第2回福山国際子どもアカデミー

2018 Fukuyama International Youth Academy

参加者数

Participants

海外参加者
海外引率者
サマースクール国内参加者

51名

Oversea delegates

15名

Oversea escorting staff

103名

ボランティア

70名

小学校（市内５校）

約500名

ホストファミリー

65家庭

海外参加者

51 ppl
15 ppl

Domestic delegates(Summer School)

103 ppl

Volunteers

70 ppl

5 elementary schools

approx. 500 ppl

Host family

出身国

65 families

Participating Countries

カンボジア、ドイツ、インド、インドネシア、マレーシア、

Cambodia, Germany, India, Indonesia, Malaysia,

モンゴル、フィリピン、タイ、台湾

Mongolia, Philippines, Thailand, Taiwan

福山国際子どもアカデミーはアジア少年少女国際交流事業in福山から
名称を変更し対象国を拡大しました。

Asia Youth Exchange Program in Fukuyama have changed its
name to Fukuyama International Youth Academy, expanding the
eligible area from Asia to all over the world.

これまで事業に参加くださった各国青年会議所名

Partner JCI Organizations

NOMとしてのご協力

Partner JCI National Organizations

タイ青年会議所・ドイツ青年会議所・ベトナム青年会議所

JCI Thailand, JCI Germany, JCI Vietnam,
JCI Guam,JCI Mongolia

グアム青年会議所・モンゴル青年会議所

Partner JCI Local Organizations
JCI Yogyakarta, Indonesia
JCI Eastern, Australia
JCI Phnom Penh, Cambodia
JCI Zagreb, Croatia
JCI Boai, Taiwan
JCI Auckland, New Zealand
JCI Manilena, Philippines
JCI Tegucigalpa, Honduras
JCI Elite, Malaysia

LOMとしてのご協力
インドネシア / ジョグジャカルタ青年会議所
オーストラリア / イースタン青年会議所
カンボジア / プノンペン青年会議所
クロアチア / ザグレブ青年会議所
台湾 / ボアイ青年会議所
ニュージーランド / オークランド青年会議所
フィリピン / マニレナ青年会議所
ホンジュラス / テグシガルパ青年会議所
マレーシア / エリート青年会議所

第2回 福山国際子どもアカデミー

July 24-30, 2018

公式ホームページ

Officail Website

https://fagp.jp
ご共催・ご協賛・ご後援を頂いた企業並びに団体

Sponsors and Partners

公式Facebookページ

Official Facebook

https://www.facebook.com/FukuyamaInternationalYouthAcademy/

ヤマオカ株式会社

Fukuyama Gosei CO.,LTD.

Hosted by

学校法人 広島加計学園

英数学館小･中･高等学校
Eisugakkan Elementary, Junior and Senior High Schools

株式会社ガスエナジーヤブタ ／ 佐藤産業株式会社 ／ 株式会社三共冷熱 ／ 株式会社伸友 ／ 株式会社藤和 ／ 株式会社福山工作所 ／ 有限会社勉強堂
SRホールディングス株式会社／占部建 設工業株式会社／株式会社大目商店／岡耕一郎法 律事 務所／医療法人社団木村 歯科医院／株式会社ぐんけい
テックフクナガ株式会社／社会福祉法人 春海会／備福運送株式会社 ／福山電業株式会社／ボディーショップサコダ株式会社／マルト製菓株式会社／株式会社都
アズ設計事務所 ／ エルドシック／ 有限会社関西運送 ／ 坂本電機工業株式会社 ／ 山水園緑地建設 ／ 昌和産業株式会社 ／ 有限会社シンエイ空調 ／ スチールプロ株式会社 ／ 株式会社八杉商店

他多数の企業が応援しています。

後援
共催

主催・運営団体

福 山 市 、福 山 商 工会 議 所 、福 山 市 教 育委員会 、ふくやま国 際 交 流 協 会
協力

What’s Fukuyama International
Youth Academy?

福山国際子どもアカデミーとは
福山国際 子どもアカデミーは、福山の地で世界中の子ども
たちが 国境を越えた交流体 験を通じて、国 際 的理 解およ
び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与する事業です。
この国際交流事業では、子どもたちが、国籍や宗教や文化
を乗り越える体験を共有することで 、同じ人間として多様
性を認め合うことが出来る青少年の育成につなげます。

Fukuyama International Youth Academy (FIYA) is an international
exchange program to contribute to world prosperity and world peace.
Children around the world get together in Fukuyama to experience
international understanding and encourage friendship through
international exchange. This program aims to foster children to accept
diversity from a fellow human being standpoint by sharing the
experiences to overcome differences among nationalities, religions,
and cultures.

