令和元年度（２０１９年度） 国立夜須高原青少年自然の家 教育事業一覧
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1

夜須高原長期チャレンジキャンプ

事業のねらい

期

間

子供たちがSNSやゲーム、テレビ等のメディアに
依存した生活から離れ、テント泊、野外炊飯、交流
８月１２（月）～８月２０日（火）
活動などの様々な体験活動を通して、人間関係能
（８泊９日）
力や自己肯定感等を育成するとともに、防災教育
や環境学習についても学ぶ場とする。

2

日常生活で行う機会が少ない、自然体験や生活
児童養護施設等で暮らす子供たちのための 体験などの様々な体験活動を通して、集団生活に
８月１０日（土）～１２日（月）
自然体験活動プログラム開発事業
おける生活リズムの確立や仲間と協力する。
（２泊３日）
～サマーチャレンジキャンプ～
また、班で話し合い行動する機会を通して、自己
肯定感や社会性を高める。

3

①６月１日(土)～２日（日）
日常生活で行う機会が少ない、農業体験やテン
（１泊２日）
児童養護施設等で暮らす子供たちのための ト生活、野外炊飯などの様々な体験活動を通し
②１０月５日(土)～６日（日）
生活・自立支援キャンプ①②③
て、自己肯定感や社会性を高める。
（１泊２日）
～夜須高原マイ・チャレンジキャンプ～
また、農業体験を通して、職業教育・食育に関心
③１０月２６日（土）
をもたせる。
（日帰り）

対 象

小学校５・６年生、中学生

募集
人数
（人）

備考・共催（連携・協力）

24

40

（共催）
福岡県立少年自然の家「玄海の家」
（連携機関）
児童養護施設「洗心寮」
児童養護施設「聖華園」
児童養護施設「古処学園」
児童養護施設「ひばりが丘学園」

児童養護施設等で暮らす児童

40

（連携機関）
児童養護施設「洗心寮」
児童養護施設「聖華園」
児童養護施設「古処学園」
児童養護施設「ひばりが丘学園」

児童養護施設等で暮らす児童

4

ひとり親家庭の親子のための
生活・自立支援キャンプ①
～夜須高原スマイルライフキャンプ～

ひとり親家庭の生活の向上に寄与するため、
様々な自然体験活動・生活体験活動を通してコ
１０月１９日(土)～１０月２０日（日）
ミュニケーション能力、自立心、協調性、自己肯定
（１泊２日）
感の向上等とともに生活習慣のさらなる向上を図
る機会とする。

北九州市母子寡婦福祉会会員
＊親子で参加

50

5

ひとり親家庭の親子のための
生活・自立支援キャンプ②
～夜須高原オータムラーニングキャンプ～

ひとり親家庭の生活の向上に寄与するため、学
習を中心に、学力の向上を図るとともに生活体験
活動を通して、生活習慣の向上を図る機会とす
１０月１９日(土)～１０月２０日（日）
る。
（１泊２日）
また、保護者同士の交流を通して、今後の進路
等の情報を共有する。

福岡県母子寡婦福祉連合会会員
＊親子で参加

50

（連携機関）
福岡県母子寡婦福祉連合会

6

青少年教育施設における今日的な役割を理解
し、子供たちの体験活動を支援するボランティア
活動について、基本的な知識や技能を習得すると ６月１５日（土）～１６日（日）
青少年教育施設合同ボランティア養成事業
ともに、施設ボランティアとしての資質や能力の向 （１泊２日)
上を図る。また、研修を通して参加者の交流を図
る。

大学生、一般

50

福岡県立社会教育総合センター
福岡県立英彦山青年の家
福岡県立少年自然の家「玄海の家」

青少年向け自然体験プログラムにおいて、子供
１月１１日（土）～１３日（月）
の発達段階に応じて、適切かつ安全に指導がで
（２泊３日）
きる自然体験活動指導者を養成する。

大学生、一般

20

体験活動の意義等を理解するとともに、児童・生徒
の宿泊体験活動を効果的に実施するための基本的な
体験活動指導技術を実習を通して身につける。また、 ３月７日（土)～８日（日)
学習指導要領における体験活動の取扱いを理解し、
(１泊２日)
教育課程の編成や教育活動に体験活動を取り入れる
方法を講義や実習を通して習得する。

小・中学校教諭
（特別支援学校教諭も可）
※養護教諭は不可

50

選択領域１８時間の履修

7

8

9

普
及
啓
発
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事 業 名

自然体験活動指導者（ＮＥＡＬリーダー）
養成事業

教員免許状更新講習

夜須高原幼児キャンプ

自然豊かな夜須高原で、主に幼児やその家族を
中心に、体験活動を通して、夜須高原の四季を体 日帰り：月１回程度（通年）
感するとともに、親子の絆や参加者同士の交流を 宿泊：年１～２回
深め、子供たちの社会性を育む。

