な体験活動環境の提供

・利用者への新型コロナウイルス感染症対策を周知し、利用ルールを浸透させる。

・安全管理マニュアルを全職員が理解し、有事に対応できる技術を身につける。

・活動エリア・施設点検の徹底を図る。

（２）教育事業等方針を踏まえた事業企画の着実な実施

重点１ 施設の特色化の推進

地域の潜在的な教育課題である「防災・減災」について、本所が提供するプログラムの特色

である「体験教育・アドベンチャー教育」を基盤とした防災学習プログラムを開発・提供し、自

助・共助を行えるよう主体的に判断し行動する力や、互いに助け合う力の育成を目指した事

業を試行し、研修支援プログラムへ転換することを目指す。

重点２ 実践研究事業の実施

子どもたちが抱える喫緊の課題である「不登校・引きこもり」について、子どもたちに多様

な体験活動を提供するとともに、そのような状態にある児童生徒に今後継続して体験活動を

提供できるよう、行政・学校との連携強化について長崎大学名誉教授小原達朗氏等の有識者

から指導助言をいただき、事業を展開する。

重点３ 国土強靭化計画への貢献を目指した防災・減災教育事業の実施

特色化事業と連動して、避難所生活体験等を通して、災害時でも主体的に行動でき、助け

合う意欲と態度を養うことを目的としたプログラムを試行し、研修支援プログラム化を目指

す。

（３）研修支援（施設利用）へつながる広報活動

・「キャンプの日」の実施による様々な利用者層への周知、口コミ等により利用者層を広げる。

・コロナ禍における過去利用の学校団体や青少年団体への出前（出張）事業を推進する。

・ （ 、 、 等）を活用し、施設の魅力発信を展開する。

（４）職員の資質向上・組織開発

・指導・支援に必要な指導スキルや資質向上を図るための外部研修への参加を推進する。

・所内での安全管理、スキルアップ、資質向上研修を計画的に実施する。

・公立青少年教育施設や民間団体との連携強化により人的知的資源やノウハウを共有する。
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1
 

 

  

   
3
0

1
5

3
0

1
2

2
1

 

 

 

 

 

 



































 

 
 

 

2
 

 

 

1
0

 

 




























 

 
 

 


 
















 

 
 

 

 

 
































 

 
 

 4

 

 


 
S
D
G
s




E
S
D


















 

 
 

 
S
D
G
s

E
S
D

 

  

 

  

－ 144 －



1
 

 

  

   
3
0

1
5

3
0

1
2

2
1

 

 

 

 

 

 



































 

 
 

 

2
 

 

 

1
0

 

 




























 

 
 

 


 
















 

 
 

 

 

 
































 

 
 

 4

 

 


 
S
D
G
s




E
S
D


















 

 
 

 
S
D
G
s

E
S
D

 

  

 

  

3
 

 

 

 




















 

E
S
D

 

 











 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 













 

 
 

 
3

4

 

 

 

 

2
 

 























 






















 

 
 

 
3

 

 

 

 

 

4
 

 

 

 




























  

 



















 
























 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 






















 

 

 

 

 













 

 
 

－ 145 －



5
 

 

 

  

 

 

 

 

















N
E
A
L









 

 
 

 

 
 

 

 


















 

 
 

 

 

 















 

 
 

6
 

 

 

 













 

 
 

 

  

 

 










 

 
 

 

 






























 

 
 

 

 

 



























 

 
 

 

 

 

－ 146 －



5
 

 

 

  

 

 

 

 

















N
E
A
L









 

 
 

 

 
 

 

 


















 

 
 

 

 

 















 

 
 

6
 

 

 

 













 

 
 

 

  

 

 










 

 
 

 

 






























 

 
 

 

 

 



























 

 
 

 

 

 

7
 

 

 

 

 

 

 





































 

 
 

 

 















 

 
 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

8
 

  
 

 
 
 

 

 

 