2018年 第1回福山国際子どもアカデミー
実行委員長からのご挨拶

Greetings
from 2018 FIYA Program Director

2013年国際青年会議所の公式プログラムである、国際アカ

Taking the opportunity of hosting the 26th JCI Academy in Fukuyama
in 2013, JCI Fukuyama launched our first international exchange
program called Asia Youth Exchange Program in Fukuyama. We
expanded the eligible area of overseas delegates from Asia to the
world in 2017, changing its name to Fukuyama International Youth
Academy (FIYA). I would like to express my gratitude to the Fukuyama
city government, local schools, companies, and citizens of Fukuyama
for their understanding and suppor t to our program. I am ver y
confident that we could contribute to 'making the world full of smiles',
thanks to your generous support. We would appreciate it if you could
continue to take part in and to support the program, for the children's
future, for Fukuyama's development, and for the world with full of
smiles. Thank you very much.
Kenny Yabuta

デミーin福山の開催を機に、アジア少年少女国際交流事業
in福山が誕生しました。この事業は2017年より受入対象国
を世界に拡げ、新たに「福山国際 子どもアカデミー（ふくあ
か）」として生まれ変わりました。第2回ふくあかが行政・教育
機関・地元企業・市民の皆様に多くのご賛同・ご協力をいた
だき無事終えられましたことに心より感謝申し上げます。
皆様のご協力により「笑顔溢れる世界の実現」に少しでも寄
与できたと自負しております。今後とも子どもたちの成長、福
山の発展、そして笑顔溢れる世界のために本事業へのご参
画、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

開催日程

Oversea delegates say

Q サマースクールはどうでしたか？

Q How did you like the summer school?

新しい友達ができたのでうれしいです。
みんなと一緒に泊まるのが楽しかったです。

I’m happy to have new friends.
I enjoyed staying with them very much.

Q 学校訪問プログラムはどうでしたか？

Q How did you like the school visit program?

日本の小学生との交流がとてもたのしかったです。
みなさんとても優しく、私たちのために準備をしてくれて
うれしかったです。
Q ホストファミリーは優しかったですか？
はい、とっても。日本の文化を知る良い経験となりました。

サマースクール参加者の声

お出迎え

24th July

Arrival

７月25日

サマースクール

25th July

Summer School

７月26日
７月27日

開会式・オリジナルTシャツ作り

サマースクール

VR工場見学・ダイナソーパーククイズラリー
巨大ジーンズ貼り絵アート

学校訪問プログラム
ホームステイマッチング

７月27日〜30日
７月30日

ホームステイ

お見送り

日本や福山のスゴイところを伝えることができました。
おにぎりを一緒に作ったり、一緒に何かをしたりする中
で仲良くなれました。

ホストファミリーの声
Q ホームステイに参加してどうでしたか？
国際感覚を身につける良い機会となりました。
もっと色々な国の人と仲良くなりたいと思いました。
友達の優しさや、いなくなったときの悲しさを知りました。

30th July

Homestay

Departure

ホームステイ

Summer School

Homestay

Q How did you like the school visit program?
I could tell the oversea delegates some wonderful points of
Japan or Fukuyama.We could make friends by making rice
balls for lunch or doing some activities together.

Host families say
Q How was the homestay?

School Visit Program
Homestay Matching

サマースクール

Participants from the school
visit program say

It was a good opportunity for me to acquire the international
sense. Now I want to make more friends with people in other
countries. I learned the kindness of my friends and realized
that I miss them when they leave.

Summer School

VR Factory Tour at Tsuneishi Shipbuilding Yard
Quize Rally at Dinosaur Park
Massive Denim Collage Art

Snapshots

Domestic delegates say
I met foreign children and made friends with them
I couldn’t understand words to communicate, but now I want
to study English.

Opening Ceremony / Original T-shirts Making

28th-30th July

Yes, very much. It was a great opportunity for me to learn
about Japanese culture.

海外の子どもたちと知り合い、新しい友達が出来たこと
です。言葉が分からなくても交流できたが、英語を勉強
したいと思いました。

Q 学校訪問プログラムはどうでしたか？

27th July

Q Was your host family nice to you?

Q What did you enjoy the most?

学校訪問プログラム参加者の声

26th July

I really enjoyed exchanging with Japanese elementary school
students very much. They were very friendly, and I was so
glad because they prepared everything for us very well.

Q サマースクールで楽しかったことはなんですか？

July24-30 2018

７月24日

籔田健一

海外参加者の声

Schedule

2018年7月24日〜30日

学校訪問プログラム
School Visit Program

