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9 つの価値観を育む「ライフスキル教育」を子どもたちに届けよう
私たちは「Lions Quest ライフスキル教育プログラム」の
普及活動に取り組んでいます

FOCUS 2015~

日頃の交友や学校生活、家族関係の中で、
自分自身を大切にし、自分の思いや
考えを友人や先生に伝える
コミュニケーション能力を身につける。

理事長あいさつ

　このところ子どものからむ事件や事故の報道に

接することが多く、皆さまも胸の痛くなるような

思いをしばしば経験されているのではないでしょ

うか。いつの世にもそんな出来事はあったのかも

しれないと考える一方で、少子高齢社会となり核

家族化やネット社会化がどんどん進むいまの日本

では、子どもをそうした事件に巻き込む危険が一

段と高まっている結果なのではないか、という不

安をぬぐえません。

　そんな事件を耳にする度に、何故そんなことが

起きたのか、どうして家族や学校、周りの大人は

気付けなかったのだろう、との思いにとらわれま

す。そして、その子どもがもしライフスキル教育

を受けていて、日頃の交友や学校生活、家族関係

の中で、自分自身を大切にし、自分の思いや考え

を友人や先生に伝えるコミュニケーション能力を

身につけていれば避けられたのかもしれないと考

え、私たち青少年育成支援フォーラムのライフス

キル教育をもっともっと普及しなければ、との思

いに駆られます。

　今回 2014 年度の青少年育成支援フォーラム活

動報告書が完成いたしましたので、全国のライオ

ンズクラブの方々や教育関係者をはじめ私たちの

活動を日頃からご理解ご支援くださっている皆さ

ま方にお届けいたします。この 1 年も、活動の

柱である「ライフスキル教育」のワークショップ

を全国で 100 回開催することができ、小中学校

の教員を中心に平均して 1 回 24 人、合計 2400

人近い受講者が熱心に参加して下さいました。2

日間の受講を通して、先生方が子どもを社会性が

あり個性も豊かに、たくましく育成するヒントを

得られたであろうことを願っています。フォロー

アップ・ワークショップも 26 回開催することが

できました。

　

　今回の報告書では、かねてライフスキル教育に

着目し 2015 年からは教員養成課程の必修科目と

して取り入れた京都教育大学の実践報告と、福島

県と鹿児島県における中学校各 1 校の実践例を

特集いたしております。今後の事業計画で特筆さ

れるのは、ライフスキル教育を多くの人により分

かり易く知ってもらうための本の出版を計画して

いることと、ホームページの刷新などです。さら

に、これからの活動の拡大深化のために、教育現

場のニーズや社会の動向に合わせた多様な普及形

態のあり方を探るとともに、実践者や支援者が情

報を共有し交換できるようなネットワークの構築

をめざすなど、私どもの活動をさらに期待にこた

えられるものにする努力を重ねてゆく決意です。

皆さまの一層のご理解とご支援をお願い申し上げ

ます。

理事長　野村　彰男
2015 年 4 月吉日

多様な教育現場に
対応する運営方法づくり

実践者や協力者の
ネットワーク構築

普及活動の継続・拡大に
有効な情報公開や広報活動1  2  3  

教育現場のニーズや社会の実情に
あわせ、ワークショップやフォ
ローアップのさまざまな開催方法
を提案する

プログラムの実践者や支援者が
情報共有・意見交換する場を拡
大する

普及展開の例示や実践事例などの
広報ツールを定期的に提供する

子どもたちに

豊かな心と社会を生き抜く力を

身につけてほしい9つの価値観

ボランティア
健康的な
ライフ

スタイル

自己規律 責任感

勇気 正直

家族との絆 親切

自分や
他者に対する

敬意

（今、注力すること）

プログラムの継続的な実施を促進するために

*1999 年にライオンズクエストプログラムを日本に導入して以来、普及活動の基盤整備・全国拡大を経て、2010 年以降は「深化」を大きなテー
マとしてきました。2014 年度までの FOCUS（注力すること）として、授業実施率の向上、評価事業、教材開発の 3 点を掲げてきました。評価
事業では、2010 年から 3 年間をかけ、実践校でのプログラムの効果を測るプログラム評価が終了し、教材開発では、2013 年 7 月より、それま
での「思春期版」に加えて「小学生版」を開発・導入しました。
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2015年3月14日（土）、JIYDの総会にあわせて実施した講演会に
京都教育大学の井谷恵子教授をお招きし、

「教員養成としてのライフスキル教育の意義と実践」と題してご講演いただきました。
京都教育大学では6年前からライオンズクエストプログラムを導入し、
教職を目指す学生にライフスキル教育について学ぶ機会を提供しています。
井谷教授のご講演内容と京都教育大学の紀要をもとに、その取り組みを紹介します。

　また、これと並行して、毎年年度末に自由参加のライオンズクエ
スト･ワークショップ(2日間)を開催し、学生、大学院に在籍する現
職教員等が「教員としての学び」と「子どもにとっての学び」という2つ
の視点から実践的にライフスキル教育を学んでいます。
　そして、これまでの取り組みの評価から、教職を目指す学生と現
職教員の教育実践には、ライフスキル教育を学ぶことによって大き
な効果が期待できるということがわかりました。 
　これまで、京都教育大学をはじめとする教員養成大学では、「専
門的知識」と「実践的指導力」を備えた教員を育てることに力を注
いできました。しかし、現在の学校は多くの問題を抱え、教員に課
せられる責任も重く、さらに職場環境は極めて多忙という状況にあ

ります。そのため、不安を1人で抱え込むことなく、少々のことにへこ
たれず、仲間とともに、子どもたちとともに、粘り強く前に進んでゆく
心理社会的能力を、どのようにして学生たちに身につけさせるかが、
教員養成大学にとっての新たな課題になっています。　
　その課題に対する答えの一つが学生たちに対するライフスキル
教育ではないか、井谷教授はそう考えています。実際にライフスキ
ル教育を受講した現職教員からの反応などから、ライフスキル教育
は教員の連携や交流を潤滑にするための能力を向上させる機能を
もっており、教員が直面しているさまざまな困難を解決する可能性を
示していると言うのです。

　平成21年、「教師力を高めるライフスキル教育の可能性を探
る」という研究テーマが大学の「教育研究改革改善プロジェクト」
の一つに採用され、その一環としてライオンズクエストプログラム
をベースとした1回3時間のライフスキル･セミナーがスタートしま
した。初年度はそれを3回、次年度は5回、そして3年目には7回

と回数が増え、4年目からは自由教科として
「ライフスキル教育」が創設され、7年目の
平成27年度からはそれを教養科目に移行
し、選択必修教科として位置づけられまし
た。

