
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   

後  援：枚方市教育委員会、京田辺市教育委員会、京都市教育委員会、大阪府､大阪府教育委員会 

協  力：ＮＰＯ法人どんころ野外学校（北海道 南富良野町） 

～シベリアンハスキーと一緒に犬ぞりに挑戦！～ 
  

真っ白な雪の中を力強くそして早く進む"犬そり"。北極圏の冬の生活 

では、昔からとても重要な役目をもち、そりを引く犬たちは、家族同様 

に人々と暮らしてきました。今回のプログラムでは、その北海道の冬な 

らではの「犬ぞり」に自分たちで挑戦です！ 

みんなの掛け声で、真っ白な雪面を一斉に走り出す犬たち！犬たちの 

引くソリに乗って、真っ白な雪原を駆け抜ける！常に行動をともにする 

犬たち！単にそりに乗せてもらうだけでなく、自分たちが犬の面倒を見 

てあげることも必要になってきます。愛情をこめてかわいがってあげた 

とき、それは犬たちにも伝わり、犬たちと犬ぞりのパートナーとしての 

かけがえのない関係が生まれることでしょう！ 

さぁ、みんなは、犬たちとうまくコミュニケーションをとって、雪原 

をかけぬけることができるでしょうか！今から、楽しみですね！ 

プログラムでは、そのほかにも北海道の富良野の冬の大自然で、北海道 

ならではのパウダースノー、フカフカの雪、マイナス（氷点下）の世界 

の体験、そして、いつでもどこでも雪あそび！おおいに冬の雪の自然で、 

あそぶことができます。 

さぁ、犬そりにチャレンジしてみたい人、北海道の冬の氷点下の自然 

を知ってみたい人、フカフカ粉雪で雪あそびに挑戦してみたい人、新た 

な冒険をしてみたい人は、この「スノー＆犬ぞりチャレンジ」で、みん 

なと一緒に新しいチャレンジをしてみませんか？ 

 

 

※1日目、2日目宿泊場所：どんころ野外学校 ロッジ。3日目宿泊場所：札幌国際ユースホステル 
※天候等により、プログラムの内容、スケジュールが変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

■プログラムディレクター 

萩原 正利（ハギ） 
「アドベンチャーキッズスクール」校長 

 パワーズ・アウトドアエデュケーション代表・チーフディレクター 

 

元商社マン。イギリスに本校のある冒険教育機関アウトワード・バウン
ドスクールで夏季、冬季の冒険教育を学び。北海道にある(財)青少年野
外教育財団でチーフディレクターとして、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し、アドベンチャーキッズスクールを開校。子ど
もたちからは「ハギ」の愛称で親しまれています。 

 

１日目 
＜北海道ｽﾉｰﾁｬﾚﾝｼﾞ 1＞「犬ぞり犬とのご対面」「犬ぞりって？！」 
集合、車両で移動、 空港 → 北海道 新千歳空港（飛行機） 
南富良野へ移動 ●犬そり犬とご対面●犬達との交流●犬ぞり教室                       

２日目 
＜北海道ｽﾉｰﾁｬﾚﾝｼﾞ 2＞「犬ぞりに挑戦！！」 
●犬そり練習 ●犬そりショートツアー 
  ～さぁ、犬そりに乗って、出発！！～ ●犬舎で犬の世話              

３日目 

＜北海道ｽﾉｰﾁｬﾚﾝｼﾞ 3＞「北海道富良野の雪の原自然をあそぶ！！」 
●冬の北海道富良野の自然へ、スノーシュー探検！雪あそび！ 
～動物の足跡を追ってみたり、クマの爪あと、日本最大のキツツキ「クマゲラ」

の穴を探したり！エゾリスの住む森で、尻すべり！木からダイブもいいかもね！

～ 

４日目 

＜北海道ｽﾉｰﾁｬﾚﾝｼﾞ 4＞「最後の雪あそび！＆おみやげタイム」 
●最後の雪あそび！ ●サッポロウォッチング ●おみやげタイム 
新千歳空港 →  空港（飛行機）、車両で移動、閉校式、解散 

 

