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第１章 栃木県内及び近隣県の団体における活動事例収集 

栃木県及び近隣県において、子どもを対象にした自然体験・自然学習の活動を行っている団

体・個人をリストアップし、「那須の森」で参考となる事例を収集した。 

なお、事例収集に当たっては「那須の森」と同じような里山をフィールドとして活用している

事例や、「里山」「生物多様性」「自然生態系」をテーマとした事例を中心とした。また、環境学習施

設などが存在し、屋内のプログラムがある団体については、屋内のプログラムも参考までに収集

した。 

 

番号 名称 所在地 

１ なす高原自然の家 栃木県那須町 

２ 国立那須甲子青少年自然の家 福島県西郷村 

３ ホテルエピナール那須 栃木県那須町 

４ コミュニティガーデン那須倶楽部 栃木県那須町 

５ NPO 法人オオタカ保護基金 栃木県宇都宮市 

６ 那須野が原博物館 栃木県那須塩原市 

７ 柏崎・夢の森公園 新潟県柏崎市 
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１．なす高原自然の家 

所在地 栃木県那須郡那須町湯本 157 

設置者 栃木県 

管理者 財団法人とちぎ青少年こども財団 

概要 ・ 平成 16 年にオープン 

・ 那須高原の豊かな自然の触れ合う機会の拡大と、青少年の団体宿泊訓練をはじ

めとする県民の多様な団体活動の支援を目的に県が設置した生涯学習施設 

・ 様々な体験活動の機会を提供する「主催事業」と各種団体の研修活動を支援す

る「利用団体受入事業」の 2つを主に行っている 

・ 施設全体がバリアフリー構造になっており、障がい者にも使いやすい施設にな

っている 

・ 研修を目的とした 5名以上の団体･グループであれば誰でも利用できる 

 

タイトル 自然体験ゲーム 【学校団体可】 

概要・目的 いろいろなゲームを通して、自然と自分が一体であることに気づく活動。自然に関

する特別な知識がなくても、自然の持つさまざまな表情を楽しめる。 

【主なゲーム】 

●フィールドビンゴ…ビンゴカードに書いてある「鳥の声」「白いはな」などのものを

自然の中から見つけ出す活動。 

●フィールドパターン・‥パターンカードに書いてある「△」「□」などの形のものを

自然の中から見つけ、落ちているものは持ってくる活動。 

●森の宝さがし・‥「木の実」「ぬけがら」など、“宝ものリスト”に載っているものを

自然の中から拾ってくる活動。 

●木の鼓動・‥木に聴診器を当て、木の内部から聞こえてくる音に耳を澄ませ、木

の鼓動を感じる活動。他の活動との組み合わせ可能。 

ねらい ・自然の不思議や、自然と自分が一体であることに気づく 

・自然の持つさまざまな表情を楽しむ 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 幼児～ 

構成 団体 

実施場所 なす高原自然の家周辺 

大人数 200 名 

所要時間 1 時間～ 

用意する備品 ビンゴカード・聴診器 

出典資料 （財）とちぎ青少年こども財団  なす高原自然の家 

WINDY NASU PERFECT GUIDBOOK ２００９ なす高原自然の家 利用ガイド 
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タイトル スノーシューハイキング 【学校団体可】 

概要・目的 スノーシューを装着して、なす高原自然の家周辺をハイキングする。 

ねらい ― 

 

対 

 

象 

 

実施時期 12 月下旬～3 月上旬 

年齢 幼児～ 

構成 団体 

実施場所 なす高原自然の家周辺 

大人数 140 名 

所要時間 1～3 時間 

用意する備品 スノーシュー 

イメージ図 

  

出典資料 （財）とちぎ青少年こども財団  なす高原自然の家 

WINDY NASU PERFECT GUIDBOOK ２００９ なす高原自然の家 利用ガイド 

タイトル 自然観察 【学校団体可】 

概要・目的 自然の家周辺の自然研究路やつつじ園地を歩きながら各種観察を行う。 

【実施可能な自然観察】 

野鳥観察、樹木観察、草花観察、昆虫観察、地形観察 

ねらい ― 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生～ 

構成 団体 

実施場所 なす高原自然の家周辺 

大人数 40 名 

所要時間 1．5 時間～ 

用意する備品 ― 

出典資料 （財）とちぎ青少年こども財団  なす高原自然の家 

WINDY NASU PERFECT GUIDBOOK ２００９ なす高原自然の家 利用ガイド 
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タイトル 那須の民話を聞く 【学校団体可】 

