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みらいの森のプログラム は、子どもたちが自分の将来の道を自分の力で

切り拓くためのスキルや知識を、体験を通して身に着けられるようにデザインされています。

子どもたちは様々な経験とチャレンジを乗り越え、新たな自分と可能性を見つけ、

自己実現と創造性にあふれた未来へと向かっていくのです。
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Mission and Vision
03

Mirai no Mori programs are designed to provide the skills and 

knowledge that the children need to be able to choose and create their own path for the future.

Through new experiences and overcoming many challenges, children discover new 

possibilities for themselves, leading to self-actualization and a flourishing future.

Mission

Vision

We envision a Japan where all children have equal opportunities.
私たちは、全ての子どもたちが平等な機会を持つ日本社会の実現をめざします。

NPO みらいの森は、児童養護施設で暮らす子どもたちに向けて、 
アウトドアプログラムを通じ、生涯の糧となる体験を創り出し、
幸せで実りある未来へとつなげるサポートをします。

Not-for-profit organization (NPO) Mirai no Mori creates life-changing 
outdoor programs for abused, neglected, and orphaned children in Japan, 
supporting their growth into happy and successful young adults.
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または がいる
Percent of children have either 
or both parents

児童養護施設に暮らす子どもたちの
Children living in institutional care homes

を けた経験のある子どもたちの
Percent of children who have experienced abuse

児童養護施設の子どもたちを取り巻く現状
Issues Faced by the Children

81.7%

30%

71%

Children's care homes are facilities that house 
children, aged one to eighteen, who cannot live 
with their parents or whose family is unable to 
raise them adequately. There are various 
reasons for children to be admitted to these 
homes, including parents passing away, 
divorcing, or falling ill, and economic hardship. 
However, admissions as a result of abuse have 
been increasing recently, and now over half of 
children in care homes have experienced some 
form of abuse in the past.

Children’s care homes and their circumstances are still not yet properly understood by the public. There is  a 
misconception that all children at the facility are “problematic” and “anti-social” or are poor and abandoned by their 
parents. The children can face outright discrimination at school or work. As a result, many children and adults hide the 
fact that they live, or have lived, in care homes.

児童養護施設とは、様々な で と に暮らせな
い、または、 や による 切な養 が な
18 の子どもが生 している施設です。 は
様で、 との 、 や 、または経 な
が げられます。 しかしながら、 は の によ
る が え、児童の が を けた経験が
あります。

Thanks to the tremendous efforts of care workers and administrators, children living in care homes are provided with 
security and comfort. The children attend local schools as well as pursue hobbies, sports, and other leisure activities. 
They can also take part in events at the care homes and join local children's groups.

施設では、 や の な 力により、子どもたちが して生 で る が されています。子どもたちは施設から へ
通っていますが、 れ に、 や を し り、施設の や子ども会など の に する機会もあります。

Many children who grew up in such circumstances still suffer from psychological trauma. As a result, many of them face 
a variety of issues, not just in their day-to-day lives, but when they leave the care home and live independently.

のような で ち、 の経験をして して た子どもたちには、 に を持った子が います。 れにより、 らは生 、 し
て自 に向けて様々な に します。

児童養護施設の現状
Children's Care Homes

子どもたちの生活
Life in Care Homes

60%

社会では、ま 児童養護施設に する しい が していないのが現実です。 が い子どもたちや、 社会 な子どもたち
が でいる に てられたか い うな子どもたち 等の としたイ ージから、実 の まで様々で、施設で生 してい
る とや、施設出身である とを にしている子どもたちも います。

社会からの偏見
Social Prejudice

心の傷
Psychological Trauma

In principle, children are required to leave care homes and live independently at age 18, as they graduate from high 
school. From then, they are responsible for managing every aspect of their lives, such as food, clothing and 
accommodation, as well as work and studies. This is a sudden and substantial change from the sheltered life in a care 
home, both physically and emotionally. While they start to prepare for it as they enter high school, it is difficult to fully 
prepare for life in a new environment, forming new relationships, and having complete responsibility for their work. 
Consequently, some children find it difficult to cope with the new problems that they encounter, such as managing their 
own finances, balancing work and study, managing workplace relationships, as well as social prejudice and the stress of 
being alone. 

