
曽爾
自然の家　プログラム体
験会

3

[事業目的]自然体験活動の経験や、自然の家の利用経験があまりない先生方が、学校利用で来所する際、自信を持って指
導に当たれるよう、自然の家職員が施設の利用方法について説明するとともに、職員の指導により事前にプログラム体験
をすることで、より学校のねらいに沿った効果的な活動が行えるようにする。

[主な内容]自然の家を利用して行う一般的なプログラムを体験すると共に、効果的な指導法について紹介する。

4.6（土）〜4.6（土） 学校教員 30

曽爾
自然の家　プログラム体
験会

2

[事業目的]自然体験活動の経験や、自然の家の利用経験があまりない先生方が、学校利用で来所する際、自信を持って指
導に当たれるよう、自然の家職員が施設の利用方法について説明するとともに、職員の指導により事前にプログラム体験
をすることで、より学校のねらいに沿った効果的な活動が行えるようにする。

[主な内容]自然の家を利用して行う一般的なプログラムを体験すると共に、効果的な指導法について紹介する。

4.6（土）〜4.6（土） 学校教員 30

曽爾
自然の家　プログラム相
談会

1

[事業目的]自然体験活動の経験や、自然の家の利用経験があまりない先生方が、学校利用で来所する際、自信を持って指
導に当たれるよう、自然の家職員が施設の利用方法について説明するとともに、職員の指導により事前にプログラム体験
をすることで、より学校のねらいに沿った効果的な活動が行えるようにする。

[主な内容]自然の家を利用して行う一般的なプログラムを体験すると共に、効果的な指導法について紹介する。

4.27（土）〜4.27（土） 学校教員 30

曽爾
自然の家　プログラム相
談会②

1

[事業目的]自然体験活動の経験や、自然の家の利用経験があまりない先生方が、学校利用で来所する際、自信を持って指
導に当たれるよう、自然の家職員が施設の利用方法について説明するとともに、職員の指導により事前にプログラム体験
をすることで、より学校のねらいに沿った効果的な活動が行えるようにする。

[主な内容]自然の家を利用して行う一般的なプログラムを体験すると共に、効果的な指導法について紹介する。

4.28（日）〜4.28（日） 学校教員 30

曽爾
【子供の貧困対策事業】
生活自立支援キャンプ
（あいよ春山）

5

[事業目的]
豊かな自然の中で様々な体験や冒険的なプログラムに挑戦し、たくましい心と体を育成するとともに、参加者間の交流を
深めるまた、集団生活の中で規則正しい生活習慣を身につける。
[主な内容]
①様々な自然体験や宿泊体験により、規則正しい生活習慣を身につけ、異年齢によるグループ活動により、コミュニケー
ションの充実を図るとともに施設間交流をすすめる。
 ②様々な自然体験や宿泊体験により、規則正しい生活習慣を身につけるとともにコミュニケーションの充実を図る。

5.3（金）〜5.5（日） 奈良県内の児童養護施設入所児童生徒 80

曽爾
【養成研修】ボランティ
ア養成研修

7

[事業目的]
施設ボランティアとして、自然体験活動を支援するための資質を身に付けるとともに、青少年教育におけるボランティア
活動の推進と機会を拡充するため、その活動の意義・知識・技能の習得を図る。また、この事業の実施により当施設のボ
ランティア活動の内容や魅力を伝える等その普及に努める。

[主な内容]
講義や演習を通して、自然体験活動指導者としての知識や技能を身につけるとともに、施設ボランティアとして活動する
ことの意義を考え、魅力を感じる。

5.18（土）〜5.19（日）
高校生
 大学生、専門学校生
 一般

20

曽爾
【看板事業】そにっと
キャンプ（出会い）

14

[事業目的]
曽爾の豊かな自然環境を使ったダイナミックで冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の達成感を積
み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。また、保護者に対する効果的な支援方法についての研修を行う。さらに、こ
の事業を通して得た成果の普及・啓発を行う。

[主な内容]
・新しい仲間と出会い、親交をもつ。
・みんなで協力する気持ちを培う。
・やり遂げることの喜びを感じる。
・自然（光、風、水、草木）を体感する。

6.1（土）〜6.2（日）
発達障害のある小学校３～６年生とその保
護者

12
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曽爾 そに森の子キャンプ夏 1

[事業目的]小学校低学年を対象に、曽爾の豊かな自然環境を使った冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂
げた時の達成感を積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。
[主な内容]野外炊事や登山など様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じ
る。

7.6（土）〜7.7（日）
小学校１～３年生

20

曽爾 教員免許状更新講習 8

[事業目的]
 自然体験活動を児童・生徒に指導する上で必要となる知識・技能の習得とその効果について理解をさせ、受講者が各自の
役割を認識し、各校で自然体験活動の普及・啓発に努める力を育成する。
 [主な内容]
 講義や演習により自然体験活動指導者としての知識や技能を身につける。

