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※山村留学の方式によっては該当しない項目もあります。 
　（例：全寮制のため受入家庭がない、寮がないため指導員がいない等）
※各項目の「はい」の数をグラフに記入してみましょう。

1 運営団体 3 指導員

4 受入家庭・地域2 運営状況

No. 質　問 解説頁

Q.1 運営団体は公に認められた団体ですか。 はい・いいえ 9

Q.2 運営団体は特定の宗教と深い関わりのない団体ですか。 はい・いいえ 9

Q.3 運営団体は山村留学の目的を文章化していますか。 はい・いいえ 9

Q.4 運営団体の責任者は明確になっていますか。 はい・いいえ 10

Q.5 運営団体の方針は多くの人が関わって決めていますか。 はい・いいえ 10

Q.6 連絡相談窓口は設置されていますか。 はい・いいえ 10

Q.7 運営団体はホームページ等で様々な情報を公開していますか。 はい・いいえ 11

Q.8 山村留学にかかる費用は明確になっていますか。 はい・いいえ 11

Q.9 保護者会は組織されていますか。 はい・いいえ 12

Q.10 留学を終えた後の同窓会組織はありますか。 はい・いいえ 12

No. 質　問 解説頁

Q.1 施設や受入家庭の周辺は、自然遊びができる環境ですか。 はい・いいえ 14

Q.2 毎年、山村留学生は概ね５人以上いますか。 はい・いいえ 14

Q.3 ２年目以降に継続することができますか。 はい・いいえ 15

Q.4 留学前の体験留学を行っていますか。 はい・いいえ 15

Q.5 施設がある場合、山村留学の専用施設として使用されていますか。 はい・いいえ 16

Q.6 多様な活動を実施するための設備や備品が整っていますか。 はい・いいえ 16

Q.7 山村留学中の子どもの様子を定期的に情報発信していますか。 はい・いいえ 17

Q.8 保護者が山村留学地を訪れる機会は学期に一度程度ありますか。 はい・いいえ 17

Q.9 留学に関わる施設や学校、行政等で情報は共有されていますか。 はい・いいえ 18

Q.10 途中入退園ではなく、年度単位での留学が推奨されていますか。 はい・いいえ 18

No. 質　問 解説頁

Q.1 専従の指導員が配置されていますか。 はい・いいえ 20

Q.2 複数の指導員が山村留学に関わっていますか。 はい・いいえ 20

Q.3 概ね留学生６人に対して 1人以上の指導員配置になっていますか。 はい・いいえ 21

Q.4 山村留学指導員として少なくとも３年程度の職歴がある人がいますか。 はい・いいえ 21

Q.5 男女比を考慮した男性及び女性指導員の配置になっていますか。 はい・いいえ 22

Q.6 食事の提供をする専従スタッフがいますか。 はい・いいえ 22

Q.7 留学を決める前に、指導員と懇談する機会が設けられていますか。 はい・いいえ 23

Q.8 指導員の留学生に対する言動や行動に不安を感じることはありませんでしたか。 はい・いいえ 23

Q.9 活動を実施するための知識や技術の定期的な研修は行われていますか。 はい・いいえ 23

Q.10 指導員は地域活動に参加していますか。 はい・いいえ 24

No. 質　問 解説頁

Q.1 経験豊富な受入家庭がありますか。 はい・いいえ 26

Q.2 受入家庭は、地域に根付いている人ですか。 はい・いいえ 26

Q.3 地域の人が活動指導を行う場面はありますか。 はい・いいえ 26

Q.4 受入家庭では、休日等に野外での活動が組まれていますか。 はい・いいえ 27

Q.5 受入家庭では、栄養面を考慮した食事が提供されていますか。 はい・いいえ 27

Q.6 複数の受入家庭で情報を共有する連絡会はありますか。 はい・いいえ 28

Q.7 受入家庭では、テレビや漫画を見ることに一定のルールがありますか。 はい・いいえ 28

Q.8 受入家庭では、山村留学生が家族の一員になっていますか。 はい・いいえ 29

Q.9 地域の行政組織の中に山村留学の担当者はいますか。 はい・いいえ 29

Q.10 地元児童生徒が山村留学プログラムに参加する機会はありますか。 はい・いいえ 30

はい
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個
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No. 質　問 解説頁