　近年、若い教員が、仕事の量や問題の多さから心身の不調
を訴え、教壇に立てなくなり、早期退職するケースが目立って
きました。保護者からの理不尽な要求、家庭の教育機能の弱
体化、メディアによる批判など、学校はこれまでにないほど苛
酷な状況に置かれ、教員は常に評価を求められ、厳しい視線
に晒されています。教職志望の学生たちも教育実習や大学で
の授業、メディアなどを通して、このような実態があることを知
り、それが教職への不安に繋がっています。 

　ライフスキル教育の授業やワークショップの中で学生たちに、
「学校の今」というテーマで思い浮かぶことを自由にあげて、短
冊に記入し、それらをカテゴリー化して模造紙に絵で表現する
という活動を行ったところ、描き出されたものは、明るく希望の
ある学校ではなく、問題が山積する学校であり、多くの問題で
押し潰れそうになる教員の姿でした。まさに、学生たちの教職
への不安が絵として表現されていたのです。

セミナーから「自由科目」、そして「選択必修科目」に

ライフスキル教育は、教師の心理社会能力を向上させ、
教師同士の連携や交流をスムーズにする可能性がある

学生たちがもつ「学校の今」は、
「問題が山積する学校」や「多くの問題で押しつぶれそうになる教師」

教師自身の力量向上に効果あり

ライフスキル教育は、子どもたちだけではなく
教員自身の生きる力を育む

　教師の仕事は広範囲で複雑です。教科指導だけではなく、ク
ラスづくり、生活指導、行事や部活指導に加え、保護者や地域
への対応も求められます。教科指導の実践的な力量を高めるだ
けでなく、多様な教育課題に対応するための力を身につける必
要性があります。問題解決能力、意思決定能力、コミュニケー

ション能力、対人関係能力などのライフスキルはそれらに不可欠
な要素です。ライフスキル教育は子どもたちにとってのスキル教
育であると同時に、教師自身の生きる力へのスキル教育としての
面も持ち合わせています。

実践事例1 京都教育大学（1）

京都教育大学
井谷惠子教授
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「啐啄同時」 （そったくどうじ） 

卵がかえろうとするまさにその時、ひな鳥が内側からつつくことと、
親鳥が外側からつつくことが同時に行われること。
教育における相互関係の重要性。

（京都教育大学マスコット）

「色々な人に出会い、考えたことで、積極的
にもっと人に関わりたいと思い、声をかける
力が向上した」、「相手の意見を尊重しつつ、
自分の意見も言う力」

「先を見通して計画を立てるときのモチベー
ションの維持の仕方。具体的な活動を通じ
て目的や目標をはっきりさせること」、「目標や
取り組みを具体的に決め、考えられるつま
ずきを予想し、対策を立て、期限を決めて
実行するプログラムを生かすということ」

「物事をポジティブに考えるコツを学んだ」 「強引に誘われても断る力」

コミュニ
ケーション

能力

感情の
コントロール

目標設定
スキル

圧力への
対処

教師の卵たちが、教職にかかわる知識以外にも、
起こりうるさまざまな問題に対処する力を身につけておくことは不可欠

学生が向上したことを実感したライフスキルの例

　「そったくん」は、京都教育大学のマスコットキャラクターです。
自分でカラをやぶろうとする子どもたちと、そのカラを破るお手伝
いをする指導者との相互関係を大切にする教育者を養成する大
学であることをシンボル化しています。

　教員を目指す学生たち＝教師の卵が、将来起こりうるさまざ
まな問題を予測し、それに対応できる力を身につけておくことは、
専門職の力量形成として不可欠な要素です。つまり、教職にか
かわる知識だけではなく、問題解決や意思決定などの機能的

なスキルを育てることが、教職に就いた後の学級経営や保護者、
同僚とのコミュニケーション力の向上につながるのです。

　実際、ライフスキル教育やワークショップを受講した学生の多
くからは、受講後の調査で自身のライフスキルが向上したことを
実感したなどの回答が寄せられています。大学におけるライフス
キル教育の有用性を示す好例です。

ワークショップの内容は、日々の教師の活動にすぐに生かし、
直面する問題を解決する力になる

　本年度、「ライフスキル教育」が自由科目から選択必修科目と
なったことにより、学生たちにとってたいへん選択しやすくなりま
した。そして予想通り、40名というかなり多めの定数にしたにも
かかわらず、それを越える履修希望が出されました。

　ライオンズクエストプログラムは、これまで「子どもたちのため
のライフスキル教育」として展開されてきましたが、京都教育大
学の例は「教師のためのライフスキル教育」としても展開される
可能性を示したものと言えます。

　ワークショップ受講後の調査で「ワークショップの内容は、将来、
教員になったとき役立ちそうだと感じますか？　もしそうなら、どの
ようなところですか？　率直に自由に記述してください。」という調
査をしたところ、「人の良いところを見つめ、言葉として表現するこ
との大切さを実感した」、「目標設定と達成法、感情を客観視する
こと。よい雰囲気の集団を作ることの大切さを再認識した」、「スト
レスをため込みそうになったとき役立ちそうだ。目標設定のスキル
は、教員でなくても生きていく中で役立つし、集団の雰囲気づくり
は教室だけでなく教員間の話し合いの場でも使える」のような、教
員の力量向上に役立つという回答が多く見られました。ライフスキ
ルを学び、それを身につけることは、日々の教育活動にすぐに生
かすことができ、直面するさまざまな問題を解決する一助になりえ
ることを、これらの回答は示しています。

＊京都教育大学紀要　No.121　平成24年9月30日抜刷
　「教員養成におけるライフスキル教育の意義―子どもにとっての学び、教師としての学び―」
＊「教員養成におけるライフスキル教育の導入―受講者によるプログラム評価―」
　京都教育大学教育実践研究紀要第13号（2013年3月）
＊平成27年3月14日　特定非営利活動法人　青少年育成支援フォーラム　総会講演会
　京都教育大学　井谷恵子教授「教員養成としてのライフスキル教育の意義と実践」

実践事例1 京都教育大学（2）

京都教育大学とともにスタートから
取り組んでいる認定講師に聞きました！

ライオンズクエスト認定講師
北山敏和

セミナー実施前、井谷教授とともに、学生、卒業生(現職
教員)、大学教員対象に調査を行いました。教職への不安
(学生)、現在の課題(卒業生)、学生につけたい力(大学教
員)を聞いたところ、三者とも児童･生徒、保護者、同僚との

対人関係能力、課題を乗り切る自己コントロール能力をあ
げました。まさにライフスキルが求められていたのです。これ
らのニーズに応え、セミナーから自由科目、そして選択必修
科目として発展中です。
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学級の雰囲気が良くなり、
生徒はライフスキルの授業を楽しみにしています。
教員同士の距離が近くなり、教員間の連携の強さは
生徒にも良い影響を与えています。