概要・目的 地元の語り部による、「殺生石と九尾の狐」など那須を舞台にした民話を聞く。 

【レパートリー】 

「殺生石と九尾の狐」、「北向き地蔵」、「かん兵猫」、「雪おんな」、「カッパが川に落

ちる」  など 

ねらい ― 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 幼児～ 

構成 個人、団体 

実施場所 研修室等 

大人数 200 名まで 

所要時間 1～2 時間 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 （財）とちぎ青少年こども財団  なす高原自然の家 

WINDY NASU PERFECT GUIDBOOK ２００９ なす高原自然の家 利用ガイド 
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２．国立那須甲子青少年自然の家 

所在地 福島県西白河郡西郷村大字真船字村火 6-1 

設置者 国 

管理者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 

概要 ・ 昭和 52 年オープン。 

・ 施設にある資源を活用し、環境教育・自然体験活動を行ってもらう事を目的と

している。 

・ 青少年の利用に重きを置いている。 

・ 元々は国立青年の家であった。当初は子どもをフィールドに“放牧”という要

素が強く、自然の中での活動に重きを置いていた。施設も教室がなく、クラフ

トを行なうにしても、材料を自然の中から持ってきていた。 

・ 立地条件としては、新幹線の駅や、インターからも近く、交通の便が良い。ま

た、東北・関東の境目に位置しているため、周囲には分水嶺などがあり、特徴

的な自然がある。 

・ 利用者数は定員 400 人に対し、年間 110％の利用者数。5月から 10 月上旬にか

けての利用者が多い。国立自然の家では利用者数が日本一だが、年々利用者数

は低下している。利用者の内 6割はリピーターである。 

・ 秋口（10～11 月の紅葉シーズン）は子ども会の利用が多い。冬（12 月前後）

はスキー客の利用が多く、ネイチャースキーやソリ遊び活動が行われる。3～4

月は企業の新人研修に活用され、2008 年度は最多の 7社が利用した。企業研修

の利用でも、自然体験をプログラムに入れてもらうようにしている。 

・ 全体の利用層としては、小中学校団体が 7割、青少年団体が 1割、高校大学生

1 割、ファミリーなど一般が１割。最近は家庭教育が低下しているので、今後

はファミリーでの利用に力を入れていきたい。 

 

タイトル オリエンテーリング 【学校団体可】 

概要・目的 地図とコンパスをつかって行うオリエンテーリング。施設周辺に 40 の常設ポストが

あり、スコア・オリエンテーリング、ポイント・オリエンテーリングを行う。 

ねらい ・自然に親しむ 

・仲間作りや協調性を養う 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生～中学生 

構成 グループ、団体 

実施場所 「国立那須甲子青少年自然の家」施設周辺 

大人数 ― 

所要時間 1 時間～2 時間 
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用意する備品 筆記用具、時計、地図、シルバーコンパス、チェックカード、スタート・ゴール幕、ス

トップウオッチ 

イメージ図 

 
〈ポイント・オリエンテーリング チェックカード〉 

〈シルバーコンパス〉 
 

〈地図〉 
出典資料 国立那須甲子青少年自然の家：レクリエーション・ゲーム 

 

タイトル 林間ゲーム「グレートハンティング」 【学校団体可】 

概要・目的 １チーム（4～8 人）がハンター１人と猟犬（ハンター以外全員）に分かれ、それぞれ

のチームの合図で獲物を探しだす。 

ねらい ・積極性やチームワークの方法を身に付ける 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生、中学生 

構成 団体 

実施場所 「国立那須甲子青少年自然の家」施設周辺 

大人数 ― 

所要時間 １時間 

用意する備品 獲物カード、時計、地図、ストップウォッチ 
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イメージ図 

  

出典資料 国立那須甲子青少年自然の家：レクリエーション・ゲーム 

 

タイトル 森林調査隊 【学校団体可】 

概要・目的 コンパス等を用いたり、各ポイントの指示された目印を五感を使いながら探したり

して、ゴールを目指す。 

ねらい ― 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 中学生 

構成 団体 

実施場所 「国立那須甲子青少年自然の家」施設周辺 

大人数 ― 

所要時間 ― 

用意する備品 においのでるもの（にんにく等）、凧糸、クラフトテープ、音の出るもの（笛等）、シル

バーコンパス、巻尺、チェックカード、ヘッドランプ、指示文、暗号文 

イメージ図 

 

