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はじめに： 福島こども力プロジェクト理念

1

自分で、みんなで力をあわせて 未来をつくることができる。
福島の復興を担う、人材の基礎を地域とともに育てていきたい。

そのために必要な力。

未来や自分の気持ちを表現する力
未来をみんなで協創する力
未来に向けて行動する力

福島こども力プロジェクトは、この3つの力を伸ばすプログラムを
地域や福島の復興に向けて強い想いを持った人たちと
共に作り上げていく活動です。

地域の参画

行
動
す
る
力



2015年度実施プログラム一覧

2

1 2 3

4 5 6

福島こども未来塾 ヤングアメリカンズ
東北ツアー福島スペシャル

ふみだす探検隊

ふくしまキッズ 伊達市吹奏楽きらめき事業 いわきグローバル
アカデミー「いわき志塾」



福島こども未来塾 運営団体/国立青少年教育振興機構
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1年間を通じてさまざまなプログラムに挑戦し、仲間と一緒に「こども力」を高めます。福島
のことを知り、視野を広げ、社会を知り、成長した姿を未来につなげるプログラムです。

1

回 日程 テーマ 概要(協力団体)

福島を知る

1 5/2(土)〜5/4(月) 自然体験・野外活動
開校式 ※保護者参加
野外炊事・黒森山登山・自然散策

2 6/6(土)〜6/7(日) 郷土の歴史・文化体験 地域の伝統・伝承文化体験(会津若松市)

視野を拡げる 3 7/18(土)～7/20(月) プログラミングﾞ・ITキャンプﾟ プログラミング・ITキャンプ (Life is Tech!)

社会を知る 4 8/19（水）～8/23（日） 他県との交流
高山市に（ふくしまキッズ、高山市教育委員
会)

高山市でホームステイと地元小・中学生との交流

岐阜県の高山市散策は、地元の小・中学生が案内
役を務めます。
福島の小・中学生と高山の小・中学生が助け合い、
励ましあいながら制限時間内のゴールを目指して頑
張ります。
高山市の町並みを楽しみ、歴史を学び、異文化に触

れる4泊5日。仲間との絆も深まります。



福島こども未来塾 運営団体/国立青少年教育振興機構

4

1

回 日程 テーマ 概要(協力団体)

視野を拡げる

5 9/19(土)〜21日(月)
表現・

国際交流
ヤングアメリカンズワークショップ(じぶん未来クラブ)

6 11/21(土)〜11/23(月)
ｽﾎﾟｰﾂ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
スポーツ選手とのワークショップ(USF)

福島を知る 7 1/9（土）～1/11（月）
自然体験・
野外活動

野外炊事・雪中黒森山登山・自然観察

社会を知る 8 2/13(土)～2/14(日) 自主企画事業
子どもたちの企画による”子ども雪まつり”（仮称）を
開催

未来につなぐ 9 3/26(土)〜3/28(月) まとめ
学習成果発表会 ※保護者参加
子どもたちが福島のビジョンを描き、県庁に提出

学んだこと、思い出をまとめて発表する

福島こども未来塾では、体験から学んだ
こと、気がついたことを毎回、ワーク
ショップ形式でまとめて発表します。
毎回の発表の積み重ねの成果は最終回
の「学習成果発表会」で集大成を迎えま
す。



ヤングアメリカンズ東北ツアー福島スペシャル
運営団体/特定非営利活動法人じぶん未来クラブ
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子どもたちが音楽を通じて共に学び、お互いを尊重し、自分の可能性を発掘するプログラムです。

2

ヤングアメリカンズは、アメリカの非営利団体「ヤングア
メリカンズ」から選抜された37人の学生たちと2日間で
約1時間の歌とダンスを中心としたショーを作り上げる、
ワークショップ形式のプログラムです。

このプログラムを通じて、子どもたちは国籍も年齢も違
う人たちや同じ地域の仲間たちと一緒にひとつのもの
を作り上げる喜びを知ります。ワークショップを通じてヤ
ングアメリカンズとお互いに「違い」を認め合うことで、
豊かなコミュニケーションが生まれ、信頼感を得ることを
学びます。

プログラムでは約40曲近くの歌と踊りを習いますが、
楽譜やテキストは用いず、子どもたちは見たままを自分
の感性で表現します。そして心から楽しんで表現すれ
ば、観ている人達を幸せにできることを子どもたちは学
んでいきます。子どもたちは「できない」という自己否定
をやめた時に自身でも驚くほど上達するのです。