児童養護施設の子どもたちは で、 と に施設を し、 す ての自 が められます。経 にも、 にも、
にも、全て で を持ち暮らしていくという とは、施設での られた生 とは します。しかし、新しい で、新しい
を り、 を持って や などに り でいく を、施設にいる に全て えるのは な とではありませ 。 、

と イトの 、 、 見、 から来るストレスなど、新しく出てくる に し れない子どもたちもいます。

18 歳での自立
Becoming Independent

Once the children have graduated from high school and started to live independently, 
with no adults they can rely on, most of them choose to work, for economic reasons. 
Even those who advance to higher education still need to work to support themselves, 
and some of them end up dropping out of higher education, due to the difficulty of 
balancing work with their studies.

に自 して、 れる もいない子どもたちは、経 な から を 子が く
います。また、 したとしても、生 を うため かなけれ いけなく、 と を し
なけれ いけない しさから、 してしまう子も なくありませ 。

Unable to prepare themselves fully, both physically and emotionally, without adequate social support, and still suffering 
from psychological trauma, children face issues in their “independent” lives that are overwhelming, and some of them 
end up in situations far from ideal.

のための な に え、自分自身の えもで ていないうえに、社会に 分な ー トがあるとは えない で、
の も えないまま 自 していく くの子どもたちの は して るいとは え 、 から ど い に ってしまう子もいます。

低い進学率と最終学歴
Low Rate of Higher Education

身体

性

グレ ト

Physical abuse

Sexual abuse

Neglect

Psychological abuse

30,000

自己肯定感の不足
Lack of self-affirmation

自信・自尊心の低さ
Lack of confidence and low self-esteem

コミュニケーション能力の不足
Poor communication ability

大人・他人への不信感
Unable to trust adults and other people

乏しい冒険心・失敗への極度の恐れ
Little sense of adventure, extreme fear of failure

決断力、レジリエンスの不足
Indecisiveness and lack of resilience

ワーキングプア
Working poor

ホームレス
Homelessness

犯罪・風俗業への関わり
Involvement in crime or the sex industry

P     
  

施設 生
    

全 生
     

NPO ジ ース イル 全 児童養護施設 社会 自 と に する
 NPO     N           
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At the camps, the children show sides of themselves that they have never shown in their daily lives, which even 
surprises their care workers. They may help in the kitchen, eat their food without any fuss, speak in front of 
people, or complete an 8-km hike on their own without complaint; these are abilities that children only started to 
show at the camp. At Mirai no Mori, we refer to this as “Camp Magic”, and we value this very highly in our 
programs. “Camp Magic” signifies that the children are stepping out of their usual self and demonstrating their 
own ability and potential. One of our continuous challenges is to create a way that children can take this magic 
back to their daily lives.

キャンプでは、子どもたちが施設では見せた とのない、 さ も っくりするような が
見られる とがあります。キ チンで いしたり、 い を たり、 で

な で で たり、 の イキングを に しく けたりと、子どもによって
様々ですが、 では してやらないような とがキャンプではで てしまいます。みらいの森
では れを キ ンプ ジ と でいます。 れは子どもたちが自ら自分の可能性を に
出して ている で、プログラム でもとても にしています。また、 のキャンプ ジ

をどのように日 生 につなげられるかも、プログラムとしてつ に を ています。

● 体験型 Experiential Learning Continuous継続的 ●

体験型
Experiential 

Learning

体験型
Experiential 

Learning

継続的
Continuous
継続的

Continuous

子どもたちは までやった とのない とを経験し、 えた
とのない とを え、自分自身の体験を通して を し

する とを ます。実 に体験する とにより、 や
けでは らない知識や え を自分の として、

に った で身に着ける とがで ます。さらに、プログ
ラム では してもやり し、 から る を創り
げています。

The children acquire skills and knowledge through their 
own experience. They are exposed to new 
environments, methods, people, and ideas, and learn 
how to understand and organize their surroundings in 
their own way. Through their experiences, the children 
can acquire knowledge and absorb ways of thinking 
that could not be conveyed in words or theories. We 
also maintain a supportive environment so that when 
they fail, they can learn from it and try again.

みらいの森プログラムは、 す る自 を えざるを ない に かれた子どもたちが、社会に出たと に となる 生 る力 を、
体験を通して身に着け、自分の道を自分の力で切り拓けるようになる とを として、デザインされています。 日 な で、新し
い経験を通し、 い の で新しい自分を 見する とがで ます。

The Mirai no Mori program is designed to equip children 
with “life skills” that they require when they become 
independent and that enable them to choose and create 
their own path for the future. The program creates 
learning experiences for children through new 
environments, methods, people, and ideas, and provides 
opportunities for them to rediscover and redefine 
themselves.