 

出典資料 国立那須甲子青少年自然の家：レクリエーション・ゲーム 

 

タイトル 草木染め 【学校団体可】 

概要・目的 身近にある植物を使って、ハンカチや布地を染める。工夫次第でいろいろな色や

模様をだすことができる。 
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ねらい ― 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生～一般 

構成 個人、グループ、団体 

実施場所 ― 

大人数 ― 

所要時間 5～7 時間 

用意する備品 ハンカチ・布地等、ホーロー容器、上皿天秤計り、計量カップ、温度計、ゴム手袋、

ポリバケツ、さい箸、ボール、ガスコンロ、台計り、アイロン、カリウムミョウバン、酒

石英、タコ糸、輪ゴム 

注）酒石英：酒石を再結晶させたもの。比較的純粋な酒石酸水素カリウム。酸味のある白色の結晶 

出典資料 国立那須甲子青少年自然の家：ハンドクラフト 

 

タイトル うつし染め 【学校団体可】 

概要・目的 なすかしの森に見られる草花を使って、草花の絵柄を専用のはがきにうつしとる。

ねらい ― 

 

対 

 

象 

 

実施時期  5 月～9 月 

年齢 小学生～一般 

構成 個人、グループ、団体 

実施場所 ― 

大人数 ― 

所要時間 2～3 時間 

用意する備品 園芸植物の花や葉など〈例〉パンジー、スイートピー、サクラソウ、シバザタラ、カタ

クリ、ヤマツツジ、マツヨイグサ、コスモス、サルビア 

うつし染めはがき、うつし染めセット、色鉛筆 

イメージ図 

 

出典資料 国立那須甲子青少年自然の家：ハンドクラフト 

 

タイトル なすかしの森セカンドスクール 【学校団体対象】 

概要・目的 長期宿泊体験学習における職員の負担を軽減するために、教育支援ボランティ
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アの協力を得て、ゆとりの中から充実した長期宿泊体験学習を展開する。国立那

須甲子青少年自然の家のもつ教育環境・教育資源を活用して、教室ではできない

体験を有機的に授業に結びつけ、学力を保障していく。学校の教育課程と家庭生

活を国立那須甲子青少年自然の家に移して実施する。 

9：00～15：00 は通常の学校生活同様に、授業を行なう。しかし、内容は那須甲

子青年自然の家周辺の自然を活用し、体験を通じた学習活動を展開する。放課

後の時間には、「自立」をテーマに衣類の洗濯や野外炊飯を通して、生活力の向

上を目指す内容。 

 

【実施プログラム】 

●「詩：感動を言葉に」（国語） 

自分の感じたままに紅葉の森から題材を見つけ出して詩に表現する。森の中の

様々な色が子どもの感性を研ぎ澄ませ、教室の中だけでは伸ばせない表現力の

向上が図られる。 

●「地層観察（赤面山）」（理科） 

赤面山での地層観察では、流れる水の働きにより地層が形成されていくこと、堆

積岩の形成過程について実際に手で触れ、自分の目で確かめる。 

●「楽しい入れものづくり」（図工） 

倒木や廃材を利用しての入れものづくりをする。自然の中で木のぬくもりや落ち葉

の美しさ，木の実のおもしろさを感じながら進めることができる。 

●「森林の不思議」（総合的な学習の時間） 

森林が形成されていく過程をブナの森林を題材として，自然インストラクターの指

導のもと、木の傷跡を見ながら動物とのかかわりなどの自然の営みに思いをめぐ

らせる。 

●ナイトハイク・星座観察（暗闇体験含む） 

真っ暗中のナイトハイクでは，星の瞬きの素晴らしさ、小さな明かりを集めること

で、自分たちの生活が豊かなものになることに気付く。 

 

ねらい ・ 学校ではできない教科学習や総合的な学習、特別活動などを体験的に学ぶ 

・ 基本的な人間関係や生活力の向上、学力の向上を図る 

・ ゆとりの中から充実した長期宿泊体験学習を展開する 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学校第 6 学年 

