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ブリッジ バーチャル サマーキャンプ 

― 国際交流プログラム【ファシリテーターボランティア募集要項】 ― 

  

 

『世界中に友達を作る』をテーマに、福岡のこども達と海外のこども達がオンラインで繋がる国際交流プログラム『ブリッジ バーチャル 

サマーキャンプ』。その中で、福岡のこども達と海外のこども達の７名程で構成されるグループ内のプログラム進行を担うファシリテー

ターボランティアを募集しています！！  

 

 

 

 

  

 

アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）/ ブリッジ バーチャル サマーキャンプとは？ 

「アジア太平洋こども会議・イン福岡」とは、1989 年に福岡市制 100 周年を記念して開催された「アジア太平洋博覧会 (通

称：よかトピア)」の参加事業としてスタートし、福岡をベースに展開している民間レベルの草の根国際交流事業です。APCC は

英語名“Asian-Pacific Children’s Convention in FUKUOKA” その頭文字を取り、親しみをこめて APCC と呼ばれてい

ます。APCC の事業は、こども達を対象に国内外でのホームステイや学校体験など様々な交流機会を提供し、言葉や習慣の違

いなどに触れ、お互いを分かり合う「OMOIYARI（思いやり）」の心を育んでいます。2018 年、30 周年を迎えたことを機に、新

たに事業総称『BRIDGE KIDS PROGRAMS』とし、より多くの福岡のこども達が参加できるような交流機会の拡充を図っていま

す。例年 『BRIDGE KIDS PROGRAMS』では、夏に世界各地から招いた 200 人以上の 11 歳のこども達と引率者が福岡の

街全体をキャンプ地とみたて、ダイナミックな異文化交流を繰り広げるプログラム『BRIDGE Summer Camp(ブリッジ サマーキャ

ンプ)』を行っております。2021 年は、APCC が培ってきたこれまでの経験とネットワークを活かし、 新しい国際交流の形としてオン

ラインを活用した交流事業『BRIDGE Virtual Summer Camp (ブリッジ バーチャル サマーキャンプ)』を行います。本プログラ

ムは、海外のこども大使（APCCが窓口をもつ47か国・地域の中から参加予定の11歳前後のこども達）とFUKUOKA KIDS

（公募で選ばれた福岡の小学校 4～6 年生）を対象とした全 7 回の構成となっており、グループワークや文化紹介などのアクテ

ィビティを通じて交流を行います。また、世界共通のテーマである『SDGs』について一緒に取り組みながら、こども達がお互いを理解

し友情を育むことを目的としています。プログラム期間中、FUKUOKA KIDS は各回の目的に応じて、自宅から、もしくは会場に

集まってオンラインにて海外のこども大使と交流します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ APCC のビジョン 

わたしたち APCC メンバーは、OMOIYARI(思いやり)の心をもった地球市民となり 

こどもたちの笑顔あふれる世界を実現します 

 

■  APCC のスローガン 

 

 

 

 

 

 

 



