
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」 

春休みのプロジェクト１は「春スキーチャレンジ」！明るい春の陽ざしと、まだまだ雪のつもる長野県・車山高原を会場に、今シーズン最後の

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はもちろんのこと、スキーでどんどん遊びたいお友達や、スキーになれてもっ

とレベルアップにチャレンジしたいお友達にぴったりのプログラム！プログラムでは、大きく『チャレンジ隊』『あそび隊』の２つの「隊」にわ

かれて思う存分スキーに挑戦です。『チャレンジ隊』は、本気でレベルアップを目指し、練習をしてうまくなる隊！しんどいかもしれないけれど、

本格的に練習し、上級の技術にチャレンジ！『あそび隊』は、どんどんリフトにのって、どんどん滑って、スキーでどんどんあそぶ隊です！子ど

もの頃はすべればすべるほどスキーは上達するといわれています！スキーをつかって目一杯あそび、どんどんスキーの上達を目指しましょう！ 

さぁ、３日間のスキーチャレンジ！暖かい春の日差しの中でおもいっきりスキーにチャレンジだ！ 

スキーをもっと上手くなりたいお友達、もっとたっぷり滑ってみたいお友達、はじめてだけどスキーにチャレンジしてみたいお友達は、春休み、

みんなと一緒に、この「春スキーチャレンジ」で新たな挑戦をしてみませんか？！ 
 

※今回のプログラムでは、スキーがはじめてのお子様向けの活動はございません。あらかじめご了承下さい。 
 

 

●スケジュール        ※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。 

 

１日目 

枚方市駅出発 → 現地到着 

●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！～ 

●・『チャレンジ隊』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！ 

●夕食、入浴、明日からのミーティング             

 ・３日間スキー共同生活のはじまりだぁ！                （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！どんどんすべって、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！ 

●リフトが止まった後は、スキー場でちょっと遊ぶ？！ 
●夕食、入浴、自由時間                   （高遠少年自然の家泊） 

 
 

３日目 

●スキーチャレンジⅢ 

 さぁ、今シーズン最後のスキー！！練習の成果を出して、とことんあそぼう！ 

・自分の練習の成果をだして、とことんすべる！ 

・今シーズン最後のスキーをやりつくそう！たのしみつくそう！ 

現地出発 → 枚方市駅到着、閉校式、解散 

 

＝実施要項＝ 
 
■期  日：第 １ 期：３月２４日（土）～２６日（月） ２泊３日 

       第 ２ 期：３月２８日（水）～３０日（金） ２泊３日 

■場  所：第 １ 期：長野県 信州高遠少年自然の家(施設泊) 

     第 ２ 期：長野県 信州高遠少年自然の家(施設泊) 

     １、２期ともに 長野県 車山高原スキー場周辺 
※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～６年生（スキーで、ストップと連続ターンができ、リフトに乗ったことがあるお子様） 

※ 今回のプログラムでは、スキーがはじめてのお子様向けの活動はございません。

あらかじめご了承下さい。 

■人  数：各回ともに１６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) 
（食費､保険料､宿泊費､リフト代及び､スキー板、ブーツ､ストックのレンタル料を含みます｡ウエア､帽子､手袋等は 

含まれません｡※１日目弁当持参｡）  

■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期、２期ともに ８:００ 京阪枚方市駅 中央改札口北側 

■解  散：１期、２期ともに１９:００ 京阪枚方市駅 中央改札口北側 

■そ の 他：スキー、ストック、スキー靴はレンタルを利用致しますが、ご持参も可能です。 

■締め切り：３月２３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。） 

【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 
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●スケジュール ※天候、風、波により、無人島へいけない場合がございます。安全管理上、予めご了承下さい。 

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内「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 

 

 

■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 
  

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
スクールで冒険教育を学び。北海道にあった(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。２０
０３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。1999 年から毎年、沖縄無
人島キャンプを子ども達と実践。子どもたちからは、「ハギ」の愛称で親
しまれています。 

