
野外教育活動説明会

令和３年度



１ 期 日

 令和３年
８月１日（日）

～８月２日（月）

１泊２日 ＊雨天決行



２ 実施場所

 愛知県旭高原自然の家

愛知県豊田市小滝野町坂38-25 
℡ 0565-68-3200



３ ねらい
 自然に親しみながら、自然について
の知識を深めるとともに、その中で生
活することの楽しさを味わう。

 寝食・行動を共にする生活の中で、
助け合い、励まし合いながら、相手を
思いやることの大切さを学ぶ。

 自分に与えられた仕事に責任をもっ
て取り組み、進んで活動しようとする
態度を養う。



３ ねらい

 自然の中で思い切り体を動かし、
一生懸命頑張ろうとする気持ちと
体力を育てる。

 野外生活を楽しむ中で、社会性
を身につけるとともに、友情を深
め、協力して活動を進める態度と
心構えを養う。



５ 経費（概算）

交通費 ６２００円

宿泊費 ７２０円

食費・雑費 ４０８０円

合 計 １１０００円

※ 上記の経費は概算ですので、決算時には、
多少金額の違うことがあります。

４ 参加児童
三宅小学校5年生 １８名



６ 行 程
○ ８月１日 学校集合 ８：３０

学校出発 ９：００

○ ８月２日 学校到着 １６：００

学校解散 １６：２０

※到着時刻は交通状況により前後する場合が

あります。



７ 活動の内容
〈１日目〉

・ 入所式

・ 創作活動

（動物焼き杉 ペン立て）

・ 飯ごう炊さん（カレーライス）

・ キャンプファイヤー



７ 活動の内容
〈２日目〉

・ 朝の集い

・ 荷物の整理 ・ 施設の清掃

・ 【晴天時】 ハイキング

・ 【雨天時】 スポーツ大会

・ 退所式



８ 服装
黄色い帽子、はきなれた靴、名札不要

★往復（バス）半袖・半ズボン（キュロット）

★現地（火を使う活動）綿の長袖・長ズボン

（屋外）長袖・長ズボン

（屋内）半袖・半ズボン（キュロット）

（防寒着）パーカー、カーディガン

（就寝用）ジャージなど

（それに代わるもの）

現地の気温は、昼間は名古屋と同じくらい。

標高が高いので、夜ははおるものが必要。



９ 食 事
1日目 昼 注文弁当

おにぎり弁当

１日目 夜 野外炊飯（みんなで作ります）

カレーライス

２日目 朝 食堂（パック弁当

＋ご飯・みそ汁）
２日目 昼 注文弁当

こども弁当



１０ 持ち物
校名・氏名を必ず記入してください

１ ナップサック（以下２～８をナップサックに入れる）

２ 水筒 ※ 肩掛け用が望ましい

３ しおり

４ 筆記用具（えんぴつ・消しゴム・名前ペン）

５ ハンカチ・ティッシュ・マスク

６ 予備のマスク

７ 雨具（カッパと折りたたみ傘）

８ ビニルの敷物



持ち物 校名・氏名を記入

９ ドラムバッグ または 大きいリュックサック

（持ち物をひとまとめにして入れることができるもの

なら何でもよい。）

１０ 長そで，長ズボン（各１）

替えのＴシャツ・半ズボン（各２）

１１ パーカーまたはカーディガンなど（１）

（キャンプファイヤー等，夜間にはおる用）

１２ 寝間着（１）

（ジャージやＴシャツなど廊下を歩いても不自然で

ないもの）

１３ 替えの下着（シャツ・パンツ各２）

替えの靴下（２）



１４ 洗面用具

（歯ブラシ・歯みがき粉・顔ふき用タオル）

１５ 汗拭き用タオル（２）

１６ バスタオル（１）・浴用タオル（１）

１７ 洗濯ばさみ（２）

１８ ふきん（２）・台ふき（１）・ぞうきん（１）・うちわ（１）

カレー用スプーン（１）・コップ（１）

１９ 新聞紙（朝刊１日分）（ある人）

２０ 牛乳パック（１）（ある人は、らせん状に切る

または 開いてくる）

持ち物 校名・氏名を記入



２１ ビニール袋（４）

２２ 予備のマスク（３枚程度）

２３ 替えのハンカチ、ティッシュ（各１）

２４ よいどめの薬（必要な人）

２５ 軍手（綿のもの。すべり止めのゴムが

ついたものは，やけどをするので不可）

２６ スタンツ・各係で必要なもの

２７ 体育館シューズ（学校で使用しているもの）

※ 着いたらすぐ取り出せるように荷物の

一番上に入れる。

持ち物 校名・氏名を記入



２８ 黄色い帽子

２９ はき慣れた運動靴（当日はいてくる）

３０ 虫よけ（必要な人：ウェットティッシュタイプ）

３１ 虫刺されの薬（必要な人）

３２ 懐中電灯

３３ ５００ｍL ペットボトルのお茶（予備）

３４ ペットボトルホルダー

持ち物 校名・氏名を記入



「どこに、何が、どのように入っている
か」がすぐ分かるようにしましょう！

・親子で「いっしょに」準備して、カバ
ンに入れる。

・「種類別・活動別にして

袋に入れる」などの工夫する。



１１ その他
計画的な準備を

○ 持ち物の点検・整理は、

全校出校日までに

○ 規則正しい生活と体調管理

★ 急な欠席は、

午前８時００分～８時１５分までに

学校へ連絡して下さい。

℡ ４６－０５０３



１１ その他

○ 中止の場合は学校より連絡
（メール）

○ 病気等での緊急時の対応
○ 交通事情等で学校到着の
遅れの場合は学校より連絡

（メール）



１２ 施設の紹介

ファイヤー場

施設本館

野外炊飯場



旭高原自然の家



正面玄関



炊飯場



炊飯場 その２



炊飯に使用する道具等



宿泊する部屋の様子



施設 その他

研修室

洗面所談話ロビー



施設その他２

廊下

ごみ箱コーナー

体育館

冷蔵庫



お風呂



食堂



ハイキング予定地



１３ 保健関係
・ 保健に関する事前調査を行います。

現地での健康管理や生活上で特に配慮が必要な場合は担任ま
でお知らせください。

・ 健康管理に十分留意してください。

・ 乗り物酔いをしやすい人は、事前に酔い止め薬を服用

しておいてください。

（帰りの酔い止め薬も忘れずに持っていく。）

・ 現地でのけがや病気になった場合は、 養護教諭が付き添っ

て休養、自然の家から近隣の医療機関を受診、活動続行が

難しい場合は、お迎えをお願いすることもあります。

・出発前日と帰着日の夜は、十分な休養を！！



元気に２日間活動する

ために・・・

・早寝・早起き・規則正し
い生活（食事のリズムも）
を心がけましょう。



持ち物をなくさない

ために・・・

・すべての持ち物に名前を

書きましょう。

・物を整理して置くように

心がけましょう。



マナーを守って気持ちよく

過ごすために・・・

・５分前行動に心がけましょう。

（声をかけ合う・助け合う）

・短時間でできるように

練習しておきましょう。

（マナーを守って入浴、

交代で洗顔）



【事前健康調査】

6月15日（火）配付

6月18日（金）までに

提出してください



後日配付のしおりで、最終確認
をしてください。

不明な点、心配な点があれば、
いつでもお尋ねください。


