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I資料
長期宿泊活動を
推進している自治体

兵庫県
　兵庫県が昭和62年に開催した「こころ豊かな人づくり懇話会」の提言をうけ，昭和63年から自然
学校がスタートした。平成3年度には，兵庫県下の全公立小学校5年生を対象とした5泊6日の長期宿
泊体験活動が完全実施され，現在に至っている。

1．	自然学校の概要
（1）趣旨

　学習の場を教室から豊かな自然の中へ移し，児童が人や自然，地域社会とふれ合い，
理解を深めるなど，さまざまな体験活動を通して，自分で考え，主体的に判断し，行
動し，よりよく問題を解決する力や，生命に対する畏敬の念，感動する心，共に生き
る心をはぐくむなど，「生きる力」を育成することを目的とする。

（2）実施対象
全公立小学5年生

（3）実施期間
5泊6日

2．	これまでの経緯
　昭和62年に「こころ豊かな人づくり懇話会」から「人は自然とのふれあいの中で，自然
の神秘さ，優しさ，恐ろしさなどに感動し，豊かな感性，問題解決能力，粘り強さなどを
培うとともに，人とのふれあいを通して，生きる喜びや苦しみを知り，思いやり，協調性，
社会性などを身に付ける。」との提言をうけ，これを基本理念として，昭和63年から自然学
校をスタートさせた。
　平成7年の阪神・淡路大震災における生命の尊厳や助け合いの大切さなど貴重な教訓等
をもとに，自然学校は「心の教育」の充実をめざして，「生きる力」をはぐくむ体験活動の
場として様々な教育効果をあげている。
　平成19年度には，自然学校実施20年目を迎え，「自然学校評価検証委員会」を設置し，
その提言をもとに事前・事後の学習活動や集団活動の充実など，自然学校の一層の充実に
向けた取組を進めている。

3．	支援体制の確立
○教員のほかに，体験活動の指導に当たる専門指導員や技術指導員，救急員を配置してい
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る。
○中核施設として，県立南但馬自然学校を設立し，「自然学校」「指導者研修」「プログラ

ム開発」を推進している。　　　
○市町（市町の組合を含む）が実施する自然学校に要する経費に対し，兵庫県教育委員会

補助金交付要綱の規定により，兵庫県が経費の2分の1を補助金として交付している。

4．	今後の充実方策
○今後の自然学校の一層の充実を図るための「6つの方策」
方策1：	自然学校と他の教育活動との関連を図る取組の充実
方策2：	事前・事後の学習活動の一層の充実
方策3：	学校では得難い体験活動プログラムの一層の充実
方策4：	社会性や自立性等をはぐくむための集団活動の充実
方策5：	子どもの成長過程を踏まえた体験活動の充実
方策6：	家庭や地域との一層の連携を図る取組の充実

5．	問い合わせ先
兵庫県教育委員会　義務教育課初等教育係　TEL 078-362-3771

〈参考ホームページ〉
http：//www.hyogo-c.ed.jp/~gimu-bo/index.html

武蔵野市
　武蔵野市学校経営検討委員会「生き生きとした子どもの育成を目指し，地域と一体になって進め
る学校づくり」（報告書）の提言により，武蔵野市セカンドスクール構想委員会が発足した。その後，
平成３年度に武蔵野市セカンドスクール構想策定委員会，平成６年度にセカンドスクール推進委員
会が設置され，平成７年度より，学期中に小学校全１３校（統廃合により現在は全１２校）で実施
されるようになった。また，小学校４年生を対象にプレセカンドスクールも実施している。

1．	セカンドスクールの概要
（1）目的

　授業の一部を自然に恵まれた農山漁村に長期間滞在して行い，普段の学校生活
（ファーストスクール）では体験し難い総合的な体験活動を行うセカンドスクールを実
施することにより，次に掲げる目標（ここでは省略）を達成することを目的とする。

（2）実施対象
小学校5年生（中学校1年生でも実施）

（3）実施期間
6泊7日〜 9泊10日（中学校は4泊5日）
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2．	支援の内容
（1）人的支援

○教員のほかに，非常勤として以下に示すような指導員や講師等を配置する。
・現地での宿舎内外における学習・生活指導のための指導員
・担任外教諭の補教体制の支援としての後補充講師
・付き添いの看護師等

（2）物的支援
①緊急対応用のレンタカーの配車
②携帯電話の貸し出し等

（3）費用面での支援
①往復の交通費
②現地での宿泊代や活動費
③医療費等

3．	指導者について
　引率教員のほか，現地での学習活動を充実させるための現地講師，現地での宿舎内外に
おける児童の健康安全ほか生活に関わる援助をする生活指導員や学習活動における教員補
助としての学習指導員，さらに民宿の方々にも現地での生活の充実のため家族のような関
わりをお願いしている。