須賀川市立第一中学校（1）

「支え合う人間関係を目指した互いに高め合う集団・生徒の育成」を
テーマに取り組みを開始

ライオンズクラブメンバーも
授業研究会に参加して意見交換

教員間の共通理解がもちやすく、
教員同士の距離が近くなった

　本校では、小学校から固定化した人間関係の中で、自己肯定感
の低い生徒やコミュニケーション能力・問題解決能力の低い生徒の
実態改善が課題となっていました。そこで平成25年度に2名の教員
が公募型ワークショップに参加して研修報告や授業実践を行った後、
平成26年度から「支え合う人間関係を目指した互いに高め合う集団・
生徒の育成」をテーマに学級活動や道徳の授業でライフスキル教育
プログラムに全職員で取り組んでいます。昨年夏には校内型ワーク
ショップに全職員が参加し、2学期以降3回の校内授業研究会を行
いました。認定講師の柴咲子先生が、校内型ワークショップから3回
のフォローアップ研修まで、継続的に指導してくださり、学校の実態
に応じた実践的で有意義な研修になりました。

　ライオンズクラブの皆様には、校内型ワークショップの開催
や資料の紹介、各種研修のサポートなど継続的に支援して頂
いております。ワークショップや毎回の授業研究会にも参加し
て頂き、授業後の研修会では、青少年の健全育成に関するこ
とや地域・家庭の教育に対する考えなど、幅広い視点からご意
見を頂き、大変勉強になり、また励みにもなっています。

　校内の授業研究会では、学年毎に事前と事後研究を行いま
した。先生方が教材準備から授業展開など協力し合い授業準
備を進め、互いの授業を参観することで、一緒に授業を作りあ
げる連帯感が持てました。また、系統だった分かりやすいプロ
グラムであるので、教員間の共通理解が図りやすく、共通の話
題も増えたことによって、教員間の距離が近くなったように感じ
ます。教員間の連携の強さは、他の授業や生徒に対しても良
い影響を与えていると感じているところです。

校長
森合 義衛先生

実践事例2

〈課題1〉学校の限られた予算内で
授業準備・教具の整理が難しい

〈課題2〉小中一貫授業研究会を
取り入れていきたい

　活動場面の多いライフスキル教育の授業では、ホワ
イトボードや多くの教材・用具が必要です。授業で使う
多くの資料の保管場所や整理棚なども含め、学校の限
られた予算内でのやり繰りが難しい状況です。

　昨年度は、校内型ワークショップに学区内の小学校の先生方4名も
参加して頂き、少しずつ共通理解が図られてきていますが、ライフスキル
教育の授業実践を小学校の先生方にも理解してもらうためにも、どのよ
うに連携していくかが課題です。今後小中一貫授業研究会にもライフス
キル教育プログラムを積極的に取り入れていきたいと考えています。

〈課題3〉職員の異動に対応し、
年度初めからスムーズな授業実践につなげる

　年度末の職員の異動に伴う転入職員がワークショップを修了するまでの授業実
践や他クラスとどのように歩調を合わせていくかなどについては継続的な課題です。
ワークショップの開催方法については、今後もライオンズクラブの皆様にご支援頂
き、年度はじめからのスムーズな授業実践につなげていければとお願いしています。
　今年はライフスキル教育プログラム導入2年目で、まだまだ目に見える成果には
なっていませんが、ライフスキル教育の力と生徒のより良い変容を信じて、継続的
に実践研修を進めていく予定です。

発表が苦手だった生徒も認められる
意見を聞くことの大切さ、
班活動の楽しさを感じている

　生徒は主体的に考え、活動場面が多いライフスキル教育の授
業を楽しく感じて毎回楽しみにしています。学級の雰囲気が良くな
り、今まで発表が苦手だった生徒も認められる場面が多くなりまし
た。他人の意見を聞くことの大切さを感じたり、班活動で話し合う
事を楽しいと感じたりする生徒も増えました。ライフスキル教育プロ
グラムの導入によって、積極的に発言や質問できる学級、互いに

教え合い、学び合える学級の基盤を作り、学
力の向上も目指したいと考えています。

須賀川市立第一中学校の取り組みの流れ

時期 内容

2013
7/29-30

〈ワークショップ＠郡山市〉　校内教員2名が参加
ワークショップ参加のきっかけは、ライオンズクラブから教育委員会を通じて配布された案内を目にしたこと。

2013/9/30 〈セミナー＠学校内〉　校内教員21名が参加

2014/7/7 〈校内提案型授業研究会の実施〉　教員1名が全職員参観でライオンズクエストの授業を実施し、研究協議後
ライオンズクエスト認定講師より指導助言を受けた。

2014
7/31-8/1

〈ワークショップ＠須賀川市立第一中学校（近隣の須賀川市立第一小学校４名も参加）〉　須賀川市立第一
中学校18名（校長・教頭含む）が参加。参加できなかった教員は、同時期に喜多方市で開催されたワークショッ
プに参加し、全教員がワークショップを修了した。

2014/9/17 〈フォローアップワークショップ＠須賀川市立第一中学校〉　1～3学年の各学年で研究授業を行い、その後の
分科会・全体会においてライオンズクエスト認定講師より指導助言を受けた。

2014/12/1 〈フォローアップワークショップ＠須賀川市立第一中学校〉　内容は9月17日と同様。市教育委員会の参観が
あり、分科会で指導助言を受けた。
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ライオンズクラブメンバーの理解と教育機関との連携を進める

332-D地区（福島県）のあゆみ 先生方へのメッセージ

継続のポイントは、引き継ぎと目標設定

　ライオンズの役員任期は1年であり、ライオンズクエストに携
わる役員とそれをサポートする役員、各クラブの会員に至るまで、
普及活動に深く関わる期間が限られてしまいます。新年度になる
度に会員を対象としたライオンズクエストセミナーを開催し、知識
を継続的に維持できるよう対応していますが、地区内教育機関
に対する啓発活動はまだ不十分と感じています。また、学校と
クラブの関わり方、連携の取り方が課題となります。現在は地
区主導で学校をサポートしておりますが、今後どのように進めて
いくかが課題です。今後はライオンズクエスト事業を県内各地の
学校へ広めていく支援を行い、教育委員会、PTAへの働きかけ
と地域へのPRを積極的に行っていきたいと考えております。各
クラブの会員が積極的にセミナーへ参加し、地域への働きかけ
をサポートする事が重要と考えます。