ワークショップの最後にはショーを行います。子どもたち
は、観客を前に堂々と自分たちのダンスや歌を披露し、
大きな自信をつけます。そして、子どもたちの様子は観
客に勇気を与え、誰もが「楽しかった」と笑顔を浮かべ
ます。



ヤングアメリカンズ東北ツアー福島スペシャル
運営団体/特定非営利活動法人じぶん未来クラブ
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誰でも参加できる
「ファミリーワークショップ」を開催

ヤングアメリカンズのワークショップは通常、子ども
だけ、大人だけでワークショップを行いますが、この
「ファミリーワークショップ」では小学生以上なら誰で
も参加できます。親子や家族はもちろん、おじいさ
ん、おばあさんも加わって三世代で、またお子さん
のいらっしゃらない方々も参加されて、世代を越え
て地域のみんなで一緒に歌って踊ります。

ファミリーワークショップを通じて地域の子どもと、子
どもを取り巻く大人達が集まり、それぞれの年代へ
の相互の敬意と一緒にひとつのものを作り上げる
強い連帯感を生みます。
生まれた連帯感はワークショップ後も続き、地域で

子どもたちを育てる力になります。
開催地（予定） ：福島市、伊達市、南相馬市、いわき市

2

磐梯で屋外ワークショップを実施

福島県で初めてとなる「屋外ヤング
アメリカンズ（キャンプ）」を行います。
小・中学生とその保護者向けの3日
間の①“親子ワークショップ”と②中
高生限定ワークショップ（2日間）で
す。

猪苗代湖を見下ろし、大自然に囲
まれた磐梯の屋外で行われるワー
クショップは、自宅を離れた宿泊を
伴う合宿型であることも手伝って、
圧倒的も非日常観でいっぱいです。
身も心も自然と一体となり、さらに
心が大きく解き放たれます。

さらに、寝食をともにする合宿
生活は、福島県全域から集ま
る参加者同士の絆を深め、新
たな友人関係を構築し、子ども
たち同士、親同士の友情の輪
が大きく広がるきっかけ作りに

つながります。

主な対象者 ①小・中学生
（保護者同伴）

②中高生

対象地域 福島県全域

活動頻度 ①3日間
②2日間



ふみだす探検隊 運営団体/国立青少年教育振興機構
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東日本大震災以降、福島県の子どもたち向けに体験活動
の機会と場を提供し、豊かな自然環境の中でのリフレッシュ
を目的とした「リフレッシュ・キャンプ」を実施してきました。
2012年度からは「ふみだす探検隊」として自然体験・生活
体験・文化体験などを盛り込んだプログラムを開催し、2014
年度までに述べ5,000人の子どもたちが参加しました。

2015年度は、連休中や長期休暇期間中に全国の国立青
少年自然の家や交流の家など計4施設で7プログラムを開
催します。福島県の子どもたちの「考えを整理し、表現する
力」「心身ともに健康で、自立的に行動する力」「多様な価
値観を認め、感謝の心をもち、協働・協創する力」を引き出
せるよう、保護者や学校、地域社会との連携に重点を置き
ながら、教育的効果の高い活動を実施します。

地元と連携して多様なプログラムを提供

国立赤城青少年交流の家（群馬県前橋市）で実施するプログラムでは、同施設で生活を送り
ながら、グループに分かれて「赤城南麓エコツーリズムの旅（てづくり体験）」に出かけます。
国立赤城青少年交流の家周辺の農家レストランなどを訪れ、地元の自然環境や人々と触れ
合いながら、チーズやプリンづくり、クラフト体験など、子どもたちの手で物を作り上げる体験に
じっくりと時間をかけて取り組みます。

プログラムの実施に際しては、地元、赤城山エコツーリズム推進協議会にご協力いただき、地
元の大人も巻き込みながら地域一丸となって福島の子どもたちの成長を後押ししています。

3

主な対象者 小・中学生

対象地域 福島県全域

活動頻度 年間7回

様々な体験を通して、子どもたちが一歩ふみだす力を育むプログラムです。



ふくしまキッズ 運営団体/ふくしまキッズ実行委員会
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「ふくしまキッズ」は2011年夏から、子どもたちのリフレッ
シュを目的として活動を始めました。しかし、活動を続けて
いく中で、失われたものを補うという消極的な考え方から、
この活動を通じて子どもたちの学びと育ちの機会を提供
することがこの活動の価値であると気付き、受け入れ地
の市民が力を合わせて活動できる場を作り出しました。