、 して で るプログラムを する とにより、
子どもたちは のプログラムの経験をもとに を する

とがで ます。また、 も している子どもたちは、
みのある に を持ち、 はやらないような とや、

新しい とにも してい ます。さらに、 する子どもた
ちの に せ、 生から 生まで、 やレ ルに っ
た キ ラムをプログラムに み でいます。

We have programs every month, as well as every year, to 
which children can come back. Repeating participants can 
continue their learning based on the experiences they 
had in the previous programs. In addition, children who 
come back to the programs feel secure in the familiar 
environment, and are more likely to push themselves and 
try activities that they normally would not. We also have  
a curriculum built into our program to suit different ages 
and levels, so there is always something new and children 
can learn at their own speed.

キ

ャンプマ
ジック

C a mp M

agic
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Outdoors

Nature provides a stage, without discrimination or prejudice, where 
children can learn to think and act on their own, and be responsible 
for themselves. They can also learn to consider their surroundings 
more widely and set targets so that they can reach goals on their 
own.

自 という 日 で、 や 見のない での を通し、子どもたちは自
分の とは自分で を持つ とを 、自分で えて する力を みます。
また、 を い でとらえ、 や 設 などを とで、自ら ー
ルへたどり着く を ます。

Children are exposed to new ideas and ways of thinking by 
interacting with people of diverse backgrounds, cultures, and 
languages. They can further broaden their views and rediscover 
themselves by applying new ideas. They can also learn new ways to 
express themselves by communicating with people who don’t share 
the same “common sense”.

みのない や を通し、 に する 様な え に れる とに
より、子どもたちはさらに を げ、 の で新たな自分を見つける とが
で ます。また、 の 識 が通じない と する とで、新たな
現 などを 、 ー ン力を めます。

By interacting  with adults with a variety of backgrounds, jobs, and 
life styles, the children gain an awareness of options for their future, 
and can learn a variety of ways for reaching their goals.

子どもたちは、様々な を持ち、様々な や で している たちと
する とにより、自分の将来の やライ ス イルの に 、

可能性を げます。

アウトドア

Role Models
ロールモデル

Diversity
多文化

Our Program
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Mirai no Mori programs use three principal tools for the children to enjoy themselves while learning in their own way and 
at their own speed.

みらいの森プログラムでは、子どもたちが れ れの と自分の ースで しみながら ために、 の つを もな道 として
しています。

3 つの道具
Three Tools



This program is our longest residential camp, consisting of five 
days and four nights in the great outdoors. Because of its 
length, this is also our most effective program. The children 
engage in a variety of fun outdoor activities, such as camping, 
hiking, outdoor cooking, and stream walking. As the children 
start to trust the staff and form new friendships with their 
fellow campers, they become more comfortable and secure. 
As a result, they are able to take on challenges that they 
normally would not or could not on the first day. The summer 
camp is full of “Camp Magic”. It is also the program where 
repeating campers can shine the most by teaching or serving as 
role models for first-time campers.

日の から られる が く、 も の い 自 の のプロ
グラムです。 ント 、 イキング、 、 りなど、自 の しみ を

ながら します。 に生 するス と を 、新しい と
の を める とで、 で る が創り出されます。 ではやらないよ
うな とにチャレンジしたり、 日にはで なかった とが 日 にはで た
り、みらいの森のキャンプ ジ が も生まれるプログラムです。また、

めての に える に ったり、 本になったりと、 ー ーた
ちがより くプログラムでもあります。

This program is a four-day, three-night residential camp focused on activities in the snow. The 
beautiful, but sometimes harsh, winter is full of new experiences and learning opportunities for the 
campers. As the children learn how to use the specialized winter gear and equipment and manage it on 
their own, they learn to be self-reliant and responsible. They also need to share the gear and equipment, 
as well as the space, with other campers, thus learning how to communicate and get along well with 
others.

日の の での が なプログラムです。 しく、 しく、 には しい の自
の を通し、キャン ーたちは様々な とを 、体験します。 い でも しく る、

の し な の いかたや けかたを い、 れを自分で する とにより、自分の
に を持つ とを ます。また、 の子どもたちと じス ースや道 を する とで、 り

とうまくやり りする とを 、 ー ン力を養います。

年間プログラム
Annual Programs

年間プログラム
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Residential Camps

Summer Camp

Winter Camp

長期宿泊型プログラム

Back to

Nature

Back to

Nature

SUMMER
CAMP

Leaders in

Training



The monthly Back to Nature programs consist of various themes 
and activities, including hiking, forestry experiences, and 
rafting. By attending our programs regularly, children can 
reinforce what they have learnt at the residential camps, and 
apply the learnings in their daily lives. We also ask volunteers 
from sponsoring companies, who have diverse backgrounds, 
to join the programs as role models. This, combined with 
themes like Easter and Halloween, allows children to come in 
contact with a variety of cultures and values, opening up their 
world even further.