須賀川市立第一中学校（2）実践事例2

フォローアップワークショップで伝えたアドバイス（プレゼンより抜粋）

授業展開の方法を容易につかむ模擬授業

▲

指導案の書き直し→時間や手間がかかる▲

説明する→漠然としか理解できない

校内では、いつでも公開授業

◯先行授業を実施し、お互いに見せ合う
　（教科授業と入れ替えて時間割を操作する）
◯授業の流れに沿ったワークシートの作成
　不慣れな先生方にも無理なく進められるように考案　
　する

実践校がやること・2

◯教材の整理・保管
　指導案、ワークシートのデーター
　→校内パソコンの共有フォルダに保存し、いつでも誰でも閲覧、
　　使用できる授業で使った教材や教具
　→学級内に一定期間掲示→定めた保管場所

事前に模擬授業を実施する方法

◯学年にその授業の実践経験者がいない場合…
　他学年から経験者が出向く
　学年担当者間で情報交換や打合せをする
◯校内にその授業の実践経験者がいない場合…
　当番制にして、模擬授業を実施。その授業を受けた先生
　方が授業内容を協議し、より良いものを目指す。

実践校がやること・１

◯保護者・地域への啓発
　ライフスキル説明会や授業参観の実施
　学年便りや学級通信で授業の様子を伝達
　校内にライフスキル掲示コーナーを設置
◯教職員のスキルアップ
　校内研修に1～2回ライフスキルを入れる
　新しく着任した教職員へのプレゼン(着任式)

◎教材作りは多少の手間はか
かるが、一度作れば毎年使え
る学校の財産になる。

◎模擬授業→教具の使い方、板書計画、生徒への
　指示や生徒の動かし方を理解しやすい

332-D 地区 2014-2015 年度
青少年育成・ライオンズクエスト委員長

L 矢内 清史
ライオンズクエスト認定講師

柴 咲子

　当地区がライオンズクエスト導入を開始したのは、東日本大震
災直後の2011年の事です。震災後のさまざまな状況から、子ど
もたちの健全育成に向けた取り組みの強化を決断し、LCIF四
大交付金の申請手続きを進めました。当初はライオンズクエスト
への理解が不十分だった為、まずはライオンズ会員を対象とし

　導入に向け必死に進めてきた
事業も少しずつ実を結び始めて
いる中で、重要なのは目標と到
達点だと感じます。地区内に於
いて、何を目標とし何処に向か
い成し得るのかを話し合い、一
致団結して進める必要がありま
す。ライオンズクエスト事業は長
期的な事業となる為、新年度を
迎える度にスムーズな引継ぎと目
標設定が不可欠です。

　誰しも、初めてのことをするのに苦労はつきものであり、自分
の教科以外のことに自信が無いのはあたりまえのことです。しか
し、一度その授業を実施すると、次回からは生徒の反応や動き
にも余裕で対応できます。ライフスキルの授業ができること、そ
の手法を使うことができることは、他教科にも活かすことができ、

たクエストセミナーを開催しました。その後は、JIYDとの連携に
よりセミナー3回、公募型ワークショップ2回、校内型ワークショッ
プ4回、フォローアップ授業を2回とさまざまな事業を展開してお
ります。LCIFの交付金申請も今年で2度目となり新たなスタート
をきったばかりです。

また生徒や保護者との対応の仕方も上手にできるようになりま
す。つまり、教師の糧となるのです！
　ライフスキルの授業をなさる時は、どうぞ生徒に「何かを教え
てやる」より「生徒と共に学ぶ、楽しむ」姿勢で臨んでください。

ライオンズクラブとしての取り組みと課題 ライオンズクエスト認定講師からの支援
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鹿児島市立谷山北中学校

〈生徒における効果〉
困難を上手に乗り越えるコツを教えてもらえて自然と納得できた

〈教師における効果〉
教師自身のライフスキル向上、教員集団の指導力アップ

〈課題〉
転入職員へのワークショップ受講支援、
生徒の実態に合わせた授業案づくりの時間確保

ライオンズクラブと学校のかかわり 鹿児島さつまライオンズクラブ会長（2014-15）　本田 洋

　授業に対する生徒の評価は全体的に良く、「当たり前のことだけ
ど、困難を上手に乗り越えるコツ（ライフスキル）を改めて知識とし
て教えてもらえて自然と納得できた」という感想を持つ生徒が多く
見られます。また、教科の授業でも生徒同士の交流も深まり、活
発な取り組みの授業が進められるようになりました。学校で行った
自己肯定感を調べるアンケート結果では、現3年生は、ライフスキ
ル教育の影響もあり、自己肯定感の高まりが見られます。現2年
生は、入学時より低くなっている現状が見られるが、現3年生の2
年時と比較して高いところもあり、今後の継続的な取り組みを通し
て、変容をとらえていきたいと考えています。

　生徒に教える前に教師自身がライフスキルについて学ぶこと
で、教師自身のライフスキルが向上するという効果があります。
それにより、生徒にかける言葉も前向きなものになり、さらに生
徒が困難に立ち向かうための支援（意図的手立て）ができるよう
になったという感想をもつ教師も多くいます。

　また、プログラムの視点がそれぞれの教師が各教科の授業
でも生かせるものが多く、普段の授業にフィードバックさせる教
師も見られます。ライフスキル教育の導入が教師集団の指導力
アップにつながっていることは間違いありません。

　公立中学校であるため、毎年多くの転入教員がいます。毎年
ワークショップを校内研修で開くことが難しいなか、転入職員
へのワークショップ受講への支援が課題です。また、生徒の実
態によって各授業を改訂する作業が必要となりますが、その時

間の確保が職員研修の時間だけでは不足しているのが現状で、
よりよいプログラム実施のためにも研修係会でのプログラム指
導案検討会を行っていきたいと思っています。

　337-D地区（鹿児島県・沖縄県）には10名のライオンズク
エストプログラム説明員がおり、それぞれが地元の小・中学
校に密着した支援を行っています。鹿児島市内には現在ラ
イオンズクエストを実践する学校が4校ありますが、鹿児島
さつまライオンズクラブは特に鹿児島市立谷山北中学校の
支援を行っています。谷山北中学校には、ライオンズクエ
スト研究会の事務局を担当する加藤恵子教諭が在籍され、
連携をとりながら事業を進めています。現代の中学生が抱

える多くの困難な問題を、一人一人が自分の未来を切り開く
力を持って解決していくために、ライオンズクエストの授業は
非常に役立っています。ライオンズクエストが目指す「本当の
自信」を持つことを子どもたちは必要としており、この授業を
受けた後、様々な課題を抱えた生徒たちが変わっていく姿
を、加藤教諭がいくつも目にされたと聞いています。今後は
学校全体の取り組みとして発展させ、この学校が地域のラ
イフスキル教育の中核校となることを期待しています。

