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（1）日本国内活動日程

1 日本国内活動日程

月日 時間 活動内容

10月27日
（火）

6:45
7:15
7:35
8:00
8:50

15:00
15:05
16:05
17:30

＜ASEAN各国ナショナル・リーダー（NL）、参加青年（PY）、ホストファミリー代表者＞
成田国際空港到着
ミャンマー（NH-814）
マレーシア、ブルネイ（MH-088）
ラオス、カンボジア（TG-642）
ベトナムホストファミリー代表者（VN-300）
インドネシア（GA-874）*羽田空港到着
内閣府へ移動後、オリエンテーション
ホテルニューオータニ東京へ移動
フィリピン（NH-820）
ベトナム（VN-384）*羽田空港到着
シンガポール（JL-712）
タイ（JL032）*羽田空港到着
ホテルニューオータニ東京へ移動後、オリエンテーション

ホテルニューオータニ東京泊

＜日本参加青年＞
出航前研修

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

10月28日
（水） 8:15

＜日本参加青年＞
ホテルニューオータニ東京へ移動

9:00-11:00
＜各国NL、PY、ホストファミリー代表者＞
オリエンテーション（鳳凰の間）
・上村秀紀管理官あいさつ
・各国NL、PY紹介
・各国ホストファミリー代表者紹介
・管理部員紹介
・日本国内活動説明
・大河原友子日本・ASEANユースリーダーズサミット（YLS）実行委員長あいさつ
・ソリダリティ・グループ（SG）別ミーティング

11:15-11:45
＜ホストファミリー代表者＞
安田貴彦内閣府青年国際交流担当室長表敬訪問（椿の間）
・安田貴彦内閣府青年国際交流室長あいさつ
・感謝状、記念品贈呈
・記念撮影

12:00-12:30

13:00-14:30

＜各国NL、PY、ホストファミリー代表者＞
参集式（鳳凰の間）
・黙祷（平成13年度事業におけるブルネイでの事故被害者の冥福をお祈り）
・加藤勝信内閣府特命担当大臣あいさつ
・PY代表Mr. Muhd Hafizh Abd Khalid（ブルネイ・ユース・リーダー（YL））あいさつ
・記念品交換
歓迎レセプション（鳳凰の間）
・髙鳥修一内閣府副大臣あいさつ
・高木宏壽内閣府大臣政務官乾杯
・記念撮影

ホテルニューオータニ東京泊

＜ホストファミリー代表者＞
ホームステイマッチング
東京近郊の家庭にて2泊3日のホームステイへ
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第3章　日本国内活動

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

＜各国NL、YL、アシスタント・ユース・リーダー（AYL）＞
秋篠宮眞子内親王殿下御引見（秋篠宮邸）

10月29日
（木）

～

11月1日
（日）

＜各国NL、PY＞
地方プログラム（3泊4日、詳細は（2）地方プログラム日程を参照）
・山形県（SG-A） ・福島県（SG-B） ・茨城県（SG- C）
・新潟県（SG-D） ・愛知県（SG-E） ・島根県（SG-F）
・愛媛県（SG-G） ・佐賀県（SG-H） ・長崎県（SG-I）
・熊本県（SG-J）　 ・北九州市（SG-K）

10月30日
（金）

＜ホストファミリー代表者＞
主婦会館プラザエフ集合
都内視察（江戸東京博物館など）
ホテル日航成田へ移動

ホテル日航成田泊

8:25

8:50 
9:40

13:25

＜ファシリテーター＞
成田国際空港到着
タイ（NH-808）
羽田空港到着
インドネシア（GA-874）
シンガポール（JL-038）
フィリピン（PR-434）
空港到着後、（一財）青少年国際交流推進センターへ移動
オリエンテーション、船内ディスカッション活動準備
国立オリンピック記念青少年総合センターへ移動

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

10月31日
（土）

9:30 
10:30
11:00
11:05
11:45

＜ホストファミリー代表者＞
成田国際空港から帰国
ベトナム（VN-301）、 フィリピン（PR-431）
マレーシア、ブルネイ（MH-089）
インドネシア（GA-881）
シンガポール（SQ-637）
タイ（TG-643）

11:00-13:00
14:30-17:00 
19:00-19:45
20:00-21:00

＜ローカル・ユース（LY）、ファシリテーター＞
－YLS－
オリエンテーション
ディスカッション講座
日本・ASEAN文化交流プログラムオリエンテーション
自主活動

国立オリンピック記念青少年総合センター泊
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月日 時間 活動内容

