
平成 28年度 青少年教育施設を活用した国際交流事業 

事業名・実施団体 交流先 参加人数 日程・活用施設 主な活動内容 

ユース オブ ワールド 2016 

独立行政法人国立青

少年教育振興機構 

中華人民共和国（台湾を含む）、 

モンゴル国、大韓民国 

受入：12 平成 28年 8月 11日～13日 

平成 28年 9月 17日～19日 

国立大雪青少年交流の家 

・テーマ別フィールドワーク 

① 自然豊かな北海道の農山村を視察 

② 自然と共生するために環境保全を考慮した

資源循環型エネルギーの取組について視察・

調査 

③ 自然との共生 

アセアン加盟国中学生招聘交流事業 

独立行政法人国立青

少年教育振興機構 

ブルネイ・ダルサラーム国、カンボ

ジア王国、インドネシア共和国、ラ

オス人民民主共和国、マレーシア、

ミャンマー連邦共和国、フィリピ

ン共和国、シンガポール共和国、タ

イ王国、ベトナム社会主義共和国 

受入：58 平成 28年 10月 11日～21日 

平成 28年 11月 24日～12月 4日 

・ 国立オリンピック記念青少年総合

センター 

・ 国立花山青少年自然の家 

・ 国立信州高遠青少年自然の家 

・ 国立乗鞍青少年交流の家 

・農業体験：リンゴの収穫、郷土食づくり 

・ホームステイ体験 

・文化体験：よさこい、カツオたたきづくり体験 

・中学校訪問 

ジャパン・マレーシア交流プロジェクト 2016 

独立行政法人国立青

少年教育振興機構 

マレーシア 派遣：12 

受入：12 

【派遣】 

平成 28年 8月 14日～20日 

・ マレーシア観光省 

・タパー高等学校 

・ラワン高等学校      

・ クアラルンプール市内 

 

【派遣】 

・授業体験 

・スクールアクティビティ体験 

   学校寮での生活体験 

・２校 4泊の寮宿泊 

・日本企業訪問 

 



平成 28年度 青少年教育施設を活用した国際交流事業 

事業名・実施団体 交流先 参加人数 日程・活用施設 主な活動内容 

【受入】 

平成 28年 11月 11日～25日 

・ 国立曽爾青少年自然の家 

・ 奈良県立桜井高等学校 

・ 奈良女子大学 

・ 奈良県高等学校 

【受入】 

・ 東大寺大仏殿、二月堂見学 

・ 亀山ハイキング 

・ 日本文化体験（茶道、着物着付け等） 

・ 奈良県高等学校総合文化祭（マレーシア伝統舞

踊発表） 

タイ王国高校生相互交流事業 

独立行政法人国立青

少年教育振興機構 

タイ王国 派遣：15 

受入：20 

【派遣】 

平成 28年 7月 31日～8月 7日 

・ サラウィッタヤスクール 

・ アユタヤ遺跡 

・ 在タイ日本国大使館 

【受入】 

平成 28年 10月 14日～10月 23日 

・ 国立夜須高原青少年自然の家 

【派遣】 

・現地高校生との交流 

・カレン族小学生との文化交流 

・企業訪問 

・水上マーケット見学 

【受入】 

・ 環境学習：キリンビール工場見学 

・ 産業学習：トヨタ自動車工場見学 

・ 日本文化理解：九州国立博物館、太宰府天満宮、

座禅体験 

・日本文化学習：餅つき体験 

アジアの架け橋 沖縄スリランカプロジェクト ～「命と平和」を未来へ～ 

独立行政法人国立青

少年教育振興機構 

スリランカ 派遣：8 

受入：16 

【派遣】 

平成 28年 11月 30日～12月 8日 

・スリランカ交流中学校 

・バルンガラ村 

・キャンディ市内 

【派遣】 

・ 授業体験 

・ フィールドワーク：瞑想体験、水プロジェクト

現地訪問 

・ 現地学習：像孤児院、紅茶工場、仏歯寺 
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【受入】 

平成 28年 9月 22日～10月 1日 

・ 沖縄県立糸満青少年の家 

・ 国立沖縄青少年交流の家 

【受入】 

・ 海洋研修：美しい海を育む環境を知る 

・ 平和学習：糸数ガマ、平和資料館 

・ ・ディスカッション：両国の文化紹介 など 

学びあい支えあいネットワークプロジェクト 

公益財団法人 

育てる会 

カンボジア王国、ベトナム社会主

義共和国 

派遣：12 

受入：20 

【派遣】 

平成 29年 2月 10日～19日 

・ ダナン博物館 

・ ダナンさくら日本語センター         

・ タイソン中学校 

・ トンデサップ湖 

【受入】 

平成 28年 9月 11日～22日 

・ 国立オリンピック記念青少年総合

センター 

・ 富士見町すずらん山荘 

・ 大町市やまなみ山荘 

【派遣】 

・ ホイアン史跡学習 

・ アンコールワット遺跡見学 

・ 水上生活学習 

【受入】 

・ 竹のはしづくり 

・ ヨット・カヌー体験 

・ 棚田の稲刈り 

 

日タイ大学生招聘交流事業 －生活文化と学校教育を学ぶ－ 

国立大学法人 

東京学芸大学 

タイ王国 派遣：15 

受入：15 

【派遣】 

平成 28年 12月 4日～11日 

・ コンケン大学 

・ チュラロンコン大学 

・ 私立サムソン幼稚園及び小学校 

 

【派遣】 

・大学訪問：タイの学校教育と授業研究に関する 

 講義、附属学校施設訪問 
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【受入】 

平成 28年 6月 26日～7月 2日 

・ 国立オリンピック記念青少年総合

センター 

・ 国立赤城青少年交流の家 

【受入】 

・日本文化体験：着付け、茶道 

・畜産関連工場の見学 

・学校訪問 

第 4回 グローバルワークキャンプ in ASO 

一般財団法人 

熊本市国際交流振興

事業団 

大韓民国、インドネシア共和国、モ

ンゴル国、タイ王国、ミャンマー 

受入：20 平成 28年 9月 16日～19日 

国立諫早自然の家 

・ 「多文化共生」「ボランティア」「まちづくり」

「環境」「幼児教育」の５つの分科会活動 

・ 分科会活動のワークショップ 

 


