
日本青年会議所「人間力大賞」「文部科学大臣賞」受賞 

  ①『おもいっきり川あそびキャンプ！！』      ②『海つりキャンプ！！』          ③『ふくい 海あそびの達人！！』      

  ～みんなとやってみる！はじめての自然への挑戦！！～     ～夏の海で、つりにとことん挑戦！      ～シュノーケリングに魚つり、貝とりに、魚とり      

（川あそび編）       サビキに五目つり！暑くなったら海で遊ぼう！！～           海の自然でどんどんチャレンジ！～     

 

⑥『四国 日和佐 山・川・海ぼうけんキャンプ！』  

～山・川・海の３つの活動に全部挑戦！                             

                               自然に心揺らしチャレンジ！～ 

⑤『川あそびキャンプ！！』   

～きれいな川で飛び込んだり、魚やエビとったり 

川を流れてみたり！川あそびに挑戦！～  

 ④『沢あそびチャレンジ！！』 

～美しい天然シャワーに、天然滑り台！   

自然の遊び場で、おもいっきり沢あそび！～   

主  催：野外体験学習事務所パワーズ・アウトドアエデュケーション 

「アドベンチャーキッズスクール」実行委員会   

 

おかげさまで、１５周年。アドベンチャーキッズスクールは、「小さな自然学校」と、「可能性に気づく」をコンセプトに、 

２００３年に開校した非営利の自然体験学校です。 
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＝実施要項＝ 

■期  日：８月１６日(水)～１７日(木) １泊２日(テント泊) 
■場  所：滋賀県 愛知川周辺  
■対  象：年長～６年生 ２０名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：１３,８００円＋税 (税込 14,904 円)※集合から解散までの全ての費用を含みます｡
■指  導：谷口 浩子（パワーズ・アウトドアエデュケーション、チーフディレクター） 

萩原 正利（パワーズ・アウトドアエデュケーション代表、校長） 
※各班に野外教育の専門スタッフが付き、プログラム指導から生活指導まで責任を持ってお世話致します。 

■集合解散：京阪線 枚方市駅  ８：００集合、１７：００解散 
■そ の 他：寝袋、ライフジャケット等の特別な道具は、こちらでご用意致します。
 

＝実施要項＝ 

■期  日：８月３日(木)～４日(金) １泊２日(テント泊) 
■場  所：兵庫県 淡路島  ※直近の釣果等により、会場が変更になる場合がございます。 
■対  象：小学１年生以上 ２０名限定（一般対象。最小催行人数６名）  
■参 加 費：１４,８００円＋税 (税込 15,984 円)※集合から解散までの全ての費用を含みます｡

■指  導：萩原 正利（パワーズ・アウトドアエデュケーション代表、校長） 
谷口 浩子（パワーズ・アウトドアエデュケーション、チーフディレクター） 
※各班に野外教育の専門スタッフが付き、プログラム指導から生活指導まで責任を持ってお世話致します。 

■集合解散：京阪線 枚方市駅  ８：００集合、１７：００解散 
■そ の 他：寝袋、釣り竿、ライフジャケット等の特別な道具は、こちらでご用意致
       します。 ※釣りがはじめての方も、お教えしますので大丈夫です。 

 

＝実施要項＝ 

■期  日：７月３０日(日)～８月１日(火) ２泊３日(テント泊) 
■場  所：福井県 敦賀半島周辺  
■対  象：小学１年生以上 ２０名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：２３,８００円＋税 (税込 25,704 円)※集合から解散までの全ての費用を含みます｡

■指  導：谷口 浩子（パワーズ・アウトドアエデュケーション、チーフディレクター） 
萩原 正利（パワーズ・アウトドアエデュケーション代表、校長） 
※各班に野外教育の専門スタッフが付き、プログラム指導から生活指導まで責任を持ってお世話致します。 