構成 学校団体 

実施場所 国立那須甲子青少年自然の家 

大人数 ― 
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所要時間 セカンドスクール：4 泊 5 日 

教育支援スタッフ研修：事前 1 泊 2 日 事後 1 泊 2 日 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 
「詩：感動を言葉に」 

 

「地層観察（赤面山）」 

 

「楽しい入れものづくり」 

 

 
「森林の不思議」 

 
「ナイトハイク・星座観察」 

 

出典資料 国立那須甲子青少年自然の家：平成 19 年度 主催事業報告書 なすかしの森セ

カンドスクール 学習力と生活力を高めるために 
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３．ホテルエピナール那須 

所在地 栃木県那須郡那須町高久丙 1 

設置者 株式会社ナクア アセット ホールディングス 

管理者 株式会社ナクアホテル＆リゾーツマネジメント 

概要 ・ 平成４年オープン。平成７年に新館が完成しグランドオープン。 

・ 東京駅、横浜駅などからの直行バスが出ており、交通手段も含めたパックツアーが

ある。 

・ 施設の平均稼働率は 70％ 

・ 利用者は、ファミリー層・シニア層が多く、春の卒業旅行シーズンは若者の利用も多

い。 

・ 障がい者の宿泊も積極的に受け入れている。 

・ 宿泊者向けに半日程度のツアーを実施。 

 

タイトル スノーシュートレッキング 

～動物たちの足跡を追って純白の森をウォッチング～ 

概要・目的 冬の森林を歩き、雪上だからこその自然を満喫する。雪を踏みしめる音や野生動

物たちの足跡をたどるなど、見て・触れて、白銀のフィールドを楽しむ。 

ねらい ・雪の森林を見て・触れて楽しむ 

 

対 

 

象 

 

実施時期 2 月～3 月中旬 

年齢 ― 

構成 個人、団体 

実施場所 スキー場 

大人数 15 人 

所要時間 4 時間 20 分 

用意する備品 スノーシュー 

イメージ図 

 

出典資料 ホテルエピナール那須：ネイチャーツアーのご案内 2009 年度 
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４．コミュニティガーデン那須倶楽部 

所在地 栃木県那須郡那須町大字高久丙 1224 

設置者 大森源一郎氏 

管理者 大森源一郎氏 

概要 ・ コミュニティガーデンという名称だが、大森氏個人の私有地である。 

・ 10 年前に学習塾として開設した。自然のフィールドを使い、理科教育を行うために自

然体験を取り入れたのが、今の施設のきっかけ。その後、塾を開いていない昼の時

間にお茶を出すことを始め、カフェとしてオープンした。 

・ コミュニティガーデンのコンセプトは大人が子どもに色々と教えるのではなく、自然の

中で自由に遊び、感じることを大切にして欲しい。自然とふれあうことに重きを置いて

いる。 

・ コミュニティガーデンという名前には、塾としての利用に加え、親の集う場所にしたい

という意味が込められている。 

・ 塾は那須を中心とし、７箇所で運営し、塾生が 300 名くらいいたが、現在、塾は１箇

所に縮小をし、現在コミュニティガーデン那須として使っている建物も塾としての利用

は無くなった。 

・ 文部科学省の子どもの居場所づくり事業に参加していたこともある。 

 
タイトル 自然の宝物探し（ネイチャーゲーム） 【学校団体可】 

概要・目的 自然の中にあるいろいろな疑問点を楽しく解き明かし、理科の基礎知識を身につ

ける。 

ねらい ・理科の基礎知識を身につける 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生以上 

構成 グループ、団体 

実施場所 コミュニティガーデン那須倶楽部 

大人数 50 人 

所要時間 60～90 分 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 コミュニティガーデン那須倶楽部：那須倶楽部の体験 
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タイトル ゆかいな科学 

概要・目的 不思議な現象を科学的に解き明かし、科学を通して楽しく遊ぶ。 

ねらい 自然の現象を、科学を通して楽しく遊ぶ 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生以上 

構成 グループ 

実施場所 コミュニティガーデン那須倶楽部 

大人数 10 人 

所要時間 60 分 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 コミュニティガーデン那須倶楽部：那須倶楽部の体験 
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５．NPO 法人オオタカ保護基金 