－ 147 －



1事業

令和3年度年度計画における数値目標
1．次代を担う青少年の自立に向けた健全育成事業数

事業名
事業数

備考
全体 1施設

※各事業の要件を満たせば、同一事業と
して開催も可能

27事業

1事業以上28事業

1事業

2事業以上

教員免許状更新講習
10事業
以上

0～1事業
以上

地域ブロックにて協議

課題を抱える青少年の支援事業 54事業

1事業27事業

備考
全体 1施設

自然体験活動指導者（NEAL）養成事業
16事業
以上

0～1事業
以上

地域ブロックにて協議

地域ぐるみ事業
（自施設が参加者を公募する事業）

※満足度調査を実施し、教育事業として
登録すること

3．満足度

ボランティア養成・研修事業 27事業 1事業

ボランティアの活動回数
（研修・自主企画を含む）

4000回 148回

2．青少年教育指導者等の養成事業数

事業名
事業数

事業名
満足度

備考
全体 1施設

「青少年教育指導者等の養成及び資質の向
上」事業

80%以上 80%以上

次代を担う青少年の自立に向けた健全育成
事業

80%以上 80%以上

青少年人口（34,281,674人(R2.1.1現在)）
の１割

研修支援利用団体のリピート意向度 73%以上 73%以上

4．その他

事業名
目標値

備考
全体 1施設

地域ぐるみ事業
（自施設が参加者を公募しない事業）

※研修支援に登録すること

宿泊室稼働率 55%以上 各施設50％以上を目指す

各地域で「体験の風をおこそう」運動を推進す
る実行委員会の設置都道府県数

2府県
の増加

実行委員会未設置府県に働きかける

青少年人口（0歳～29歳）の利用者数
人口の
1割程度

全国高校生体験活動顕彰制度オリエンテー
ション合宿

特色あるプログラム事業

防災・減災教育事業

実践研究事業 27事業

資料

－ 148 －



 No 事　業　名 事業趣旨 期　　日 対　　象
人数
(人）

１　青少年教育に関するモデル的事業

　　ア　実践研究事業

1 チョイス

「不登校」の問題を子供達が抱える喫緊の課題として、関係機関と連携し
て、児童生徒の自己肯定感の向上を目的とした年間を通じた体験活動を
展開する。また、外部研究者等とともに『学校生活への不安軽減及び期待
増加』に有効な体験活動を研究テーマに定め、体験活動の効果測定を行
い、その重要性の普及に努める。

時期調整 小学5～中学3年生 20

　　イ　地域の実情を踏まえた特色あるプログラム事業（特色化事業）

2 限界突破！プチサバイブキャンプ

小学 5・6年生の児童を対象に、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。

9/17（土）～9/19（月・祝） 小学5・6年生 24

　　ウ　地域探究プログラム

3
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 in 諫早
Create the Future in Isahaya 2022

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。

【北陽台高校】
4/20(水)～4/21(木)

【諫早東高校】
調整中

【個人（予備）】
7/16（土）～7/18（月・祝）

【地方ステージ】
12/25(日)～12/26(月)　阿蘇

【個人】高校1～3年生
【高校】〇〇高等学校
【地方S】OR合宿参加者

【個人】
25

【地方S】
(未定)

２　社会の要請に応える体験活動等事業

　　ア　親子・幼児等を対象に自然体験や読書活動などに親しむ機会と場を提供する事業

4 タラッキーキャンプ

小学1～2年生の児童及びその保護者を対象に、絵本の読み聞かせや
ワークショップ等、絵本の世界を体験し、本に親しむ活動の機会や多くの
家族が交流できる場をつくることにより、体験活動等の重要性を広く普及・
啓発する。

　　 　　①9/3（土）～9/4(日）
 　　　　②9/10（土）～9/11(日）

小学1～2年生及び保護者 各回60

5 家族で体験フェスティバル

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。

10/22（土）～10/23（日）
長崎県内在住の幼児や
小・中・高・大学生のいる家
族

各日35家族

6 子ども体験フェスティバル2021in佐賀

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。

　　　　　①北山10/2（日）
　　　　　②黒髪10/10（月）
　　　　　③波戸岬10/16（日）

幼児や小・中・高・大学生
のいる家族、学童クラブ等

各100

7 諫早市通学合宿
当所職員が、諫早市内の通学合宿に指導者として参画することで、地域
における体験活動の推進を図る。

小学生 各20

8 沢登り探検隊
季節に特化した自然体験活動を通して自然に親しむ心と自然体験活動へ
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。