【プログラムの特徴】 

■ 『世界中に友達を作る』をテーマにグループワークや文化紹介などのアクティビティを通じて交流する全 7 回のプログラム。 

■ 世界中にある APCC ネットワークを活用し、多様な国・地域の海外のこども大使達が参加予定。 

■ グループワークは海外のこども大使 4 名程、FUKUOKA KIDS3 名程、こども達の交流をサポートするファシリテーター、元こど

も大使経験者の海外サポーターで構成されるグループで活動。 

■ こども達がこのプログラムを通してお互いを理解し友情を育み、『OMOIYARI の心を持った地球市民』となってもらうきっかけと

することが目的。 
 

ファシリテーターについて 

ファシリテーターは英語でグループ内のプログラム進行を行いながら、こども達の交流をサポートするのが役目です。グループ内で英

語のサポートをしたり、グループを盛り上げたりしながら、こども達がより活発な交流ができるよう応援します。また事前のファシリテー

ター研修等を通じて、こども達がよりスムーズに交流できるように準備を行いプログラムに臨みます。プログラム期間中は、

FUKUOKA KIDS 向けの時間もあり、FUKUOKA KIDS は日本語で交流の準備や振り返りを行い、ファシリテーターはそのサポ

ートも行います。事前研修やプログラム期間中など、ファシリテーター自身も国内外のこども達や海外サポーターと交流する機会が

沢山あります。ぜひ、ブリッジバーチャルサマーキャンプに『ファシリテーターボランティア』として参加し、新しい日常での国際交流を一

緒につくり上げませんか。 

【ファシリテーターの主な仕事】 

(1)  グループ内での円滑なプログラム進行を担い、こども達の交流を近い立場でサポートする。  

(2)  APCC のボランティア登録をし、ファシリテーターとして BRIDGE KIDS PROGRAMS 

2021 実行委員会やトレーニング部会と協力しながら研修やプログラムの運営に取り組む。  

(3)  下記のファシリテーター事前研修・プログラムに意欲的に参加する。また各プログラム実施前

後にこども達のフォローアップや次回への準備を行う。 

＊トレーニング部会：ファシリテーターの研修を企画・運営し、ファシリテーターのサポートを行うボランティアグループ 
 

  ファシリテータースケジュール 

■ ファシリテーター事前研修 *Zoom を使用予定 

 事前研修① 事前研修② 事前研修③ 事前研修④ 

日程 

6 月 26 日（土） 

14:00～17:00 

もしくは 

6 月 27 日（日） 

10:00～13:00 

7 月 10 日（土） 

14:00～17:00 

もしくは 

7 月 11 日（日） 

10:00～13:00 

7 月 24 日（土） 

14:00～17:00 

もしくは 

7 月 25 日（日） 

10:00～13:00 

8 月 7 日（土） 

午後 

場所 オンライン（ご自宅） オンライン（ご自宅） オンライン（ご自宅） オンライン（ご自宅） 

備考 ※どちらかの日時に参加 ※どちらかの日時に参加 ※どちらかの日時に参加 海外サポーターとの合同研修・準備 

 

■ プログラム期間   *FK・・・FUKUOKA KIDS *JA・・・海外のこども大使 

 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第 7 回 

土

曜 

8 月 

8 日 

(日) 

午後 

8 月 21 日(土) 

16:00~19:00 

9 月 4 日(土) 

16:00~19:00 

9 月 18 日(土) 

16:00~19:00 

10 月 2 日(土) 

16:00~19:00 

10 月 16 日(土) 

16:00~19:00 

11 月 

21 日

(日) 

午後 

日

曜 

8 月 22 日(日) 

9:00~12:00 

9 月 5 日(日) 

9:00~12:00 

9 月 19 日(日) 

9:00~12:00 

10 月 3 日(日) 

9:00~12:00 

10 月 17 日(日) 

9:00~12:00 

場

所 

ビデオ 

視聴 
福岡市内会場 福岡市内会場 福岡市内会場 福岡市内会場 福岡市内会場 

福岡市

内会場 

参

加

者 

FKのみ 
*JA&FK 

（自宅） 

JA&FK 

（自宅） 

*JA&FK 

（自宅） 

JA&FK 

（自宅） 

JA&FK 

（自宅） 
FK のみ 



※プログラム期間の第 1 回（FUKUOKA KIDS 向けオリエンテーション）については後日ビデオ視聴。 

※プログラム期間の第 2 回～6 回は、一貫して同じ曜日、もしくは両日(両日の場合はすべての日程)に参加。 

（申込フォームにて希望曜日をご回答いただき、決定通知にて APCC より担当日程を通知します。）  

※プログラム期間の第 2.4.7 回については FUKUOKA KIDS はファシリテーターと同じ会場にて参加。  

※プログラム期間、上記指定日時の前後等に開催されるミーティングに参加し、各グループの状況報告やこども達のフォローアップ、

また次回のプログラム準備等を行う。 

★5/14 変更点★ 

第 2.4 回のプログラムに関して 【変更前】FK：会場での参加 →【変更後】FK：自宅からのオンライン参加 
 

応募条件・応募資格 

(1) 事業目的に賛同し、BRIDGE KIDS PROGRAMS 2021 実行委員会やトレーニング部会と協力してこども達の交流のサ 

ポートを行うと共に、事前研修も含めて、プログラム終了まで責任を持って携われる方。 

(2)  日常会話レベルの英語が話せる方。11 歳前後のこども達の英語での会話をフォローできる方。  

(3)  異文化交流プログラムのファシリテーターとして、異文化や交流に興味を持ち、積極的に参加する意欲のある方。 

(4) こども達の自主性を引き出し、より活発な交流ができるよう様々な取り組みをサポートできる方。（例：プログラム期間中の

担当グループ内のコミュニケーションサポート等） 

(5)  15 歳（高校生）以上の方。 

(6) 当団体が行うすべてのファシリテーター事前研修(全４回)に必ず参加できる方。（日程はファシリテータースケジュール参照）  

※事前研修①～③については指定の日時のうちどちらかを選択｡ 

(7) 当団体が行うすべての本番プログラムに必ず参加できる方。（日程はファシリテータースケジュール参照）  

※プログラム期間の第 1 回については後日ビデオ視聴。 

※プログラム期間の第 2 回～6 回は、一貫して同じ曜日、もしくは両日に参加(土曜日のみ、日曜日のみ、もしくは両日)。 

（申込フォームにて希望曜日をご回答いただき、決定通知にて APCC より担当日程を通知します。） 

(8) プログラム期間、指定日時の前後等に開催されるミーティングに参加し、各グループの状況報告やこども達のフォローアップ、

また次回のプログラム準備等(簡単な資料作成など) に協力できる方。  

(9) オンラインでの事前研修にご自身のデバイス (スマートフォン不可・PC 推奨）・ネット環境にてご参加できる方。（プログラム

期間中に関してもご自身のデバイスを使用していただく可能性もございます）  

(10) APCC のボランティア登録ができる方。  

(11) APCC の事業企画・運営における新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を理解し、APCC が主催する活動・行事に

参加する際、APCC が定める規定、感染防止対策に従って、参加・行動できる方。 

※『新型コロナウイルス感染症に関して（基本方針及び応募条件）』 

URL: https://www.apcc.gr.jp/cms/covid19 

(12) ファシリテーターに決定後、APCC 規定の同意書を提出できる方。 
 

注意事項 

(1) プログラムの参加費や報酬はありませんが、以下の経費については個人負担となります。  

・APCC 指定のユニフォーム (税込 1,500 円 / 1 枚)  

・APCC 主催のプログラム開催会場までの交通費  

・その他、PC・ネットワーク環境を整えるために必要な経費 (Wifi･パソコン･マイク･カメラ 等)  

(2) 当事業 (事前・事後研修期間を含む) 実施中の災害、病気、事故等、主催者の責に帰さない理由によって生じる参加

者の損害等については、主催者 (APCC) は責任を負いません｡ボランティア活動保険への加入を推奨しております｡ 

(3) ファシリテーター決定後、決定通知に同封の書類を提出していただきます｡提出後の参加辞退はできませんので、予め日程

等をご確認の上、ご応募ください。また万が一、参加が難しい研修・プログラム日程がある場合は申込フォームにてお知らせく

ださい。 

(4) 研修期間中、実行委員会がファシリテーターとしてプログラムへの参加が困難だと判断した場合は、決定後であっても以降の

参加をお断りする場合があります (例：ファシリテーターとしての責任感が感じられない、研修を欠席する、 等)。  

 
 

https://www.apcc.gr.jp/cms/covid19


申込方法  

 APCC ホームぺージより、WEB 申込をしてください｡ 

＜申込専用ページ＞URL: https://www.apcc.gr.jp/cms/bvsc-facilitator 

※申込フォームの設問の中に下記課題へ回答いただく箇所があります。 

事前に課題内容をご確認の上、申込フォームへお進みください。 

【課題内容】  

（1）志望動機 / 250 字以内 

（2）オンラインで、母国語が違うこども達同士がコミュニケーションをとるにあたり、ファシリテーターとして大事にしたいこと  

/ 250 字以内 

【注意事項】  

・ 申込フォームには、入力漏れや記入漏れなどの不備がないよう十分ご注意ください。  

・ 申込時にいただいた個人情報は、個人情報保護関連法、及び APCC 個人情報保護方針･規定に基づき適正に管理・保

護し、目的以外の利用や第三者への情報提供は行いません。  

・ NPO 法人 アジア太平洋こども会議・イン福岡 ｢個人情報保護方針・規定｣を必ずご確認いただき、同意の上でお申し込み

ください。  

※『APCC 個人情報保護方針･規定』  

URL: https://www.apcc.gr.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/privacypolicy.pdf 
 

 応募締切  

■ 締切：2021 年 5 月 21 日 (金) 18:00 

※18:00 以降は申込フォームにアクセスできません。手続き途中の場合、受付ができなくなりますのでご注意ください。 

（所要時間 20 分程度）  

※下記の申込専用ページにてお申込みください。電話･メール・FAX 等でのお申込みは受け付けておりません。  
  

  選考スケジュール 

 

お問い合わせ先 

NPO 法人 アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC） 

 『ブリッジ バーチャルサマーキャンプ ファシリテーター募集』係   

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5 階 

TEL：092-734-7700  E-mail：info@apcc.gr.jp 受付時間：10:00～18:00（土・日・祝を除く） 

選考方法  

■ 1 次選考：書類選考  ※申込フォーム内の情報(課題内容を含む)にて選考します。 

選考結果はお申込みいただいた方全員へメールにて通知します。  

■ 2 次選考：オンライン面接 (Zoom) 

6 月 5 日 (土) ・6 月 6 日 (日) のいずれかで行います。  

申込時にフォームにて参加可能日をご入力ください。  

※ 30 名程度を募集予定です。 

※ 選考結果に関するお問い合わせには、一切お答えできません。予めご了承ください。  

決定通知  

■6 月中旬 郵送にて  

選考結果はお申込みいただいた方全員へ通知します。  

参加が決まった方には、6 月 26 日 (土) 、もしくは 6 月 27 日 (日) の事前研修①に参加していた

だきます。  

https://www.apcc.gr.jp/cms/bvsc-facilitator
https://www.apcc.gr.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/privacypolicy.pdf
mailto:info@apcc.gr.jp