＝実施要項＝ 

■期 日：１２月２５日（月）～２８日（木）３泊４日 

■会 場：北海道空知郡 南富良野町､及び、札幌市 

（宿泊は、どんころ野外学校ロッジ、札幌国際ユースホステル 施設内） 

■対 象：小学１年生～小学６年生、中学生 

■定 員：１２名限定（最小催行人数６名） 

   ※定員になりしだい締め切ります。 

■費 用：９５，８００円＋税 (税込 103,464 円)（小学生） 
       ※中学生もご参加頂けます。費用はお問合せ下さい。 

（往復飛行機航空券、現地交通費、食費、保険料、運営費な

ど、集合から解散までの全ての費用を含みます。お土産代除く）

■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：枚方市駅前  

■その他：特別な装備は、こちらでご用意致します。 

■締め切り：１２月２日（金） 

※締切り後、班割りをし、詳しい内容を記載したハンドブックを送付致します。

※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修了した専門スタッフで、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。 

 

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
〒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
「アドベンチャーキッズスクール」実行委員会

旅行業務取扱管理者 萩原 浩子. 営業時間 平日 9：30～18：30

 

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。

【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 



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：１月３日（水）～５日（金） ２泊３日 

■場 所：岐阜県 日和田高原ロッジ周辺(施設泊) 
※積雪量等により、会場が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 

■対 象：小学１年生以上（一般対象） 

■人 数：１８名限定（最小催行人数６名）※定員になりしだい締め切ります。 

■参加費：２９,８００円＋税 (税込 32,184 円) 
（保険料、リフト代及び、スキー板、スキーブーツ、ストックのレンタル料を含みます。ウエア、 
帽子、手袋は含まれません。※１日目お弁当持参。） 

■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：１月 ３日  ８:００ 京阪線 枚方市駅 中央改札口北側 
■解 散：１月 ５日１８:００ 京阪線 枚方市駅 中央改札口北側 
■その他：特別な道具は、こちらでご用意致します。 
■締切り：１２月２２日（金）（プログラム２週間前を目途に、詳しいハンドブックを送付します。） 

冬休みの自然体験プログラムは「雪あそび＆スキーチャレンジ」！真っ白な雪のふりつもる冬の自然の中で、おもいっきり「雪あそび」と、「スキー」に挑戦です！プログラムでは、

雪でできることに、とことん挑戦！スタッフから教えてもらえる雪の中でできることや、自分がやってみたい！と想う雪あそびにどんどん挑戦です！！大きなかまくらを作るのもよ

し！巨大雪だるまをつくるもよし！真っ白に雪がふりつもった冬の森へ動物の足あとを探しながらの探検や、山の上から一気にすべる尻すべり！！アイスクリーム作りにも挑戦して

みよう！夜は幻想的なスノーイルミネーション！雪は遊びがいっぱい、チャレンジがいっぱいです！雪であそぶ事がはじめてのお友達も、何度も遊んだことがあるお友達も、どんな

雪あそびができるのか！今から考えておいて下さいね！また、今回は、雪あそびだけでなく２日目にはみんなでスキーにも挑戦です！スキーがはじめてのお友達も大丈夫！スキーを

使って雪と遊びながら、知らないうちに、どんどん上達を目指します。もちろん、遊んでいるだけではすぐに滑られるようにならないので、練習も忘れずにね！雪でできることをと

ことんやりつくす３日間！自分のやってみたいと想っていることをどんどんかなえることができたとき、もうみんなは立派な「雪あそびの達人！」だ！この冬、雪でできることにと

ことん挑戦してみたいお友達は、ぜひこの「雪あそび＆スキーチャレンジ」でみんなと一緒に、スノーチャレンジをしてみませんか？ 

  
 

第２回オプショナルスペシャルは、「おもいっきりスキーチャレンジ．3days」です。あたり一面真っ白に雪が降り積もった冬の自然の中で、３日間、おもいっきりスキーに挑戦で

す！このプログラムは、スキーがはじめてのお友達も、スキーを何度もしたことがあるお友達も、3 日間思う存分スキーに挑戦できるプログラム。一日目は、最初にみんなのすべり

を確認して、スキーのレベルにあわせ、チームに分かれて、早速ゲレンデへ！スキーがはじめてのお友達も、心配しなくて大丈夫！あそびながらはじめてのスキーに挑戦です。子ど

もの頃はスキーは滑れば滑るだけどんどん上達すると言われています。スキーの滑り方の基礎をおぼえて、どんどんすべってみよう！自分でスキーを自由にあやつることが出来るよ

うになれば、みんなでいろんなところにすべりにいくことができるよ！さぁ挑戦だぁ！スキーをしたことがあるお友達は、「レベルアップ隊」と、「あそび隊」にわかれてスキーをと