■集合解散：京阪線 枚方市駅  ８：００集合、１７：００解散 
■そ の 他：寝袋、釣り竿、ライフジャケット等の特別な道具は、こちらでご用意致
       します。 

 

※各コースともに天候等により、プログラムの内容、スケジュール、会場が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発  

●おもいっきり 

     川あそび！① 

●キャンプに挑戦！  

～テント＆野外炊事に挑戦！ 

～全部自分たちで挑戦だ！！ 

●ナイトプログラム 

２ 

日 

目 

●テントたたみ 

●おもいっきり 

川あそび！② 

～今日は、おもいきって 

上流の川あそびにも挑戦だ！ 

●昼食､移動､枚方市駅着 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発  

●おもいっきり 

海つり！① 

●キャンプに挑戦！  

●海つり野外炊事術 

~釣った魚で、おかずを
つくろう！～  

２ 

日 

目 

●テントたたみ 

●おもいっきり 

海つり！② 

～さぁ、おみやげを釣るぞ 

 暑くなったら海遊び！ 

●昼食､移動､枚方市駅着 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 福井県 敦賀半島到着 

●海あそびの達人！① ～さぁ、海あそびの開始！！～  

～さぁ、シュノーケルをつけて、海へ！まずは、シュノーケリング！ 

●テント設営、夕食作り ～子どもたちで挑戦だぁ！～ 

２ 

日 

目 

●海あそびの達人！② ～とことん海あそび！～ 

～ダイブ！魚とりや食料探し！今日は、たくさん、挑戦するぞぉ！～ 

●夕釣り隊出発！！ 

●夕食   

３ 

日 

目 

●海あそびの達人！③ ～最後まで海をあそびつくせ！～ 
～海の中を見ながらの原始釣りにも挑戦！最後まで海を遊ぶ！～ 

●昼食、敦賀半島出発、枚方市駅着、解散 

 

 

 

サマーキャンプ①は、「おもいっきり川あそびキャンプ！」です！自然の川での川あそびと、キャンプに挑
戦です！今回行く愛知川は、とてもきれいな川で、川には、たくさんの魚や、シマドジョウなんかも住んで

いる場所です！さぁ、ライフジャケットをつけて、シュノーケルをつけたら、みんなで川へ出発！もちろん、

川をおよいでみることもできるし、あみを持って魚や生き物とりに挑戦することだってできます！そして、
今回は、ただ単に川に入るだけではなく、おもいっきり川あそびですので、なんと、川にできている天然ウ

ォータースライダーや、チューブでの川流れ、岩から天然プールへのジャンプにも、挑戦することができま

す！川あそびがはじめての人も大丈夫！愛知川は、美しくゆったりとした、浅い所もたくさんあるので、は
じめての川あそびに挑戦してみて下さいね！さぁ､みんなで、川あそびとキャンプに挑戦だぁ！ 

サマーキャンプ②は、『海つりキャンプ!』です。海でおもいっきり、とことん釣りに挑戦です！ 

キャンプ場で２日間のベースとなるテントをたてたら、さぁ、さっそく、海つりにでかけよう！竿

としかけと、エサをセットして、魚のいそうな場所をねらって、針を落とす！魚がかかれば、竿が

グググとふるえるので、最後は頑張ってつりあげよう！今回は、針が何本もあるサビキという仕掛
けでアジやいわしをねらう釣りや、１本バリで、色んなエサで、色んな魚をねらう五目つりに挑戦

していきたいと思います。１日目釣った魚は、みんなの夕食のおかずに、２日目釣ったお魚はおみ

やげにするのでがんばろう！暑くなったら海遊びもしながらの２日間！さぁ、夏の釣りに挑戦だ！ 

 

サマーキャンプ③は、「ふくい 海あそびの達人！」です！美しい海を持つ、福井県 敦賀半島

を会場に、海あそびにとことん挑戦です！海にある巨石からダイブをしたり、魚を追いかけて
のシュノーケリングや、小網を持っての魚とり！敦賀半島の豊かな海は、みんなが海でやって

