
令和３年度「体験の風をおこそう推進月間」事業及び「子ども体験遊びリンピック」事業 

実施要項 

 体験の風をおこそう運動推進委員会では、社会全体で子供の体験活動を推進し、その気運を高めていくため、

毎年10月を「体験の風をおこそう推進月間」と定めています。子供のための体験活動に関する様々な事業やフォ

ーラムなどを全国の関係団体・施設を挙げて実施し、令和３年度で12年目を迎えました。 

また、この推進月間をさらに盛り上げるため、毎年10月第4土曜日を事業統一日とするとともに、子供が楽し

く遊び体験する事業の一つとして「子ども体験遊びリンピック」の企画実施を併せて提案しています。 

全国の関係団体・施設が連携協力して、子供をはじめ保護者や関係者が様々な体験活動に親しむ月間にしたい

と考えております。本趣旨にご賛同いただきますとともに、事業の実施についてご理解、ご参画いただきますよ

う宜しくお願いいたします。 

 

１．「体験の風をおこそう推進月間」事業登録について 

     発見のある体験活動、感動のある体験活動、そして楽しい遊びなど、様々な事業を企画・実施していきま

しょう。「体験の風をおこそう」運動を広く社会に向け発信していくために、既に企画されている又は今後

企画する事業・イベントを「体験の風をおこそう推進月間」事業として、チラシや広報物等の事業名に冠を

つけて実施いただければ幸いです。また、新規で企画実施する事業・イベントでも構いません。 

   例 

 

 

また、令和３年度の事業統一日は10月23日（土）です。大きな体験の風をおこすために、全国で集中的

に事業を実施し、子供や保護者に体験活動の素晴らしさ、楽しさ、また社会に必要性を強く伝える日とした

いと考えています。関係団体・施設では、既に様々な事業を予定されていることと思いますが、ご理解ご協

力をいただき、何らかの形での実施、ご参加をお願いいたします。 

 なお、登録いただいた事業の内、希望された事業については、体験活動検索サイト（体験をさがそう！

「体験の風」ナビゲーション）に情報を掲載し、広く全国に情報を発信します。 

 

２．「子ども体験遊びリンピック」事業登録について 

 「子ども体験遊びリンピック」は、「体験の風をおこそう推進月間」事業（もしくはそのプログラムの一

部）を、「競争性のある体験活動」（以下、「競技種目」という）として登録し、実施する事業です。子供や

保護者を対象に、自然体験や生活体験等の楽しさ、順位を競う楽しさを体験し、その達成感を実感してもら

うとともに、体験活動推進の気運を全国的に高めることを目的として実施します。 

事業を登録していただいた団体には、「体験の風をおこそう運動推進委員会」委員長松本零士先生デザイ

ンによる賞状及び金・銀・銅メダルをお送りします。 

 

   以下を参考に、各団体・施設の状況に応じて事業を実施してください。 

  

  子ども体験遊びリンピック実施方法例 

 

  【パターン① 新規事業の実施】 

   新たに「子ども体験遊びリンピック」事業を企画して実施 

 

  【パターン② プログラムの追加】 

   各団体・施設が既に予定をしている事業の中にプログラムまたはコーナーを設け、「競技種目」を実施 

 

  【パターン③ 既存プログラムの活用】 

   各団体・施設で日常的に実施している活動（例：「朝のつどい」）の中に取り入れ、「競技種目」を実施 

    

   ※ 競技種目は、自然体験や生活体験等をテーマとするなどして、団体・施設が独自に考案したり、工夫

したりして実施してください。 

  

体験の風をおこそう推進月間事業 

  ○○○○○○○○大会 



 「体験の風をおこそう推進月間」事業 「子ども体験遊びリンピック」事業 

概要 
運動の趣旨に賛同し、以下期間内に実施する既存の事

業、もしくは新規に企画する事業。 

「体験の風を推進月間」事業として（もしくはその一部

として）、「競技性のある体験活動」を実施する事業。 

期間 

9月1日～11月30日の間に本番を迎える事業 

9月1日～11月30日の間に本番を迎える事業 

場所 実施を希望する各団体・施設等が予定する会場 

対象 特になし 幼児、小学生、中学生、親子（保護者）等を想定 

提供 

物品 

 

 

 

①「体験の風をおこそう」のぼり旗（３色１セット） 

【送付数】１セット／１事業 

①オリジナルメダル（金・銀・銅 ３色１セット） 

【送付数】１セット／１種目 

（上限３種目３セットまで） 

②オリジナル賞状 

【送付数】４枚（内、予備１枚）／１種目 

（上限３種目１２枚まで） 

③「子ども体験遊びリンピック」のぼり旗 

【送付数】１枚／１事業 

 