11月1日
（日）

9:00-12:00

＜LY、ファシリテーター＞
－YLS－
ディスカッション・グループ活動

＜各国NL、PY＞
地方プログラムから帰京、国立オリンピック記念青少年総合センターに到着

18:50-19:30
20:00-21:30 

＜各国NL、PY、LY、ファシリテーター＞
－YLS－
全体オリエンテーション
ディスカッション・グループ活動

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

11月2日
（月） 8:40-11:15

13:20-13:50

14:00-17:30
(14:00-15:00)
(15:15-17:30)
19:15-20:45 

－YLS－
日本・ASEAN文化交流プログラム準備
YLS開会式（カルチャー棟大ホール）
・武川光夫内閣府政策統括官あいさつ
・Ms. Angelica C. Escalona 駐日フィリピン共和国大使館公使あいさつ
・PY代表 Mr. Andika Sasmita Pratama（インドネシアYL）あいさつ
日本・ASEAN文化交流プログラム
・パフォーマンス（カルチャー棟大ホール）
・展示（国際交流棟レセプションホール及び国際会議室）
交流の夕べ（国際交流棟レセプションホール）
・上村秀紀管理官あいさつ
・大河原友子YLS実行委員長乾杯
・LYパフォーマンス

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

11月3日
（火） 9:00-10:15

10:30-17:00
17:15-18:00

18:30-20:00

－YLS－
基調講演（カルチャー棟大ホール）
講演者：石川幸子氏（独立行政法人国際協力機構国際協力専門員）
テーマ：私の東南アジアへの旅 3Eの向こうに 
～Empathy 共感、Experience 体験、Engagement かかわり～
ディスカッション・グループ活動
サマリープレゼンテーション（国際交流棟国際会議室）
・ディスカッション・グループ別発表
LY修了書授与式・歓送会（国際交流棟レセプションホール）
・安田貴彦内閣府青年国際交流担当室長あいさつ
・LY修了書授与
・宮原久美日本青年国際交流機構事務局長乾杯

国立オリンピック記念青少年総合センター泊
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第3章　日本国内活動

月日 時間 活動内容

11月4日
（水） 10:00-15:30

＜各国PY、ファシリテーター＞
【課題別視察／ディスカッション・グループ別】

DG-1 青年の起業：株式会社a. school
DG-2 異文化理解促進：裏千家
DG-3 環境（自然災害と防災）：東京臨海広域防災公園そなエリア東京（防災体験学習

 施設）、（一社）防災教育普及協会
DG-4 食育：株式会社タニタ総合研究所
DG-5 保健教育（HIV/AIDS対策）：特定非営利活動法人ぷれいす東京

 特定非営利活動法人akta
DG-6 国際関係（日・ASEAN協力）：国際機関日本アセアンセンター

  特定非営利活動法人開発教育協会
DG-7 学校教育：品川女子学院
DG-8 情報とメディア：YouTube Space Tokyo

東京港へ移動、にっぽん丸に乗船

16:05-16:25 
＜各国NL、YL、AYL＞
安倍晋三内閣総理大臣表敬（首相官邸）
・PY代表 Mr. Suos Imsouchivy（カンボジアYL）あいさつ
・安倍晋三内閣総理大臣あいさつ
・記念撮影
東京港へ移動、にっぽん丸に乗船

18:00-18:30
＜各国PY、ファシリテーター＞
船側オリエンテーション（ドルフィンホール）

にっぽん丸泊

11月5日
（木） 7:30-8:00

9:30-10:30
10:30-12:00
13:30-14:45
15:15-15:40

16:00

＜各国NL、PY、ファシリテーター＞
日本国旗掲揚式（ドルフィンホール）
安全講話、避難訓練
出国手続き
船内公開
出航式（ドルフィンホール）
・安田貴彦内閣府青年国際交流担当室長あいさつ
・佐藤恵一日本青年国際交流機構会長あいさつ
・PY代表 Mr. Xavier Chia Pik Yang（シンガポールPY）あいさつ
・花束贈呈
出航
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(2) 地方プログラム日程
①山形県（SG-A）

飛塚典子山形県子育て推進部長を表敬訪問する 米沢市九里学園高等学校を訪問し、弓道を体験する

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

13:00-15:50
16:30-17:30

19:00

東京駅から山形駅へ移動（つばさ139号）
山形県庁表敬訪問
・飛塚典子山形県子育て推進部長あいさつ
・中野育子（日本NL）あいさつ
・PY自己紹介
・歓迎のパフォーマンス披露
・記念品交換
・記念撮影
オリエンテーション・夕食