1年生でのライフスキル授業オリエンテーションの様子

〈ライフスキル教育導入の経緯〉
子どもたちの自己肯定感不足にアプローチが必要

　谷山北中学校は全校生徒数492名、学級数16クラス（特別
支援学級2クラス）の鹿児島市内では中規模の公立中学校で
す。生徒の実態は、昨今の子どもたちに見られるように自己肯定
感が高いとは言えず、便利な生活や塾通い等の影響でいろん
な生活経験が不足している生徒も年々増えてきています。また、
生徒は転校生以外、全員が鹿児島県一のマンモス小学校であ
る中山小学校から進学します。1小1中の環境で中学校に進学し
ても生徒の人間関係は、ほぼ変化しません。絆を深め、互いに
切磋琢磨し合う仲間づくりができる生徒もいれば、人間関係の
序列に苦しみ、希薄な関係づくりしかできない生徒も少なくあり
ません。彼らにとってはなかなか自己肯定感の高まりを得る機会

が少ない環境です。さらに、携帯電話やスマホといった情報通
信機器の所持率が高く、SNSやLINE等でグループ内でのトラ
ブルに発展しやすい現状も見られていました。
　教師も生徒の実態に応じた効果的な手立てを見いだせず、
生徒指導問題に対して後手の対処をする日々に追われていまし
た。そのような状態を打破するために、「問題の根底にある、子
どもたちの自己肯定感不足にアプローチすることが必要ではな
いか。」「一見遠回りに見えるけれども、安心できる集団作りをす
るために、生徒たちにライフスキル教育を。」という投げかけが
職員研修で提案され、学校として全職員で取り組むことになり
ました。

3ヶ年かけて徐々に系統立てた授業実施を実現していく
新入生も転入職員もまずは「ライフスキルとは何か」という
オリエンテーションからスタート

　谷山北中学校では、道徳の時間が各学年年間35時間設定
され、そのうち各学年5～6時間をライフスキル教育としてライオ
ンズクエストプログラムの授業を実施しています。道徳教育の目
的である道徳的実践力を育む授業としての位置付けで2014年
度から全校実施をしています。導入1年目は全職員がワークショッ

プを受け、それぞれが初めての授業を行うということもあり、全
学年同じ内容を実施しました。その後、3ヶ年かけて、各学年（2・
3年生）の実施内容を更新し、2017年度からは1学年から3学年
まで系統立てたプログラムの授業実施ができるように計画してい
ます。授業は担任・副担任でが交互またはTT（チームティーチン
グ）の方式で行い、その連携が授業の重なりで難しい場合には、
学年部職員の連携で行うようにしています。担任だけが授業を
負担する形ではないので、生徒は多くの教師とライフスキルにつ
いて学ぶことができ、多様な教師との信頼関係も築きやすくなり
ました。また、1年生には必ずオリエンテーションを実施し、「ライ
フスキルとは何か」「なぜライフスキルを学ぶのか」ということ、「ラ
イフスキルを備えた人になってほしいという教師（大人）の願い」
を伝えるようにしています。
　また、職員研修の時間を利用して、転入職員へオリエンテー
ションと各学年の授業で使用する教具や授業内容の確認をして
います。各授業で使用する教具は授業者だけが個別の時間で
準備するのではなく、全職員で職員研修の時間を利用して準備
することで、効率的かつ教職員同士の共同体意識も高めること
ができるようになりました。

1年生でのライフスキル授業オリエンテーションの様子

生徒の自己肯定感の変化

2014年
4月

2014年
11月

2015年
4月

11.2
11

10.8
10.6
10.4
10.2
10
9.8
9.6
9.4

3年生

10.9

10.6

10 10.5

11.1

2年生

実践事例3

一見遠回りに見えるけれども、安心できる集団作りをするため、
生徒たちにライフスキル教育を!
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　ライオンズクエスト説明員は、ライオンズクラブの推薦を受けたライオン
ズメンバーなどが、JIYDの講習を受けてプログラムの説明・模擬授業を
含めたセミナーを実施できるようになった方です。地域の学校や教育委
員会を訪問して説明やセミナーを開催したり、ライオンズクラブの例会や
会合でプログラムを紹介したりしています。

2014年度事業報告
▼ 2014年1月に長野県で初めてワークショップを開催

▼年間約2,400名の方がワークショップを修了

▼開催資金源の9割はライオンズクラブ国際財団からの交付金
　事業 （LCIF四大交付金）

　ライオンズクラブ国際財団より、全国のライオンズクラブが
地区単位で助成金（LCIF四大交付金）を得て、普及活動に
取り組んでいます。多くが継続的に取り組んでいる地区です。
2015年1月からは新たに1地区（※）が加わりました。

原田　達明先生
(熊本県在住)

公立中学校講師
（教員歴35年目）

　小学生版と思春期版の内
容や特徴を紹介。また、ワー
クショップの概要や現場の声
も掲載しています。

○原田先生からのメッセージ
　ライオンズクエストに出会えて、幸せ
です。そして、日常生活の問題や困難
に対応する術を身につけていることで、
自分だけでなく、家族や生徒たちも幸
感度がアップしました。講師の活動を
始めてからは、ライオンズクエストの素
晴らしさのお裾分けに努めています。

