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Basic Information / 基本情報 

 

Duration / 開催期間 

説明：～年～月 から ～年～月まで 

２０１５年８月２日（日）０９：００から２０１５年８月３日（月）１４：

００ 

Staff / スタッフ 

説明：青年会議所メンバーの参加人数 

例：何人 ○○member 

８７MEMBER 

Sponsors / 支援者 

説明：青年会議所以外のメンバーがいる場合のみ記載してください 

例：〇〇市ボランティア団体等 

横浜市在学・在住の日本人小学生と他国籍小学生８３名 

【参加児童内訳】 

日本：男子１８名 女子３５名 

韓国：男子９名 女子４名 

中国：男子８名 女子２名 

ドイツ：男子４名 女子１名 

ギニア：女子１名 

セネガル：女子１名 

 

ボランティアスタッフ６名 

Budget 予算 

説明：ドルで表示してください。 

例：１万円なら one hundored dollar 

ＵＳ💲１１,２７７.４１ 

Profit / Loss 利益／損失 

説明：基金を集めること以外は、０にしてください 

０ 

In Which UN MDG best fit (if Apply)? UN MDGsの該当項目（もしあれば） 

説明： 



ＮＯ 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

横浜市在学・在住の日本人小学生、外国人小学生 

Objective 目的 

説明：（例 1）子ども対象の事業をベースにして、参加者とメンバーの 

意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため 

多種多様な経験の機会を提供する事で豊かな心を育成し、他国の人との繋が

りや異文化を受け入れる事で、心の広さを培う事出来ます。また青少年事業

に関わる事で、得た気付きや経験を各家庭や地域へ持ち帰って頂き伝播して

頂く事で、今後の青年会議所活動に繋げて頂く事です。 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

横浜市の教育ヴィジョンには豊かな心の育成がその一つに掲げられており

ます。 

コミュニケーション能力の未熟さや社会性の低下等に端を発する不登校や

暴力行為等が増加傾向にあり、その原因として、自分と他者との関係構築不

足や心の育成不足が考えられます。 

ＪＣＩ横浜は創業（１９５１年）以来、地元行政や横浜市民と継続的な取り

組みをし、他者や異文化を受け入れる事で大きく発展してきました。その横

浜に住まう子ども達に、人との繋がりの場と多種多様な経験の機会を提供す

る事が豊かで広い心の育成に繋がり、横浜の将来を担う人材になると考え本

事業を実施します。 



Result 結果 

説明：複数の短い文章になるように注意してください 

   目的がどのくらい達成できたか書いてください 

   上記の結果の想定外の結果を書いてください 

   上記の結果の確認方法を書いてください 

   検証結果を簡潔に書いてください 

ＪＣＩ横浜は、横浜市野島青少年研修センターで１泊２日の宿泊研修を実施

しました。 

宿泊研修のテーマを本気の遊びは最大の学びとし、子ども達は各プログラム

に真剣に取り組み心の成長に繋がりました。 

事前アンケートにて８２％の子ども達が知らない友達や海外のお友達とお

泊りしたことが無いと回答していたが、事後アンケートにて９０％の子ども

達が宿泊して仲良くなり楽しかったと回答がありました。 

事後アンケートにて、はまっ子スクール２０１５に参加して成長出来たと５

９％の回答がありました。 

はまっ子スクール２０１５の参加した児童の保護者にもアンケートを取り、

８６％の保護者が次回もこのような事業があれば参加させたいと回答があ

りました。 

Actions Taken 行動 

説明： 

日常では得難い経験を得られる様な体を動かすプログラム、創意工夫を発揮

させるプログラム、チームで協力し合うプログラム、自分自身と向き合うプ

ログラムを実施致しました。 

はまっ子スクール２０１５に参加する前に、事前・事後アンケートを取りま

した。 

参加者の成長を感じてもらいました。 

また参加者の保護者にもアンケートを取りました。 

Recommendations 考察や推奨 

目的のうちどの部分が達成されたのか？ 

達成できなかった部分は、何か？ 

それは、なぜか？その改善策は？ 

【達成した点】 

１、子ども達にとっては親元から離れて宿泊するという事だけでも非日常経

験となり、国籍を混合してチームを形成する事で異文化交流の促進に効果が

ありました。 

２、初めて会った子ども達と寝食を共にする事によるコミュニケーション力



の向上や他者への共感などの効果がありました。 

３、子ども達がチームで協議して一人ひとりの意見をくみ取り、協調性やコ

ミュニケーション力の向上に繋がったと考えます。 

 