7/9（土）～7/10（日） 小学3・4年生及び保護者 30

9 みんなで 書き初めば してみんね！

日本の伝統文化の一つである「書」活動について、青少年の文化体験活
動の裾野をより広げることを目的に、書き初めに関連するイベントを開催
し、青少年やその家族を対象に書き初めや日本の伝統文化に触れる機会
を設ける。

1/7（土）～1/8（日）
小学3～中学3年生及び保
護者

30

10 まちdayキャンプ！
まちの身近な場所でキャンプを気軽に体験し、親子や仲間と楽しさや、面
白さを共有し、達成感を味わい、自然の営みを知るきっかけをつくる。

NPO法人インフィーニティーの
計画による

幼児や小・中・高・大学生
のいる家族

各10家族

11 こどものくに『ながさKids☆Town』

就業、納税、消費、まちの運営等の活動を通して、社会や政治経済の仕
組みを学ぶ。また、職場体験等を通して、職業選択やまちのデザインを考
えるとともに、SDGｓなど社会の有り様を学ぶ。さらに、それらの活動を通し
て、異年齢の交流、文化の継承、地域への愛着心を芽生える一助とする。
（仮）

9/23(金祝)～9/25(日) 小学3～中学3年生 100

　　イ　青少年を対象に体験活動を通した自己成長や自己実現等を図る事業

　　ウ　防災・減災教育事業

限界突破！プチサバイブキャンプ
（同一事業の再掲）

　　エ　環境教育や人権教育などのESDに対応した事業

12 木育キャンプ

次代を担う子供たちに対し、木についての様々な体験を通して理解を深
め、自然に親しむ心情や社会性を育てるとともに、森林や環境問題に対す
る正しい理解の基礎を育み、持続可能な社会づくりの担い手育成の一助
とする。

1/21（土）～1/22（日） 小学4～中学1年生 40

　　オ　健康教育や主権者教育など政策課題に対応した教育事業

　　カ　その他

13 子どもゆめ基金助成金募集説明会
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。

9月のいずれか土日
（佐賀・長崎で2日）

青少年団体関係者等 各20

国立諫早青少年自然の家　令和４年度事業計画一覧
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 No 事　業　名 事業趣旨 期　　日 対　　象
人数
(人）

国立諫早青少年自然の家　令和４年度事業計画一覧

３　課題を抱える青少年を支援する体験活動事業

　　ア　課題を抱える青少年を支援する体験活動事業

14
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）

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。

8/10（水）～8/12（金） 児童養護施設の児童生徒 40

15
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）

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。

7/16（土）～7/18（月・祝） ひとり親家庭の児童 40

15
不登校・引きこもり等の課題を抱える
青少年の支援事業
「自然の家にきてみんね」

自然の家での様々な体験活動を通して、不登校、引きこもりなどの課題を
抱える青少年に自然体験活動の楽しさや達成感を感じさせ、自己肯定感
や自己有用感を高める。また、他者との交流や自然の家での規則正しい
生活を通して、基本的な生活習慣づくりのきっかけとする。

