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日本YMCAキャンプ100周年記念事業

キャンプ100周年
記念シンポジウム2017

11月23日（木）
大阪ＹＭＣＡ会館（土佐堀）

YMCA キャンプ会議
「YMCAキャンプ再生への道」

11月24日（金）
六甲山ＹＭＣＡ

ワークショップ
「新しいキャンプへの挑戦」

11月25日（土）
六甲山ＹＭＣＡ

大阪YMCA

ワークショップ
「新しいキャンプへの挑戦」

11月25日（土）
六甲山ＹＭＣＡ

NEXT 100 YEARS OF
THE YMCA CAMP



【基調講演：自然は、生きる教えに満ちている】
　森から流れてくる水は、川となり海（湖）に流れ込み豊かな生態系を作り
出す。その中にあるのが私たちの暮らし（里）であり、自然との疎遠化
により環境問題が生じている。
　子ども達に自然との豊かな触れ合いを通した教育（活動）を
提供することで環境や共生共存といった多くのことを学ぶこ
とができるのではないだろうか。

1995年より新潟大学教育学部で、2004年より大阪教育大学で
教鞭をとる。現在は大阪教育大学附属平野中学校学校長であ
ると同時に、大学では家庭科教育学、消費者教育学を研究。
著書に「生活主体を育む 新版」（2015年 ドメス出版）、「新学習
指導要領解説 小学校家庭」「新学習指導要領解説　中学校技
術・家庭  家庭分野」（共に2017年 開隆堂出版）など多数。

キャンプ100周年
記念シンポジウム2017

キーノートスピーカー

パネリスト
鈴木　真由子氏

　　パネリスト
　　西庄　功一氏

嘉田由紀子氏
（元びわこ成蹊スポーツ大学学長）

ファシリテーター　
加藤映子氏

（大阪女学院大学・大阪女学院短期大学学長）

CAMP

1981年京都大学より農学博士（論文名『琵琶湖の水問題をめ
ぐる生活環境史的研究』）を授与される。
2006年7月滋賀県知事選に当選。全国で5人目の女性知事と
なり琵琶湖環境政策、子育て、流域治水などで新機軸を開く。

2014年10月びわこ成蹊スポーツ大学の学長に就任。
「生活環境主義でいこう！――琵琶湖に恋した知事」（2008年岩波ジュニア文

庫）など著書多数。

京都大学医学部卒業後、整形外科医として京都大学医学部付
属病院、神戸医療センター等で勤務。2006年より米国の
Greehey Children’s Cancer Research Instituteで博士研究員として
勤務。2010年よりバイエル薬品（株）に入社後、2013年より
Bayer Pharmaceuticalドイツ本社で心不全領域開発品のグロー
バル開発責任者に就任。2016年より現職。

 日時：2017年11月23日（木・祝）
 午後12時30分 開場
 午後１時～２時 第１部 ：キーノートスピーチ
　 午後２時～３時 第２部 ：パネルディスカッション

テーマ "Active learning, active living"
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大阪YMCA会館（土佐堀）２階ホール

　これからのキャンプが持つべき教育的価値、ならびにその期
待値について多方面・多角的な立場からの意見を共有し、新し
いキャンププログラムの可能性や必要性について考えます。
　その中でも特に教育カリキュラムの実践フィールドとしての
キャンプやアクティブラーニングによる学びの機会としてのキャ
ンプのあり方を模索しながら学校教育の現場と連携するキャン
プの有効性を実感していただけることを狙いとしています。

（大阪教育大学教授、
  大阪教育大学附属平野中学校校長） 

※第２部終了後、大阪YMCA会館から六甲山YMCAまで移動するシャトルバスを無料で運行します。
　24日以降もプログラムに参加される方はぜひご利用ください。

（バイエル薬品（株）開発本部
  プロジェクトマネージメント部長）

Google マップ

大阪女学院大学　国際・英語学部教授。Ed.D.（教育学博士）。
大阪女学院短期大学卒業。
大阪YMCAを含む国際社会教育団体で勤務後、ボストン大学教
育学部での留学を経て、2003年ハーバード大学教育大学院博

士課程修了。1998～2001年、フルブライト奨学生。専門は
言語習得、ICTを活用する教育。

著書 に「The Routledge Internationl Handbooks 
of Early Literacy Education」 (共著)・「最新ICT

を活用した私の外国語授業」（共著）など多数。

※どなたでもご参加いただけます。



ＹＭＣＡ キャンプ会議
「YMCAキャンプ活性化への道」

＆　キャンプパーティー交流会

ワークショップ
「新しいキャンプへの挑戦」

 日時： 2017年11月24日（金）
　    午前９時30分～午後5時　
　各国YMCAキャンプ担当者国際会議
　 ・テーマ：「YMCAキャンプ活性化への道」
　新しいキャンププログラムへの提案
　 ・実際のキャンプ施設を使用した実例紹介

日時：  2017年11月25日（土）   
 　午前10時～午後4時
ワークショップ：

□「誰もが参加できるユニバーサルデザインのキャンプ場」
　Camp Manyung（オーストラリア・ビクトリアYMCA）

□「ハイ・エレメントを活用したチームビルディング」
　Camp Erdman（ハワイ・ホノルルYMCA）

□「国際バカロレア学校の現場からみたキャンプの教育効果」
　Marc Mesich
　大阪YMCAインターナショナルスクール

□「グローバル教育を実践するキャンプ活動」
　Connie Rodosovich（大阪YMCAアドバイザー）
　大阪YMCAグローバルラーニングセンター

□「Jリーグクラブから見るキャンプの魅力や有効性について」
　鳥飼浩之
     （FIFAビーチサッカーワールドカップ2008日本代表監督、
　  湘南ベルマーレアスレティックセンターGM）

