
文部科学省委託事業　青少年の体験活動の推進「体験活動推進プロジェクト」

同時開催

平成３０年度子どもゆめ基金平成 29年度募集説明会
日時︓11月２５日　10︓30～ 12︓00　会場︓学習室 2　　定員︓30名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※参加を希望される方はお早めに会場にお越し下さい

●お申込み方法
　裏面の申込み用紙に必要事項をご記入の上、FAX もしくは郵送でお申し込みください。

●申込み締切 １１月１５日（水）１７：００必着●募集定員　先着３００名

●問合せ先　国立妙高青少年自然の家　〒949-2235　新潟県妙高市大字関山 6323-2
　　　　　　TEL 0255-82-4321　FAX 0255-82-4325　Mail myoko-sen@niye.go.jp
          　　 「豊かな実践活動・体験活動推進フォーラム」事務局　米村　市川

主    催：独）国立青少年教育振興機構 国立妙高青少年自然の家　　協    力：全国小学校学校行事研究会

「３度のエベレスト登頂～大自然への挑戦と夢に向かって～」
三浦　雄一郎 氏

　青少年を取り巻く様々な問題や課題を客観的かつ
多角的にとらえ、未来を担う子供達にとってよりよ
い体験活動のあり方について考えます。特に青少年
教育、幼児教育、学校教育、指導者養成、企業との
連携等、様々な分野からの実践発表や問題提起を受
け、青少年教育施設における豊かな実践活動や体験
活動を推進していくための方策を講じる場です。

このフォーラムについて︓

定員

３００
（先着）

名

基調講演　１１月２５日　13︓20 ～ 14︓50

（株）ミウラ・ドルフィンズ 代表取締役

講師
シンポジウム　１１月２５日　1５︓００～ 1６︓４0

「今日の青少年の課題とこれからの豊かな実践活動・体験活動のあり方」
■平野 吉直 氏

（信州大学理事・副学長）
■碓井 幸子 氏

（清泉女学院短期大学 准教授）

コーディネーター シンポジスト
■坂本 昭裕 氏

（筑波大学 教授）
■中村 正雄 氏

（大東文化大学 教授）
■鈴木 純一郎 氏

（全国小学校学校行事研究会会長）
■笹谷 秀光 氏
（（株）伊藤園 常務執行役員 CSR 推進部長） 

開催記念︓電子音楽ミニライブ　１７︓００～１７︓１５　／ ポスターセッション、企業ブース見学会　１７︓１５～１８︓３０

日時11 25月　   日
~

（土） 26日（日）
１３ ： ００～ ～１２ ： ３０

会場 国立妙高青少年自然の家

ゲスト　音楽教育プロデューサー MASAKing 氏 出展企業︓アウトドアメーカー各社
国立青少年教育施設（自然の家︓信州高遠、立山、若狭湾　交流の家︓能登、乗鞍）※ライブ終了後、電子楽器及び ICT 機器の体験ワークショップを実施予定

情報交換会　１９︓００～２０︓３０　　会場︓ダイニングホール銀河

分科会・全体指導　１１月２６日　９︓００～ 1２︓００
第一分科会　青少年教育における体験活動部会　（指導者）坂本 昭裕 氏　（筑波大学 教授）
第二分科会　幼児教育における体験活動部会　　（指導者）碓井 幸子 氏　（清泉女学院短期大学 准教授）
第三分科会　学校教育における体験活動部会　　（指導者）宮川 八岐 氏　（元文部科学省 視学官）
第四分科会　自然体験活動指導者育成部会　　　（指導者）中村 正雄 氏　（大東文化大学 教授）
第五分科会　企業における体験活動部会　　　　（指導者）笹谷 秀光 氏　（ （株）伊藤園 常務執行役員 CSR 推進部長）