7.22（月）〜7.23（火） 幼稚園・小・中学校の教諭・養護教諭 40

曽爾
【看板事業】そにっと
キャンプ（冒険）

14

【目的】
 曽爾のフィールドを使った冒険的な活動を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の達成感を積み重ね、社会性や自己
肯定感を養う。また、保護者に対する効果的な支援を行う。さらに、この事業を通して得た成果の普及・啓発を行う。
 【内容】
 ①様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じる。
 ②子：冒険的なプログラムの中で、成功体験を積み重ね社会性や自己肯定感を養う。
 親：保護者間の交流とネットワークづくり。子供の支援方法について学ぶ。
 ③歴年のそにっとキャンプ参加者との交流を通して保護者間のネットワークを広げる。

8.2（金）〜8.4（日）
発達障害のある小学生３～６年生とその保
護者

24

曽爾
【看板事業】夢冒険　～
真夏にチャレンジ～

19

[事業目的]長期の集団宿泊生活の中での様々な自然体験活動により、自己を見つめるとともに他人と協力しながら様々な
困難を克服し、主体性や社会性を培い、自己肯定感を高める。
[主な内容]①曽爾から伊勢まで、100kmの道のりを歩きながら、様々な体験活動を行う。
②ポストキャンプとして夏からの成長を確かめ合う。 8.17（土）〜8.24（土）

小学5．6年生
中学生

24

曽爾
日独学生リーダー交流事
業2019派遣（参加者）

1

[事業目的]ボランティア活動を行っている日本とドイツの学生の交流を推進することで、高い国際感覚を備えた青少年を
育成する。
[主な内容]・施設ボランティアと地元の学校との交流を図る。 8.28（水）〜9.2（月） 法人ボランティア 17

曽爾
【養成研修】ＮＥＡＬ
リーダー養成研修

4

[事業目的]
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子供の発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指導者
を養成する。
[主な内容]
講義や演習により、自然体験活動の指導者となるための知識や技術を身につける。

9.4（水）〜9.6（金） 24

曽爾
【地域ぐるみ】曽爾で
チャレンジ！家族day①

1
[事業目的]自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験
の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]年中行事や季節の移り変わりを感じさせるような活動プログラムの提供。

10.5（土）〜10.6（日） 子どもを含む家族 40
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曽爾
【子供の貧困対策事業】
曽爾わくわくキャンプ

2

[事業目的]
豊かな自然の中での様々な体験や、冒険的なプログラムに挑戦して、たくましい心と体を育成し、参加者間の交流を深め
るとともに、集団生活の中で規則正しい生活習慣を身につける。

[主な内容]
普段生活する養護施設と違う環境で、自立する力を身につける活動を行う。

10.19（土）〜10.20（日）
児童養護施設「聖マッテヤ子供の家」在籍
児童生徒および指導職員 80

曽爾
【地域ぐるみ】曽爾で
チャレンジ！家族day②

1
[事業目的]自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験
の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]年中行事や季節の移り変わりを感じさせるような活動プログラムの提供。

11.2（土）〜11.3（日） 子どもを含む家族 40

曽爾 そに森の子キャンプ秋 1

[事業目的]小学校低学年を対象に、曽爾の豊かな自然環境を使った冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂
げた時の達成感を積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。
[主な内容]野外炊事や登山など様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じ
る。

11.16（土）〜11.17（日）
小学校１～３年生

20

曽爾
【地域ぐるみ】自然体験
フェスタ

8

[事業目的]曽爾高原の自然を生かしたプログラム及び当施設を利用している諸団体と連携したプログラムを提供し、体験
活動を楽しむことで参加者同士の交流を図る。また、「体験の風をおこそう」運動を推進を図る。
[主な内容]自然物を使ったクラフト活動やステージイベント。

11.23（土）〜11.24（日） 子供を含む家族 150

曽爾
【地域ぐるみ】集まれ！
卓球フレンズ

9

[事業目的]小学校・中学校と一般の卓球愛好家が卓球を通して世代間交流を図る。また、「体験の風をおこそう」運動を
推進する。
[主な内容]著名な卓球選手による卓球指導、講演。 12.7（土）〜12.8（日） 小・中・高校生、一般の卓球愛好家 100

曽爾
【看板事業】そにっと
キャンプ（交流会）

14

[事業目的]
曽爾のフィールドを使った冒険的な活動を通して、小さな成功体験や、やり遂げた時の達成感を積み重ね、社会性や自己
肯定感を養う。また、保護者に対する効果的な支援を行う。さらに、この事業を通して得た成果の普及・啓発を行う。
[主な内容]①様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じる。
 ②子：冒険的なプログラムの中で、成功体験を積み重ね社会性や自己肯定感を養う。
 親：保護者間の交流とネットワークづくり。子供の支援方法について学ぶ。
 ③歴年のそにっとキャンプ参加者との交流を通して保護者間のネットワークを広げる。