の日 りプログラムで、 イキング、 り体験、ラ ングなどのプログ
ラムに に する とで、 キャンプで とを日 生 へとつなげる

っかけとなります。さらに、イース ーや ロウ ーンなどの ー を り れ、
様々な を持つスポンサーの 々にもロール デルとして していた く

とで、子どもたちは 様な え や に れ、 を げる とがで ます。
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This is a year-long program for high school-age children, consisting of leadership-oriented 
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are necessary to live confidently after they leave care homes. Participants also learn about 
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Annual Programs
09

Back to Nature Programs
自然・つながりプログラム

Leader in Training Program
リーダー実習プログラム

いの 、 の 能 大 、 の し の
ス プへの し り プ グ ム 、 し い

Throughout the year Mirai no Mori stages both long-stay residential programs, 
which are designed to bring out the children's maximum potential, and one-day 
programs that are intended to build on these results and take the children on 
to the next step.

Back to

Nature

Back to

Nature

WINTER
CAMP



これまでの軌跡
10

Achievements
11

これまでの軌跡
Achievements

2011

2013

2014

2016

2017 1188

279

49%51%

Girls Boys

19

を に、 8 は 3の児童養護施設の子どもたちに
いた ました。 9 は新しい施設へも がけし、 ン

に いた けるみなさ と しながら の を げてい ます。

Children from 13 homes participated in 2018. In the coming 
year, with support from our partners, we aim to continue to 
invite new homes and expand our programs to reach more 
children.

8 には、 の子どもたちが 、みらいの森のプログ
ラムに してくれています。 して新しい とに し、 し、

からの を に かせるみらいの森は、子どもたちが して
って られる になっています。

In 2018, about 60% of program participants were repeaters. 
The Mirai no Mori program is becoming a place where the 
children can continue to come back to, and experience and 
learn new things in a safe and secure environment.

が まる 生、アル イトや自 へ向けての で しくなる
生の は、 生に て に なくなっています。子ど

もたちの生 る力を して ため、 も 生 生へのサポー
トにも力をいれてい ます。

The number of participating children decreases with age. This 
decrease is mostly because they become busier with school 
club activities and part time work in preparation for 
graduation. However, they will still require opportunities to 
learn life skills, so Mirai no Mori will continue to work on 
additional programs and support for older children.

みらいの森の キャンプ ジ を日 の生 につなげ、 させる
ためには、 さ の 力が かせませ 。キャン ーやみらいの森の
ス と になって、プログラムを り げ、 し けるための、

切な ート ーのみなさ です。
Care workers take the “Camp Magic” back to the daily life of 
children and continue children’s learning between programs. 
They are the essential partners of Mirai no Mori for creating 
and making continuous improvement on our programs.

みらいの森プログラムは子どもたちと新たな を で る、 様
な を持つ、 くのス や ラン アにサポート
されています。 な りを 切にしているみらいの森にとっても、

してくれる子どもたちにとっても、プログラムで 会で る ー
ーのス は、とても なチームの です。

Mirai no Mori programs are supported by staff and volunteers 
who bring diverse backgrounds, cultures, languages, and 
values to the programs. Particularly, repeating staff and 
volunteers add to the continuous experience for the children 
and are vital members of our team.
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プログラムに参加した述べキャンパー数 / Total number of campers in our programs

2018年度のリピーター率 / Repeater ratio

プログラムに参加した述べ引率職員数 / Total number of care workers in our programs

学年別キャンパー数 / Ratio of campers by grades

キャンプスタッフ出身国 / Where camp staff/volunteers are from

59 %

みらいの森 沿革 Mirai no Mori highlights

Registered as a Specified 
Activity Nonprofit 

Organization (NPO)

Began Summer Camp
in Kanto and Tohoku

特定活動法人として認証

関東・東北にて
サマーキャンプ開始

Began Monthly 
Back to Nature 

programs

認定特定活動法人
として認証

Became an 
accredited NPO

Revived Winter Camp
Began annual Leader 
in Training program

ウィンターキャンプ復活

年間リーダー実習
プログラム開始

自然つながりプログラム
スタート

生
生
生
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サマーキャンプ振り返り
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参加キャンパー数
Campers 

参加リーダー実習生の数
LIT participants

参加引率職員さんの数 
Care workers

Day 1

Day 2

サマーキャンプ振り返り
Summer Camp Recap

参加施設数
Children’s homes

68 5
21 12

5 日 ありがとう
ざいました。 りの で

する ど しかったです
 Thank you for five great 
days. It was so fun that I 
cried in the car on the way 

home.