□「楽しく安全な海洋スポーツ・キャンプのための海洋教育」
　鍋島靖信（元大阪府立環境農林水産総合研究所）

□「医療の現場が主催する様々なキャンプ活動」
　柳本嘉時（関西医科大学総合医療センター小児科）

□「学校教育の現場から見るキャンプの有効性」
　山田秀雄（桃山学院中学校高等学校）

□「キャンプ活動と災害支援～東日本大震災・熊本地震災害支援から～」
　日本YMCA同盟　

□「サマーキャンプの効果」
　関西YMCA野外担当者会

□「YMCAキャンプが持つ魅力と課題点」
　大阪YMCAキャンプ100タスクチーム
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グローバルラーニングセンター

六甲山YMCA

　世界各国のYMCAからキャンプ担当者を中心としたスタッフ
が一堂に集まり、YMCAキャンプをより活性化していくための方
向性を探る会議を持ちます。また、新しく六甲山YMCAに導入す
るチームビルディングをねらいとしたエレメントを活用したプロ
グラムの実践例を紹介します。 

　これからのグローバル社会を豊かに生きることができる人間
の育成を考え、教育機関や企業、国際社会が求める青少年教育

・人材育成カリキュラムにおけるキャンププログラムの可能性
について、また、既存の組織キャンプに社会課題への取り組み
や社会教育的視点からの学びなどの要素を掛け合わせた「新
しいキャンプ」の持つ可能性を探ります。

参加費のご案内
☆11月23日（木）のみ 　無料

☆11月24日（金）夕食～　12,000円　（１泊、３食付き）

☆11月25日（土）のみ       4,000円　（日帰り、昼食付き）

※11月24日、25日両日とも阪急六甲より無料シャトルバス運行

※24日夕食でのキャンプスタイルパーティーやその後に続く交流
会ならびに25日は、どなたにでも参加していただける時間です。

　是非とも国内外のキャンプ関係者 の交流の輪を広げる機会とし
てご活用ください。

※第２部終了後、大阪YMCA会館から六甲山YMCAまで移動するシャトルバスを無料で運行します。
　24日以降もプログラムに参加される方はぜひご利用ください。

※24日、25日の両日とも阪急六甲駅と六甲山YMCAの間を往復する
無料シャトルバスを運行いたします。

　プログラムへの参加をご希望される方はぜひご利用ください。

Google マップ

 日時： 2017年11月24日（金）
　    午後6時～午後9時　
　夕食（キャンプスタイルパーティー）
　交流会

※YMCAスタッフによる国際会議です。

※どなたでもご参加いただけます。

※どなたでもご参加いただけます。

ＹＭＣＡ キャンプ会議

キャンプパーティー交流会



● 午前10時～12時： Yアクターフォーラム
　　　大阪YMCA会館（土佐堀）　９階・10階

● 午後3時～4時： Yボランティアの集い
　　　大阪YMCA会館（土佐堀）　903教室

THE YMCA CAMP 100
1920-2020

　1920年、六甲山麓で日本で最初のキャンプが行われました。
大阪YMCAが少年たちのために試みた、松林の中での2週間の
簡易天幕生活キャンプで、これが日本における最初のキャンプ
となります。この活動はまたたくまに全国に広がっていき、現在
では年間を通じておよそ22,000人の子どもたちが全国各地で
YMCAキャンプを体験しています。
　YMCAがこれまで大切にしてきたキャンプには、いつの時代
においても可能性と喜びがあり、その経験を通じて多くの人が
育ち、変えられてきました。
　2020年、キャンプ100年を迎えます。
　キャンプ第2世紀に向けて、キャンプ体験の素晴らしさを伝え、
その価値と願いを次の100年へ受け継いで行きます。

World Camp 2020
　キャンプ100年を迎える2020年、大阪ＹＭＣＡは国内外のＹ
ＭＣＡや各団体と協働し、ワールドキャンプ2020を開催します。 
2015年から実施している大阪YMCAグローバルユースカンフ
ァレンスと連携し、世界各地の青年が集い、未来志向的な関係
を築きながら地球の未来、青年の未来を考え、学ぶ機会を持
ちます。 ワールドキャンプ2020への参加はもちろん、このキャ
ンプの実施に向け賛同いただける個人、団体の方々と協働し
進めていくことを願っております。

THE YMCA CAMP 2020

キャンプ100周年記念事業
今後の予定

11月23日(木・祝)同日開催イベント
　「大阪ＹＭＣＡ大会２０１７」

06-6441-0894

YMCAキャンプ100お申込み・お問合せ

078-891-0054

記念シンポジウム２０１７

ＹＭＣＡキャンプ会議
＆　ワークショップ

11月 23 日（木）

11月 24 日（金）～11月 25 日（土）

2018年 キャンプ100周年記念シンポジウム2018
 YMCA阿南国際海洋センター創立50周年

2019年 キャンプ100周年記念シンポジウム2019
 ワールドユーススポーツキャンプ
2020年 ワールド・キャンプ2020

大阪YMCA会館（土佐堀）

グローバルラーニングセンター六甲山YMCA

後　援（申請中）： 
 日本YMCA同盟  大阪府キャンプ協会 大阪府教育委員会 堺市  　神戸市教育委員会
 日本キャンプ協会 京都府キヤンプ協会 大阪市教育委員会 堺市教育委員会