　2014年に配布（主にワーク
ショップ修了者が小学生版か
思春期版のどちらかを持ち帰る）
した教材の割合は、小学生版
47%、思春期版53%でした。

○3年間の調査結果から
　わかること

▼自己評価が低くなりがちな中学2年
　生以降も自己評価が低くなりにくい

▼自己評価が低かった群をみると、
　自己評価が高くなる傾向がある

年間ワークショップ100回
特定の学校を中心とした
校内型ワークショップが増えています

フォローアップワークショップは、
各実践校のニーズに合わせた内容を講師が
組み立てて実施する形が多くなっています

小学生版教材
（2013年7月から運用開始）の
需要が伸びてきています

評価事業が終了。最終報告書
「ライフスキル教育と生徒の自己評価の変化」が
まとまりました

パンフレットが
新しくなりました

新認定講師が誕生し、
認定講師が全10名になりました

（内1名は上級講師）

LCIF四大交付金に
取り組む地区は、30/35準地区

2014年末現在、
ライオンズクエスト説明員は全国に67名

地区分布図

ライオンズクラブによる
普及活動の広がり

ワークショップ 100回

内、公募型 56回

内、校内型 44回

LCIF四大交付金実施地区　（2014年1月～2014年12月）

複合地区 準地区 都道府県 実施 説明員

330

330-A 東京

330-B 神奈川・山梨

330-C 埼玉 ○

331

331-A 北海道（中央） ○

331-B 北海道（北・東） ○

331-C 北海道（南） ○

332

332-A 青森 ○ 1

332-B 岩手 ○ 1

332-C 宮城 ○ 3

332-D 福島 ○

332-E 山形 ○ 2

332-F 秋田 ※

333

333-A 新潟 ○ 4

333-B 栃木 ○ 1

333-C 千葉 ○ 3

333-D 群馬 ○ 9

333-E 茨城 ○

334

334-A 愛知 ○ 5

334-B 岐阜・三重 ○ 4

334-C 静岡 ○ 7

334-D 富山・石川・福井 ○ 7

334-E 長野 ○ 1

335

335-A 兵庫（東） ○

335-B 大阪・和歌山 ○

335-C 滋賀・京都・奈良 ○ 1

335-D 兵庫（西） ○ 1

336

336-A 徳島・高知・香川・愛媛 ○ 3

336-B 鳥取・岡山 ○

336-C 広島 ○

336-D 山口・島根 ○ 2

337

337-A 福岡

337-B 大分・宮崎 ○ 2

337-C 佐賀・長崎 ○

337-D 鹿児島・沖縄 ○ 10

337-E 熊本

合計 30 67

フォローアップ 26回

内、公募型 7回

内、校内型 19回

▼実施例／認定講師が公開授業見学後、指導講評。
　また、教育課程への導入方法や小中の連携を助言。

▼実践例／認定講師がプログラムの授業を教科におきかえて
　模擬で実施。

▼実践例／ワークショップの内容をおさらい。

学校単位での取り組みを検討・実施している学校が増えています。
ワークショップやフォローアップワークショップは、
ニーズに適した内容や形式であることが求められています。
そのための基盤整備も課題です。
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2014年度決算報告 1

活動計算書（正味財産増減計算書）自2014 年1月1日　至 2014 年12 月31日貸借対照表 2014 年12 月31日現在 （単位 : 円）

※1.「受取助成金- ライフスキル教育普及事業」の細目として、ライオンズクラブ国際財団のライオンズク
エスト四大交付金事業に関わる受取助成金は 「ライオンズクラブ国際財団」、それ以外の事業に関わる
受取助成金については「その他」と表記しています。※2. 主にワークショップ参加費キャンセル料及び
寺本先生著の書籍販売代です。※3.ライオンズクエスト認定講師および説明員、プログラム評価事業
や教材開発・改訂、認定講師養成、ワークショップのアンケート集計に対する謝金です。※4. JIYD 共催
東京ワークショップの昼食代です。※5. 教材、パンフレット、年次報告書、名刺印刷です。※6.ライオンズ
クラブ国際財団（LCIF）に対するライオンズクエスト・プログラムの著作権料です。※7. 会議費、修繕費、
雑費が含まれます。※8. 会計監査報酬、労務諸手続報酬、総会講演会謝金です。※9. 会議費、図書資
料費、保険料、諸会費、修繕費、雑費が含まれます。

