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●事業の概要 

Ⅰ．地球人の育成と国際交流を推進する事業 

1.JAL スカラシッププログラム 

JALスカラシッププログラムは、毎年アジア・オセアニアの大学生を日本に招待し、研修

や文化交流を通じて日本への理解や、国境を越えた相互理解を深め、また将来のアジア・オ

セアニア地域を担う若者を育成することを目的としている。 

このプログラムは昭和 50 年(1975 年)に日本航空によって創設され、平成 2 年(1990 年)

に発足した日航財団（現 JAL財団）が運営を引き継ぎ、時代のニーズを反映しながら内容の

充実を図ってきた。これまでに海外から 1,492名の学生が参加している。 

第 44回となる平成 25年度の JALスカラシッププログラムは、「活気あふれる日本を再現

するためには～2050 年の日本、若者が描くあるべき姿～」をテーマに据えて、海外から 21

名の大学生を招き、日本語を使用して実施された。また日本人学生 25 名もプログラムに加

わり、海外学生との友好を深めた。 

 

・開催期間：平成 25年 6月 24日～7月 16日(23日間) 

・テ－マ ：「活気あふれる日本を再現するためには～2050 年の日本、若者が描くあるべ

き姿～」 

・開催地 ：東京都、岩手県釜石市、岩手県遠野市、石川県金沢市、石川県白山市 

・参加者 ：オーストラリア/カンボジア/中国(北京・大連・広州・天津・香港)/ インド/

インドネシア/韓国(ソウル・プサン)/ ラオス/マレ－シア/フィリピン/シンガ

ポール/台湾(台北・高雄)/ タイ/ベトナム(ハノイ・ホ－チミンシティ)の各地

域から選抜された大学生 21名 

公募により選抜された日本人大学生（東京地区 10名、石川地区 15名） 

・後援  ：国土交通省、外務省、文部科学省、石川県、金沢市、白山市、遠野市 

・協力  ：日本航空、アイセック・ジャパン東京大学委員会  

・プログラム構成 

：基調講演(キーノートスピーチ)／学生セッション  

初めに、日本大学経済学部准教授の根本志保子氏による基調講演（演題：

「日本が今問われている事」）が行われ、「マネーと資源が限られた中で、

社会及び経済を持続可能にしていくためには、我々はどう対処すべきか。優

先すべきものは何か。他者の理解を得るにはどうすべきか」について、根本

先生の視点に基づく解説を実施して頂いた。 

この講演を受講したスカラー達は、世界と日本の現状を、資源争奪戦、ア

メリカ覇権の終焉、アベノミクス、原発問題等、具体的事例をもとに分析。 

引き続いての学生セッションでは、スカラー達は近現代を振り返る中で日

本が抱える問題点について理解を深めた後、魅力が薄れてきている日本をど

うすれば活気あふれる国にしていくことができるのか、議論を重ねた。テー
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マ別に日本人学生と混成の 5つのグループに分かれ、さらにグループディス

カッションを重ね、７月１3 日の公開発表会の場で、「活気あふれる日本を

再現するため」の提言を行った。 

また、アイセック・ジャパン東京大学委員会の企画、協力のもと、交流討

論会と東大キャンパス見学、下町フィールドワークが行われた。 

 

フィールドトリップ 

 東日本鉄道文化財団との共同事業として日本の地域文化に触れることを目

的に今年も岩手県釜石市、遠野市を訪れた。 

釜石市では東日本大震災の際、津波に呑まれたが奇跡的に助かりその後復

興に尽力された旅館「宝来館」の女将、岩﨑昭子氏に体験談を聞く機会に恵

まれた。 

遠野市では、附馬牛小学校を訪問、生徒達との交流を深めた。遠野ふるさ

と村の古民家にも体験宿泊し、本田敏秋市長より地震災害に対する後方支援

拠点としての遠野市の役割等をご説明頂いた。 

 