幼児、及びその保護者

40

（主催）
福岡県・佐賀県「体験の風をおこそう」運動推進実行
委員会
（共催）
国立青少年教育振興機構法人ボランティア

幼児、小学生及びその保護者

200

（主催）
福岡県・佐賀県「体験の風をおこそう」運動推進実行
委員会

幼児、小学生及びその保護者

200

（主催）
福岡県・佐賀県「体験の風をおこそう」運動推進実行
委員会

40

（主催）
①②③④福岡県・佐賀県「体験の風をおこそう」運動
推進実行委員会
⑤国立夜須高原青少年自然の家
（共催）
サンビレッジ茜
福岡県スキー連盟

10

夜須高原オータムファミリーキャンプ

秋の自然豊かな夜須高原で、主に幼児期の遊
びを中心とした、プログラムや自然散策・天体観
１１月９日（土）～１０日（日）
察・創作活動等様々な体験活動を通して、親子の
（１泊２日）
絆を深めるとともに、参加者同士の交流を深め、
子供達の社会性を育む。

11

夜須高原ウィンターファミリーキャンプ

冬の自然豊かな夜須高原で、主に幼児期の遊
びを中心とした、体験活動を通して、親子の絆を ２月８日（土）～９日（日）
深めるとともに、参加者同士の交流を深め、子供 （１泊２日）
達の社会性を育む。

12

13

夜須高原スキーキャンプ
（全５回）

遊びリンピック

14

近隣自治体と連携した小学校通学合宿
～夜須高原通学合宿～
①三並小
②内野小・大分小・上穂波小合同

15

公立施設と連携した課題を抱える子供の
自立促進プログラム開発事業
①玄海（適応指導）
②玄海（視覚）
③英彦山（聴覚）

地
域
連
携
事
業

雪上でスキーに挑戦したりする活動を通して、自
然の醍醐味を味わい、仲間とともに切磋琢磨し、
自己効力感やコミュニケーション能力を高める。
また、社会教育施設を利用することで、規則正し
い生活習慣を身に付ける。

①１１月 ２日（土）～ ３日（日）（１泊２日）
②１１月１６日（土）～１７日（日）（１泊２日）
③１２月 ７日（土）～ ８日（日）（１泊２日）
④１２月２３日（月）～２４日（火）（１泊２日）
⑤ １月１２日（日）～１３日（月）（１泊２日）

小学校３～６年生、中学生

「体験の風をおこそう推進月間」の中心的な行事
として、子供や保護者を対象に、自然体験や生活
体験等の楽しさや達成感を実感してもらうととも ①１０月１２日（土）統一イベントデー
に、体験活動推進の機運を全国的に高めることを ②随時（通年）
目的として、様々な「競技性のある体験活動」を実
施する。

幼児、小学生、中学生

家庭から離れた共同生活の中で、様々な生活体
験活動をとおして、子どもたちの自主性や協調
性、耐性等の「生きる力」の基盤となる豊かな人間
性や人間関係能力を高める。
また、「早寝・早起き・朝ごはん」の生活リズムの
定着を図る。

①筑前町立三並小学校
②飯塚市立３小学校
（４～６年生）

①１月１９日（日）～２５日（土）
（６泊７日）
②１月２６日（日）～２月１日（土）
（６泊７日）

①玄海（適応指導）
１２月３日（火）～６日（金）（３泊４日）
①適応指導教室等に通っている中学生
公立社会教育施設と連携して、課題を抱える児
②玄海（視覚）
②視覚に障害のある児童・生徒とその家族
童・生徒の自立と保護者のネットワークづくりを目
１月１８日(土)～１９日（日）（１泊２日）
③聴覚に障害のある児童・生徒とその家族
指したプログラムの開発を行う。
③英彦山（聴覚）
１１月２３日（土）～１１月２４日（日）（１泊２日）

①30
②30

①24
②20
③40

【その他】

（筑前町主体の実行委員会主催）

1

ど～んとかがし祭

町をあげての一大行事に、「体験の風をおこそ
う」運動の一環として、自然の家ならではの体験
１１月３日（日）
活動ブースを出展し、体験活動に親しむ機会を提
供する。

幼児・小学生を含む家族及びそのグループ

自然の家
ブース
500

近隣にある人工芝スキー場（サンビレッジ茜）で
春と秋に行われるイベントにて、自然の家ならで ５月３日（金祝）・５月４日（土祝）
はの体験活動ブースを出展し、体験活動に親しむ １０月５日（土）・１０月６日（日）
機会を提供する。

幼児・小学生を含む家族及びそのグループ

自然の家
ブース
1200

（サンビレッジ茜主催）

2

茜まつり

（連携機関）
北九州市母子寡婦福祉会

（連携機関）
福岡県立少年自然の家「玄海の家」
福岡県立英彦山青年の家