ウェルカム
Welcome

チームファイヤー
Team Fire Night 

ワールドツアー
World Tour

ハイキング
Hiking

と く くで まる 5 日 の
Excited and nervous, we begin our five-day adventure.

から まるス との と ー ー プの
We learn about leadership through contact with international role models.

キャンパー / Camper

SUMMER
CAMP



Summer Camp Recap
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Day 3

Day 4

Day 5

モリンピック
MOlympics

キャンプファイヤー
Campfire

終了式
Closing Ceremony

沢登り
Stream Hike

ダッチオーブン調理
Dutch Oven Cooking 

に され を出してのチャレンジ
Inspired by our peers, we push our limits.

ア を通し まるチームの
With each activity, we build deeper bonds.

新しい自分の 見と との 会の
We bring “Camp Magic” home and promise to 
meet again.

施設で生 する子どもたちの くは、 しくつらい とを経験
して ています。 サ ーキャンプに して、子どもたち
の " ついた " を す が にもあった と く じ
ました。自 の で、 いに まし い、 え い、You can do 
it! と をかけながら、 に生 ていく とを とがで ま
した。 らしい と出会えた と、私自身も しく、 し
たキャン ーにとっても 切な になった とと います。
Many children in care homes have had painful and 
difficult experiences in the past. After joining this year s 
Summer Camp, I feel strongly that it is a place where 
children can start healing their emotional scars. Being 
in nature and through outdoor activities, they learned 
to cheer on each other by shouting “You can do it!”, to 
support each other and to live together. I am happy to 
have met such a wonderful group of adults and children 
at Summer Camp: an important place for all. 

引率職員さん / Care worker



は ラ ト イ が しくて めかけたけど、 は
って自分で ったよ。 は いい出来の かも

I almost gave up making chopsticks last year because 
using the craft knife was tough, but I tried harder this 
year, and I think I did a pretty good job. I am happy 
with my own chopsticks!

自然つながりプログラム振り返り
14

自然つながりプログラム振り返り
Back to Nature Programs Recap

11
Nov.

ネイチャーアート
Nature Art

12
Dec.

クリスマス 
Christmas

2
Feb.

きこり体験
Fun in the Woods 

3
Mar.

雪板
Yukiita (snow surfing)

キャンパー / Camper

参加キャンパー数
Campers 

参加引率職員さんの数
Care workers

参加施設数
Children’s homes146  41 9Back to

Nature 23511 企業のボランティア人数
Corporate volunteers

ボランティア企業数
Partner companies



か ラン アとして した とで、子どもたちも自分
の とを えてくれて、 会した の に、とてもやりがい
を じました。また、ア に りからの ましに

え、 向 に していく子どもたちの にも を たれま
した。

It was especially rewarding to communicate with the 
children who recognized me with big smiles from my 
participation in previous programs. It was touching to 
see them trying to overcome challenges with warm 
support from others throughout activities.

Back to Nature Programs Recap
15

4
Apr.

アンバサダー坂本博之さんと
ボクシング
Boxing with 
Ambassador Sakamoto 

5
May

ハイキング
Hiking

6
June

野外調理
Outdoor Cooking

皮むき間伐
Fun in the Woods

7
July

ラフティング
Rafting

9
 Sept.

ウッドクラフト
Wood Craft

10
Oct.

スポンサー企業ボランティア /  Volunteer from a partner company



リーダー実習プログラム振り返り
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Leader in Training Program Recap
17

リーダー実習プログラム振り返り
Leader in Training Program Recap

引率職員さん / Care worker
LIT manager / LITマネージャー

参加リーダー実習生の数
LIT participants

参加施設数
Children’s homes5 3

の プログラムで も に っているのはウ ン
ーキャンプです。 からチームの ン ーも り、 々

な があった でのウ ン ーキャンプで、 まる は
するか でした。でも、実 やってみて、み なで ロー
しながらやる とがで 、 にはいいウ ン ーキャンプ
になりました。

れからの は でもう し に せるようになる と
です。 に れ 、 えている とを にで るようになっ
たけど、 れが に く ってない ともあるので、

を してい たいです。あと、 で をしていると に、
しい を うのではなく、知っている を いながら会
がで るようになりたいです。

Winter camp was the most memorable camp this year. 
With different team members and many changes from 
last year, I wasn’t sure how successful we would be at 
our tasks. But, once the camp had started, we were 
able to work as a team and ended up having a very 
successful camp. 
My next goal is to be able to speak in front of people 
better. I can now put my thoughts into words, but I’m not 
sure if I’m conveying them correctly. I also would like to 
use simple words that I know, rather than trying to use 
difficult words, when I’m talking to people in English.