アジアフォーラム in石川 

このフォーラムは、石川県、金沢市、石川県内の大学、石川地元ボランテ

ィア団体と JAL 財団等で組織されたアジアフォーラム in 石川実行委員会が

主催するものであり、JAL スカラシッププログラムにおいて重要なフォーラ

ムとなっている。 

日本文化体験、金沢市内観光の他、今年は、「活気あふれる日本を再現す

るために～10年後の石川・金沢のあるべき姿を考える～」をテーマに据えて、

石川県内で成果を上げる企業や施設へのフィールドワークを実施し、グルー

プディスカッションを経て、最終日の公開シンポジウム「2013アジアフォー

ラム in石川」でその成果を披露した。地元石川の 15名の日本人学生もこれ

に加わり、事前のグループ毎のテーマ設定や準備に主体的な役割を果たした。 

このフォーラム終了後の「国際交流まつり」では、地元の和太鼓チーム「朝

霞太鼓」による迫力ある演奏の他、スカラー、日本人大学生によるパフォー

マンスも披露され、地元の人々とスカラーとの親睦・交流が深められた。 

 

白山市プログラム 

白山比咩神社、獅子吼高原等を訪れ、白山市の自然と文化に触れた。その後、

白山市国際交流協会、白山市俳句協会の企画のもと、スカラーは、俳句の作成

方法に関する講習を受け、日本語での俳句創作に挑戦した。 

 

ホームステイ 

日本人の生活を体験することを通じて、日本人の生活習慣・行動様式に対す
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る理解・知識を深めることを目的として実施。東京では JALグループ社員、石

川では地元の方々に、ボランティアとしてホストファミリーをお引き受けいた

だいた。 

 

2.｢空の日｣中学生海外主要空港派遣事業 

JAL財団は、「『空の日』・『空の旬間』実行委員会」(*)の一員として、「空の日」・ 

空の旬間」事業として行われる行事のうち、この中学生海外主要空港派遣事業の企画運営

を行っている。この事業は、次世代を担う中学生に航空や空港について理解と関心を深め

てもらい、視野の広い若者を育成することを目的として実施されており、海外の主要空港

や航空機製造メーカー、運航乗務員養成施設の見学や現地学生との交流で構成されるプロ

グラムである。平成 6年度(1994年度)から実施されており、平成 25年度(2013年度)まで

の参加中学生は累計 397名に達した。 

 

(*)｢空の日｣･｢空の旬間｣ 

我が国の航空は、昭和 27年（1952年）の民間航空再開以来半世紀の間に目覚ましい発

展を遂げ、今や国民生活にとって不可欠の交通機関となるとともに、空港は地域発展

の核となっている。民間航空再開 40周年にあたる平成 4年（1992年）、より多くの国

民に航空に対する理解と関心を深めていただくとの趣旨により、9月20日に「空の日」、

9月 20日～30日に「空の旬間」が設けられた。 

(*)｢空の日｣･｢空の旬間｣実行委員会 

国土交通省航空局、本邦航空会社、空港関連企業、航空・空港関連公益法人等で構成

され、広く国民一般に空への関心と理解を高め、航空の発展に寄与するために、｢空の

日｣･｢空の旬間｣事業を実施することを目的としている。 

 

   平成 25年度(2013年度)事業概要 

・派遣先：バンクーバー、シアトル、ロサンゼルス 

・日程 ：7月 30日～8月 4日（4泊 6日） 

・参加者：成田空港周辺の中学生 6名 

・見学先： ①成田空港： 空港諸施設 

   ②バンクーバー：空港諸施設、管制塔、入国管理施設、 

③シアトル： ボーイング社エバレット工場、現地ハイスクール 

Future of Flight 航空博物館、 

④ロサンゼルス：空港諸施設、機内食工場、 

ANA ベーカーズフィールド運航乗員訓練所 

 