所在地 栃木県宇都宮市塙田 2-5-1 共生ビル 2階 

設置者 ― 

管理者 ― 

概要 ・ 1980 年からオオタカの密猟を防止する活動をスタートし、2002 年に NPO 法人

化された 

・ 会員、支援者は 500 人強 

・ 環境省や林野庁の委託調査を実施 

・ トラスト活動や普及啓発（環境教育）事業にも力を入れている 

・ スタッフ数は非常勤スタッフ 5名 

 
タイトル 那須野ヶ原自然教室 

概要・目的 オオタカの生息地を保全するためには、那須野ヶ原の自然や、多くの人に那須野

ヶ原の自然を知ってもらうことが大切である。そこで感性や体験を大切にした親子

で楽しめるプログラムを実施する。 

 

・里山のタカ観察会 

里山にすむ「猛禽類」の代表サシバの観察会。サシバが食べる田んぼの生き物

も観察。 

・高原山ブナ林観察会 

芽吹いたばかりのブナの森。森の下には春だけの小さな花が見つかる。 

・オオタカの森を歩く 

春のトラスト地とその周辺を散策。野鳥やいろいろな生き物が観察できる。 

・田んぼの生き物観察会 

カエルやイモリなど田んぼの生き物を観察。サシバやオオタカも見られることが

ある。 

・広葉樹の森づくりと山のタカ観察会 

針葉樹の人工林を広葉樹の森に戻すための作業を体験。山にすむタカの観察

も行う。 

ねらい ・オオタカのすむ自然環境や、それを育んできた農林業を丸ごと体験する 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学生以上 

構成 家族・一般（プログラムによる） 

実施場所 那須野ヶ原周辺 

大人数 20 名 

所要時間 2.5～4.5 時間 
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用意する備品 ― 

イメージ図 

 
〈広葉樹の森づくりと山のタカ観察会〉 

出典資料 ・NPO 法人オオタカ保護基金：オオタカ通信 NO,14 

・那須野ヶ原自然教室ホームページ： 

http://www.ucatv.ne.jp/~goshawk.sea/nnn-1000.html 
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６．那須野が原博物館 

所在地 栃木県那須塩原市三島 5-1 

設置者 那須塩原市 

管理者 那須塩原市 

概要 ・ 「那須野が原の開拓と自然・文化のいとなみ」のテーマのもとに、平成 16 年 4

月に開館 

・ 農林水産省のエコミュージアムの補助の一環で建設された 

・ 那須野が原をフィールドとし、歴史・民俗・考古・美術・自然・文学の分野を

対象とする総合的な博物館として活動を展開 

・ 地域の教育・文化の拠点として、また発信基地として、情報の収集や提供を通

して、世代を越えた交流の場となるような博物館を目指している 

・ 地域の住民で構成されている「学校支援ボランティア」が社会見学に訪れる学

校団体に対応している 

・ 親子で参加できる工作教室など主催事業を多く開催している 

 
タイトル 那須野が原の開拓とくらし 【学校団体可】 

概要・目的 開拓の体験や常設展示の見学、ビデオの視聴など、様々な角度から那須野が原

の開拓を理解する。小学校４年生の社会科の学習内容。 

 

【プログラム】 

・ビデオの視聴と説明 

那須野が原の開拓を映像等で紹介するもの 

・常設展示室での学習  

那須野が原の地質から明治時代に作られた農場や那須疏水、開拓当時の生

活の様子などを中心に紹介する 

・開拓体験 

開拓当時に行われていた「水くみ」と「モッコかつぎ」を体験することができる。 

―水くみ：水おけと天びん棒を使って、那須疏水から水をくんで運ぶ 

―モッコかつぎ：モッコを使って、二人一組で運ぶ。 

ねらい ・那須野が原の開拓を理解する 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学校 4 年生以上 

構成 団体 

実施場所 那須野が原博物館 

大人数 ― 

所要時間 120 分 
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用意する備品 水桶、天秤棒、モッコ 

イメージ図 

 
〈ビデオの視聴と説明〉 

 
〈モッコかつぎ〉 

出典資料 那須野が原博物館：体験型博物館へようこそ 

 
タイトル 昔のくらしと道具 【学校団体可】 

概要・目的 古い生活用具を使った体験を通じて、昔の人々のくらしを理解する。小学校３年生

の社会科の学習に合わせたプログラム。 

 