4．	ここがポイント
　既成の体験プログラムを安易に利用するのではなく，セカンドスクールにおける体験活
動の3つの要素「自然」「長期宿泊」「協働・交流」を踏まえ，あくまで“体験活動の質”
を重視して，学校と教育委員会の両輪でセカンドスクールのねらいの達成を目指している。

5．	問い合わせ先
武蔵野市教育委員会　教育部　指導課　TEL 0422-60-1897

〈参考ホームページ〉
http：//www.city.musashino.lg.jp/cms/kyouiku/00/00/13/00001341.html

京都市
　「児童生徒の豊かな人間性や社会性，規範意識等をはぐくむための体験活動」の重要性が指摘さ
れているなか，これまで京都市立の「奥志摩みさきの家」や「花背山の家」を活用して取り組んで
いた宿泊型の自然体験を，さらに充実させるためにスタートした。

1．	長期宿泊活動の概要
（1）趣旨

　仲間との集団生活や自然の中での体験活動など，長期の宿泊体験活動を通して，子
どもたちに感動する心，自然を尊重する精神，環境保全に寄与する態度を養うととも
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に，仲間意識や責任感，規範意識など豊かな人間性や社会性をはぐくむ。

（2）実施対象
小学5年生を原則とする。

（3）実施期間
4泊5日又は5泊6日を原則とする。

2．	実施に至るまでの課題及び課題への対応
（1）	課題1 ：教職員の指導体制

対応 ：①原則2泊3日で交替等のガイドラインを作成する。
②地域の人材活用や学校支援ボランティアの有効活用など，市民ぐるみの取

り組みであることや，担当学年だけでなく学校全体の取り組みであること
を明確にする。

（2）課題2 ：活動内容の充実
対応 ：①指導主事やインストラクターなどを増員し，施設のスタッフを充実する。

②受け入れ施設周辺の閉鎖校を活用する。
③活動実践プログラム集を作成する。

3．	支援の内容
○学校からの要望により，市が学生ボランティア等を派遣
（大学との連携により，学生ボランティアを確保）

○宿泊活動実施に必要な予算措置
○ボランティアや体験活動講師等の謝金
○バス等の移動経費

4．	指導者について
　登山や自然観察，農業体験などの活動において，学校運営協議会の理事や委員，ボーイ
スカウトやガールスカウトなどの団体，学生ボランティア，学校支援ボランティアに協力を
依頼する。

5．	ここがポイント
○「自然とふれあう。人間と交流する。その中で生き方を学ぶ。」を基本理念とし，子ども

が自然や仲間との共同生活を体験するだけではなく，「子どもと地域の方々」「子どもと
教師」「教師と地域の方々」など，人間と人間との交流の中で生き方を学ぶ活動を視野
に，実施計画を立てる。

○学校運営協議会との共催実施や同一中学校区内小学校の合同実施，大学やNPOとの連
携実施など，これまでにない新たな発想で宿泊活動を実施する。

○自然体験だけでなく，長期の利点を生かし，ゆったりとした日程と豊かな自然環境の中
で，教科学習も含め，普段の生活を行うプログラムを開発する。
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6．	問い合わせ先
京都市教育委員会　学校指導課　TEL 075-222-3806

〈参考ホームページ〉
http：//www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/
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II 青少年課が実施する事業資料

　小学校の長期自然体験活動の推進を図るために，平成20年度より，文部科学省スポーツ・青少年
局青少年課が，以下のような事業を実施しています。
　このような国の施策に対応して，独立行政法人国立青少年教育振興機構では，全国27の教育施設
で，指導者養成事業やプログラム開発事業に取り組んでいます。
　なお，自然体験活動指導者や小学校自然体験活動プログラムのことについて，知りたいことや
困っていることがあれば，お近くの国立青少年教育施設（P138参照）にご相談ください。

青少年の意欲を高める体験活動の推進（一部抜粋）

１．事業趣旨
　青少年が自立への意欲を高め，心と体の相伴った成長を促進するために，すべての青少年の生活
に体験活動を根づかせ，社会との関係の中で自己実現を図ることができるよう，自然体験や社会体
験など多様な体験活動の機会を充実するための取り組みを推進する。
　また，基本方針2007及び教育再生会議第2次報告における「小学校で1週間の自然体験活動」を推
進するために必要な自然体験活動指導者の養成及び自然体験活動プログラム開発などの支援を行う。

２．事業内容
（１） 小学校長期自然体験活動支援プロジェクト

①自然体験活動指導者養成事業
　小学校が実施する1週間の自然体験活動を支援するため，全体指導者と補助指導者
の養成に緊急に取り組む。
○全体指導者
・小学校が実施する1週間の自然体験活動の計画に対して助言を行う。
・活動時に全体指導を行い，活動全体の様子を把握し，終了後には小学校が行う評価