みたいと想っていることをかなえる絶好の場所です！プログラムではこの他にも、みんなの大

好きなつりや、食料さがし、磯の海の探検にも出発します！さぁ、海でとことん挑戦する３日
間！透き通る海で、みんなは、一体何をする？！ 



＝実施要項＝ 

■期  日：８月２２日(火)～２４日(木) ２泊３日(テント泊) 
■場  所：滋賀県東近江市 神崎川周辺  
■対  象：小学１年生以上 ２０名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：２３,８００円＋税 (税込 25,704 円)※集合から解散までの全ての費用を含みます｡

■指  導：萩原 正利（パワーズ・アウトドアエデュケーション代表、校長） 
谷口 浩子（パワーズ・アウトドアエデュケーション、チーフディレクター） 

※各班に野外教育の専門スタッフが付き、プログラム指導から生活指導まで責任を持ってお世話致します。 

■集合解散：京阪線 枚方市駅  ８：００集合、１７：００解散 
■そ の 他：寝袋、ライフジャケット等の特別な道具は、こちらでご用意致します。

子どものための自然体験学校「アドベンチャーキッズスクール」 

 

＝実施要項＝ 

■期  日：８月７日(月)～９日(水) ２泊３日(テント泊) 
■場  所：徳島県 美波町 日和佐周辺  
■対  象：小学１年生以上 ２０名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：２３,８００円＋税 (税込 25,704 円)※集合から解散までの全ての費用を含みます｡

■指  導：萩原 正利（パワーズ・アウトドアエデュケーション代表、校長） 
谷口 浩子（パワーズ・アウトドアエデュケーション、チーフディレクター） 

※各班に野外教育の専門スタッフが付き、プログラム指導から生活指導まで責任を持ってお世話致します。 

■集合解散：京阪線 枚方市駅  ８：００集合、１７：００解散 
■そ の 他：寝袋、ライフジャケット等の特別な道具は、こちらでご用意致します。

＝実施要項＝ 

■期  日：７月２４日(月)～２７日(木) ３泊４日(テント泊) 
■場  所：徳島県 美波町 日和佐周辺  
■対  象：小学２年生以上 ２０名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：３０,５００円＋税 (税込 32,940 円)※集合から解散までの全ての費用を含みます｡

■指  導：谷口 浩子（パワーズ・アウトドアエデュケーション、チーフディレクター） 
萩原 正利（パワーズ・アウトドアエデュケーション代表、校長） 
※各班に野外教育の専門スタッフが付き、プログラム指導から生活指導まで責任を持ってお世話致します。 

■集合解散：京阪線 枚方市駅  ８：００集合、１７：００解散 
■そ の 他：寝袋、ライフジャケット等の特別な道具は、こちらでご用意致します。

※各コースともに天候等により、プログラムの内容、スケジュール、会場が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 沢に到着 

●沢あそびキャンプ！① ～沢に出発！～ 

～さぁ、沢へ出発!どんな自然のあそび場がまっているかな～ 

●テント設営、夕食作り ～子どもたちで挑戦するよ！～ 

２ 

日 

目 

●沢あそびキャンプ！② 

～天然シャワーに、天然プール、ウォータースライダー！小滝のぼりや
とびこみも！ザブザブ沢あそびに挑戦だぁ！～ 

●夕食 ●ゆっくりフリータイム 

３ 

日 

目 

●沢あそびキャンプ！③ 
～さいごは、天然プールでゆったり沢あそび！ドジョウや魚とり、沢
たんけんにも挑戦だ！～ 

キャンプ場出発 →枚方市駅着、解散 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 徳島県 日和佐川到着 

●川あそびチャレンジ①～さぁ、川あそびの開始！！! 