具体的には 「異学年で共同生活を送る」、「自然と触れ
合う」、「他人の世話になる」という共同生活やホームステ
イなどさまざまな体験をします。そこでの生活を通じて、子
どもたちは他者と力を合わせること、我慢をすることを学
び、人の役に立ちたいと思う気持ちを持つようになります。

2015年3月までに12地区で13回プログラムを実施し、
約4,000人の福島県の子どもたちが参加しました。

4

主な対象者 小・中学生

対象地域 福島県全域

活動頻度 2015年度は
夏休みのみ

特別な長期休暇ではなく、 “普段通りの生活”を

ふくしまキッズの活動では、活動期間中、出来る限り子どもたちが自
分たちで活動を作り出すように心がけています。例えば、ブランコや
シーソーなどのように明らかに遊び方が決まっている外遊び用の道具
は、極力用意しません。すると、子どもたちは自分たちで遊びを考え始
め、自然とチャンバラごっこが始まることもあります。
この遊びは自然発生的に始まったのですが、子どもたちは自分たちの
安全を考えて、「胴から上は攻めない」「突きは禁止」などのようなルー
ルを自主的に決めるのです。
このように自分たちで遊びを作り出す、ふくしまキッズではそうしたこと
に大きな価値を置いています。

各地の受け入れ地で、様々な立場の学生・大人たちが福島の子どもの成長を見守るプログ
ラムです。



伊達市吹奏楽きらめき事業 運営団体/伊達市教育委員会
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この活動では、2011年から伊達市内の全中学校6校の
吹奏楽部員が東京藝術大学の教員・大学生から年間を
通して指導を受けたり交流活動を行ったりすることで、
演奏技術の向上・音楽を愛する心を育んでいます。

参加する中学生はもちろん、年1回開催される合同演奏会を
通じて市民に笑顔と大きな希望を与えることができるように
なりました。

2014年度は市民への周知が広がり、音楽で伊達市を元気に
するという気運が高まり伊達市楽友協会の設立にもつながり
ました。また、合同演奏会には小学校・高校・一般の団体も
参加しています。

「語り、つながり、奏で合い」充実した交流活動に

東京藝術大学の大学生との演奏練習のみにとどま
らず、中学生がさらに大学生との交流を深められ
るように、今年度は交流活動の一つを国立青少年
自然の家で宿泊型合宿を実施します。

大学生と中学生、教員同士の交流をさらに深め、
充実した交流活動にすることを目指しています。

音楽の力で子どもたちに自信と希望を持ってもらうプログラムです。

5

主な対象者 伊達市内の中学生
（吹奏楽部員）

対象地域 伊達市

活動頻度 年間5回、
合同演奏会1回



いわきグローバルアカデミー「いわき志塾」 運営団体/いわき市教育委員会
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いわき市内の中学生を対象に年間10回ワークショップを
実施します。講師はさまざまな分野の第一線で活躍する
プロフェッショナルたちです。少人数で講話を聞きます。
いわき志塾では、講師の方々の哲学や人間力、生き方に
触れることで、自分の将来について考え、自分自身と向
き合うことを大切にしています。
そのため、事前学習で講師について調べてから当日を迎
えます。講話を聞くだけではなく、自分たちが学んだこと、
大切にしなければならないことを見つけ出し、参加者全
員を前に発表します。発表の場の運営もすべて自分たち
で行います。ワークショップや会の運営を通して、自分の
考えを発表する表現力や発信力、他の仲間と協力するた
めのコミュニケーション能力など、リーダーとして必要にな
る力を高めることができます。

毎回のワークショップの積み重ねが力になる。

2014年度に開催された第7回プログラムの発表では、中学
生たちは、準備した原稿を読むだけの発表ではなく、発表全
体の構成を工夫するなど、新しい形の発表を行っていました。
講師の方を巻き込み、劇や講師へのインタビュー形式で発
表したり、初参加の中学生を前面に出して発表をしたり、そ
れぞれの班で多くの工夫が見られました。
準備時間が約40分間という短い時間ながら、素晴らしい
発表を成し遂げたことは、それまでのワークショップでの積み
重ねによって「企画力」、「表現力」、「コミュニケーション力」
が身についたことを表していました。

6

主な対象者 いわき市内の中学生

対象地域 いわき市

活動頻度 年間10回、
英語キャンプ2回、
長崎遠征1回

いわき市の将来を見据え、グローバルで復興を担う人材を育成するプログラムです。



プログラムに参加した子どもたち・保護者の声
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一条つばささん
いわき市立錦（にしき）中学校3年生