【プログラム】 

・展示室での学習 

開拓民化や昔の生活道具などを中心に案内する 

・石臼 

石臼で大豆をひいて、きな粉を作る 

・昔の服 

 ヤマジュバン、モンペ、アシナカを身につける 

ねらい ・昔の人々のくらしを理解する 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学校 3 年生以上 

構成 団体 

実施場所 那須野が原博物館 

大人数 ― 

所要時間 120 分 

用意する備品 石臼、昔の服 

イメージ図 
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〈石臼〉 〈昔の服〉 

出典資料 那須野が原博物館：体験型博物館へようこそ 
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７．柏崎・夢の森公園 

所在地 新潟県柏崎市大字軽井川 4544 番地 1 

設置者 柏崎市 

管理者 柏崎市 

概要 ・ 東京電力柏崎刈羽原子力発電所運転記念に東京電力より柏崎市に寄贈された

公園 

・ 環境学校＋市民活動を目的とし、最新の環境技術と里山のくらしの知恵の両方

を学び、その 2つを兼ね備えた生活を提案 

 
タイトル 森づくり活動～人も自然も元気になる～ 

概要・目的 柏崎・夢の森公園内の里山保全活動を行う。林内の手入れ、水辺環境の手入れ

など、季節ごとに公園内のいろいろな場所で様々な作業を行う。森の気持ち良さを

味わうことができる活動であり、作業の後は動植物検討会メンバーによる旬の里

山自然紹介と公園の収穫物を味わい、楽しむ。 

 

【活動内容】 

●春の森の衣がえ 

果樹・植樹地の雪囲いはずし、支柱補修 

●花と実りいっぱいの森づくり＆里山の収穫祭 

 コナラ・アカマツ林、キキョウ、オミナエシ生育地等の下刈りと果樹園等の捕植 

●キノコ山をめざして 

 キノコ山の再生をめざしてアカマツ林の下刈りや落ち葉掻き 

●ギフチョウに出会える森づくり 

 コシノカンアオイ生育地等の下刈り 

●防風林植栽地の手入れ 

 千年松植栽地の下刈り 

●すてきな水辺づくり 

 カキツバタの株分け移植など 

●間伐体験セミナー 

 杉等の枝打ち、伐倒作業 

●森の冬じたく 

 果樹・植樹地の雪囲い 

ねらい ・森を元気にすると共に、作業する人も元気になる 

 

対 

 

実施時期 通年（プログラムごとに実施時期を設定） 

年齢 大人および親子（子どもは小学生以上） 

構成 グループ、団体 
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象 

 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 20 名 

所要時間 3 時間 

用意する備品 ― 

イメージ図 

  

出典資料 柏崎・夢の森公園：人も自然も元気になる森づくり活動 

 
タイトル ネイチャートーク 【学校団体可】 

概要・目的 里山の四季折々の自然や、くらしの知恵と工夫について、スライドやクイズなどを

交えで楽しく紹介する。自然と環境への関心と理解を深める。 

 

【屋外プログラム】 

野あそび昔あそび（草笛や松葉ずもう等の草花遊び）、ビンゴ＆クイズ、自然観察

ゲーム（色さがし・カモフラージュ・目かくし歩きなど） 、解説ツアー（里山の山野草

を訪ねて・森林浴ツアー・公園の環境エネルギーの取組み紹介） 

【室内プログラム】 

スライドトーク（里山の自然、環境とエネルギー）、クイズ（里山の生き物クイズ、エ

コライフに挑戦！） 

ねらい ・自然と環境への関心と理解を深める 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 園児～大人 

構成 個人、グループ、団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 60 分 

用意する備品 ― 
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イメージ図 

  

出典資料 柏崎・夢の森公園：新プログラムのご案内 

 

タイトル 野遊び・昔遊び 【学校団体可】 

概要・目的 草笛やどんぐりコマなど、昔の子どもたちが野山で遊んでいた遊びを体験する。 

ねらい ・自然体験 

 

対 

 

象 

 

実施時期 春～秋 

年齢 園児～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 60 分 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 門出和紙のオリジナル行灯づくり！ 【学校団体可】 

概要・目的 高柳町の特産品の門出和紙に折り紙でつくった模様や絵を貼りつけて、自分だけ

の行灯をつくる。 

ねらい ・環境・エネルギー教育 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学校 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 60 分 
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用意する備品 工作材料 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 下草刈り体験 ～里山の手入れをしよう！