生の は、みらいの森の いと は、 の で
で ると 。 と っています。 を れ に を けた

とで、 自分は なに す とが った 。 と自分
の新たな に 、 で るから 。 と自 も身につけて
いました。いまでは も かになり、 と す も

よいと じられるようになったようです。

One of the LIT participants told me that Mirai no Mori is 
a place where you can fail without worrying. By 
constantly taking on new challenges without being 
afraid of failing, he discovered new things about himself, 
such as the fact that he enjoys talking in front of others. 
He has gained confidence in himself. Now he has 
become more expressive and we feel like he is much 
more comfortable interacting with people his age.

の ー ー実 プログラムは も した ー ー
もいて、さらに ーア プした となりました。自 つな
がりプログラムやサ ー ウ ン ーキャンプでもさらに
のある を持ち、自分たちで えて を める機会が く
ありました。 イ ルプロジ トの も自分たちで め、

かけて を めるなど、 の い となりました。

We had a few repeater LITs this year, so we made the 
contents even more challenging. We particularly 
focused on thinking things through and communication. 
During the camp programs, the LITs had greater 
responsibilities, and came up with the idea for their 
final project on their own and worked on it for the 
entire year. There were many new challenges and they 
all learned and gained new experiences.

リーダー実習生 / Leader in Training participant

4月 ●  April
ン ー ン

Orientation

5月 ●  May
チーム ルデ ング
Team building

6月 ●  June
ー ーとしての  
“To be a leader”

7月 ●  July
インプロ ー ン
サ ーキャンプ
Improvisation & 
Summer Camp preparation

8月 ●  August
 サ ーキャンプ みらいの森 レン デイ
Summer Camp & Friends Day

9月 ●  September

Wilderness first aid

10月 ●  October
プロジ ト ージ ント

Project management 

12月 ●  December
ウ ン ーキャンプ

Winter Camp preparation

11月 ●  November
レジ ンス ー プ

Resilience workshop

3月 ●  March
イ ルプロジ ト本

Final project

2月 ●  February
ス ーキング

Public speaking workshop

ウ ン ーキャンプ
イ ルプロジ ト

Winter Camp & 
final project preparation

1月 ●  January
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キャンパーの物語
Camper Story

’’

‘‘し
が しい。 も になってくれない。 ち着 がなく、

に は や を り す 生の は う
いていました。 が見つかっても、 く
とは しく、 か を かれるものを見つけると、

の 全も せ 、 に 。 の な か
らは、まるで サ サ という が えてくるようで
した。 な をみらいの森のキャンプに させたの
は、日 や を 出の機会を していた に、全身を

って いっ り を けめ って しいという私たち
の いからでした。

いの の い
して えた めてのサ ーキャンプ。 が くて り

までの で、 は へ を げてしまいました。新
で の もじっとしていられ 、 を

。キャンプ に 着しても、みらいの森ス の
の は に く かりで、 には いていないかの
ようでした。また、 とある とに を し、幸か

幸か、私たちの い通り を け りま り、 のまま
が見えなくなる ともし し 。 な の様子に
いたジ から、 日の ー ングで をかけられました。

にどうしてあげたらいい し で いたい けど、
に 全でないと しい でなくなってしまう。 私たち

にとっても、 がどうしたらみらいの森を で るの
か、 に える な機会となりました。 がで る
力したい 。 なジ の 持ちを け めた の

にも、 々に が見え めました。

れ
の に、 し れてでも をし め、 を

で くようになり、チームの の に るようにな
りました。さらに、ス の の く で 、 を
げて するなど、みらいの森から される とに して、

なりに いっ い えているようでした。 の もキャンプ
ジ を するためにみらいの森の プログラムにも

し け、 生になる には、 のかけ
に い、 どの で の に まる とがで るよう

になりました。 な の に いた の たち
も 、 らかくなったよ 。 が いのは らな
いけど、 を け れる が出て たよ 。 と の
を します。 して、いまでは でも に る が
で たと し うです。 れまでの 々しさが を め、