全体指導　平野 吉直 氏　（信州大学理事・副学長）

後　　援：新潟県教育委員会、上越市教育委員会、妙高市教育委員会、糸魚川市教育委員会

※第四分科会は、NEAL インストラクター資格更新の安全管理講習を兼ねる。



◆.募集対象   青少年教育指導者、教員、学生、教育委員会関係者、保育者、自然体験活動に興味がある者、自然体験活動の指導者、 

指導者を目指す者等 先着３００名 

◆.主な内容   

１日目（１１月２５日） 

◯基調講演「３度のエベレスト登頂～大自然への挑戦と夢に向かって～」 （株）ミウラ・ドルフィンズ 三浦雄一郎 氏 

◯シンポジウム 

テーマ「今日の青少年の課題とこれからの豊かな実践活動・体験活動のあり方」 コーディネーター 信州大学理事・副学長 平野吉直 氏 

◯開催記念 電子音楽ミニライブ 音楽教育プロデューサー MASAKing 氏 

◯ポスターセッション、企業ブース展開（国立青少年教育施設、アウトドアメーカー各社） 

◯情報交換会：夕食を兼ねて新潟の食文化を実体験 

２日目（１１月２６日） 

◯分科会 第一分科会 青少年教育における体験活動部会 【指導者】坂本昭裕 氏（筑波大学教授） 

      【発表者】 根本純一 氏（茨城県教育庁）、瀧直也 氏（信州大学）、 岩田一紀（国立妙高青少年自然の家） 

第二分科会 幼児教育における体験活動部会  【指導者】碓井幸子 氏（清泉女学院短期大学准教授） 

【発表者】 小菅江美 氏（NPO法人 緑とくらしの学校）、佐藤千晴 氏（信濃町立柏原保育園）、米村貴（国立妙高青少年自然の家） 

第三分科会 学校教育における体験活動部会  【指導者】宮川八岐 氏（元文部科学省視学官） 

【発表者】 深澤陽子 氏、坂口千尋 氏（江戸川区立小松川第二小学校） 

     辻本康平 氏（加須市立大桑小学校）、石原良介 氏（羽生市立羽生北小学校） 

  佐藤厚彦 氏（安曇野市立豊科北中学校校長） 

第四分科会 自然体験活動指導者育成部会   【指導者】中村正雄 氏（大東文化大学教授）、佐藤繁一 氏（国際自然大学校） 

※指導者養成（NEAL）部会は、NEALインストラクター資格更新の安全管理講習を兼ねる。   

第五分科会 企業における体験活動部会    【指導者】笹谷秀光 氏（株式会社伊藤園 常務執行役員 CSR 推進部長） 

【発表者】 飯塚優子 氏（住友林業株式会社 CSR 推進室）、高村文生 氏（公益財団法人かけはし芸術文化振興財団）  

森 揚子 氏（サントリーホールディングス株式会社 CSR 推進部） 

◯全体指導 平野吉直 氏 （信州大学理事・副学長） 

 

◆.参加費  参加日程に合わせて、昼食 520 円、夕食 650 円、朝食 470 円、寝具洗濯代 200 円、保険代 150 円の費用が発生します。 

      また、情報交換会（夕食含む）に参加される方は、別途、社会人 3,500 円、大学生 2,000 円が掛かります。 

◆.持ち物  参加費、健康保険証（複写可）、洗面・入浴用具、着替え、筆記用具 

◆.申込方法及び受付期間  １1 月 1５日（水）17：00 までに、郵送・FAX でお申し込みください。 

※ＦＡＸの場合は送信後電話確認をお願いします。※１１月２２日（水） 以降のキャンセルの場合、食事代を負担いただく場合がございます。 

◆.その他  

（1） 参加に際していただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等に基づき適切に 

管理し、当事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。 

（2） 事業実施中に撮影した写真・記入いただいたシート類は、本事業の報告業務や当機構が行う広報業務に使用することがあります。 

予め了承いただいた上で参加ください。

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな 

氏  名 

 性別 

（  男 ・ 女 ） 
年齢        歳 

住  所 

〒（    ）－（      ） 所属 

 

 

連 絡 先 電話番号（        ）              ― 

参加態様 

 

○印を 

おつけ 

下さい。 

２5（土） 
ゆめ基金説明会 ２５日昼（520 円） 基調講演 シンポジウム 情報交換会 ２５日宿泊（200 円） 

参加・不参加 注文する・しない 参加・不参加 参加・不参加 参加・不参加 希望する・しない 

２6（日） 
２6 日朝（470 円） 参加を希望する 分科会 

注文する・しない 第一：青少年  第二：幼児  第三：学校教育  第四：自然体験指導者  第五：企業 

その他 

ご連絡 

※健康上の留意事項、食物アレルギーなど心配なことや 

伝えておきたいことがありましたらご記入ください。 

※交通手段は原則自家用車での来所を想定しておりますが、   【 迎えを希望  する ・ しない 】  

関山駅～自然の家間の迎えを希望される場合はご相談ください。 （ 25 日・26 日 関山駅着    ：     ） 

 

＜申込先＞  国立妙高青少年自然の家  〒949-2235 新潟県妙高市関山 632３－２ 

TEL:0255-82-4321  ｅ-mail myoko-sen＠niye.go.jp 

FAX:0255-82-4325          担当： 米村 市川 
 