中学生たちはこの研修を通じ、航空や空港の世界には今まで気づかなかったような様々

な仕事があり、スムーズに運営する為には、実に多くの人々の協力によって成りたってい

ること、そして「空」の安全は機械やシステムだけでなく、そこで働く多くの人々によっ
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て支えられていることを学んだ。また、参加した中学生同士の交流や海外現地学生や航空

関連の仕事に携わっている人々との交流を通じ、より一段と視野を広めることができた。

研修後、参加者レポートや研修写真を収録した「研修レポート」を発行し、関係先に配布

し、JAL財団ホームページに掲載した。 

 

3.地球人講座 

地球的規模で考え行動できる青少年の育成を目的として、第一線で活躍する講師による

子供向け「地球人講座」を平成 15年度(2003年度)より各地で開催している。17回目とな

る今回は、国際宇宙ステーション（ISS）に日本人宇宙飛行士として最長の 165 日間連続

滞在し、「地球人」として活躍している JAXA 宇宙飛行士の古川聡さんに講演をお願いし

た。 

 

［JAXA宇宙飛行士 古川聡さん 講演：“君も宇宙へ行こう！”］ 

・開催日：2013年 12月 23日(月・祝) 

・開催地：北九州市スペースワールド“ギャラクシーホール”  

・参加者：470名の子供と保護者が参加 

・共催 ：日本航空 

・後援 ：北九州市、北九州市教育委員会、スペースワールド、西日本新聞社、 

北九州空港振興協議会、JALエクスプレス  

 

4.外国人学生に対する研修プログラム(インターンシップ事業) 

JAL 財団では、国際交流事業の一環として、海外の大学で日本語や日本文化を学んでい

る大学生を研修生として受け入れて、日本での就業機会を提供し、日本語能力向上、日本

社会に対する理解を深めることを目的としてインターンシップ事業を実施している。平成

2年度(1990年度)に開始し、平成 25年度(2013年度)までに累計 33名の学生を受け入れて

いる。 

平成 25年度(2013年度)実績 

北京外国語大学生 2名(平成 25年 3月～9月、平成 26年 2月～) 

 

研修生は、JAL 財団のスタッフとして日本での仕事を実体験するとともに、JAL グル－

プボランティア活動への参加や 2013JALスカラシッププログラムの運営補助業務を担当し、

当該プログラムでは参加する海外学生とも積極的に交流を行い、国際理解に努めた。その

他、日本に関する論文を作成し、国際理解促進に資するため、日本語、中国語の 2か国語

で、JAL財団のホームページ上に公開した。 

 

5.東日本鉄道文化財団研修生に対する研修プログラム 

東日本鉄道文化財団で研修を行っているアジア諸国の鉄道会社の若手社員に対して、  

１日の研修プログラムを提供した。運輸事業に携わるものにとって安全は共通の命題であ
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るが、航空会社の安全に関する取り組みの現場を実際に見学してもらうことにより、安全

に対する意識の向上に資することを目的としている。インドネシア、タイ、ベトナム、モ

ンゴルの鉄道会社に所属する 8 名の研修生は、日本航空のオペレーションコントロールセ

ンター、航空機整備工場等の見学を行った。 

 平成 19年度(2007 年度)に開始され、平成 25 年度(2013 年度)までの受入数は累計 49名

に達した。 

 

 

