５

フィールドアスレチック

☆活動の概要
森の中に設置された立木を生かしたアスレチック施設を使って活動します。丸太やロープで作られ
た施設を登ったり，渡ったりしながらスリルを味わい，平衡感覚や巧緻性，冒険心を育むことのでき
る楽しい活動です。

☆ねらいとして考えられるもの
(1) 自然の中で仲間と楽しみながら親睦を図る。
(2) 活動をとおして，グループとはどうあるべきか，グループに個人はどうかかわるべきかに気付
く。
※ いずれかに重点を絞りましょう。

☆季節
一年中

☆準備物
(1) 参加者 運動靴 帽子
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの 無線機 地図

☆指導上の留意点
(1) 下見を必ず実施し，安全性を確認しましょう。
(2) 自然へやさしい活動になるように，フィールドマナーに気をつけましょう。
(3) 指導者が必ず立ち会いましょう。
(4) 雨で濡れているときは危険ですので，中止しましょう。
(5) 緊急時の体勢を整えておきましょう。
(6) 荒天時の判断は，参加者の実態やその後のプログラムのことなどを考えて，団体で決定してく
ださい。また，自然の家の「安全対策マニュアル」に従って，活動を中止していただく場合があ
ります。

☆手順例
(1) ねらい

活動をとおして，グループとはどうあるべきか，グループに個人はどうかかわるべき
かに気付く。
(2) グループ構成 ４～８人程度
(3) 展開
① 決められた場所に集合し，アスレチック施設に移動する。
② 活動の方法を説明する。
③ 安全に関する注意をする。
・ふざけない，おどかさない，飛び降りない。
・他人と逆コースで進まない。
④ 活動を開始する。グループを作り，難易度の高い種目を決めて全員ができるか挑戦してみる
のもよい。
⑤ 活動を終了し，健康観察を行う。
(4) ふり返り・まとめ
① ふり返り後，
「 日常生活においてグループでチャレンジしなければならないものとその取り組
み方」など，ねらいに応じたテーマに基づき活動との対比で考えさせる。
② 指導者は，参加者の発表を受け，簡単にコメントを行う。
③ その際，子ども達の気づきを大切にし，評価的なコメントにならないように注意する。気づ
きを，次の活動や日常生活に活かすことをコメントの中心にすると良い。
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６

オリエンテーリング

☆活動の概要
(1) スコアオリエンテーリング
地図と磁石（シルバーコンパス）を使ってコース内に設置してあるポスト（赤白の塗装）を決
められた時間内にできるだけたくさん見つけ，ポストに設置してある記号を解答用紙に記入して，
ポイントを競います。
(2) 所内オリエンテーリング
自然の家の敷地内に設置された①～⑳のチェックポイントを探し，ポイントの裏に書いてある
英字の記号を調べます。
(3) 館内オリエンテーリング
自然の家の本館，宿泊棟内をまわり，出題されている①～⑳の課題を解きます。主として荒天
時のプログラムですが，オリエンテーションとして自然の家館内を知るのにも適しています。問
題(Ａ)・(Ｂ)は小学生高学年以上，問題(Ｃ)は小学生低・中学年向きに作成してあります。

☆ねらいとして考えられるもの
(1) 自然の中で仲間と楽しみながら親睦を図る。
(2) グループワークをとおして心を育む。
・グループのあり方について考える。
・グループに対する個人の関わり方を考える。
・リーダーシップ，コミュニケーション能力，協調性を培う。
(3)地図を読み取る能力を培う。
※ いずれかに重点を絞りましょう。

☆季節
一年中

☆準備物
(1) 参加者 運動靴 帽子 水筒 タオル 時計 軍手やリュック（必要に応じて） 筆記用具
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの 無線機 地図 シルバーコンパス スコアオリエンテーリング得点カード・ス
コアオリエンテーリング用地図 所内めぐりオリエンテーリング（問題）
館内オリエンテーリング問題（Ａ～Ｃ） 紙ばさみ