私たちは「いわき志塾」で、各分野で活躍する方々から仕事の哲学や生き方、人間
性についてお聞きする中で、自分の将来について考えることの大切さを学びました。
また、学んだことを班ごとに発表することで、自分の考えを持ち、それをしっかり伝え
る訓練をし、自分のコミュニケーションに自信を持てるようになりました。
私たち中学生にとって「将来」というものは、まだ漠然としたものです。そんな私た

ちに、「いわき志塾」は自分自身のこれからについて考える場を与え、視野を広げて
くれました。このような体験ができるのもたくさんの方々の支援があったからだという
ことを忘れず、今年度も活発に活動を行い、自分の成長につなげていきたいと思い
ます。

菅野裕子さま／菅野きらりさん(小学6年生)
福島県南相馬市在住

子どもが通う小学校でヤングアメリカンズ東北ツアー福島スペシャルのワークショッ
プが開催されて、親子で参加しました。ワークショップでのハードな練習とショーを親
子で励まし合いながら、やり遂げたあの充実感と一体感は、子どもにもそして私自
身も、本当に良い経験となったと感じています。何度も何度も練習した“If we hold
on together ”の手話を、本番で堂々と演じ切った子どもの嬉しそうな笑顔が忘れら
れません。

また、今まではどちらかと言えば引っ込み思案だった子どもが、色々な事に積極的
になったと感じています。臆することなく「できる！やってみよう」という子どもの気持
ちを大切にし、親としても一緒に応援してあげたいと思っています。



福島こども力プロジェクトを応援してくださる方の声
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五十嵐和代さま
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
福島プログラムマネージャー

福島こども力プロジェクトは、子どもをど真ん中に置いた福島の子ども支援プロジェ
クトです。最終年を迎える今年は自然体験、音楽、ダンス、国際交流など様々な活動
を通して、子どもたちが表現力、行動力、独創力を身に付け、地域のおとな達が、そ
の子どもたちを支えていく ― そんな活動を全国各地で展開します。
震災から4年が経ち 、多くの子ども支援活動がこれからの道を模索しています。こ

のプロジェクトが多様な課題に向きあう中で、今後も地域の支えとなりつつ、福島の
“こども力”を一層引き出していくことを期待しています。同じ福島の子ども支援に携
わる者として、これからも応援しています。

安藤哲朗さま
伊達市立伊達東小学校長

これからの復興に必要なものは，未来を担う子どもたちを元気にする感動体験と、
教育だと思っています。昨年、子どもたちと一緒にヤングアメリカンズ東北ツアー福島
スペシャルのワークショップに参加し、その情熱とパワーに触れて、どんどん変わってゆ
く子どもたちの姿を間近で見て、大変感激しました。また、本校合唱部が、縁あって吉
井和哉さん(元ザ・イエロー・モンキーのボーカリスト)のバックコーラスを担当させていただ
き、年末の武道館コンサートで共演するというありがたい機会にも恵まれました。
このプロジェクトの広がりからいただいた支援の中で、福島の子どもたちは今、教科

書からは学べない素晴らしい勉強をさせていただいています。この経験を生かし、い
つか困っている他の誰かのために、行動できる大人に成長してくれたら嬉しいです。



これまでの支援実績
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2013年 8プログラム

【支援者数】34,866名

【支援総額】10,766万円

2014年 13プログラム

【支援者数】9,925名

【支援総額】11,894万円



2013年度実施報告
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No 団体名 プログラム名 プログラム概要
支援
人数

寄附額
（万円）

1 国立青少年教育振興機構 ふみだす探検隊
小学生向けの1泊～2泊の宿泊型体
験学習プログラム

2,428 5,500

2
ユナイテッド・スポーツ・
ファウンデーション

Kids Park
主に未就学児を対象とした、福島市
内の屋内遊戯施設。施設内で、様々
なプログラムを定期的に開催

28,457 1,360

3 ふくしまキッズ実行委員会 ふくしまキッズ
小中学生を対象とした、全国の受け
入れ先での体験学習プログラム。

932 2,500

4 移動保育プロジェクト ちびっ子遠足隊
未就学児向け、日帰り自然体験プ
ログラム。

585 510

5 じぶん未来クラブ
ヤングアメリカン
ズ

小中学生を対象とした、ヤングア
メリカンズによる歌とダンスの
ワークショップ「アウトリーチプ
ログラム」

1,967 300

6
福島復興ソーラー・
アグリ体験交流の会

サマースクール

主に中通りの小学生を対象とした、
南相馬ソーラーアグリーパークで
の自然エネルギー体験学習プログ
ラム。

70 28

7 ディスカバリージャパン
いきものカレッジ
コズミックカレッジ

小学生を対象とした、自然と宇宙
をテーマにした2つの教育プログラ
ム。

333
22

350

8 新生日本・再生故郷実行委員会 未来人材育成塾
福島県内を中心とした東北の中学
生を対象とした、日本のリーダー
達による特別講義プログラム。

72 218

合計 34,866 10,766
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No 団体名 プログラム名 プログラム概要
支援
人数

