日本国内活動/Activities in Japan
皇太子殿下御接見/Audience with His Imperial Highness the Crown Prince

安倍晋三内閣総理大臣表敬訪問
Courtesy Call on the Prime Minister Shinzo Abe

（写真は内閣官房内閣広報室提供）

(Photographed by the Cabinet Public Relations Office, the Government of Japan)
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陸上研修・船上研修 /Onshore and Onboard Training Session

日本国内活動/Activities in Japan
歓迎レセプション/ Welcome Reception

地方プログラム/Regional Program

課題別視察/Institutional Visit

明治学院大学国際平和研究所にて平和についての講義を受ける
左藤章内閣府副大臣からの挨拶

宮城県伝統舞踊のすずめ踊りを披露した学生たちとの集合写真（宮城県）

Mr. Akira Sato, State Minister of Cabinet Office of Japan delivers his speech.

Commemorative photo of PY and local students who performed the traditional
Sparrow Dance (Miyagi Prefecture)

竹内広行大阪府副知事を表敬訪問（大阪府）

三重県立相可高等学校を訪問し学生と交流（三重県）

Courtesy Call on Mr. Hiroyuki Takeuchi, Vice Governor of Osaka Prefecture
(Osaka Prefecture)

PY visit Mie Prefectural Ohka High School and interact with local students.
(Mie Prefecture)

大鳴門橋架橋記念館エディを訪問し渦潮の仕組みについて学ぶ（徳島県）

河野俊嗣宮崎県知事を表敬訪問（宮崎県）

PY visit EDDI Ohnaruto Bridge Crossing Memorial Hall and learn about
whirlpools. (Tokushima Prefecture)

Courtesy Call on Mr. Shunji Kouno, Governor of Miyazaki Prefecture
(Miyazaki Prefecture)

開講式/Opening Ceremony

宮腰光寛内閣府特命担当大臣からの激励を受けた後のバヌアツのナシ
ョナル・リーダーのスピーチ

NL of Vanuatu delivers her speech after being encouraged by Mr. Mitsuhiro
Miyakoshi, Minister of State for Youth Affairs of Cabinet Office.
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出航式/Departure Ceremony

（平和な世界をつくるための教育コース）

認定特定非営利活動法人カタリバにて自国の教育分野における課題につ
いて意見交換を行う
（お互いを高め合う実践型エンパワメントコース）

Peace lecture at International Peace Research Institute Meiji Gakuin University
(Education to Make Peaceful World Course)

PY discuss educational issues in their home countries at Certified Specified
Nonprofit Corporation Katariba. (Empowerment Course)

株式会社メルカリを訪問し社内の多文化共生の施策について説明を受ける
（グローバル・シティズンシップコース）

国立国際医療研究センターにて発展途上国の健康被害の事例に対し、小
グループに分かれ意見交換を行う.（グローバルヘルスコース）

PY visit Mercari, Inc. and have an explanation of the diversity and inclusion
initiatives. (Global Citizenship Course)

PY have a small group discussion on health issues in developing countries at
National Center for Global Health and Medicine. (Global Health Course)

特定非営利活動法人WELgeeを訪問し、難民の青年とフリーディスカッシ
ョンを行う
（国際協力コース）

NHKを訪問し、スタジオパークを見学（情報とメディアコース）

PY visit Specified Nonprofit Corporation WELgee and have free discussions with
youth refugees. (International Cooperation Course)

PY visit NHK and Studio Park. (Information and Media Course)

都内視察/ Tokyo City Tour

早稲田大学国際コミュニケーション学科を訪問し、外交におけるソフトパ
ワーについて講義を受ける
（ソフトパワーと青年外交コース）
出航の挨拶をする日本のナショナル・リーダーとサブ・ナショナル・リーダー

NL and SNL of Japan give a speech for departure.

PY visit International Culture and Communication Studies of Waseda University
and have a lecture about diplomacy and soft power.
(Soft Power and Youth Diplomacy Course)

人力車を体験する外国参加青年

OPY experience a rickshaw ride.
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陸上研修・船上研修 /Onshore and Onboard Training Session
コース・ディスカッション/Course Discussion

世界各国の教育システムについて意見交換
（平和な世界をつくるための教育コース）

Discussion of each country’s education system
(Education to Make Peaceful World Course)

メディアインフルエンサーについてのポスター発表
（グローバル・シティズンシップコース）

All-PYセミナー/All-PY Seminar

事前に準備してきた2分間レッスンを披露する参加青年
（お互いを高め合う実践型エンパワメントコース）

PY present prepared 2-minute lessons. (Empowerment Course)