通年
（通常期：毎週月曜日）
（閑散期：常時相談）

不登校・引きこもり等の児
童・生徒

-

不登校・引きこもり等の課題を抱える
青少年の支援事業「チョイス」
（同一事業の再掲）

４　グローバル人材の育成を見据えた国際交流事業

　　ア　日独の青年及び青少年指導者等の交流事業

　※本部主催の国際交流事業が主

　　イ　アジア及びミクロネシア地域の青少年交流事業

　※本部主催の国際交流事業が主

　　ウ　国内での国際交流事業（イングリッシュキャンプ等）

16 イングリッシュキャンプ
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
理解を深める。

10/1（土）～10/2（日） 諫早市内の小学3～4年生 30

５　青少年教育指導者等の養成及び資質の向上に関する事業

　　ア　青少年指導者等の養成・研修事業

　　　　ａ　自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）養成事業

　※隔年開催（令和4年度は夜須高原、大隅）

　　　　ｂ　教員免許状更新講習

　※R4年度から廃止

　　　　ｃ　その他

17
グループをチームに育てるプログラム
研修会（体験編・理論編（仮)）

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、基本となる手
法や理論の習得を図る。

6/25（土）日帰り
11/12（土）～11/13（日）

スポーツ指導に関わってい
る方、プレイヤー、教員、施
設職員、大学生等

各30

　　イ　ボランティアの養成・研修事業

　　　　ａ　ボランティアの養成事業

18 自然体験活動ボランティア養成研修
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。

6/18（土）～6/19（日）
高校生、高専専門学校生、
大学生、社会人

30

　　　　ｂ　ボランティアの研修事業

　　　　ｃ　ボランティアによる自主企画事業

19
大学生のためのボランティア活動推進事業
「自主企画事業支援プロジェクト」
チャレンジキャンプ

新しい仲間と出会い、協力する自然体験活動を通して、相手の気持ちを考
えて行動する力を育む。

8/21（日）～8/27（土）
（仮）

※　研修支援関係

20 キャンプの日
毎月第３日を「キャンプの日」に制定し、キャンプ等の自然体験活動を推進
する機運を高め、家族等の利用促進を図る。

毎月第3日曜日
デイキャンプを実施

※前日土曜日からの宿泊あり
(5,6,10～2月)

幼児や小・中・高・大学生
のいる家族

土は6家族
日は制限なし

21 諫早市少年センター（適応指導教室） 体験活動を通して、協調性・自主性・耐性・感謝の気持ちを育てる。

     ①6/2（木）～6/3（金）
     ②9/9（金）
     ③10/6（木）～10/7（金）
　　 ④11/18（金）
     ⑤12/9（金）
     ⑥2/3（金）

適応指導教室に通う児童
及び生徒

各10
程度

22 大牟田市昭和教室（適応指導教室） 体験活動を通して、協調性・自主性・耐性・感謝の気持ちを育てる。 10/3（月）～10/5（水）
適応指導教室に通う児童
及び生徒

10

23 小学校宿泊体験学習担当者事前研修会

諫早青少年自然の家を利用して宿泊体験学習を実施する小学校が、目
的やねらいを明確にした、より教育効果の高い活動プログラムを計画でき
るようにするために、各校の担当者を対象とした事前研修及びプログラム
調整会を行う。

6/10（金）
本施設利用の大牟田市及
びみやま市立小学校の担
当者

-

24 社会教育士講習

社会教育法第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程に基づき、文
部科学省より委嘱を受け、社会教育主事となりうる資格を付与すること及
び、社会教育に携わる専門的職員等の資質の向上を目的とした講習を実
施する。

1/30（火）～2/24（金）
※途中、実地研修あり

社会教育主事講習等規程
第2条の各号のいずれかに
該当する方

30

－ 150 －
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独立行政法人国立青少年教育振興機構
国立諫早青少年自然の家ＳＩＮＣＥ １９７７

「早寝早起き朝ごはん」国民運動
地域社会・学校・家庭が一体となって、
心身ともに健康な子供たちの育成を目
指す運動です。
○望ましい生活習慣の育成
○生活リズムの重要性の再認識
○学習意欲・体力・気力の向上
○地域ぐるみで支援するための環境整備
シンボルマークの使用など、詳しくは全国
協議会のホームページをご覧ください。

早寝早起き朝ごはん

「体験の風をおこそう」運動
社会が豊かで便利になる中で、子供たち
の自然体験、社会体験、生活体験などの
体験が減少している状況を踏まえ、子供
たちの健やかな成長にとって体験がい
かに重要であるかを広く家庭や社会に
伝え、社会全体で体験活動を推進する機
運を高める運動です。
詳しくは「体験の風をおこそう」運動の
ホームページをご覧ください。

体験の風をおこそう

【多良山系･五家原岳】
「国立諫早青少年自然の家」が位置する「多良山系･五家原岳」は、山頂から東に「有明海」西に「大村湾」南に「橘湾」と三つの海、
諫早干拓、雲仙岳、周辺の美しい山なみが眺望できる景観の地です。
周辺には、豊かな水に育まれた針葉樹林が広がり、多くの野鳥や動物たちが生息しております。
また、市街地より比較的近距離で交通アクセスにも恵まれながら、深い暗闇に包まれた大自然の中で美しい星空を観測でき
る場所は国内でも稀で、貴重な観測ポイントとされています。

「国立諫早青少年自然の家」施設内では、特に自然体験･生活体験施設である「キャンプ村」が、森林内に位置するため、「流れ星
を観測できた」との報告が多く聞かれるスポットのひとつです。 国立諫早青少年自然の家は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています


