
日本青年会議所「人間力大賞」「文部科学大臣賞」受賞 

主  催：「アドベンチャーキッズスクール」実行委員会  

主  管：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  

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

＝実施要項＝ 

■期  日：７月２６日(木)～２７日(金) １泊２日(ロッジ泊) 
■場  所：三重県 津市周辺  
■対  象：年長～６年生 ２４名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：１５,３００円＋税 (税込 16,524 円) 
※集合から解散までの全ての費用、保険料を含みます｡ 

■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：ライフジャケット、つりざお等の特別な道具は、こちらで 

ご用意致します。ロッジで、寝袋で、寝ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発  

●海あそび！① 

干潟の海であそぼう！！ 

いきもの探しや、貝とり、もち
ろん、およいでみたり！！ 

●みんなでごはんつくり! 

 子どもたちで、挑戦するよ！ 

●ロッジで寝袋でねるよ！！ 

２ 

日 

目 

●ロッジあとかたづけ 

●海あそび！② 

～今日は、つりにも挑戦する

よ！！ 

●昼食､移動､枚方市駅着 

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 

® 

サマーキャンプ①は、「おもいっきり海あそび！」です！みんなで、干潟の海で、おもいっきり夏の海

あそびに挑戦したいと思います！今回行く海は、干潟といって、とてもとても遠浅の海！干潮の時には、

浅いところがとても海の奥までつづく砂浜の海です！そんな、干潟の海には、生きものがいっぱい！カニ
や、小さなエビ、そして、小さな魚たち！そして、たくさんの貝！今回のキャンプでは、夏の海での水遊

びはもちろんのこと、干潟の海の生きものとりや、食べられる貝の貝とりにも挑戦したいと思います！ラ

イフジャケットをつけて活動するので、海あそびがはじめてのみんなも大丈夫！みんなと、スタッフと一
緒に自然の海でおもいっきり、ときに、ゆったりあそぼう！また、２日目には、つりにも挑戦するので、

たのしみにしていてくださいね！さぁ、干潟の海での海あそびに、みんなで、一緒にでかけよう！ 
 

サマーキャンプ②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！ 

＝実施要項＝ 

■期  日：８月１０日(金)～１１日(土) １泊２日(テント泊) 
■場  所：滋賀県 東近江周辺  
■対  象：年長～６年生 ２４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、保険料を含みます｡ 

■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。 

 お申し込み・お問い合わせ先は、裏面をご覧ください。中ページにも、サマーキャンプのプログラムのご案内がございます。ご覧下さい。 



※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。

＝実施要項＝ 

■期  日：８月２日(木)～３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 ２４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：８月１５日(水)～１７日(金) 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 ２４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。 

 

 

■期  日：８月２１日(火)～２３日(木) ２泊３日(テント泊) 
■場  所：滋賀県東近江市周辺  
■対  象：小学１年生以上 ２４名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：２１,８００円＋税 (税込 23,544 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。

. 

 

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 

●海あそびキャンプ！① ～さぁ、海あそびの開始！！～ 
～さぁ、さっそく海へいこう！まずは、海の中をのぞいてみよう！ 

●テント設営、夕食作り ～子どもたちで挑戦だぁ！～ 

２ 

日 

目 

●海あそびキャンプ！②～さぁ、１日中、海であそぶぞ～ 

～魚とりや貝とり、およぎながらの原始つり！とびこみ岩をさがしたり、
たんけんにも出発だ！！～ 

●夕釣り隊結成！～つりが始めてでも大丈夫！～ ●夕食   

３ 

日 

目 

●海あそびキャンプ！③ ～さいごの、海あそび！～ 
●昼食 

●出発、枚方市駅着、解散 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 沢に到着 

●沢たんけんに出発！① 

～さぁ、まずは、川と沢とのさかい目から出発! 
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 

●沢たんけんに出発！② 

～スポットでささえあいながら、みんなで、沢をザブザブいくぞ！ 

天然シャワーや、天然プール、天然すべり台！みつけたら、もちろん、

みんなで遊ぼう！～ ●夕食  
３ 

日 

目 

●沢たんけんに出発！③ 
～さいごは、どこまで行けるかな？シマドジョウや魚とりもわすれない

でねー！！～ ●出発 →枚方市駅着、解散 

 

 

 

サマーキャンプ③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④は、「ふくい 海あそびキャンプ！」です！美しい海を持つ、福井県 敦賀半島

を会場に、海あそびに挑戦です！すき通る海で、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、泳ぎながらの原始つり、貝とり！また、岩から飛び込めそうな所をさがし

て、ダイブに挑戦したり、海の探検に出かけたり！いろんな、海あそびに挑戦していきたいと

思います。２日目の夕方には、夕つり隊を結成して、つりにも挑戦！つれた魚や、とった貝な
どは、スタッフといっしょに、キャンプの夕食で料理して食べてみましょう！さぁ、夏の海で、

おもいっきり遊ぶぞぉ！ 

サマーキャンプ⑤は､「沢あそびキャンプ！」です！みんなは、沢って知っていますか？沢は、

川の上流の方で、小さな滝や、天然のプール、岩でできた天然のすべり台や、細く楽しい流れ

の天然ウォータースライダーなんかが、自然に作られている場所です。今回のこのキャンプで
は、そんな沢へみんなで、天然の遊び場を探しに、沢探検に出発したいと思います！みんなで 

沢にザブザブ入って、沢を登り、時にあらわれる小滝も、スポットというささえあう技でみん

なでのりこえ、その先にある、天然プールや、天然すべり台など、あそび場を発見して、あそ
びつくしたいと思います！ただし、沢探検は、自分の足で、沢をのぼっていかねばなりません！

でも、みんなと一緒に、スポットをしながら行けば大丈夫！さぁ、みんなで、自然の沢へ、探

検にでかけよう！そして、おもいっきり沢を遊びつくそう！ 

 



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 ５日(日)～ ８日(水) ３泊４日(テント泊) 
■場  所：徳島県 美波町周辺  
■対  象：小学２年生以上 ２４名限定（一般対象。最小催行人数６名）  

■参 加 費：２９,８００円＋税 (税込 32,184 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、つり竿等の特別な道具は、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。

 

■期  日：７月２２日(日)～２４日(火) ２泊３日(テント泊) 
■場  所：岐阜県 東濃地方周辺  
■対  象：小学１年生以上 ２４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２９日(日)～３１日(火) ２泊３日(テント泊) 
■場  所：徳島県 美波町周辺  
■対  象：小学１年生以上 ２４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。

 

 

 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 岐阜県 東濃地方到着 

●まずは、ベースキャンプ設営～３日間のベース作り！～ 

●テント設営 ●化石教室～化石ほりの準備！～ 

●夕食づくり ～明日にそなえ早めに就寝～ 

２ 

日 

目 

●化石ほりに挑戦①！ 

～朝はやくおきて、準備して、今日は、白亜紀の地層の化石ほり！ 

～コツコツ、みんな、がんばれー！あきらめるなー！～ 

●夕食つくり   

３ 

日 

目 

●ベースキャンプ撤収 

●化石ほりに挑戦②！ 

～今日は、もうひとつの場所で化石ほり！がんばろう！！～～ 

出発 →枚方市駅到着、閉校式、解散 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 海に到着 

●海あそび①～魚とりや、貝とり、泳ぎながら原始つり！～ 

●テント設営、夕食作り ～子ども達で挑戦してみるぞ！～ 

２ 

日 

目 

●山のぼりに挑戦！ 
～標高４５０ｍの山のぼりに挑戦！がんばろう！ 

●夕つり隊結成！～つりが、はじめてでも大丈夫！～   

３ 

日 

目 

●川あそびに挑戦！ 

～川魚とりや、テナガエビとり！カニのワナや、魚のワナ！もちろ
ん、およいだり、川流れに挑戦したり、上流探検にもでかけるぞ！
●夕食    

４ 

日 

目 

●テントかたづけ 

●海あそび② 

●出発 → 枚方市駅到着、閉校式、解散 

１ 

日 

目 

枚方市駅出発 → 徳島県 美波町到着 

●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！～ 

美波町出発 →枚方市駅到着、閉校式、解散 

 

 

サマーキャンプ⑧は「山・川・海！ぼうけんキャンプ！」です！このキャンプは、豊かな、山、

川、海で、３つの活動全部に挑戦していくキャンプです！海遊びでは、豊かな海での、魚とり

や、生きものとり、そして泳ぎながらの原始つりや飛び込みにも挑戦したいとおもいます！ 

川遊びでは、透き通る川で、川魚やテナガエビとり、そしてカニのわなをしなけたり、魚のワ

ナをしかけたり、川の上流へあそび場をさがして探検にも出かけたいと思います！山での活動

は、標高４５０ｍの山のぼりに挑戦です！つえをさがして、手に持って、豊かな山の自然を楽
しんだり、暑くなったら川の源流で、水を浴びたりしながら、大きな岩の上にある頂上を、み

んなでめざそう！山のぼりのあとは、夕方に夕つり隊を結成して、つりにも挑戦します！さぁ、

みんなで、山・川・海で、おもいっきり遊ぼう！! 