 

登録 

方法 

ＷＥＢ 

専用フォームから登録：https://taikennokaze.jp/register 

  

 

 

 

ＦＡＸ ＦＡＸ番号：03-6407-7699 別紙申込書を記入のうえ提出 

 

ＦＡＸ番号：03-6407-7699 

Ｅ-mail Ｅ-mailアドレス：taikennokaze-suishin@niye.go.jp 

郵送 郵送先：下欄申込先まで 

登録 

締切 

物品発送を希望する場合は、事業実施日１ヶ月前までにご登録ください。 

※ 締切日以降に登録を希望される場合は、事前にご相談願います。 

１次締切：令和3年7月31日（土） 

最終締切：令和3年11月30日（火）17:00 
最終締切：令和3年9月30日（木）17:00 

実施 

報告 
不要 

ＷＥＢ 
専用フォームから報告 

https://taikennokaze.jp/member/report-list 

その他 

別紙報告書をFAX、E-mail、郵送にて提出 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・申込先】 
体験の風をおこそう運動推進委員会事務局内「体験の風をおこそう推進月間」事業 担当 
（国立青少年教育振興機構 教育事業部 事業課） 
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1 
TEL：03-6407-7717 FAX：03-6407-7699 E-mail：taikennokaze-suishin@niye.go.jp 

※のぼり旗ポールは各団体でご準備願います。 
※事業実施日１ヶ月前までにご登録いただいた場合、実施日の１週間前までにお届けします。 

報告書ダウンロード 

https://taikennokaze.jp/download 

体験活動検索サイト（体験をさがそう！「体験の風」ナ

ビゲーション）への掲載のみであれば、対象となる期間

を拡大していますので、ぜひご活用ください。 

期間：令和３年度中に本番を迎える事業 

ＷＥＢフォームからのお申込みをお勧めします。 

・登録にかかる手間を簡素化することができます。 

 ※団体情報の入力は１回のみ、昨年度登録事業のコピーができる 等 

・申込書による登録に比べ、１～２週間程度早く提供物品が発送されます。 

・当日～概ね３日以内に体験の風ナビゲーションに掲載されます。 ＜登録専用フォーム＞ 

申込書ダウンロード 

https://taikennokaze.jp/download 



 
【別紙１】 

 

 

 
平成３０年度「体験の風をおこそう推進月間」事業・「子ども体験遊びリンピック」登録申込書 

 1. 団体情報（全ての箇所をご記入下さい） 

区分 
□ 国立青少年教育施設  □ 公立青少年教育施設／教育委員会 等  □ NPO 法人 等    
□ ボーイスカウト    □ ガールスカウト    □ こども会  □幼稚園／保育園 
□ 小学校／中学校  □公民館  □図書館  □その他（            ） 

団体・施設名  

代表者名  連絡担当者名  

団体・施設住所 〒 都道府県  市区町村・番地  

電話  FAX  

E-mail  団体 URL  

HP の団体紹介ページへの掲載希望 □希望する  □希望しない 

２．「体験の風をおこそう推進月間事業」事業情報 

（全ての箇所をご記入下さい。３．の「子ども体験遊びリンピック」に登録する場合も、必ずご記入下さい。） 

※実施日１ヶ月前までにご登録いただいた場合、のぼり旗等は実施日の約１週間前までにお届けします。 

事業名  

実施日（開始） ／ 実施日（終了） ／ 実施都道府県  

定員       人 参加想定人数 人 詳細 URL  

参加費       円 会場名  会場℡  

会場住所  会場 URL  

事業 

概要 
 

種別 
（該当箇所全てに☑） 

□自然体験   □スポーツ・レクリエーション   □共同生活体験 
□職場体験   □交流体験・コミュニケーション  □文化芸術体験 
□奉仕活動・ボランティア活動  □科学体験    □読書活動  □その他（      ） 

対象者 
（該当箇所全てに☑） 

□幼児     □小学生   □中学生      □高校生     □大学生   
□親子（保護者）□学校教員  □青少年教育指導者 □ボランティア  □その他 

子どもゆめ 

基金関連有無 
（該当する場合に☑） 

□地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業 □子どもゆめ基金助成事業 □関連なし 

問合せ先担当者 
□団体情報に同じ □その他（                             ） 

↑問合せ先担当者に個人名の掲載を望まない場合、「その他」を選択して下さい。 

HP のイベント紹介ページ「体験をさがそう」への掲載希望 □希望する  □希望しない 

のぼり旗「体験の風をおこそう」の発送希望（３枚１セット）  □希望する  □希望しない 

３．「子ども体験遊びリンピック」登録 ※最終締切は 9 月末日 

※実施日１ヶ月前までにご登録いただいた場合、のぼり旗、ﾒﾀﾞﾙ・賞状ｾｯﾄは実施日の約１週間前までにお届けします 

 