の に まれていた の 分がじ じ と み出てい
るようです。 も、みらいの森という で かく まれ、

くなっていく の未来が しみです。

Searching for his Place
The first time Goro joined Mirai no Mori’s Summer Camp, he 
was an energetic third grader; someone who would get a 
fractured bone or a light burn once a year. “I want to make 
new friends. Nobody wants to be my friend”, he said. And, 
even if he managed to find someone to play with, it didn’t 
last for a long period of time. If something caught his eye, 
he would rush towards it without any concern for his safety. 
As a result, we had no choice but to limit the length of time 
he spent outdoors. The reason we decided to let him join 
Mirai no Mori’s summer camp was because we wanted to 
give him the chance to run around freely in nature.

Meeting Mirai no Mori
On the first day of the summer camp, Goro began throwing 
a tantrum when we were heading to the station because his 
bags were too heavy. He could not stay still for the 2.5 hours 
that we were on the train and kept exploring. After we 
arrived at the campsite, Goro ignored the Mirai no Mori staff 
whenever they called the campers to gather and kept 
running around all over the place. We even lost sight of him 
a few times. He was running around freely. Jeff, a senior 
member of the camp staff, noticed this right away and 
approached us during the first meeting. “How do you want 
us to handle Goro? We want him to have fun, but we also 
have to make sure that this is a safe place for him,” he said. 
It became an important chance for us to work with Mirai no 
Mori and figure out how we could all help Goro enjoy the 
camp to the fullest. “What can we do? We want to help you,” 
we said. Eventually, Goro understood Jeff and we noticed 
slight changes in his attitude. 

Progress and the Future
When requested to gather around, Goro began responding, 
albeit slowly, and he started sitting at the very front when 
the staff were giving instructions. He also joined his team 
and did his best to do what Mirai no Mori staff expected of 
him, such as staying within sight and raising his hand when 
he had something to say. After the camp, Goro took part in 
Mirai no Mori’s weekend programs because we wanted him 
to continue the “Camp Magic” experience. By the second 
year, he started to respond to the “gather” call, seven out of 
ten times.
People around him have also noticed this change and praised 
his growth. “Goro, you’re so gentle now,” they say. “You still 
have a strong sense of who you are, but you’re able to 
consider other people as well.”
He is happy in school because he has found friends to play 
with him. We feel like his rough edges have been polished 
off and the warmth that was slowly growing in his heart is 
becoming visible. We look forward to his bright future as he 
continues to grow in the warm and welcoming environment 
provided by Mirai no Mori.

引率職員さん / Care worker
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サマーキャンプアンケート結果
Summer Camp Survey Results

「幸福学」を基礎としたアンケートを利用し、サマーキャンプの効果測定を行いました。
We have conducted a survey based on a study of “Happiness.” 

自 人 い いい
It’s good to have someone who thinks differently from me

失敗 し 、 し
I want to try many things, even if I may fail

い 人 い 、
If someone needs help, I’ d like to help them

また来年もみらいの森サマーキャンプに参加したいですか？
Would you like to participate in Miria no Mori’s Summer Camp 
again next year? 94%

YES

’’

日 、様々な を持つ たちと に す経験を
通し、自分や の いを知り、自分で え、 しよ
う という 持ちが まっています。
キャンプという とは う に かれて、いつも
れている自分の とは なり、 いつつも、新
しい が がったのではないでし うか。

By spending five days with people of different backgrounds 
and values, the campers got to know themselves and their 
differences with others. They became able to start thinking 
and trying new things on their own. In the unfamiliar 
environment, they encountered something new and different 
and, while there were surprises and confusion, I believe it 
opened a new world for them.

な とかなる 子は、日本 は く出る 向が い に、
キャンプ のアン ートでも かった です。 し
ても 、という があるみらいの森での経験が、

さ の え に していると えられます。また、
キャンプ に さ の幸 は まっているといえます。

Japanese people tend to score low in this “it will be alright” 
factor, and in fact, it was the lowest factor before the camp. This 
increase may have to do with the nature of Mirai no Mori 
programs, where it is ok to “fail”. It can also be said that the 
“happiness” of the care workers has increased after the camp.

喜多島　知穂 / Chiho Kitashima

喜多島　知穂 / Chiho Kitashima

プログラムに参加した引率職員さんへのアンケート結果で、最も増えた要素は「なんとかなる」因子でした。
The most significant factor that increased in care workers after participating in 
the camp was the “It will be alright” (positive and optimistic) factor.  