Q.1 教育理念や運営方針に基づいた体験活動が組まれていますか。 はい・いいえ 43

Q.2 年間の活動カリキュラムは作成されていますか。 はい・いいえ 43

Q.3 起床や消灯など、決められた規則正しい生活をしていますか。 はい・いいえ 44

Q.4 伝統文化に触れる体験活動はありますか。 はい・いいえ 44

Q.5 食を題材にした体験活動はありますか。 はい・いいえ 45

Q.6 農作業などの生産活動に携わる体験活動はありますか。 はい・いいえ 45

Q.7 地域の特色を活かした体験活動はありますか。 はい・いいえ 46

Q.8 十分な指導技術のある指導者の元で活動が行われていますか。 はい・いいえ 46

Q.9 地域外で実施する広域的な活動はありますか。 はい・いいえ 47

Q.10 以下の体験例を 20個以上体験できますか。 47

5 安全管理

6 学校

7 体験活動

［自然体験活動］
テント泊 集団キャンプ 一人キャンプ 雪中キャンプ 野外炊飯 登山
長距離歩き ドラム缶風呂 野鳥観察 植物観察 星空観察 蛍狩り
暗闇体験 乗馬 陶芸 昆虫採集 クラフト体験 洞窟探検
クライミング 陶芸 草木染 ナイトハイク カヌー シーカヤック
ヨット ラフティング いかだ下り 湖水浴 川遊び 釣り
アルペンスキー ノルディックスキー 雪遊び 海水浴 素潜り 木登り

［食に関する活動］
キノコ狩り 果樹酒作り 木の実採り 山菜採り りんご狩り 味噌作り
郷土料理作り 魚の干物作り 豆腐作り 漬物作り 納豆作り 餅つき
野菜の冬囲い 干し柿作り 動物の解体 潮干狩り

［伝統文化活動］
和太鼓 民舞 どんど焼き わら細工 座禅 写経
地蜂とり 囲炉裏体験 民話を聞く 昔の遊び体験 秋（春）祭り しめ縄作り
野焼き 箱膳体験 遺跡めぐり カルタとり

［農林漁業の体験］
稲作 畑作 草刈り 木の枝打ち 投網 キノコの植菌
炭焼き 地引網 魚を捌く 植林

［生活体験］
集団生活 ホームステイ 食事の配膳 食器洗い 洗濯 集団入浴
食事の調理 布団敷き 掃除 雑魚寝

［その他］※上記は一例です。その他の活動は下記に記入してカウントしてください。

No. 質　問 解説頁

Q.1 近隣に 24時間体制の医療機関がありますか。 はい・いいえ 32

Q.2 山村留学施設にはＡＥＤが設置されていますか。 はい・いいえ 32

Q.3 救急法を受講したスタッフが配置されていますか。 はい・いいえ 32

Q.4 定期的に避難訓練が実施されていますか。 はい・いいえ 32

Q.5 山村留学施設には火災報知器等の防災設備が整っていますか。 はい・いいえ 32

Q.6 下見や危険予知等が含まれた活動指導書が作成されていますか。 はい・いいえ 33

Q.7 食事提供における衛生管理はされていますか。 はい・いいえ 33

Q.8 生活スペースは男女の区分けがされていますか。 はい・いいえ 34

Q.9 緊急時に対応できる連絡体制が構築されていますか。 はい・いいえ 34

Q.10 山村留学中は傷害保険に加入していますか。 はい・いいえ 35

No. 質　問 解説頁

Q.1 通学中に様々な自然と触れ合うことができる環境ですか。 はい・いいえ 37

Q.2 学校と指導員や受入家庭で情報を共有する連絡会はありますか。 はい・いいえ 37

Q.3 山村留学の窓口となる担当教職員はいますか。 はい・いいえ 38

Q.4 ホームページ等で学校の運営状況が公開されていますか。 はい・いいえ 38

Q.5 教職員が山村留学の体験活動の場に参加する機会はありますか。 はい・いいえ 39

Q.6 留学決定前に教職員と懇談する機会が設けられていますか。 はい・いいえ 39

Q.7 学校の運営や授業に地域の人が関わっていますか。 はい・いいえ 40

Q.8 山村留学生の保護者が学校行事に参加する機会はありますか。 はい・いいえ 40

Q.9 教職員は山村留学を理解し支援していると感じましたか。 はい・いいえ 41

Q.10 地元ＰＴＡは山村留学を理解し支援していると感じましたか。 はい・いいえ 41
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