～さぁ、今日は、ゴーグルをつけて、川の中をのぞきに行くぞ!？～ 

●テント設営 ●夕食づくり～子どもたちでがんばるぞ！～ 

２ 

日 

目 

●川あそびチャレンジ②～とことん川あそびに挑戦！～ 
・魚とりにエビとり！川ながれに、とびこみ！いっぱい挑戦だぁ！ 

・ミニさおをつくって、見釣りに挑戦！！ 

●夕食  ●魚のワナをしかけてみよう！ 

３ 

日 

目 

●川あそびチャレンジ！③～最後に、まだまだ川あそび！～ 
～とった魚やエビを、たき火で焼いて食べたり、川岸で遊んだり、 
まだまだ、川であそべることは、つきないぞぉ！～ 

日和佐川出発 →枚方市駅到着、閉校式、解散 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 南四国の海に到着 

●さぁ、さっそく、海あそびの開始だぁ！ 

●テント設営、夕食作り ～子ども達で挑戦してみるぞ！～ 

２ 

日 

目 

●今日は、「山」の日！ 
～４５０ｍの鬼ヶ岩屋へのやまのぼり！子ども達で、挑戦だぁ！ 

●つりに挑戦！   

３ 

日 

目 

●今日は、とことん「川」の日！ 

～今日は、川あそびに挑戦だ！川ながれや、さかなとり、およい
でみたり、魚のワナをしかけたり！さぁ、あそぶぞ！～ 

●夕食    
４ 

日 

目 

●今日は、最後に「海」の日！ 
～透き通る海でのシュノーケリングに、とびこみ!さぁ、行くぞ～ 

日和佐 出発 → 枚方市駅到着、閉校式、解散 

 

 

サマーキャンプ④は､「沢あそびチャレンジ！」です！自然の沢での「沢あそび」に挑戦します！
沢は、山の上から流れてきたきれいな水で、美しい天然プールや、天然のシャワー、天然のす

べり台、そして、天然ウォータースライダーなどが、自然に作られている、夏の絶好のあそび

場です！みんなで、沢の中をザブザブ進んでいくと、ゆったり浮かべる場所や、天然シャワー
をあびられる所、おもわずもぐってみたくなる透明な場所、そして、とびこみが出来る場所、

自然の遊び場がいっぱいです！時に、小さな滝をのりこえるスプラッシュクライムに挑戦した

り、お助けロープで深い場所を渡ってみたり！沢山の遊びと挑戦がある沢！この夏、みんなも、
一緒に、夏の沢でのキャンプに挑戦してみませんか？！ 

 

サマーキャンプ⑤は、「川あそびキャンプ!」です！四国にある清流で有名な“日和佐川”で、
川あそびに挑戦です！日和佐川は、とても豊かな自然の川！魚はもちろんのこと、テナガエビ

もたくさん住んでいる場所です！がんばれば、あみでとって、焼いて食べる事だってできる！

他には、岩からのダイブや、川の流れに身をまかせ、川の魚たちと一緒に川をゆったりながれ
ることができる場所もあります。その他にも、ミニ竿をつくって、川の中をのぞきながら、魚

のいそうな場所に針先をたらしての、｢見釣り｣｢エビ釣り｣に挑戦するのもいいかもね！まだま

だたくさんある川あそび！今年の夏は、みんなで夏の川あそびに、とことん挑戦してみません
か！ 

サマーキャンプ⑥は『山・川・海！ぼうけんキャンプ！』です！豊かな自然の残る徳島県 日和

佐で、山、川、海の３つの活動全部に挑戦していきます！海は、南国四国のとても豊かな海！！

透き通り、色々な魚がおよぐその海では、海あそびやシュノーケリングはもちろんのこと、釣
りや飛び込みにも挑戦できます！川も、日和佐の周りにはきれいな川がたくさんあり、川あそ

びや、魚やエビとりはもちろんのこと、カニ網や、魚のワナにも、挑戦することができます！

山の日は、少しがんばる日！４５０ｍの「鬼ヶ岩屋」という名前の山の頂上まで、みんなでト
レッキング！地図を見て、道を間違えないように、子ども達で挑戦です！!さぁ､夏に、一度に

たくさんの自然で遊んでみたいお友達は､このキャンプで、山・川・海の自然に挑戦してみませ

んか! 