種目名 ①             ② ③ 

HP のイベント紹介ページ「体験をさがそう」への掲載希望 □希望する  □希望しない 

のぼり旗「子ども体験遊びリンピック」の発送希望（１枚） □希望する  □希望しない 

メ ダ ル （ 金 銀

銅）・賞状セット

の発送先 

□１．に記載した住所 

□その他  〒 

      宛名              ℡ 

体験の風をおこそう運動推進委員会事務局内「体験の風をおこそう推進月間」事業担当宛 
FAX 03-6407-7699  E-mail: taikennokaze-suishin@niye.go.jp Web 登録： 

第１次登録締切：7 月末日 最終登録締切：11 月末日 

【問い合わせ先・申込先】 体験の風をおこそう運動推進委員会事務局内「体験の風をおこそう推進月間」事業担当 

国立青少年教育振興機構 教育事業部 事業課 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

TEL: 03-6407-7718、7717 FAX: 03-6407-7699 E-mail: taikennokaze-suishin@niye.go.jp 



【別紙２】 

 

 

 

 

 

 

 ＜情報提供のお願い＞ 

  「子ども体験遊びリンピック」の参加人数（概数）、実施内容（体験種目）、実際の様子等につ

いてご報告くださいますようお願いいたします。本紙を FAX送信(03-6407-7699)するか、E-mail

で送信してください。 

  また、写真等の情報提供につきましては、下記回答先までお送りくださいますようお願いしま

す。尚、お送りいただいた写真等は、報告書・広報に使用することがありますので、予めご了承

ください。 

 

令和３年度「子ども体験遊びリンピック」実施報告 

報告日：令和３年   月    日 

団体・施設名  

報告者氏名  

電話番号  

実施日 令和３年     月      日（    曜日） 

開催場所  

事業名  

種目名  

種目の概要  

参加者数（概算）         名 （大人      名・子ども      名） 

 

◇参加者の様子 等 

体験の風をおこそう運動推進委員会事務局内「体験の風をおこそう推進月間」事業担当 宛 

FAX：03-6407-7699 提出期限：令和３年１２月２０日（月） 

【問い合わせ・申込先】 

体験の風をおこそう運動推進委員会事務局内「体験の風をおこそう推進月間」事業担当 

（国立青少年教育振興機構 教育事業部 事業課） 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 

TEL：03-6407-7717 FAX：03-6407-7699 E-mail：taikennokaze-suishin@niye.go.jp 



 

「体験の風をおこそう」ＷＥＢサイトを活用しよう！ 
 htps://taikennokaze.jp/ 
 
「体験の風をおこそう推進月間」事業、「子ども体験遊び 
リンピック」事業の登録には、ＷＥＢフォームの活用が 
オススメです！ 
 
団体情報の入力は１回でＯＫ！ 
「体験の風をおこそう」ＷＥＢサイトにアクセスして 
いただき、新規団体登録から団体や担当者の情報を入力 
していただくと、団体登録が完了。以降、団体登録情報 
を入力することなく、事業登録が可能です。 
また、ＷＥＢフォームから登録いただいた団体情報は、 
次年度にも引き継がれます。 
 
昨年度登録事業情報をコピーできます！ 
昨年度、ＷＥＢ登録をした事業は、情報を引き継ぎ、 
今年度事業としてコピーをすることができます。 
   
 「体験の風をおこそう」ＷＥＢサイトにアクセス 
            ▼ 
     登録団体専用ページをクリック 
            ▼ 
     事業（イベント）一覧をクリック 
            ▼ 
   「複製」ボタンで昨年度事業の情報をコピー 
 
 
「体験の風ナビゲーション」への情報掲載が早い！ ＆ のぼり・メダル等の物品発送が早い！ 
ＷＥＢ登録をした事業は、申込書（ＦＡＸ・メール・郵送）により登録をした事業に比べて、 
約 10 日間早く「体験の風ナビゲーション」に情報が掲載されます。 
また、のぼりやメダル、賞状の発送を希望された場合、その物品の発送も申込書による登録に比べて、 
約 10 日間早くお届けできる場合があります。 
 