ことんすべる！「レベルアップ隊」は、“もっとかっこよく滑ってみたい！”ワンランク上のすべりを目指すチーム。スタッフはスキー上達のコツをどんどん教えますので、どんど

んすべって、レベルアップしてワンランク上のすべりで爽快にゲレンデをすべってみよう！「あそび隊」は、あそびながらどんどん色んな場所をすべってうまくなるチーム。もちろ

ん、遊んでばかりでは上達はしませんから、練習も忘れずに！！３日間、雪の自然の中で､おもいっきりスキーに挑戦してみたいお友達、はじめてのことも、おもいっきり挑戦して

みたいお友達は、この｢おもいっきりスキーチャレンジ．3days｣で、みんなと一緒にたくさん挑戦してみませんか！  

 

 
＝実施要項＝ 

■期 日：１月６日(土)～８日(月・祝)２泊３日 
■場 所：長野県 高遠少年自然の家(施設泊) 
     長野県 車山高原スキー場 

※積雪量等により、会場が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 
■対 象：小学１年生以上（一般対象・中学生も参加可能です）  

■人 数：１８名限定（最小催行人数６名）※定員になりしだい締め切ります。 

■参加費：３６,０００円＋税 (税込 38,880 円) 
（保険料、リフト代及び、スキー板、スキーブーツ、ストックのレンタル料を含みます。ウエア、帽子、
手袋は含まれません。※１日目お弁当持参。） 

■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：１月  ６日  ８:００ 京阪線 枚方市駅 中央改札口北側 
■解 散：１月 ８日１８:００ 京阪線 枚方市駅 中央改札口北側 
■その他：特別な道具は、こちらでご用意致します。 
■締切り：１２月２２日（金）（プログラム２週間前を目途に、詳しいハンドブックを送付します。） ※天候等によりプログラムの内容スケジュールが変更になる場合がございます予めご了承下さい 

※天候等によりプログラムの内容スケジュールが変更になる場合がございます予めご了承下さい 

         

枚方市駅出発 → 岐阜県 日和田高原ロッジ到着 
●雪あそびミーティング 
 ～雪あそびミーティング！さぁ、みんなは何をしたい！？～ 
●＜思いっきり雪あそびチャレンジ！＞～雪の自然をあそびつくせ！～
～巨大雪だるまもよし！かまくら作りもよし！やってみたいことを、とことん
やってみる！～ 
●夕食                     （ロッジ泊）   

●＜はじめてのスキーにチャレンジ＞  
～どんどん遊んで、どんどん滑る！はじめてのスキーにチャレンジ！～ 
・もちろんうまくなったら、リフトにのって雪の世界をまんきつだぁ～！ 
●ナイトプログラム 
～夜のじかんももったいない！おもいっきりあそんじゃおう！ 
●夕食・入浴                  （ロッジ泊） 

●＜おもいっきり最後の雪あそび＞ ～最後まで、とことんあそぶ！！～ 
・フリータイムで、最後に、雪をみんなでとことんあそぶ！ 
・雪像作りや、大雪合戦大会！もう、やりのこしたことはないかな！？ 
 
日和田高原ロッジ出発→枚方市駅到着、閉校式、解散 

１
日
目 

枚方市駅出発 → 車山高原スキー場到着 
●隊わけ＆班分けテスト 
～さぁ、スキーチャレンジ開始！まずは、隊＆班分けテスト！～ 
・『レベルアップ隊』は、本気でレベルアップをめざす隊！ 
・『あそび隊』は､どんどんすべってスキーになれて､上達をめざす隊！ 
・『はじめて隊』は、はじめてのリフトをめざして、チャレンジだぁ！ 
●入浴タイム、夕食          （高遠少年自然の家泊） 

２
日
目 

●スキーチャレンジⅡ 
～今日は、１日とことんスキーチャレンジ！スキーうまくなるぞぉ！ 
・長い距離をたくさんすべって上達めざそう！ワンランク上のテクニックに

も挑戦だぁ！ 
・各隊の、スキーの目標を達成しよう！ 
●施設フリータイム ●入浴タイム、夕食      （施設泊）   

３
日
目 

●スキーチャレンジⅢ 
～さぁ、練習の成果を出して、とことんあそぶ！自分の練習の成果をだして、
時間ぎりぎりまでおもいっきりスキーに挑戦だぁ！ 
車山高原スキー場出発→枚方市駅到着、閉校式、解散 

【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 

 