☆引率者配置
(1) スタート係 ゴール係 救急係 など
(2) 各グループに１名の引率者が後方からグループの様子を観察しながら同行するのが望ましい。
(3) スタッフ数に余裕がない場合は，要所要所に配置し観察する。

☆指導上の留意点
(1) 安全指導を徹底してください。
(2) 自然へやさしい活動になるように，フィールドマナーに気をつけましょう。
(3) スコアオリエンテーリング／所内オリエンテーリング
・実地踏査を行い，指導場所等について指導者間の打ち合わせを必ず行ってください。
・シルバーコンパスの使用法についてあらかじめ指導しておきましょう。
館内オリエンテーリング
・他団体の活動の迷惑ならないように気をつけましょう。
(4) 荒天時の判断は，参加者の実態やその後のプログラムのことなどを考えて，団体で決定してく
ださい。また，自然の家の「安全対策マニュアル」に従って，活動を中止していただく場合があ
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ります。
(5) 指導者は事前にグループ活動における価値を説明したり，押しつけたりしないようにしましょ
う。それらについては，活動後のふり返りで，子どもたち自身に気付かせるようにしましょう。
(6) グループの中ではいろいろなことが起きます。それらをふり返らせることで，グループとは何
か，グループに自分自身がどのようにかかわるかなどについて学ばせるようにしましょう。
(7) ふり返りでは，オリエンテーリング自体の計画や結果をふり返らせるのではなく，活動の過程
における個人の動きに焦点をあてさせる。
(8) 活動中のトイレについて考慮しておきましょう。

☆手順例
(1) ねらい グループワークをとおして，人間関係を育む。（所内オリエンテーリング）
(2) グループ構成 ６人程度
※その場でくじ引きやゲームなどにより偶発的に行う。
※既存のグループで行う。
(3) 展開
① 決められた場所に集合し，グループを編成する。
② ルールを説明し，課題を提示する。
③ 活動に必要な，最低限の知識と安全の注意を与える。
・スコアオリエンテーリング得点カード・スコアオリエンテーリング用地図
所内めぐりオリエンテーリング（問題）
館内オリエンテーリング問題（Ａ～Ｃ） など，必要なものを配布。
・地図の見方，ポイント記号の記入の仕方。
・制限時間。
④ 課題とルールに基づき，各グループで計画を立てる。
⑤ 話し合いが終わったグループから活動を開始する。
⑥ ゴールしたら，本部記録係が到着時間を記録し，設定時間との誤差を得点換算する。
⑦ 活動終了し，成績を発表する。
(4) ふり返り・まとめ
① 「日常生活においてグループ活動が必要な場面とその取り組み方」など，ねらいに応じたテ
ーマに基づき活動との対比で考えさせる。
② 指導者は参加者の発表を受け，今回の「気づき」を，次の活動や日常生活に活かすことを促
すなど，簡単にコメントを行う。評価的なコメントにならないように注意する。
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７

ウォークラリー

☆活動の概要
(1) グループでコース図に従い，課題を解決しながら歩いてまわる活動です。
(2) コース図は，スタートからゴールまで順番にコマ図を並べたものです。
(3) コマ図には，コース内の交差点や分岐点を１つずつ書き表しています。
(4) 時間差スタートとなります。（10分間隔が理想）
(5) 途中で課題を解決します。
(6) 順位づけは，時間得点と課題得点の合算で行います。
(7) 時間得点は規定時間を設け，それから遅れるごとに減点していく方法と，遅れても速くても減
点していく方法があります。
(8) 規定時間は，団体の規模，参加者の年齢・体力，他プログラムとの関連などを考慮して，各団
体で決定してください。
(9) 活動時間は，小学校高学年で２時間程度です。