寄附額
（万円）

1
ふくしまキッズ
実行委員会

ふくしまキッズ 小中学生向け長期宿泊体験学習 930 2,300

2
国立青少年
教育振興機構

ふみだす探検隊 主に小学生向け自然体験 950 2,500

3 じぶん未来クラブ ヤングアメリカンズ 東北ツアー 歌とダンスによる国際教育 3,000 2,000

4 移動保育プロジェクト ちびっこ遠足隊 未就学児向け体験学習 940 660

5
ユナイテッド・スポー
ツ・ファウンデーショ
ン

ＵＳＦ マルチスポーツキャンプ 小学生向けスポーツキャンプ 160 600

6 じぶん未来クラブ
福島女子高生キャリアメンタリング
プロジェクト

女子高生向けキャリア教育 120 300

7 アカデミーキャンプ アカデミーキャンプ 小中高校生向けキャンプ 500 550



2014年度実施報告
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No 団体名 プログラム名 プログラム概要
支援
人数

寄附額
（万円）

8
福島復興ソーラー・
アグリ体験交流の会

グリーンアカデミー・週末オープンスクール
/成果発表会

小中高校生向け自然エネル
ギーワークショップ

600 500

9 南相馬こどものつばさ 未来へのつばさ育成プロジェクト 小中学生向けキャリア教育 800 493

10 伊達市教育委員会 伊達市吹奏楽きらめき事業 中学生向け合奏交流 500 430

11
福島市教育委員会/
沼尻高原ロッジ

沼尻ネイチャーカレッジ
小学生向けリーダー育成キャン
プ

405 978

12 いわき市教育委員会
いわきグローバルアカデミー
「いわき志塾」

中学生向け人材育成ワーク
ショップ

1,000 400

13 ライフイズテック株式会社 Life is Tech! 福島×東京ITキャンプ 中高生向けITキャンプ 20 183

合計 9,925 11,894



福島こども力プロジェクトへご支援いただいた方
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ディスカバリー・ジャパン株式会社さま

テレビ番組とインターネットオークションの連動企画で売り上
げた1,732,716円をご寄附いただきました。

また、2013年はディスカバリー・ジャ
パンさまならではの独自プログラム
をご提供くださいました。

福島こども力基金使途指定寄付受付口座

本口座へのご寄付は「福島こども力プロジェクト」と
して福島の子どもたちを支援する活動のために活
用されます。

みずほ銀行 大手町営業部（普）
3516292

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団
（コウエキザイダンホウジンヒガシニホンダイシンサ
イフッコウシエンザイダン）

その他の支援方法の詳細は
当財団のホームページをご覧ください。
http://minnade-ganbaro/jp/shien/donation/

福島こども力プロジェクトホームページ

http://minnade-ganbaro.jp/katsudou/project/fkp/

http://minnade-ganbaro/jp/shien/donation/


実施団体（2015年3月31日現在）
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団体名 公益財団法人東日本大震災復興支援財団

設立日 2011年6月14日

人員構成 役員8名（理事6名、監事2名）、評議員6名、職員14名

会長 孫 正義（ソフトバンク（株）代表取締役社長）

代表理事 立石 勝義

専務理事 荒井 優

理事 佐藤 大悟（一般財団法人ジャパン・ギビング代表理事）
大橋 智哉
岡本 正（岡本正総合法律事務所 弁護士）
青野 史寛（ソフトバンク（株）執行役員 人事、総務、社長室 統括）

評議員 寺島 実郎（（財）日本総合研究所 理事長）
小宮山 宏（（株）三菱総合研究所 理事長）
村井 純（慶應義塾大学 環境情報学部長）
中村 伊知哉（慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科教授）
藤原 和博（教育改革実践家）
嶋 聡（ソフトバンク（株）人事、総務、社長室統括 顧問）

監事 君和田 和子（ソフトバンク（株）執行役員 経理、税務、内部統制、情報システム 統括）
加藤 善孝（優成監査法人 統括代表社員）

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

● ホームページ： http://minnade-ganbaro.jp/katsudou/project/fkp/
● Facebook： http://www.facebook.com/fukushimakodomoryoku