Ⅱ．日本文化の紹介等国際理解を推進する事業 

1.世界こどもハイク 

昭和 39 年(1964 年)に日本航空がアメリカでの音楽番組で呼びかけた「ハイクコンテス

ト」が、海外での俳句普及のきっかけとなり、平成 2年(1990年)の日航財団（現 JAL財団）

設立以来、日本及び全世界の子供（15歳以下）を対象とした「世界こどもハイクコンテス

ト」を 2年に一度開催している。 

このプログラムは、現地の小中学生にハイク創作の楽しさを広め、世界で最も短い「詩」 

であるハイクを生み出した日本文化や日本への理解を深めてもらうことを目的として、海

外各国の教育機関、日本航空海外支店などの協力のもと実施している。このコンテストの

作品は、ハイクと絵で構成され、ハイクを詠んだときの目の前の光景や記憶にある情景を

子供たち自らの手で描きとめた絵とハイクの創作を通して、子供たちの豊かな感性を育む

ことも目的としている。これまで 46の国と地域から 65万以上の作品が寄せられている。 

「世界こどもハイクコンテスト」では、各国・地域ごとに大賞、優秀賞を選定し、大賞作

品は、現地語、日本語、英語で表記し、それを出版社は絵本「地球歳時記」として出版。

JAL 財団は一定部数を買い取り、日本国内の主な公立図書館や海外の関係機関に寄贈して

いる。 

その他に、国内の俳句大会に対して、協賛を行うことを通じて、これらの大会会場にお

いて「地球歳時記」やハイクパネルの展示を行い、大会を訪れる方々に各国における子供

たちのハイク創作についての取り組みを紹介している。 

 

※参加国・地域 

アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バングラディシュ、ブラジル、カナダ、カン

ボジア、中国（香港）、クロアチア、デンマ－ク、エジプト、フィンランド、フランス、ド

イツ、ギリシア、インド、インドネシア、イタリア、ケニア、韓国、マレ－シア、メキシコ、

モンゴル、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、パラオ、フィリピン、ポルトガル、ル

－マニア、ロシア、シンガポ－ル、スロベニア、スペイン、スウェ－デン、スイス、スリラ

ンカ、台湾、タイ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ（含グア

ム）、ベトナム、日本 

 

「第 13 回世界こどもハイクコンテスト」の実施 

開催期間： 日本大会 平成 25年(2013年)夏から平成 25年(2013年)冬 

  世界大会 平成 25年(2013年)冬から平成 26年(2014年)春 
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テーマ ： 夢 

協力  ： 日本学生俳句協会、国際俳句交流協会 

協賛  ： 日本航空 

後援  ： 外務省、文化庁、国際交流基金、日本ユニセフ協会 

 

第 13 回の大会は、33 の国・地域より 18,614 点の応募があった。日本大会では、海外

から参加要望の多かった日本人学校・補習校へ今回初めて案内をした結果、33 校から

2,395句もの日本語の作品が届いた。世界大会は、新たにアルメニア、フィンランド、モ

ンゴル、ベトナムで大会が開催されたほか、大会が中断されていたブラジル、ドイツ、イ

ンド、インドネシア、イタリア、ロシア、スペインで大会を再開することができ、オース

トリア、バングラディシュ、ラトビア、スリランカ、ウクライナから初めて作品が届いた。 

なお、スペイン大会は「日本スペイン交流 400 周年」、ベトナム大会は「日本ベトナ

ム外交関係樹立 40周年」の公式プロジェクトとして実施された。 

また、在日外国大使館をはじめ海外の学校教師からも参加問い合わせが多数あり、前回

日本大会で特別賞を受賞した盲学校の生徒の作品を「地球歳時記 第 12 巻『おまつりの

うた』」に点字・点図で掲載したこともあり、国内のみならず海外の視覚障害をもつ子供

の作品の応募も増加した。 第 13 回大会の入賞全作品は JAL 財団の WEB に掲載し、さら

に優秀作品は、平成 26年(2014 年)11 月に「地球歳時記 第 13 巻『ゆめのうた』」とし

て出版予定である。 

 