 



おかげさまで、１５周年。アドベンチャーキッズスクールは、「小さな自然学校」と、「可能性に気づく」をコンセプトに、２００３年に開校した非営利の自然体験学校です。 

"あそびながら、チャレンジし、気づいていく" 
「アドベンチャーキッズスクール」では、"あそびながら、チャレンジし、気づいていく"という指導理念のもと、活動技術から安全面、精神面、生活面まで 

お子様を責任を持ってお預かりしております。お子様方、ひとりひとりの可能性を引き出すため、お子様方の自主性を重んじ、指導者は援助役に徹します。 

遊びながら、挑戦し、経験から気づいていくこと、そして、今後、自分はどのようにありたいのか意志を持ち、それを現実に実現していくこと、を体験の大 

きな目標としています。 

また、教育効果とお子様の安全を確保するため、 

① １コース最大２６名までの少人数制、  

② 教育目標を明確に設定したプログラム、 

③ 野外教育専門専従スタッフ複数名での指導と､ 

指導法の精選 

を採用し、より充実した自然体験活動、冒険体験活動を 

可能にしています。 

 

 

※全キャンプには、上記職員３名以上常勤致します。ま

た、各班は６～１０名で構成され、各班にカウンセラー

と呼ばれる指導者がつきます。全体を統括するディレク

ター、各班を担当するカウンセラーは、『アドベンチャ

ーキッズスクール』スタッフで構成され、いずれも、野

外教育の指導者養成トレーニングを随時行っている専

門スタッフで、お子様の生活面から、活動面、精神的な

成長まで、責任を持って見守ります。また、その他にお

子様のサポートや急な病気等に対し看護を行う本部ス

タッフが同行し活動を行っていきます。 

■スクールプロデューサー・校長 

萩原 正利（ハギ） 
「アドベンチャーキッズスクール」実行委員長、校長 

 パワーズ・アウトドアエデュケーション代表 
 

元商社マン。イギリスに本校のある世界的冒険教育、体験学習機関アウト
ワード・バウンド・スクール（ＯＢＳ）で長期のプロトレーニングを修了。
ＯＢＳインストラクターとして、様々な冒険教育、野外教育プログラムを
指導。その後、北海道にある(財)青少年野外教育財団で事業部チーフディレ
クターとして、年長、小・中学生の野外教育プログラムをはじめ、指導者養
成、企業研修に至るまで、様々な場面で指導してきました。2003 年に野外
体験学習事務所 パワーズ・アウトドアエデュケーションを設立、アドベン
チャーキッズスクールを開校。スクールディレクター、プログラムディレ
クターを務めます。子どもたちからは、「ハギ」の愛称で親しまれています。
過去には、北海道知床半島 羅臼町教育委員会「知床野外体験指導者アカデ
ミー」主任講師、(財)青少年野外教育財団研究員等を務めてきました。1972
年 1 月生まれ。今年で、４５歳。指導暦は 20 年（非常勤 1 年、常勤職員
19 年）です。 
 

■プログラムディレクター 

谷口 浩子（あまゾン） 
｢アドベンチャーキッズスクール｣ 副校長・事業本部 

パワーズ・アウトドアエデュケーション 事業部チーフディレクター 
 

アウトワード・バウンド・スクールで冒険教育を学び、(財)青少年野外教
育財団でディレクターとして勤務。登校拒否児童生徒対応プログラムを
はじめ、年長、小、中学生のプログラム、環境教育プログラム、指導者
養成プログラム、海外プログラムを指導。現在、パワーズ・アウトドア
エデュケーション チーフディレクター。アドベンチャーキッズスクー
ル副校長。事務局担当。「あまゾン」の愛称で親しまれています。 
過去には、(財)青少年野外教育財団研究員、国立曽爾少年自然の家 冒険
教育アドバイザー、国立淡路青年の家指導者養成講師、南淡町教育委員
会 通学合宿アドバイザー等を務めて来ました。1972 年６月生まれ。2
児の母。今年で、４４歳。指導暦は 20 年（非常勤 1 年、常勤職員 19 年）
です。 