 

みんなは、化石をほりに行ったことがありますか？化石ほりは、太古の昔の石や岩を掘り出し、

その石をハンマーで割って、中に化石になって眠っている太古の生物、植物を見つけ出すとい

うもの！今回のキャンプでは、２つの場所での化石発掘に挑戦したいと思います！ひとつは、
２０００万年～１５００万年前の地層。太古のサメの歯、ビカリアという巻き貝、昔の二枚貝

類、また、昔の植物の葉っぱや、木の化石を見つけに行きます！もう一つは、アンモナイトが

いた時代の白亜紀の海の地層。うまくいけばアンモナイトの化石やかけらが見つかるかも！た
だし、化石を見つけるためには、とてもコツコツと何度も石をわっていかねばなりません！１

日わりつづけても見つからないこともあります！とにかく、がんばって、石をわればわるほど、

見つかる確率はふえるので、がんばって挑戦するぞ！さぁみんなで、化石ほりに出発だぁ! 

 

サマーキャンプ⑥は、「川あそびキャンプ!」です！四国にある清流で、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！ 

？！ 



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」 

「アドベンチャーキッズスクール」実行委員会は、大学、地域、民間、行政などの青少年教育関係者および、「子どもの未来を考える」有志の市民により設立された非営利の民間教育組織です。 

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。 

③ 7/ 1(日)  おもいっきり沢あそび！！ 

④ 9/22(土)  湖＆カヤックであそぼう！！ 

⑤ 9/23(日)   はじめての海つり！！ 

⑥10/13(土)  ハゼつりにでかけよう！ 

⑦11/23(祝)   クライミングに挑戦！ 

⑧12/1(土)～2(日)  ミステリーツアー！！ 

⑨1/13(日)と14(祝) はじめてのスキー！！ 
（※日帰り２日間で、１プログラムを行います。） 

⑩ 1/27(日)  はじめての雪あそび！ 
 

オプショナルスペシャル 

②1/ 4(金)～ 6(日)おもいっきりスキーチャレンジ！3days!  
 

通年コース 
年８回、同じ子どもたち、同じスタッフで、四季折々の自然 
体験、冒険体験に挑戦していくコース。 

①年長～１年生  リトルコース（日帰り８回） 

②２年生～６年生 キッズコース（日帰り６回、宿泊２回） 
③３年生～６年生 ミドルコース（日帰り５回、宿泊３回） 

④４年生～中年生 ジュニアコース(日帰り３回、宿泊５回) 

⑤５年生～中学生 チャレンジ隊（日帰り１回、宿泊６回）  
各コースともに、定員に空きのあるコースは、途中参加可能です。空き状況ご確認下さい。 

   

シーズンプロジェクト 
春休み、夏休み、冬休みなどの長期休暇を利用したプロジェクトです。その季節にしか出来な
い、様々な地域での、特別プログラムを行うことで、幅広い経験を深めていきます。 

7/22～8/23      サマーキャンプ 1期～8期 

12/25～12/28    スノー＆犬ぞりチャレンジ！    

3/24～26,3/28～30 春スキーチャレンジ！１期、２期  

4/1～4/7      無人島キャンプ！     

 

 
※オプショナルプログラム、オプショナルスペシャル、シーズンプロジェクトについての詳しい内容、詳細は、改めま
して、ご案内させていただきます。内容、日程等が、変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 

■スクールディレクター 

萩原 正利（ハギ） 
「アドベンチャーキッズスクール」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・、スクールディレクター 

 

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、文部科学省所管(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。現在、
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代表、スク
ールディレクター。過去には(財)青少年野外教育財団研究員、世界遺産
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」
主任講師も務めました。子どもたちからは、「ハギ」の愛称で親しまれ
ています。 

■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、事務局長 

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 

 

ＯＢＳ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、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で指導。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。「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を務めてきました。 

■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｣事務局本部 

パワーズ・アウトドアエデュケーション ディレクター 

 

元スキー選手。(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。現文部科学省所管（財）日本アウトワード・バウンド協会で長
期の冒険教育プロ養成トレーニングを修了し､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。子ども達からは、「アントニー」の愛称で親しまれています。 
 
 

 

 

 

 

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、事前に現地調査を十分に行い、安全上の問題について、企画委員会で綿密な打ち合わせを行い、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。（※各プログラムともに、

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。

主 催：「アドベンチャーキッズスクール」実行委員会  主 管：パワーズ・アウトドアエデュケーション 

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

協 力：沖縄県体験学習の宿たんぽぽ、北海道ＮＰＯ法人どんころ野外学校 

※各班は８～１２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。 

【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」実行委員会 大阪事務局 
 〒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 