☆ねらいとして考えられるもの
(1) 自然の中で仲間と楽しみながら親睦を図る。
(2) 人間関係など心を育む。
・グループのあり方について考える。
・グループに対する個人のかかわり方を考える。
・リーダーシップ，コミュニケーション能力，協調性を培う。
(3) 地図を読み取る能力を培う。
※ いずれかに重点を絞りましょう。

☆季節
一年中

☆準備物
(1) 参加者 運動靴 帽子 水筒 タオル 時計 軍手やリュック（必要に応じて）
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの 無線機 コマ図・課題用紙 コース図・解答用紙 紙バサミ

筆記用具

☆引率者配置
(1) スタート係 ゴール係 救急係 など
(2) 各グループに１名の引率者が後方からグループの様子を観察しながら同行するのが望ましい。
(3) スタッフ数に余裕がない場合は，要所要所に配置し観察する。

☆指導上の留意点
(1) 安全指導を徹底してください。
(2) 自然へやさしい活動になるように，フィールドマナーに気をつけましょう。
(3) 事前にコースの下見を実施し，引率者全員がねらいに応じた運営について十分理解しておきま
しょう。
(4) 荒天時の判断は，参加者の実態やその後のプログラムのことなどを考えて，団体で決定してく
ださい。また，自然の家の「安全対策マニュアル」に従って，活動を中止していただく場合があ
ります。
(5) 指導者は事前にグループ活動における価値を説明したり，押しつけたりしないようにしましょ
う。それらについては，活動後のふり返りで，子どもたち自身に気付かせるようにしましょう。
(6) グループの中ではいろいろなことが起きます。それらをふり返らせることで，グループとは何
か，グループに自分自身がどのようにかかわるかなどについて学ばせるようにしましょう。
(7) ふり返りでは，オリエンテーリング自体の計画や結果をふり返らせるのではなく，活動の過程
における個人の動きに焦点をあてさせる。
(8) 活動中のトイレについて考慮しておきましょう。
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☆手順例
(1) ねらい

グループワークをとおして，グループに対する個人のかかわり方を考える。
（館内オリエンテーリング）
(2) グループ構成 ４～６人程度
※その場でくじ引きやゲームなどにより偶発的に行う。
※既存のグループで行う。
(3) 展開
① 決められた場所に集合し，グループを編成する。
② ルールを説明し，課題を提示する。
③ コマ図の見方など活動に必要な，最低限の知識と安全の注意を与える。
④ 課題とルールに基づき，各グループで計画を立てる。
⑤ 規定時間を伝える。
⑥ 時差スタートする。（必ず，スタート時刻を記入させる。）
⑦ ゴールしたら，ゴール係のスタッフは，時間得点と課題得点を合算した総得点を出す。
⑧ 活動を終了し，成績を発表する。
(4) ふり返り・まとめ
① 「日常生活でグループワークが必要な場面とその取り組み方」
「グループ活動のあり方」など，
ねらいに応じたテーマに基づき活動との対比で考えさせる。
② 指導者は参加者の発表を受け，今回の「気づき」を，次の活動や日常生活に活かすことを促
すなど，簡単にコメントを行う。評価的なコメントにならないように注意する。
【コマ図】
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８

グリーンアドベンチャー

☆活動の概要
植物や樹木は自然界で大きな役割を持つかけがえのない存在です。動物や昆虫などにとっては食料
の源であり，人類が存在できるのも植物のお陰です。同時に人間生活，文化にとっても深いかかわり
があります。グリーンアドベンチャーは，敷地内にある指定された40種の樹木を，コース案内図をた
よりに探していきます。見つかったら，その樹木の名称を選択（４択）し解答用紙に記入します。分
からない場合は，植物図鑑(ハンドブック)「野山の木Ⅰ・Ⅱ」を活用します。このような活動をとお
して，その樹木の特徴や他の生き物とのかかわりを発見していきます。
進め方として，次の３つの方法があります。
１ 40種の樹木を全て調べる（約３時間）
２ 20種程度に絞って調べる（約２時間）
３ 時間を設定し，調べた数で競う。
実態に応じて工夫してください。