2．その他のハイク普及活動への協賛 

・第 44 回「全国学生俳句大会」への協賛 

昭和 45年(1970年)から毎年行われている「全国学生俳句大会」(日本学生俳句協会主

催)に 1990年より継続的に協賛している。 

・第 16 回「俳句甲子園」への協賛 

愛媛県松山市で平成 9年(1997年)以来、毎年 8月に開催される高校生対象の『俳句甲

子園』に協賛し、賞品を提供した。 

・第18回熊本「草枕」国際俳句大会への協賛 

平成 8年(1996年)に夏目漱石来熊 100年記念事業として創設された「草枕」国際俳句

大会に協賛し、ジュニア部門において「JAL財団賞」を提供した。 

・第2回日露俳句コンテストへの協賛 

日露文化交流の一環として。秋田市とウラジオストク市で開催された「第 2 回日露俳

句コンテスト」に協賛し、「JAL財団賞」を提供した。 

 

 

Ⅲ．航空文明社会の発展に関する事業 

1.新大気観測 

民間航空機に上空の温室効果ガスを測定する装置を搭載して観測を行い、温室効果ガス

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/jv40/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/jv40/
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の空間分布を明らかにし、研究成果の公表や観測データを国内外の研究者に提供すること

により、地球温暖化メカニズムの解明に資することを目的とする事業である。一方、研究

成果や観測データの公開や取り組み内容の公表を通じて、地球環境に対する国民的関心度

の向上も目的としている。 

この事業は、JAL 財団が国立環境研究所、日本航空、ジャムコと共同で実施する調査・

研究事業であり、観測装置の開発、温室効果ガスの測定・研究は国立環境研究所、観測装

置の航空機への搭載に係わる機体改修並びに当局よりの承認取得は日本航空が実施。観測

装置の運用性の確認はジャムコ、「航空機による地球環境観測推進委員会」の事務局及び

観測に係わるデータの公開は JAL 財団が実施と、各機関の役割分担のもと、共同で事業を

推進している。 

研究成果については、この事業に参加する研究者が論文や学会等で発表している。国内

外の研究者に広く開示している観測データを利用した研究成果も論文や学会等で発表され

ている。 

2013 年度は当プロジェクトの取り組みと研究成果が社会的に非常に高い評価を受けた

年であり、６月には公益財団法人日立環境財団主催の環境賞において、優秀賞、さらには

最高位の環境大臣賞を受賞した。１０月には、毎日新聞社、朝鮮日報社が主催した日韓国

際環境賞を受賞した。いずれも、環境分野では社会的評価のきわめて高い、且つ伝統ある

賞として認知されており、地球規模での観測活動という点と官民連携によるプロジェクト

の好ましい成功例という点で高く評価され、これらの受賞につながった。 

 

・航空機による地球環境観測推進委員会  

この事業に対して、産官学の有識者から助言を得るための委員会であり、事務局を JAL

財団が務めている。平成 25年度は平成 26年 3月 27日に開催され、各分野の委員から有

効な助言を得た。 

  

・観測実績 

◎大気サンプリング装置 

ASE(自動大気サンプリング装置)及び MSE(手動大気サンプリング装置)を使用し 

た大気採取による CO2 CO、CH4、N2O、H2、SF6の濃度と、CO2の同位体の測定。 

測定回数総計 194回                      

CY05   1回   CY06  20回  CY07  18回   CY08  23 回  

CY09  25回   CY10 20回  CY11  21回   CY12  31回  

CY13  35回 

 

◎二酸化炭素自動連続測定装置 

CME（CO2濃度連続測定装置）を使用した CO2濃度の測定。 

測定回数総計 10,333回 

CY05     59回   CY06    797回   CY07  1,591回   CY08  1,072回  

CY09  1,260回   CY10 1,147回  CY11  1,201回  CY12  1,386回 

CY13  1,820回 
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● 庶務事項 

1.理事会・評議員会  

・第 49回理事会（書面表決）  平成 25年 4月 12日(金) 

① 平成 25年度事業計画及び収支予算について審議承認された。 

② 重要な使用人の選任及び解任について審議承認された。 

・第 50回理事会 （書面表決）  平成 25年 5月 10日(金) 