の際に助言を行う。
○補助指導者
・全体指導者の指示で指導補助を行う。

②小学校自然体験活動プログラム開発事業
　小学校が実施する1週間の自然体験活動を充実するため，青少年教育施設や青少年
団体，民間自然学校等が行う特色あるプログラム開発を推進する。

〈参考〉
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/01/08012109/011-3.pdf
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III資料 国立青少年教育施設一覧

国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL：03-3467-7201　http://nyc.niye.go.jp/

国立大雪青少年交流の家
〒071-0235 北海道上川郡美瑛町字白金
TEL：0166-94-3121　http://taisetsu.niye.go.jp/

国立岩手山青少年交流の家
〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後292
TEL：019-688-4221　http://iwate.niye.go.jp/

国立磐梯青少年交流の家
〒969-3103 福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136-1
TEL：0242-62-2530　http://bandai.niye.go.jp/

国立赤城青少年交流の家
〒371-0101 群馬県勢多郡富士見村赤城山27
TEL：027-289-7207　http://akagi.niye.go.jp/

国立能登青少年交流の家
〒925-8530 石川県羽咋市紫垣14-5-6
TEL：0767-22-3121　http://noto.niye.go.jp/

国立乗鞍青少年交流の家
〒506-0815 岐阜県高山市岩井町 913-13
TEL：0577-31-1011　http://norikura.niye.go.jp/

国立中央青少年交流の家
〒412-0006 静岡県御殿場市中畑2092-5
TEL：0550-89-2020　http://fujinosato.niye.go.jp/

国立淡路青少年交流の家
〒656-0543 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町757-39
TEL：0799-55-2693　http://awaji.niye.go.jp/

国立三瓶青少年交流の家
〒694-0002 島根県大田市山口町山口1638-12
TEL：08548-6-0311　http://sanbe.niye.go.jp/

国立江田島青少年交流の家
〒737-2126 広島県江田島市江田島町津久茂1-1-1
TEL：0823-42-0660　http://etajima.niye.go.jp/

国立大洲青少年交流の家
〒795-0001 愛媛県大洲市北只1086
TEL：0893-24-5175　http://ozu.niye.go.jp/

国立阿蘇青少年交流の家
〒869-2692 熊本県阿蘇市一の宮宮地 6029-1
TEL：0967-22-0811　http://aso.niye.go.jp/

国立沖縄青少年交流の家
〒901-3595 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷2760
TEL：098-987-2306　http://okinawa.niye.go.jp/

国立日高青少年自然の家
〒055-2315 北海道沙流郡日高町富岡
TEL：01457-6-2311　http://hidaka.niye.go.jp/

国立花山青少年自然の家
〒987-2593 宮城県栗原市花山字本沢沼山61-1
TEL：0228-56-2311　http://hanayama.niye.go.jp/

国立那須甲子青少年自然の家
〒961-8071 福島県西白河郡西郷村大字真舟字村火6-1
TEL：0248-36-2331　http://nasukashi.niye.go.jp/

国立信州高遠青少年自然の家
〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢6877-11
TEL：0265-96-2525　http://takato.niye.go.jp/

国立妙高青少年自然の家
〒949-2235 新潟県妙高市大字関山6323-2
TEL：0255-82-4321　http://myoko.niye.go.jp/

国立立山青少年自然の家
〒930-1407 富山県中新川郡立山町芦峅寺字前谷1
TEL：076-481-1321　http://tateyama.niye.go.jp/

国立若狭湾青少年自然の家
〒917-0198 福井県小浜市田鳥区大浜
TEL：0770-54-3100　http://wakasawan.niye.go.jp/

国立曽爾青少年自然の家
〒633-1202 奈良県宇陀郡曽爾村太良路1170
TEL：0745-96-2121　http://soni.niye.go.jp/

国立吉備青少年自然の家
〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4393-82
TEL：0866-56-7231　http://kibi.niye.go.jp/

国立山口徳地青少年自然の家
〒747-0342 山口県山口市徳地船路668
TEL：0835-56-0111　http://tokuji.niye.go.jp/

国立室戸青少年自然の家
〒781-7108 高知県室戸市元乙1721
TEL：0887-23-2311　http://muroto.niye.go.jp/

国立夜須高原青少年自然の家
〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103
TEL：0946-42-5811　http://yasu.niye.go.jp/

国立諫早青少年自然の家
〒859-0307 長崎県諫早市白木峰町1109-1
TEL：0957-25-9111 http://isahaya.niye.go.jp/

国立大隅青少年自然の家
〒891-2306 鹿児島県鹿屋市花里町赤崩
TEL：0994-46-2222　http://osumi.niye.go.jp/