科　目 当期分 前期分 差　異

《Ⅰ経常収益》

　受取会費正会員受取会費

　　個人

　　法人

受取会費計

　受取寄付金

　　使途指定寄付金

　　一般寄付金

取寄付金計

　受取助成金-ライフスキル教育普及事業

　　ライオンズクラブ国際財団

　　その他

受取助成金-ライフスキル教育普及事業計 ※1

　事業収益-ライフスキル教育普及事業

　　ワークショップ参加費収益

　　その他:体験会謝礼等

事業収益-ライフスキル教育普及事業計

　その他収益

　　受取利息

　　雑収入 ※2

　　その他収益計

経常収益計

《Ⅱ経常費用》

　事業費

　（1）人件費

　　給料手当

　　法定福利費

　　通勤費

人件費計

　（2）その他経費

　　謝金 ※3

　　通信費

　　荷造運賃

　　旅費交通費

　　WS昼食代 ※4

　　消耗品費

　　会場費

　　家賃

　　リース料

　　支払手数料

　　印刷費 ※5

　　ライセンス料 ※6

315,000 375,000 △ 60,000

0 0 0

315,000 375,000 △ 60,000

132,195 3,623,946 △ 3,491,751

75,000 70,000 5,000

207,195 3,693,946 △ 3,486,751

46,753,001 47,738,589 △ 985,588

3,647,029 1,956,136 1,690,893

50,400,030 49,694,725 705,305

13,762,000 14,634,000 △ 872,000

1,846,770 2,506,991 △ 660,221

15,608,770 17,140,991 △ 1,532,221

10,921 11,869 △ 948

361,510 626,000 △ 264,490

372,431 637,869 △ 265,438

66,903,426 71,542,531 △ 4,639,105

12,161,394 12,928,706 △ 767,312

1,073,608 1,530,898 △ 457,290

703,212 669,769 33,443

13,938,214 15,129,373 △ 1,191,159

14,118,217 15,029,354 △ 911,137

400,794 357,586 43,208

2,040,835 2,120,427 △ 79,592

6,684,909 6,231,059 453,850

122,160 143,145 △ 20,985

430,248 489,464 △ 59,216

423,680 399,100 24,580

1,280,000 1,200,000 80,000

312,010 281,310 30,700

112,959 164,610 △ 51,651

17,078,751 21,022,055 △ 3,943,304

1,433,228 1,254,217 179,011

科　目 当期分 前期分 差　異

《Ⅰ資産の部》

　流動資産

　　現金・預金

　　　一般口

　　　立替資金口 ※1

　　　貯蔵品

　　　前払費用

　　　立替金

　　　未収入金

流動資産合計

　固定資産

　　什器備品

　　敷金

　　ライフスキル教育普及事業積立預金 ※2

固定資産合計

資産の部  合計

《Ⅱ負債の部》

　流動負債

　　未払金 ※３

　　前受金

　　預り金

　　未払消費税

流動負債合計

《Ⅲ正味財産の部》

　前期繰越正味財産額

　当期正味財産増減額

正味財産の部  合計

2,314,914 1,242,908 1,072,006

28,095,359 36,472,835 △ 8,377,476

7,731,440 7,824,486 △ 93,046

807,584 838,606 △ 31,022

0 58,176 △ 58,176

25,795,256 29,595,286 △ 3,800,030

64,744,553 76,032,297 △ 11,287,744

135,848 27,871 107,977

300,000 300,000 0

13,000,000 5,000,000 8,000,000

13,435,848 5,327,871 8,107,977

78,180,401 81,360,168 △ 3,179,767

834,380 1,823,164 △ 988,784

0 5,000 △ 5,000

304,834 133,403 171,431

539,700 408,000 131,700

1,678,914 2,369,567 △ 690,653

78,990,601 81,042,808 △ 2,052,207

△ 2,489,114 △ 2,052,207 △ 436,907

76,501,487 78,990,601 △ 2,489,114

負債及び正味財産の部  合計 78,180,401 81,360,168 △ 3,179,767

科　目 当期分 前期分 差　異

　　外注費

　　その他 ※7

　　その他経費計

事業費計

　管理費

　　（1）人件費

　　　給料手当

　　　法定福利費

　　　通勤費

人件費計

　　（2）その他経費

　　　支払報酬 ※8

　　　通信費

　　　荷造運賃

　　　水道光熱費

　　　旅費交通費

　　　消耗品費

　　　会場費

　　　家賃

　　　租税公課

　　　リース料

　　　支払手数料

　　　印刷費

　　　減価償却費

　　　その他 ※9

　　　その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

《Ⅲ経常外収益》

経常外収益計

《Ⅳ経常外費用》

　電話加入権評価損

経常外費用計

744,884 70,000 674,884

553,861 258,514 295,347

45,736,536 49,020,841 △ 3,284,305

59,674,750 64,150,214 △ 4,475,464

3,874,657 4,375,113 △ 500,456

1,146,010 1,071,455 74,555

280,404 236,638 43,766

5,301,071 5,683,206 △ 382,135

332,177 286,822 45,355

445,721 421,702 24,019

59,280 42,060 17,220

139,176 129,793 9,383

192,152 132,976 59,176

463,980 195,896 268,084

89,280 104,680 △ 15,400

1,280,000 1,200,000 80,000

542,933 418,876 124,057

311,900 280,650 31,250

87,884 81,578 6,306

40,168 28,934 11,234

143,288 13,830 129,458

288,780 197,113 91,667

4,416,719 3,534,910 881,809

9,717,790 9,218,116 499,674

69,392,540 73,368,330 △ 3,975,790

△ 2,489,114 △ 1,825,799 △ 663,315

0 0 0

0 226,408 △ 226,408

0 226,408 △ 226,408

当期正味財産増減額 △ 2,489,114 △ 2,052,207 △ 436,907

前期繰越正味財産額 78,990,601 81,042,808 △ 2,052,207

次期繰越正味財産額 76,501,487 78,990,601 △ 2,489,114

※1．ライフスキル事業の運転資金です。※2．ライフスキル事業に於ける中・長期積立金で、教材開発など予測される付随事業への充当、および長期に渡る活動の維持を目的としています。 
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2015年度事業計画

ホームページが全面リニューアル !
普及活動の様子や最新情報をお届けします。

本を出版します !「ライフスキル教育入門
学校が変わる 先生が変わる 子どもたちが変わる」

「説明員研修会・地区ライオンズクエスト
 関係者勉強会」を開催します!

▼ライフスキルとは?ライオンズクエストって?など、プログラムの概要が
　わかります

▼小学生版と思春期版の内容や特徴、教材の一部をご覧いただくことができ
　ます

▼2日間のワークショップの様子や流れ、参加者の声、全国の開催情報を
　掲載します

▼実践事例やライオンズクラブの活動を紹介します

　ライオンズクエストの概要や効果、実践事例、ライオンズクラブのか
かわりがわかる本を出版します。7月販売開始予定です。お楽しみに!

　ライフスキル教育事業には、
ワークショップの開催、体験会
の開催、教材開発・改訂事業、
認定講師養成事業、評価事業
等が含まれます。広報事業には、
年報の発行、ホームページの運
営・管理が含まれます。

▼ライフスキルの概要、導入までのプロセス、継続のコツ、授業紹介

▼小学校・中学校・高校・大学・教育委員会の実践事例

▼ライオンズメンバー6名と実践者2名のライフスキルと出会った思い

▼日本導入の経緯、小学生版と思春期版の単元概要、講師紹介

　説明員の皆様と地区のライオンズクエストにかかわる方々が一同に会し、普
及活動の在り方や各地区での展開方法をともに考えていきます。説明員の皆様
には地区のサポーターとしての役割について、地区関係者の皆様には四大交付
金の仕組みや年間スケジュールについてお知らせし、普及活動について話し合
います。

日時／2015年7月12日（日）午前9時半～午後5時
会場／LMJ東京研修センター（文京区本郷1-11-14 小倉ビル）
申込／JIYDまでご連絡ください

▼団体の成り立ちや事業概要を紹介します

▼年次報告書や定款などの資料を閲覧できます

▼会員・寄付のお願いを掲載します

2014年度決算報告 2 1

○ライオンズクエストプログラムのホームページ
（2015年2月より運用開始）　http://lionsquest-japan.org/

○JIYD団体のホームページ
（2015年夏より運用開始予定）　http://www.jiyd.org/

事業費の内訳

監査報告書

ライフスキル　教育事業 広報事業計 事業費計

（1）人件費

　給料手当

　法定福利費

　通勤費

　人件費計

（2）その他経費

　謝金          

　支払報酬

　通信費

　荷造運賃

　水道光熱費

　広告宣伝費

　旅費交通費

　WS昼食代

　消耗品費

　会場費

　家賃

　リース料

　支払手数料

　印刷費

　ライセンス料

　外注費

　その他

　その他経費計

12,041,394 120,000 12,161,394

1,073,608 0 1,073,608

703,212 0 703,212

13,818,214 120,000 13,938,214

14,095,943 22,274 14,118,217

0 0 0

391,662 9,132 400,794

2,001,643 39,192 2,040,835

0 0 0

0 0 0

6,684,909 0 6,684,909

122,160 0 122,160

428,818 1,430 430,248

423,680 0 423,680

1,280,000 0 1,280,000

312,010 0 312,010

112,095 864 112,959

16,633,791 444,960 17,078,751

1,433,228 0 1,433,228

580,832 164,052 744,884

553,861 0 553,861

45,054,632 681,904 45,736,536

合計 58,872,846 801,904 59,674,750

プログラムの継続的な実施を促進するための
3つのFOCUS（P1参照）に沿って事業を展開していきます。
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○個人:50名
粟倉 健二　西園寺 裕夫　谷 和実　藤田 武司　百田 勝彦 
飯田 助知　柴田 誠　成瀬 健生　降矢 千秋　山田 礼子 
石原 典子　島田 佳宣　西木  宣雄　水谷 隆夫　湯浅 清文  

○法人・団体
ダイドードリンコ 株式会社　トヨタエルアンドエフ東京株式会社 
○個人:10名

※上記の会員、並びに寄付者の法人名・個人名は、掲載をご承諾頂いた方のみ掲載しています。（敬称略、五十音順）

岡松 佐知子
北 山  敏 和
佐 渡  涼 子
篠 田  康 人
柴  咲 子
嶋 田  祐 子
寺 本  之 人
外 川  澄 子
中村 千恵子
原 田  達 明