① 平成 24年度事業報告及び附属明細書について審議承認された。 

② 平成 24年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）、附属明細書及び財産

目録について審議承認された。 

③ 定時評議員会招集について審議承認された。 

・第 47回評議員会  平成 25年 5月 27日(月) 

① 平成 24年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）、附属明細書及び財産

目録について審議承認された。 

② 辞任に伴う評議員選任について審議承認された。 

③ 任期満了に伴う役員選任について審議承認された。 

・第 51回理事会  平成 25年 5月 27日(月) 

① 理事長、常任理事の選任の件について審議承認された。 

② 業務報告が常務理事より報告された。 

・第 52回理事会  平成 26年 3月 13日(木) 

① 平成 26 年度事業計画及び収支予算について審議承認された。 

② 業務報告が常務理事より報告された。 

 

2.賛助会員 

48社(平成 25年度末) 

 

 

 

以 上 

 

 

● 事業報告の附属明細書 

 

平成 25 年度事業報告には、定款第 9 条及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」

が存在しないので作成しない。 
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【別添】 

理事・監事・評議員 

(平成 26年 3月 31日現在) 
 
 

役職名   氏 名   所  属    

 

理事長  大西 賢 日本航空株式会社代表取締役会長     

常務理事 松本 仁広 常勤 

理事  小川 利紘 東京大学名誉教授 

理事  早水 研 公益財団法人日本ユニセフ協会専務理事 

理事  壬生 基博 森アーツセンター副理事長 

理事      宮下 惠美子  国際俳句交流協会評議員 

 

監事  田口 久雄 日本航空株式会社監査役 

監事  徳永 信 宗和税理士法人代表社員 

    

           

評議員  稲川 廣幸 株式会社ＪＡＬＵＸ特別顧問 

評議員  齋藤 邦彦 元駐米特命全権大使 

評議員  下村 満子 ジャーナリスト、財団法人東京顕微鏡院特別顧問 

評議員     中澤 高清   東北大学名誉教授 

評議員     日岡 裕之   日本航空株式会社執行役員総務本部長 

評議員  松平 恒忠 一般社団法人日本英語交流連盟名誉会長 
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【別添】 

 

賛 助 会 員 

(平成 26年 3月 31日現在) 
 
 

アクサ生命保険株式会社          株式会社アクセス国際ネットワーク 

株式会社梓設計              株式会社エージーピー 

株式会社オーエフシー           大阪空港交通株式会社 

沖縄エアポートサービス株式会社      沖縄給油施設株式会社 

空港施設株式会社             三愛石油株式会社 

株式会社ジャムコ             株式会社 JALインフォテック 

株式会社 JALエービーシー         株式会社 JALエアテック 

株式会社 JALエアロパーツ         株式会社 JALエンジニアリング 

株式会社 JALカーゴサービス        株式会社 JALカーゴサービス九州 

株式会社 JALグランドサービス       株式会社 JALグランドサービス大阪 

株式会社 JALグランドサービス九州     株式会社 JALグランドサービス札幌 

株式会社 JALグランドサービス東京     株式会社 JALサンライト 

株式会社 JALスカイ            株式会社 JALスカイ大阪 

株式会社 JALスカイ金沢          株式会社 JALスカイ九州 

株式会社 JALスカイ札幌          株式会社 JALスカイ那覇 

株式会社 JALナビア            株式会社 JALファシリティーズ 

株式会社 JALブランドコミュニケーション  株式会社 JALマイレージバンク 

株式会社 JALメンテナンスサービス     株式会社ジャルエクスプレス 

株式会社ジャルカード           株式会社ジャルパック 

株式会社ジャルセールス          ジャルロイヤルケータリング株式会社 

株式会社ティエフケー           日航関西エアカーゴ・システム株式会社 

日本エアコミューター株式会社       日本空港ビルデング株式会社 

日本航空株式会社             日本トランスオーシャン航空株式会社 

株式会社びゅうトラベルサービス      富国生命保険相互会社 

 

                                 合計 48社 