Presentation on the situation of refugee acceptance in PY’s country
(International Cooperation Course)

Poster preparation after discussing on diversity and inclusion
(Soft Power and Youth Diplomacy Course)
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Environment and sustainability seminar held by Japanese PY

たばこの規制に対する講義（グローバルヘルスコース）

Lecture on tobacco restrictions (Global Health Course)

日本参加青年主催の空手クラブで基本動作を学ぶ

トルコ参加青年が主催したトルコ語クラブで単語や文法について学ぶ

PY experience basic movements in Karate Club organized by Japanese PY

PY learn vocabularies and grammars in Turkish Language Club organized by
Turkish PY

エクアドル参加青年が主催したラテンダンスクラブでステップを踏む

日本参加青年主催の書道クラブで漢字の書き方を学ぶ

PY practice salsa steps in Latin Dance Club organized by Ecuadorian PY

PY learn how to write Kanji in Japanese Calligraphy Club organized by
Japanese PY

情報やメディアが社会に及ぼす影響について意見交換
（情報とメディアコース）

Discussion on the social impact by information and media
(Information and Media Course)

サマリー・フォーラム/Summary Forum

多文化共生について意見交換し、内容をポスターにまとめる
（ソフトパワーと青年外交コース）

日本参加青年による環境と持続可能性についてのセミナー

Leadership seminar held by an Australian PY

クラブ活動/Club Activity

Poster presentation about media influencers (Global Citizenship Course)

自国の難民受入れ状況の発表（国際協力コース）

オーストラリア参加青年によるリーダーシップについてのセミナー

平和な社会を構築するためにはなぜ教育が重要かについて発表した
（平和な世界をつくるための教育コース）

PY present the importance of education to build a peaceful society.
(Education to Make Peaceful World)

エキシビジョン/Exhibition

ソロモン諸島参加青年主催のパンパイプクラブによる笛の演奏

日本参加青年が主催した茶道クラブによる茶会に見立てた発表

Panpipe Club organized by Solomon Islands PY plays panpipes.

Sado (Japanese Tea) Club organized by Japanese PY demonstrates a scene
of tea ceremony.
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船上研修 /Onboard Training Session
各国紹介セッション/Country Introduction

スポーツ＆レクリエーション/Sports & Recreation

チリ参加青年によるチリの歴史や文化の発表

スウェーデン参加青年による社会システムの発表

Presentation on history and culture of Chile by Chile delegation

Presentation on Swedish social systems by Swedish PY

レター・グループ対抗の椅子取りゲーム

レター・グループ対抗の綱引き大会

Letter Groups compete by playing musical chairs games

A tug of war competition by Letter Group

自主活動/ Voluntary Activity

ナショナル・プレゼンテーション/National Presentation

有名なミュージカル映画を再現する船上動画を作成
日本参加青年による太鼓とソーラン節の披露

バヌアツ参加青年によるスティックを使った踊りの披露

Performance of Japanese drums and Soran dance by Japanese PY

Stick dance performance by Vanuatu delegation

Reenactment of famous musical movie to produce an onboard video

ファッションショーを通し、伝統衣装や様々な趣向を凝らしたファッション
を発表し合う

Through Fashion Show, traditional costumes and creative fashions were
introduced.

事後活動セッション/Post-Program Activities Session

Peer-Learningセミナー/Peer-Learning Seminar

事後活動についての講義

Lecture on Post-Program Activities.
Airbnbが今日の社会に与える影響についての講義

異文化マネジメントについて意見交換

Lecture about Airbnb and how it impacts on today’s society

Discussion on cross-cultural management

ソーシャルメディアを活用したリーダーシップについての講義

各参加青年にとっての宗教とは何かについて意見交換

日本参加青年2名による明治からの学びについて発表

Lecture on social media leadership

Discussion on what religion means to each PY

Two Japanese PYs present what they can learn from Meiji Era.
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講義：明治期から学ぶ先進的グローバルリーダー
Lecture on Leadership: Learn from pioneering global leaders of Meiji Era

事後活動に取り組みたいトピック別で行った議論を全参加青年へ共有

Poster discussion presentation to share the discussed ideas based on what
each PY is interested in.

リエントリーセミナー/Re-Entry Seminar

心理カウンセラーより下船後に起こる精神的ストレスの状況とその対処
方法についての講義

Lecture by the psychological counselor on stress management and what to
expect after disembarkation.

13