 団体情報登録 昨年度登録事業 体験の風ナビゲーション のぼり・メダル・賞状 

ＷＥＢ登録 
１回のみ 

随時変更可 

コピー（情報の 

引き継ぎ）が可 

登録後、概ね０～３日 

以内に更新。 

登録後、10～20 日 

程度で発送。 

ＦＡＸ・メール 

・郵送登録 

事業登録毎 

に毎回記入 
事業登録毎に記入 

登録後、概ね７～14 日 

以内に更新。 

登録後、20～30 日 

程度で発送。 

※のぼり・メダル・賞状の発送までの日数は、あくまでも目安です。原則は登録〆切日まで（事業実施日１ヶ月前まで）にご登録ください。 

 

  「体験の風をおこそう」ＷＥＢサイト内 団体登録画面   

  「体験の風をおこそう」ＷＥＢサイト内 事業登録画面   

「体験の風をおこそう推進月間」事業及び「子ども体験遊びリンピック」事業 補足資料 



「子ども体験遊びリンピック」競技種目例 

令和２年度登録団体による 
取組事例のご紹介 

 
 

 
 
９月１日～１１月３０日の間に本番を迎える事業の中で、運動 
の趣旨に沿って企画された「競技性のある体験活動」であれば、 
既存事業・新規事業に関わらず、どのような活動でも「子ども 
体験遊びリンピック」として登録することができます。ぜひ各 
団体で、楽しい競技種目を企画してください。 
 
希望いただいた団体には、「体験の風をおこそう運動推進委員会」 
委員長松本零士先生デザインに 
よる賞状及び金・銀・銅メダル 
（１事業あたり３種目分まで）、 
オリジナルのぼり旗をお送りし 
ます。（土台、ポールはなし） 
 
 
 
 

区分 種目名 種目の概要 準備する物品例 

幼児 

キャタピラレース 
輪状にしたダンボールの中に入りハイハイの状態で進み、 

その速さを競う。 
ダンボール、テープ 

スリッパ飛ばし 
スタートラインから片足に履いたスリッパを飛ばして、 

距離を競う。 
スリッパ、巻尺 

小学生 

低学年 

カード集め 

ジャンケン 

別の参加者とジャンケンをして、勝ったら相手からカードを１枚も

らう。一定の時間がきた時の、カードの枚数を競う。 
カード 

ブック 

ウォーキング 

頭の上に本を乗せて歩き、決められた距離を 

本を落とさずに歩いた、その速さを競う。 
本、ストップウォッチ 

小学生 

高学年 

魔法のじゅうたん 
離れたゴール枠内に、うちわの風だけを使い紙を運び、 

その速さを競う。 
うちわ、紙、テープ 

足踏みリンピック 
腰に万歩計をつけ、その場で足踏みをし、 

一定時間内の歩数を競う。 
万歩計 

中学生 

ピンポン球移し 
スプーンを使い、一定時間内にペットボトルの先に 

いくつ乗せられるかを競う。 

ピンポン球、スプーン、ペ

ットボトル 

長さドンピシャ 
紙に何も使わず１０ｃｍの線を２０回書き、 

９～１１ｃｍの間の線の数を競う。 
紙、鉛筆（ペン）、定規 

親子 
親子ぴょんぴょん 

親（保護者）と子で縄跳びをする。一方が縄を持って回し、もう一方

は向かい合って跳ぶ。連続して何回跳べたかを競う。 
なわとび 

バドミントンラリー 親子でバドミントンをし、何回ラリーが続けられたかを競う。 ラケット、羽 

 

「体験の風をおこそう推進月間」事業及び「子ども体験遊びリンピック」事業 補足資料 

「子ども体験遊びリンピック」を企画しよう！ 

岡山県地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 
 
YouTube チャンネルによる種目の動画紹介と、施設で実施する 
種目の実施マニュアルをホームページに公開。 
 

▶ YouTube チャンネル「ウーリーチャンネル」 
 【紹介種目】どんぐり皿うつし ／ 「の」の字さがし 

       ／ 紙のばし 

 

▶ こども体験遊びリンピック実施マニュアル 
 【紹介種目】割り箸ダーツ ／ かさバランス 

       ／ ピンポンカップ など 

  群馬県からっ風「体験の風をおこそう」運動実行委員会 
 
自宅でできる種目「おうちで子ども遊びリンピック」を、 
YouTube チャンネルで紹介。 
 

▶ YouTube チャンネル「サザビーチャンネル」 
 【紹介種目】登って！３周チャレンジ 

       ／ 跳んで！３０秒チャレンジ 

       ／ 運んで！３０秒チャレンジ 