【達成出来なかった点】 

１、チームの編成上１３人１チームとしましたが、体力や集中力の個人差等

もあり、プログラムに集中できていない子がいて、チームの話合いに参加で

きていない子がいました。 

２、チーム一丸での運営を行う事を想定しましたが、子どもたち一人ひとり

に役割を与える事ができず、発表等をした子どもとしなかった子どもとの経

験に差異が出てしまいました。 

 

【改善策】 

１、 子どもたち一人一人が発表・活躍できる場を検討すべきでした。 

２、 チーム毎に課題や役割を与えるのではなく、子どもたち一人ひとりに

役割を与えるようにするべきです。 
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Objectives, Planning, Finance and Execution 

目的、計画、財務、実施 

 



What were the objectives of this program?  

このプログラムの目的は？ ※２００語まで 

多種多様な経験の機会を提供する事で豊かな心を育成し、他国の人との繋が

りや異文化を受け入れる事で、心の広さを培う事出来ます。また青少年事業

に関わる事で、得た気付きや経験を各家庭や地域へ持ち帰って頂き伝播して

頂く事で、今後の青年会議所活動に繋げて頂く事です。 

 

How does this program align to the JCI Plan of Action?  

この事業は、どのように JCIの活動計画と合っていますか？ ※２００語まで 

コーポレート（協力）・・・横浜市内の日本人が通う小学校だけでなく、外

国人の児童が通う８校も協力し、様々な国籍の児童を交流させました。 

 

コネクト（繋がり）・・・様々な国籍の児童が交流する事により、日常では

得られない異文化を参加した児童に体験させました。 

 

Was the budget an effective guide for the financial management of the 

project?  

予算は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？※１５０語まで 

はまっ子スクール２０１５は参加料を徴収しない形式を選択した為、公共の

安価な会場を使用したので、児童が多く出来る夏休みに実施しました。 

 

＊地元のテレビや地元新聞から取材を受け、多くの参加者を募る事が出来ま

した。 

 

How does this project advance the JCI Mission and Vision?  

どうやってこの事業は JCIのミッションとヴィジョンを推進しましたか？ 

※２００語まで 

【ミッション】 

参加した児童たちに各種プログラムを通じて、小学３年生から６年生を日常

では得られない体験をさせて、ポジティブチェンジさせました。 

 

【ヴィジョン】 

様々な国籍の子ども達を参加者に選定し、異文化に触れる事が豊かな心を育

成し参加した子ども達をポジティブチェンジさせました。 

※画像４つ必要 
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Membership Participation 会員の参加 

 

By number, how many members were involved in this program?  

事業のスタッフは何人？ ※２語まで 

８７人 

 

By percentage, how many members of the Local Organization were involved 

in this program?  

LOMメンバーの参加率は？ ※１語まで 

２８％ 

 

Describe the main roles of the participating members in this program.  

このプログラムで参加しているメンバーの主要な役割を簡潔に記述してくださ

い ※３００語まで 

１、各プログラムの設営 

２、各プログラムのサポート 

３、宿泊施設内の警備 

※画像４つ必要 

 

 

ページ５ 

Skills Developed 習得された技術・能力 

 



What skills were developed in this program?  

どんな技術・能力が、このプログラムで習得されましたか？ ※１５０語まで 

 

 

How were these skills developed? Describe the methods and activities used 

これらの技術・能力はどのように習得されましたか？用いられた手法と活動を

記述してください ※３００語まで・２０１５年から変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像４つ必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ６ 

Impact on Participants 参加者への影響 

 



What was the intended impact on the participants?  

参加者への意図された影響は、何でしたか？ ※１５０語まで 

 

 

Describe the actual impact on the participants.  

参加者への実際の影響を記述してください。 ※３００語まで 

 

※画像４つ必要 
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Long-term Impact of the Program プログラムの長期的な影響 

 

What is the expected long-term impact of this project?  

このプロジェクトの期待される長期の影響は、何ですか？ ※２００語まで 

小学生の頃に様々な国籍の子ども達や異文化と触れ合うことで、将来的な広

い心の育成も期待する事が出来る事。 

 

What changes would you make to improve the results of this project?  

このプロジェクトの結果を改善するために、どんな改善策がありますか？ 

※３００語まで 



横浜市教育委員会との連携、更に別の国籍の子ども達の所属する学校にＰＲ

する事で、参加者の増員や更なる交流が見込める 

ボランティアスタッフとして様々な国籍の方に来て頂く事。 

※画像４つ必要 