プログラムに参加後、
子どもたちは右記の気持ちが
高くなりました。
After the camp, 
campers reported feeling 
these three things more 
than before.

知 Chiho Kitashima
ス ムデザイン ジ ント

Keio University Graduate School of System Design and Management Research Assistant Professor
Supported by
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Daniel Cox

Jeff Jensen

Naoji Takeda

Sarajean Rossitto

Robert Williams

Lori Henderson

Masaaki Oka

ル ス

ジ ジ ン ン

ラジーン ロ ート 

ロ ート ウ アム

ロ ン ン

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Chair

Vice Chair

Board Member

Board Member

Board Member

Auditor 

Auditor

Executive Director

Operations Manager

Book keeper Keiko

Fundraising Intern

Kozue Oka

Toshi Yuta

Keiko Kishikawa

Keiko Takahash

グ デ レ ー

レー ン ージャー

経

ンドレイザー

イン ーン生 / Interns

サ ー & ウ ン ーキャンプス & ラン ア
Summer/Winter Camp staff & volunteers

え

子

子

ンプル 子

Temple University, Showa Joshi University, 
Tsuda Juku University

スタッフ
Staff

理事
Board of
Directors

インターン生
Interns

プロボノ
ボランティア
Pro-bono 

Volunteers

キャンプチーム
Camp Team

みらいの森チーム
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2018 10 31 日現
As of October 31st, 2018

アンバサダー
Ambassadors

プロクライマー

仙石 淳
Matt Miller
Film Maker

フィルムメイカー

マット・ミラー
登山家

三浦 豪太
元プロボクサー

坂本 博之
Jun Sengoku
Professional Climber

Gota Miura
Mountaineer

Hiroyuki Sakamoto
Former Professional Boxer

Financial Statement活動計算書
日 日    N     O   

Mirai no Mori Team

21%

経常収益
Ordinary
Revenue 経  Capital Increase (Decrease)

経  Misc. Income

経  Misc. Expenses

 Accumulated Capital Before Tax

越 　Accumulated Capital at Term Beginning

越   Accumulated Capital at Term End

¥17,260,856

¥0

¥0

¥17,260,856

¥15,740,221

¥33,001,077

 経 Current Expenses

 Program Costs

 Labor Costs

 Labor Costs

の 経  Other Expenses

¥6,497,783

¥12,434,484

¥1,657,226

¥610,176

経  Total

の 経 、 通 、 、  
Other Expenses (Camp accommodation, meals, 
transportation, equipment, insurance, etc)

¥21,199,669

Donations

¥30,394,320

Grant Funding

¥8,017,199

79%

の
Interest Revenue etc

¥49,006

 Administrative Costs



サポーターのみなさま
22

サポーターのみなさま

2018 サマーキャンプ / Summer Camp 2018

2018 ウィンターキャンプ / Winter Camp 2018

自然つながりプログラム / Back to Nature Programs

FMP
Consulting Services

みらいの森のプログラムをより くの子どもたちに して
するために、 々の ンに してく さる 、 、

グループの からのサポートを としています。児童養護施
設で暮らしている子どもたちが 生 る力 を身に け、 ら
を り く の を ち切り、社会で幸せに暮らしていける 
ために、 さまの 力を いします。

Mirai no Mori is always looking for support from 
like-minded individuals, groups, and corporations, who 
agree with and believe in our mission. Please help us 
continue to serve children in care homes, so they can 
have a brighter and happier future. There are many 
ways you can support us achieve our mission.

Supporting Mirai no Mori
ご支援のお願い
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スポンサー　
Sponsorship

プログラム・活動全般への寄付
Donations

ボランティア　
Volunteering 

物品寄付・プロボノ
In-kind donations and services



www.mirai-no-mori.jp

認定特定非営利活動法人 みらいの森
105 0011    2-6-8

 日本 子会  6  OWL

連絡先 Contact
NPO Mirai no Mori
JAWE 6F OWL, 2-6-8 Shibakoen, Minato-ku, 
Tokyo 105-0011

info@mirai-no-mori.jp
03-6435-7504

https://www.facebook.com/MiraiNoMori
https://twitter.com/Mirai_no_Mori
https://www.instagram.com/mirainomori/
https://www.youtube.com/channel/UCnOeKn7xGh3JsUCtrmGxcXQ
https://www.linkedin.com/company/mirai-no-mori/