☆ねらいとして考えられるもの
(1)
(2)
(3)
(4)
※

自然の中で仲間と楽しみながら親睦を図る。
自然を理解し，樹木と人間のかかわり，自然の大切さを学習する。
植物をじっくり観察する。
協調性を培う。
いずれかに重点を絞りましょう。

☆季節
一年中

※ただし季節によって樹木の様子は変化します。

☆準備物
(1) 参加者 運動靴 帽子 水筒 タオル 時計
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの 無線機 問題用紙 解答用紙

筆記用具
紙バサミ

植物図鑑

☆引率者配置
(1) スタート係 ゴール係 救急係 など
(2) 参加者全員が通過しなければならないチェックポイントをつくっておくとよい。

☆指導上の留意点
(1) 安全指導を徹底してください。
(2) 自然へやさしい活動になるように，フィールドマナーに気をつけましょう。
(3) 事前にコースの下見を実施し，引率者全員がねらいに応じた運営について十分理解しておきま
しょう。ポイントの確認や危険箇所，所要時間，疲労度などを確認しましょう。
(4) 参加者の主体性を引き出しましょう。
(5) 団体で楽しみ方をアレンジしてみるのもよいでしょう。
(6) 荒天時の判断は，参加者の実態やその後のプログラムのことなどを考えて，団体で決定してく
ださい。また，自然の家の「安全対策マニュアル」に従って，活動を中止していただく場合があ
ります。
(6) 指導者は事前にグループ活動における価値を説明したり，押しつけたりしないようにしましょ
う。それらについては，活動後のふり返りで，子どもたち自身に気付かせるようにしましょう。
(7) グループの中ではいろいろなことが起きます。それらをふり返らせることで，グループとは何
か，グループに自分自身がどのようにかかわるかなどについて学ばせるようにしましょう。
(8) ふり返りでは，オリエンテーリング自体の計画や結果をふり返らせるのではなく，活動の過程
における個人の動きに焦点をあてさせる。
(9) 活動中のトイレについて考慮しておきましょう。
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☆手順例
(1) ねらい 自然を理解し，樹木と人間とのかかわり，自然の大切さを学ぶ。
(2) グループ構成 ４人程度
(3) 展開
① 決められた場所に集合し，グループを編成する。
② 課題を提示する。
③ コース案内図及び問題用紙を配布し，地図の見方とともにルールを説明する。
④ 安全面とフィールドマナーについて指導する。
⑤ 探すポイントの計画をグループごとに立てる。
⑥ 出発させる。
⑦ ゴールしたら，グループの確認をし，解答をチェックする。
⑧ 活動を終了し，成績を発表する。
(4) ふり返り・まとめ
① 「日常生活でグループワークが必要な場面とその取り組み方」
「グループ活動のあり方」など，
ねらいに応じたテーマに基づき活動との対比で考えさせる。
② 指導者は参加者の発表を受け，今回の「気づき」を，次の活動や日常生活に活かすことを
促すなど，簡単にコメントを行う。評価的なコメントにならないように注意する。
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９

マウンテンバイクラリー

☆活動の概要
所内に付設されたマウンテンバイクコース（周回約600m）を使って行う活動です。起伏の激しいコ
ースで自分自身の限界に挑戦します。

☆ねらいとして考えられるもの
(1) 達成感を得る。
(2) 自分自身と向き合う。

☆人数・時間
(1) マウンテンバイクは60台あるが，コース上に同時に出ることができるのは30台程度である。休
憩を入れながら交互に走行する。
(2) 活動時間は２時間程度。

☆季節
一年中

☆準備物
(1) 参加者 運動靴 帽子 水筒 タオル
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの マウンテンバイク ヘルメット