ホテルキャッスル山形泊

10月30日
（金） 10:15-12:45

13:30-17:00

18:30-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・そば打ち体験及び昼食
・学校法人九里学園高等学校訪問（日本文化体験・各クラスでの交流・生徒との市
内散策）
歓迎会及びホームステイマッチング（東京第一ホテル米沢）
・ホームステイ・マッチング
・鏡千尋山形県青年国際交流機構会長あいさつ
・Ms. Pattarin Sanguankaew （タイYL）あいさつ　　
・相田隆行山形県青年国際交流機構副会長乾杯
・山形おきたま愛の武将隊演武
・PYによるパフォーマンス
・山形大学花笠サークル「四面楚歌」によるパフォーマンス
・佐藤恵一日本青年国際交流機構会長あいさつ

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

12:00
12:38-14:48
15:45

米沢駅集合
米沢駅から東京駅へ移動（つばさ140号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

32



第3章　日本国内活動

②福島県（SG-B）

内堀雅雄福島県知事を表敬訪問する 福島県立福島南高等学校で、生徒と共にディスカッションをする

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

13:00-14:32
15:20-15:50

16:00-16:20

18:00

東京駅から福島駅へ移動（やまびこ139号）
震災後の取組みについての説明（福島県庁）
・福島の現状と県産農産物の検査体制について
福島県知事表敬訪問
・内堀雅雄福島県知事あいさつ
・Mr. Diaz, Alfredo Bayoneta（フィリピンNL）あいさつ
・記念品交換
・記念撮影
オリエンテーション・夕食

ホテルサンルートプラザ福島泊

10月30日
（金）

10:00-16:00

18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム（福島県立福島南高等学校）
・開会式
・交流プログラム（アイスブレーキング、ゲーム、ディスカッション、部活動見学など）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ホテルサンルートプラザ福島）
・Mr. Mai Ngoc Nhan（ベトナムYL）あいさつ　　
・尾形淳一福島県こども未来局長あいさつ
・山崎庸貴「船と翼の会ふくしま」会長乾杯
・PYによるパフォーマンス
・ホームステイ・マッチング

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

12:00
13:16-14:48
15:45

福島駅集合
福島駅から東京駅へ移動（やまびこ140号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着
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③茨城県（SG-C）

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

12:53-14:06
15:00
16:00

18:30

東京駅から水戸駅へ移動（ひたち13号）
茨城県庁到着・見学
茨城県知事表敬訪問
・橋本昌茨城県知事あいさつ
・Mr. Nguyen Quoc Tuan（ベトナムNL）あいさつ
・記念品交換
・記念撮影　
県庁からつくば市内へ移動
オリエンテーション・夕食

オークラフロンティアホテルつくば泊

10月30日
（金）

10:00-17:00

18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・宇宙航空研究開発機構（JAXA）見学
・昼食
・折形体験及び地元青年との意見交換
歓迎会及びホームステイ・マッチング（オークラフロンティアホテルつくば）
・高畠聖子茨城県知事公室女性青少年課長あいさつ
・Mr. Nguyen Quoc Tuan（ベトナムNL）あいさつ
・深谷めぐみ茨城県青年国際交流機構会長乾杯
・ホームステイ・マッチング
・PYによるパフォーマンス
・水戸藩YOSAKOI連によるよさこいパフォーマンス

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

13:15
16:15

オークラフロンティアホテルつくば集合、バスにて移動
国立オリンピック記念青少年総合センター着

橋本昌茨城県知事を表敬訪問する

宇宙航空研究開発機構(JAXA)を見学する
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第3章　日本国内活動

④新潟県（SG-D）

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

12:32-14:40
16:00-17:00

18:00

東京駅から新潟駅へ移動（とき323号）
新潟県庁表敬訪問
・岡俊幸新潟県福祉保健部長あいさつ
・Mr. Thathsaphone Lerththavone（ラオスNL）あいさつ
・記念品交換
・記念撮影　
オリエンテーション・夕食

　　　　　ホテルラングウッド新潟泊

10月30日
（金）

9:30-16:30

18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・日本文化体験（旧斎藤家別邸訪問）　
・昼食
・学生とのディスカッション（新潟大学）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ホテルラングウッド新潟）
・小田サオリ実行委員あいさつ
・岡俊幸新潟県福祉保健部長あいさつ
・小林恵子新潟県青年国際交流機構会長乾杯
・郷土芸能「古町芸妓の舞」披露
・Mr. Thathsaphone Lerththavone（ラオスNL）あいさつ
・PYによるパフォーマンス
・ホームステイ・マッチング
・ホストファミリー代表者あいさつ
・岸田まりな受入実行委員長あいさつ 

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

12:00
13:07-15:20
16:30

新潟大学サテライトキャンパスときめいと集合
新潟駅から東京駅へ移動（とき324号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