 
春休み特別プログラムは「無人島キャンプ」！４日間の無人島生活に挑戦です！今

回行く無人島は、沖縄県にある無人島！エメラルドグリーンの海、真っ白な砂！サン

ゴ礁や熱帯魚・豊かな海の生き物！そして、１年中緑につつまれる亜熱帯ジャングル！

亜熱帯の自然が残り、海がとても美しい、周囲 4ｋｍほどの無人島です！沖縄本島で、

みんなで無人島生活の作戦会議をして、準備を整えたら、さぁ、船で海を渡り、自分

達での３泊４日の無人島生活がスタート！食料は、米と塩、味噌など最低限の食料だ

けを持ち、食料を現地調達する｢現地調達チャレンジ｣でもよし！食料を用意周到に準

備をして、無人島生活をのりきる｢計画チャレンジ｣でもよし！いずれにしろ、電気も

ガスも水道も、もちろんお店も、何もない本当の無人島！ですが、代わりに、サンゴ

の海や、たくさんの熱帯魚、魚、貝、自然の豊かさが、みんなを待っています！モリ

で魚を突いたり、釣りをしたり、貝を捜し求めたり、貴重な食料源を確保するために

は、あとはみんなの腕次第！それ以外にも、ジャングルの島を探検をしてみたり、野

宿できそうな洞窟でひと休みしてみたり！漂流物を工夫して何もない場所に快適な自

分たちの生活空間を作っていったり！さぁ、無人島生活！何もない無人島！でも豊か

な無人島！さぁ、みんなで協力して無人島生活を乗り越えよう！さぁ、春休み、みん

なも、一緒に挑戦してみませんか！ 

 

 

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 

旅行業務取扱管理者 萩原 浩子. 営業時間 平日 9：30～18：30 

 

１
日
目 

午前集合 枚方市駅→空港  
大阪→ 沖縄・那覇空港（飛行機）→名護市 
●さぁ、沖縄!まずは、名護市へ!沖縄を見てみよう！ 
●無人島生活にむけての作戦会議！      （名護市宿舎泊） 

２
日
目 

●無人島生活の準備の日  
・自分たちで決めた無人島生活に必要な道具の買出し  
・無人島のある離島へ移動（フェリー） 
・地元商店にて食糧買出し！遠征準備！      （簡易宿舎泊） 

３
日
目 

●無人島生活の日（その 1  無人島へ出発）  
・離島から漁船に荷物や道具をつんでいよいよ無人島へ上陸！ 
・無人島に到着したら、みんなの無人島生活スタート！ 
・無人島に快適な生活空間を！みんなのセンスが大事だぞ！ 
テント設営、環境整備、無人島活動    （無人島テントほか泊） 

４
日
目 

●無人島生活の日（その２ 無人島生活の 1日！）  
～さぁ、無人島生活を豊かにまんきつできるのか！ 

サンゴの豊かな海！食糧確保はみんなの腕しだい！！～ 
スキンダイビング、食料さがし、つり、ヤスなどで、 
無人島を味わいながら、食糧確保、無人島生活をのりこえろ！！ 
・無人島探検もいいかもね！       （無人島テントほか泊） 

５
日
目 

●無人島生活の日（その３ 無人島生活の 1日！） 
～さぁ、今日も無人島での生活満喫～ 
・魚の仕掛け作りに、漂流物での快適空間作り、無人島生活を楽し

むのは、みんなのアイデア次第！ 
・キャンプ道具をもって、島一周に出かけてみるのもいいかもね! 
・無人島を遊びつくすぞ！       （無人島テントほか泊） 

６
日
目 

●無人島生活最後の日（その４ 無人島から帰る！） 
●船で無人島出発、離島へ移動、あとかたづけ。 
●名護市へ移動 （フェリー）→那覇へ移動 
●夕食タイム●今日はごはんを食べてゆっくり布団でねむろう！ 

              (那覇市宿舎泊) 

７
日
目 

●沖縄ウォッチング ～琉球文化を少しのぞいてみるぞ！～  
・琉球文化ウォッチング、沖縄の街でおみやげタイム 
沖縄・那覇空港 → 大阪（飛行機） 
空港→枚方市駅、閉校式、解散 

＝実施要項＝ 

■期 日：４月１日（日）～４月７日（土）６泊７日 

■会 場：沖縄県那覇市、名護市、島尻郡 周辺 

■対 象：(小学３年生)､小学４年生～中学３年生(会員限定)※小学３年生のご参加もご相談下さい。 

■定 員：１２名限定（最小催行人数６名）※3/31 時点の学年。アドベンチャーキッズスクールに参加したことがある方が対象。

■参加費：小学生 １１７,５００円＋税 (税込 126,900 円) 
     中学生 １２６,７００円＋税 (税込 136,836 円)  ※３月３１日時点の学年。 

（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（ハギ）、谷口浩子（あまゾン）高瀬輝仁（アントニー） 
    （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、ディレクター） 

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

■締め切り：３月１６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。） 

■そ の 他：ご不明な点､ご心配な点は何なりとご相談下さい。(萩原、谷口)

 

※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（ディレクター）が同行し活動を行
っていきます。 

電気もガスも水道も、もちろんお店も何もない無人島！みんなで、４日間の無人島生活を乗り越えろ！！ 

 

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。 
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