無線機

☆引率者配置
引率者はコース内に分かれて安全指導を行う。

☆指導上の留意点
(1) 事前にマウンテンバイクコースの下見を実施しましょう。
(2) 安全指導（特に接触やスピードの出しすぎの注意）を徹底してください。
(3) フィールドマナーに気をつけましょう。
(4) 伴走車両を一台用意し，全体の状況をチェックしてください。
(5) 荒天時の判断は，参加者の実態やその後のプログラムのことなどを考えて，団体で決定してく
ださい。また，自然の家の「安全対策マニュアル」に従って，活動を中止していただく場合があ
ります。

☆手順例
(1) ねらい 自分自身の限界に挑戦する。
(2) 課題 できるだけ足をつかずにマウンテンバイクでコースを走行する。
(3) 展開
① 決められた場所に集合し，マウンテンバイク倉庫前に移動する。
② 参加者に対し動機づけを行い，チャレンジしようという雰囲気をつくる。
③ 自然の家職員から，マウンテンバイクの使用説明と諸注意を聞く。
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ア
イ

ヘルメットの付け方
自転車の点検
・全体のがたつきの有無
・ブレーキ，ブレーキシューの確認
・クイックレバー（車輪の脱着）の締め付け具合
・変速機の点検
・タイヤの空気圧の点検
・ハンドルシステムの点検
・サドルの調整
④ コースを説明する。
⑤ 安全面とフィールドマナーについて指導する。
⑥ 試走。（コースを確かめながらゆっくり走る）
⑦ コースにチャレンジする。
⑧ チャレンジを終了し後始末をする。
・マウンテンバイクの汚れを拭き取る。
・故障箇所を確認する。
・車庫へ収納しヘルメットを返却する。（数の確認）
⑨ 活動を終了する。
(4) ふり返り・まとめ
① ふり返り後，「日常生活でチャレンジしなければならないものとその取り組み方」「自分自身
の限界」などねらいに応じたテーマに基づき活動との対比で考えさせる。文章にまとめさせる
ことも考えられる。
② 指導者は参加者の発表を受け，今回の「気づき」を，次の活動や日常生活に活かすことを促
すなど，簡単にコメントを行う。評価的なコメントにならないように注意する。
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１０

自然探検ビンゴゲーム（館内）

☆活動の概要
自然の家周辺には自然がいっぱいありますが，館内にも隠れた自然がたくさんあります。この活動
は館内にある展示物等を観察しながら，出題されている問題を解いていく活動で，荒天時のプログラ
ムに適しています。

☆ねらいとして考えられるもの
(1) 仲間と楽しみながら，課題解決をとおして親睦を図る。
(2) 人間関係など心を育む。
・グループのあり方について考える。
・グループに対する個人のかかわり方を考える。
・リーダーシップ，コミュニケーション能力，協調性を培う。

☆人数・時間
(1) １グループ４～６名程度。（団体の実態に応じて編成）
(2) 活動時間は２時間程度。

☆季節
一年中

☆準備物
(1) 参加者 筆記用具
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの 問題用紙

解答用紙

紙バサミ

☆引率者配置
(1) 引率者は本部記録係と指導係に分かれて活動を見守る。
(2) 引率者が配置された場所をチェックポイントにしてもよい。

☆指導上の留意点
(1) 展示物には手を触れないようにしましょう。
(2) 館内は歩いて移動しましょう。
(3) 室内の活動です。他団体の迷惑にならないようにしましょう。

☆手順例
(1) ねらい グループ活動をとおして，人間関係を育む。
(2) グループ構成 ４～６人程度 ※その場でくじ引きやゲームなどにより偶発的に行う。
※既存のグループで行う。
(3) 展開
① 決められた場所に集合する。
② ルールを説明し，課題を提示する。
・展示物等を頼りに問題を解く。
・問題番号と同じ番号の所に解答を書く。
・問題はどこから解いてもかまわない。
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③
④
⑤