～ 

【学校団体可】 

概要・目的 落ち葉かきや下草刈りなどの里山の手入れ作業を通じて、里山と人のくらしの関

わりに触れる。 

ねらい ・里山と人のくらしの関わりを知る 

 

対 

 

象 

 

実施時期 春～秋 

年齢 園児～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 60 分 

用意する備品 山の手入れの道具 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 里山ネイチャークラフト教室 【学校団体可】 

概要・目的 小石や木の枝、どんぐり、葉っぱなど、自然の素材を使って想像力を活かした作品

をつくることで、里山の自然への関心を高め、人のくらしと里山の関わりへの理解

を深める。 

【クラフト内容】 

間伐材クラフト、竹細工、ネイチャークラフト 
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ねらい ・里山の自然への関心を高める 

・人のくらしと里山の関わりへの理解を深める 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 １20 人 

所要時間 90 分 

用意する備品 工作材料 

イメージ図 

〈間伐材クラフト〉 

 

〈竹細工〉 

 

〈ネイチャークラフト〉

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 夢の森探検隊～自然と遊ぼう！～ 【学校団体可】 

概要・目的 ネイチャーゲームや草花遊び、プロジェクト・ワイルドなど、体と五感をフルに使っ

て里山の自然の魅力や人のくらしとの関わりを発見することで、自然に対する鋭い

観察力や感受性を育てる。 

【プログラム内容】 

自然の宝探し“里山でビンゴ”、瞬間冷凍動物 

ねらい ・里山の自然の魅力や人のくらしとの関わりを学ぶ 

・自然に対する鋭い観察力や感受性を育てる 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学校 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 90 分 

用意する備品 ― 
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イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル いきもの探偵団～里山の生き物を知ろ

う！～ 

【学校団体可】 

概要・目的 メダカ、ザリガニ、トンボ類など、生き物を実際につかまえ、観察を通じて生き物の

体のつくりや里山との関わりについて学ぶ。人間のくらしが、里山の自然と生き物

に与えた影響について考える。 

ねらい ・人間のくらしが、里山の自然と生き物に与えた影響について考える 

 

対 

 

象 

 

実施時期 春～秋 

年齢 小学 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 80 人 

所要時間 90 分 

用意する備品 ― 

イメージ図 

  

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 冬の森のスノーハイキング 【学校団体可】 

概要・目的 スノーシュー（西洋カンジキ）をはいて、冬の森を散策する。普段見ることのできな

い動物の足跡やフンを頼りに野生動物の生態について学んだり（アニマルトラッキ

ング）、雪や樹木（冬芽）の観察を通して、雪国ならではの冬の自然を体験する。 

ねらい ・野生動物の生態について学ぶ 
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・冬の自然を体験する 

 

対 

 

象 

 

実施時期 冬 

年齢 小学校 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園、鵜川地区など 

大人数 40 人 

所要時間 150 分 

用意する備品 スノーシュー 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 雪国体験～雪国だけの思いっきり！雪遊

び～ 

【学校団体可】 

概要・目的 雪を固めて雪像をつくったり、雪合戦、かまくら作り、タイヤチューブのソリ遊び、竹

スキー、手づくりアイスなど、雪にまみれて雪国だけのとっておきの遊びを満喫し、

雪国のくらしを体験する。 

ねらい ・雪国のくらしを体験する 

 

対 

 

象 

 

実施時期 冬 

年齢 小学 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園、鵜川地区など 

大人数 80 人 

所要時間 150 分 

用意する備品 ― 
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イメージ図 

  

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 昔のあかり体験～なたね油の行灯づくり 【学校団体可】 

概要・目的 「菜種」から油をしぼる搾油体験、門出和紙を使ったオリジナル行灯づくりをし、「な

たね油の行灯」のかもしだす昔のあかりを体験する。菜の花などのエネルギー作

物を活かした循環型のくらしについて考える。 

ねらい ・循環型のくらしについて考える 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 90 分 

用意する備品 工作材料 

イメージ図 

  

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 身近な環境～みんなのトンボ池！ 【学校団体可】 

概要・目的 トンボ池の自然と調和した土地の利用計画をたてるグループワークを行う。5 人 1

組ほどに分かれ、各人が「工場経営者」や「住民」などの役割を持ち、家や工場、

公園などの 適な配置について話し合う。トンボ池を守ることが地球規模での環
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境を考えるということに気づき、人のくらしが自然環境に与える影響について考え