（スクールカウンセラー・臨床心理士）
（青少年育成支援フォーラム理事　健康教育講師） 
（※1.青少年育成支援フォーラム理事　元中高英語非常勤講師　カウンセラー）
（私立小中高等学校教諭）
（元公立中学校教諭）　
（元公立中学校教諭）
（公立学校教諭　元教育委員会指導主事）
（元公立小学校長）
（元公立中学校教諭）
（公立中学校講師　元公立小・中学校教諭、元公立高等学校講師） ※1.=認定上級講師、五十音順

理 事 長

理 事

名 誉 理 事

監 事

野村 彰男

中雄 政幸
栗田 收司
西田 浩子
小西 宗仁

佐渡 涼子　
北山 敏和
阿戸 健次

足達 靖彦

馬渕 英晃

守隨 武雄
藤本 厚子
山本 和夫

公益財団法人日本国際連合協会 理事
特別非営利活動法人フォーリン・プレスセンター 理事
特定非営利活動法人 青少年育成支援フォーラム ファウンダー（前事務局長、L.）
元日本ビクター株式会社取締役
公益財団法人かめのり財団 理事・事務局長
ライオンズクラブ国際協会333-C地区 元地区ガバナー
公益財団法人 船橋市生きがい福祉事業団 副理事長
ライオンズクエスト認定上級講師
ライオンズクエスト認定講師、健康教育講師
ライオンズクラブ国際協会330-C地区 元地区ガバナー名誉顧問
埼玉レジャー産業株式会社 代表取締役会長
ライオンズクラブ国際協会335-C地区 名誉顧問・元地区ガバナー
学校法人明珠学園理事
京都翔英高等学校副校長
特定非営利活動法人　青少年育成支援フォーラム 事務局長兼務
ライオンズクエスト　カントリーディレクター
パナソニック株式会社 客員
元幼稚園教諭
元東京ライオンズクラブ会長、公認会計士

2014年度会員 （2014年12月末日現在）

理事会 （2015年4月1日現在）

ライオンズクエスト認定講師 （2015年4月1日現在）

2014年度寄付者 （2014年度12月末日現在） 

会員寄付者 理事会

※L.=ライオンズメンバー、就任時期順、五十音順

2015年度事業計画 2

第2回「ライオンズクエスト全国フォーラムin佐野」が
開催されます。ぜひご参加ください!

安定したワークショップ、
フォローアップワークショップの開催

韓国ライオンズクエスト
導入事業への支援

Facebookをはじめました

思春期版とワークショップ
ハンドブックの改訂

中長期的な普及活動の
在り方を考える

日付:2015年8月22-23日(土日)
会場:佐野日本大学中等教育学校/ホテルサンルート佐野
主催:ライオンズクラブ国際協会333-B/C地区

▼ 中学1年生～4年生（高校1年生）15クラスが一斉にライフスキルの公開授業
　を実施します

▼ 認定講師が基調講演をします

▼ライオンズメンバーの実践発表があります

▼お申込み/お問い合わせは、333-C地区キャビネット事務局もしくはJIYD
　まで

　ワークショップ年間100回、公募型フォローアップワークショップ
年間10回の開催を目指します。また、実践校のニーズにあったフォ
ローアップ活動を実施していきます。

　韓国ではライオンズクエスト導入事業がはじまり、JIYDは認定
講師養成事業支援と、ワークショップ開催のノウハウ提供を中心
にお手伝いしています。

　数年来の課題である思春期版の改訂とワークショップハンド
ブックの改訂を進めます。

　年間を通じて認定講師や理事を交えた小会議を開催し、教育
現場へのアプローチ方法、ワークショップ開催形式の多様化、ネッ
トワークづくりなどを考えていきます。

https://www.facebook.com/lionsquest.japan
　これまでのブログに代わり、ライオンズクエストプログラムの
Facebookをはじめました。関係者や実践者間のネットワークづく
りの第一歩として運用しています。
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ライオンズクエスト

ライフスキル教育普及事業

○普及活動
ワークショップ開催
プログラム導入・実施支援
セミナー開催
教材開発・改訂
評価事業
認定講師養成

教育行政
学校
教員

青少年活動指導者

子ども
青少年

皆様のご理解・ご支援をいただきながら、事業パートナーと協同して、
「ライフスキル教育」の普及に取り組んでいます。

JIYDのネットワークと活動

ライオンズクラブ国際協会（LCI）
世界中に4万6千を超えるクラブ、135万人の会員を有する世
界最大の奉仕団体で、207を超える国・地域でメンバーは地
域奉仕に取り組んでいます。ライオンズクラブの活動分野は、
視力関係、地域奉仕活動、環境、災害救援など、多岐にわ
たり、ライオンズクエストプログラムの普及を含む青少年育成は
その一つです。
○JIYDは、LQ実施団体として、ライオンズクラ
ブによる普及活動をサポートするとともに、協同
して普及活動に取り組んでいます。

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）
人類の奉仕に貢献することを目的に、LCI により設立されました。
2002 年にライオンズクエストプログラムの著作権を取得し、同
財団の青少年健全育成プログラムとして、世界各国のライオン
ズクラブによる普及活動を支援しています。
○JIYDは、2003年以降、LCIFより日
本におけるライオンズクエスト実施団体と
して指定されています。

International Youth Foundation
（IYF、国際青少年育成財団）

ライオンズクエストプログラムを開発したリック・リトルにより
1990 年に創設されました。青少年の置かれている状況と将来
展望を改善すべく、世界各地の団体とパートナーシップ関係を
結び、各地の青少年のニーズに合致した事業を見出し、広めて
います。
○JIYDは、1997年にIYFの日本事務局（IYF-Japan）として
設置され、2002年にNPO法人化して以降、現在もGlobal 
Partner Networkのメンバーです。

企業・団体・個人
JIYD の事務局運営や「ライフスキル教育」
普及事業に対して、ご支援をいただいています。

VISION
すべての青少年が、右記にあげる

「5つの財産」をもって成長してい
くことのできる社会を目指します。

MISSION より多くの青少年に、よりよく役立つ
プログラムの拡大・強化・普及を効率
的に進め、青少年の健全育成に寄
与する。

JIYD
特定非営利活動法人
青少年育成支援フォーラム

無条件に受け入れる大人が一人でもいる1
眠り、遊び、学び、「居る」ことのできる
安全で安心できる場所2

心身ともに健康な生活習慣3

人のためになることをする機会4
社会人として自立できる技能、知識、
価値観を身につける機会5