活動を開始する。
ゴールしたら隠しタイムとの誤差を得点換算する。
採点する。
・ビンゴゲームなので，縦・横・斜めの１列が全部正解であれば５点。（全問正解60点）
・隠しタイム→団体で基準となる時間を設定します。
・時間得点(隠しタイムとの誤差）
10分以上の誤差…10点
10～5分の誤差…20点
5分以内の誤差…40点
・課題得点（60点満点）と時間得点（40点満点）を算出し，順位を決定する。
⑥ 活動を終了し，成績を発表する。
(4) ふり返り・まとめ
① ふり返り後，
「日常生活においてグループ活動が必要な場面とその取り組み方」など，ねらい
に応じたテーマに基づき活動との対比で考えさせる。
② 指導者は子どもたち参加者の発表を受け，今回の「気づき」を，次の活動や日常生活に活か
すことを促すなど，簡単にコメントを行う。評価的なコメントにならないように注意する。
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１１

ハンターゲーム

☆活動の概要
ハンター役と猟犬役が作戦を立て，協力して動物カードを集める活動で，チームプレーが要求され
ます。
荒天時のプログラムとして，館内に動物カードを隠して実施することもできます。

☆ねらいとして考えられるもの
(1) 仲間と楽しみながら，ゲームをとおして親睦を図る。
(2) 人間関係など心を育む。
・グループのあり方について考える。
・グループに対する個人のかかわり方を考える。
・リーダーシップ，コミュニケーション能力，協調性を培う。

☆人数・時間・方法
(1) １グループ５名程度。（団体の実態に応じて編成）
(2) ハンター役１名 猟犬役４名
(3) 活動時間は１時間程度。
(4) 方法
① 一定エリアにカードを隠す。カードには得点があり，カードに描かれている動物によって得
点が異なる。
② 狩猟犬は動物カードを探し，ハンターに伝えることができるが，カードを取ることはできな
い。カードを取ることができるのはハンターだけ。
③ グループ内で作戦を立てさせる。
④ 開始の合図でエリアに一斉にカードを探しに行き，カードに隠された点数の合計で順位を競
う。年の干支などをボーナスポイントにするなど得点を工夫するとさらに盛り上がる。

☆季節
一年中

☆準備物
(1) 参加者 筆記用具
(2) 引率者 時計 救急用品
(3) 貸し出すもの 動物カード

集計表

紙バサミ

無線機

ビブス等

☆引率者配置
(1) 引率者はスタート・ゴール地点に１名。
(2) 上記以外の者は活動エリア内に適当に配置し，ペナルティが無いかどうかを確認する。

☆指導上の留意点
(1) 動物カードを隠す際，風で飛ばされないようにしましょう。
(2) 始めと終わりに動物カードの数を確認しましょう。（取り残しがないように）
(3) 館内で活動するときは，他団体の迷惑にならないようにしましょう。
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☆手順例
(1) ねらい グループ活動をとおして，人間関係を育む。
(2) グループ構成 ５人程度
※その場でくじ引きやゲームなどにより偶発的に行う。
※既存のグループで行う。
(3) 展開
① 決められた場所に集合する。
② ルールを説明し，課題を提示する。
③ ハンター役には，目印となるもの（帽子やビブス等）を付けさせる。
④ 各グループで作戦を立てる。
⑤ 開始する。一定時間が経ったところで終了の合図を出す。
⑥ 採点する。
⑦ 活動を終了し，成績を発表する。
(4) ふり返り・まとめ
① ふり返り後，
「日常生活においてグループ活動が必要な場面とその取り組み方」など，ねらい
に応じたテーマに基づき活動との対比で考えさせる。
② 指導者は子どもたちの発表を受け，今回の「気づき」を，次の活動や日常生活に活かすこと
を促すなど，簡単にコメントを行う。評価的なコメントにならないように注意する。
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