■プログラムディレクター 

高瀬 輝仁（アントニー） 
 ｢アドベンチャーキッズスクール｣ 事業本部  

パワーズ・アウトドアエデュケーション 事業部ディレクター 
 

学生時代から(財)青少年野外教育財団にて､長年､子どものための自然体験学校
の指導スタッフとして活躍。家業の食料品店を経て､(財)日本アウトワード・バウ
ンド協会で冒険教育長期プロ養成トレーニングを修了。子どもから青年までの
数々の冒険教育､野外教育プログラムを指導してきました｡現在､パワーズ・アウ
トドアエデュケーションディレクター｡アドベンチャーキッズスクール装備担
当。子ども達からは､｢アントニー｣の愛称で親しまれています｡1976 年 1 月生｡今
年で４１歳。指導暦は 19 年（非常勤６年。常勤職員 13年）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短い期間とはいえ、お子様を手離す保護者の皆様にとって、お子様の安全上の問題は、特に重要な事です。当「アドベンチャーキッズスクール」

では、事前に現地下見、トライアルを十分に行い、安全上の問題について、スタッフで綿密なミーティングを行って、プログラムを実施しており

ます。また、プログラム実施前に提出していただく健康調査カードに基づいて準備し、各指導者が常にお子様一人一人の健康状態を把握した上で

指導にあたります。 また、最寄の医療機関とは常に連絡をとれる体制をしき、夜間や緊急の場合も、すぐ対応できるように万全を期しておりま

す。しかし、全ての危険を回避することは難しく、不慮の事故や病気に備えて、毎回の全ての活動に対して傷害保険に加入しております。（※活

動の保険料は、参加費に含まれております。） 

  

自然の中での“だいぼうけん”！ 

そこには、経験からしか学べないものが、 

たくさんかくれています。 

それが、『アドベンチャーキッズスクール』です。

大阪府知事登録旅行業第 2-2510 号、（社）日本旅行業協会協力会員

オプショナルプログラム 
土日を利用した、毎回募集のプログラム。テーマをひとつにしぼり、季節に応じた様々 な体験を行っていきます。 

 

通年コース  
1年間、１０回の活動を同じ班で行なうコース。学年、経験値別に５つのコースがあります。 

※詳しくは、パンフレットをご請求ください。 

 

※詳しくは、パンフレットをご請求ください。 

 

【お申し込み・お問い合わせ】お電話、Ｅ－ＭＡＩＬ、FAX、ホームページから申し込み下さい。 ①参加コース名②お子様のお名前③学年④ご住所⑤お電話番号をお送り下さい。 

子どものための自然体験学校「アドベンチャーキッズスクール」 
 〒573-00７１ 大阪府枚方市茄子作１丁目４１番２３号 野外体験学習事務所パワーズ・アウトドアエデュケーション内 

ＴＥＬ ０７２-８５４-２６８１ E-MAIL  info-powers@office.nifty.jp 
FAX 専用 050-3737-1157    Home Page  http://www.powers-outdoor.com 

全コース共通 
全コースともに、各班に野外教育の専門スタッフが付き、お子様の生活面から、

活動面、宿泊面、精神的な成長まで、責任を持って見守ります。各コースとも

に、全体を統括するディレクター、各班を担当するカウンセラー、全体のサポ

ートや急な病気等に対し対応を行う本部スタッフが同行し活動を行っていき

ます。各コースともに原則、上記の専従職員である野外教育専門指導者３名全

員が、いずれかの役割で入り、加えて野外教育指導者養成トレーニングを随時

受けている指導者が、指導に入ります。           