岡俊幸新潟県福祉保健部部長を表敬訪問する

新潟大学の大学生とディスカッションをする
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⑤愛知県（SG-E）

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

12:33-13:56
14:10

19:30
21:30

東京駅から豊橋駅へ移動（ひかり513号）
日本・アセアン青年交流プログラム
・豊橋鉄道路面電車にて移動
・愛知県立豊丘高校訪問（日本文化体験実習、和太鼓体験など）
・赤岩口駅豊橋鉄道車庫訪問（営業所長より講話及び車庫見学）
オリエンテーション・夕食
地元青年との交流会

山びこの丘泊

10月30日
（金）

9:30-14:00

16:15-17:00

18:30-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム
・第二東名建設現場見学
・岡崎カクキュー（八丁味噌製造会社）見学
・昼食
愛知県副知事表敬訪問
・堀井奈津子愛知県副知事あいさつ 
・Mr. Nanda Aung（ミャンマーNL）あいさつ
・記念品交換
・記念撮影　
歓迎会及びホームステイ・マッチング（名古屋クラウンホテル）
・愛知淑徳大学箏曲部によるオープニングパフォーマンス
・川島毅愛知県県民生活部長あいさつ
・Mr. Nanda Aung（ミャンマーNL）あいさつ
・鈴木康史愛知県県民生活部次長乾杯
・PYによるパフォーマンス
・ホームステイ・マッチング
・浅野有香愛知県受入実行委員長あいさつ
・記念撮影

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

13:00
13:42-15:23
16:30

名古屋駅集合
名古屋駅から東京駅へ移動（のぞみ226号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

堀井奈津子愛知県副知事を表敬訪問する 八丁味噌製造現場を見学する
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第3章　日本国内活動

⑥島根県（SG-F）

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

14:25-15:50
17:00-17:45

18:00

羽田空港から出雲空港へ移動（JAL283便）
島根県庁表敬訪問
・新田英夫島根県環境生活部長あいさつ
・Mr. Mohd Mu Azam Shah Bin Abdul Mutalib（マレーシアNL）あいさつ
・PYの紹介
・記念品交換
・記念撮影
オリエンテーション・夕食

松江ニューアーバンホテル泊

10月30日
（金）

9:00-17:00

18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・アイスブレイク
・日本と島根についての紹介
・和菓子作り体験
・抹茶体験と工場見学（中村茶舗）
・昼食
・堀川遊覧船乗船と松江城見学
・振り返り及び意見発表
歓迎会及びホームステイ・マッチング（松江ニューアーバンホテル）
・中島大棋受入実行委員長あいさつ　
・Mr. Aung Ye Min（ミャンマーPY）あいさつ
・ホストファミリー代表乾杯
・地元青年によるパフォーマンス
・PYによるパフォーマンス
・ホームステイ・マッチング
・坂本偉健島根県環境生活部文化国際課長あいさつ

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

11:00
12:30-13:45
15:00

米子空港集合
米子空港から羽田空港へ移動（ANA386便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

新田英夫島根県環境生活部長を表敬訪問する 和菓子作りを教わる

37



⑦愛媛県（SG-G）

月日 時間 活動内容

10月29日
（木）

12:30-14:05
16:00-16:30

18:30-20:00

羽田空港から松山空港へ移動（JAL435便）
愛媛県副知事表敬訪問
・仙波隆三愛媛県副知事あいさつ
・Mr. Pg Anak Mohd Sofian Pg Anak Ibrahim（ブルネイNL）あいさつ
・記念品交換
・記念撮影
オリエンテーション・夕食

松山全日空ホテル泊

10月30日
（金）

9:00-16:00

18:30-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・フードサンプル作り体験
・昼食
・内子町街並み散策 （内子座見学、地元ボランティアの居合見学、
　木蝋資料館上芳我邸見学、五十崎凧博物館見学、凧揚げ体験）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（松山全日空ホテル）
・PYによるパフォーマンス
・Mr. Khant Hmue Zin （ミャンマーPY）及び 小野関直（日本PY）あいさつ
・ホームステイ・マッチング
・濱松一良愛媛県県民環境部県民生活局男女参画・県民協働課長あいさつ
・澤田乃理子愛媛県青年国際交流機構会長乾杯
・愛媛県郷土芸能民謡・民舞披露

10月31日
（土）

～終日ホームステイ～

11月1日
（日）

10:30

11:55-13:15
14:30

松山空港集合
お別れ会
松山空港から羽田空港へ移動（ANA590便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

仙波隆三愛媛県副知事を表敬訪問する 内子町歴史保護地区を見学する
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