る。 

ねらい ・トンボ池を守ることが地球規模での環境を考えるということに気づく 

・人のくらしが自然環境に与える影響について考える 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 90 分 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 里山のエネルギー教室～焚き火でパンを

焼こう！～ 

【学校団体可】 

概要・目的 柴刈り・薪づくり、火おこし、パン（チャパティ等）を焼いて試食するといった、一連

の体験を通して、里山でのエネルギーの利用方法やくらしの実際を知り、現代の

エネルギーの利用やくらしについて考える。 

ねらい ・エネルギーの利用やくらしについて考える 

 

対 

 

象 

 

実施時期 春～秋 

年齢 小学 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 80 人 

所要時間 120 分 

用意する備品 食材、調理器具 
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イメージ図 

  

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 柏崎エネルギー体験ツアー①～エネルギ

ーの歴史を学ぶ～ 

【学校団体可】 

概要・目的 古くからエネルギーに関わりの深かった柏崎で、人類とエネルギーとの関わりの

歴史を学ぶ。 

<プログラム内容> 

原始の火おこし体験、古代鉄づくり体験、草生水燃焼実験 

注）草生水（そうず）：1300 年以上も前に朝廷に献上されたという記録が残る柏崎市内から湧出する石油 

ねらい 人類とエネルギーとの関わりの歴史を学ぶ 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 80 人 

所要時間 150 分 

用意する備品 材料、道具 

イメージ図 

   

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 柏崎エネルギー体験ツアー②～未来のエ

ネルギーを考える 

【学校団体可】 

概要・目的 現代のエネルギー生活を支える原子力発電所と、未来のエネルギーといわれる

風力発電施設を見学し、これからのエネルギーと環境について考える。 
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<プログラム内容> 

蒸気に関する実験教室、柏崎刈羽原子力発電所見学、風の丘“ぶんぶんカゼラ”

見学 

ねらい ・これからのエネルギーと環境について考える 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 東京電力サービスホール、柏崎刈羽原子力発電所、風の丘 

大人数 80 人 

所要時間 210 分（移動含む） 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 夢の森づくり教室～里山の手入れ体験～ 【学校団体可】 

概要・目的 人が育んできた里山で、落ち葉かきや間伐、下草刈りなど、里山づくりに欠かせな

い保全作業を体験する。体験を通して、里山の自然の循環や先人の知恵、里山

の手入れと生き物の関係などについて学ぶ。また、環境保全型の田畑手入れを

選ぶことも可能。 

ねらい ・里山の自然の循環や先人の知恵、里山の手入れ等について学ぶ 

 

対 

 

象 

 

実施時期 春～秋 

年齢 小学 3 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 120 人 

所要時間 120 分 

用意する備品 山の手入れの道具 
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イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル 里山のスローフード～おばあちゃんの郷

土食づくり～ 

【学校団体可】 

概要・目的 地域の達人の指導で、やきもちなどの郷土食づくりを体験する。自然の恵みであ

る山菜や地元の旬の食材を活かした、地産地消の食文化について考える。 

ねらい ・郷土食を体験する 

・地産地消の食文化について考える 

 

対 

 

象 

 

実施時期 通年 

年齢 小学 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園 

大人数 40 人 

所要時間 120 分 

用意する備品 食材、調理器具 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 

タイトル カントリーウォーク～里山を歩こう！ 【学校団体可】 

概要・目的 普段ゆっくりと目を向けることのない身近な里山を、地域の人との交流を楽しみな

がら歩く。地域に守られてきた神社や道祖神など、里山のくらしや文化についても

学ぶ。 

ねらい ・普段あまり目を向けることのない身近な里山に目を向けると共に、地域の人との
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交流を図る 

・里山のくらしや文化について学ぶ。 

 

対 

 

象 

 

実施時期 春～秋 

年齢 小学 1 年～大人 

構成 団体 

実施場所 柏崎・夢の森公園周辺 

大人数 120 人 

所要時間 150 分 

用意する備品 ― 

イメージ図 

 

出典資料 柏崎・夢の森公園（環境学校）：団体向けプログラム案内 

 