12.14（土）〜12.15（日） 発達障害のある小学3～6年生とその保護者 12

曽爾
【地域ぐるみ】曽爾で
チャレンジ！家族day③

1
[事業目的]自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験
の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]年中行事や季節の移り変わりを感じさせるような活動プログラムの提供。

12.21（土）〜12.22（日） 子どもを含む家族 40



期 間

令和元年度（2019年度）教育事業計画一覧表

募集人数(人)対 象継続年数 事業概要（目的・主な内容等）事 業 名施設名

曽爾
【看板事業】夢冒険～真
冬にチャレンジ～

19

[事業目的]
長期の集団宿泊生活の中での様々な自然体験活動により、自己を見つめるとともに他人と協力しながら様々な困難を克服
し、主体性や社会性を培い、自己肯定感を高める。
[主な内容]
ポストキャンプとして夏からの成長を確かめ合う。

1.11（土）〜1.13（月）
小学5．6年生
中学生

24

曽爾
【子供の貧困対策事業】
生活自立支援キャンプ
（あいよ冬山）

5

[事業目的]
豊かな自然の中で様々な体験や冒険的なプログラムに挑戦し、たくましい心と体を育成するとともに、参加者間の交流を
深めるまた、集団生活の中で規則正しい生活習慣を身につける。
[主な内容]
 ①様々な自然体験や宿泊体験により、規則正しい生活習慣を身につけ、異年齢によるグループ活動により、コミュニケー
ションの充実を図るとともに施設間交流をすすめる。
 ②様々な自然体験や宿泊体験により、規則正しい生活習慣を身につけるとともにコミュニケーションの充実を図る。

1.17（金）〜1.19（日） 児童養護施設入所児童・生徒 80

曽爾
【地域ぐるみで】通学合
宿

3

[事業目的]
異なる学校・学年での集団宿泊生活や学習活動を通して、基本的な生活習慣や学習態度を身につけると共に、参加者間の
交流を深めコミュニケーション能力の育成を図る。また、正しい栄養バランスのとれた正しい食習慣を養う。
[主な内容]学校下校後の集団生活により、近隣の小学生や中学生の課題にアプローチする。

1.22（水）〜1.25（土）
曽爾村立曽爾小学校3～6年児童
御杖村立御杖小学校3～6年児童 20

曽爾
【地域ぐるみ】曽爾で
チャレンジ！家族day④

1
[事業目的]自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験
の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]年中行事や季節の移り変わりを感じさせるような活動プログラムの提供。

1.25（土）〜1.26（日） 子どもを含む家族 40

曽爾 そに森の子キャンプ冬 1

[事業目的]小学校低学年を対象に、曽爾の豊かな自然環境を使った冒険的な活動等を通して、小さな成功体験や、やり遂
げた時の達成感を積み重ねる中で、社会性や自己肯定感を養う。
[主な内容]野外炊事や登山など様々な活動をグループで行うことで、協力する気持ちや、やり遂げることの喜びを感じ
る。

2.1（土）〜2.2（日）
小学校１～３年生

20

曽爾
サイエンススクール　地
域ぐるみ

10

[事業目的]ワクワク、ドキドキするような科学実験や体験、科学者とのふれあいの機会を通して、子どもたちの科学に対
する興味・関心を高め、知的探求心や創造性を育てる。また、「体験の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]連携団体（近畿大学）の学生を講師とする科学実験教室と、大学教授によるサイエンスショー。

2.15（土）〜2.16（日） 小学校4～6年生 80

曽爾
関西学生吹奏楽部合同合
宿

12

[事業目的]関西メモリアルコンサート実行委員会の協力により、演奏技術の研鑽、演奏レベルの向上のための合同練習及
び大学等吹奏学部間の連携、信頼関係強化のための交流会、合同発表会を開催する。また、「体験の風をおこそう」運動
を推進する。
[主な内容]パート別による練習会、合同発表会

2.19（水）〜2.22（土） 関西の大学、高等専門学校の吹奏楽部員 180
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曽爾
【地域ぐるみ】曽爾で
チャレンジ！家族day⑤

1
[事業目的]自然の家のフィールドを活用した自然体験活動を通して家族の絆を深め、家族間の交流を図る。また、「体験
の風をおこそう」運動を推進する。
[主な内容]年中行事や季節の移り変わりを感じさせるような活動プログラムの提供。

2.29（土）〜3.1（日） 子どもを含む家族 40

曽爾 親子でサバイバルinそに 1
[事業目的]災害時に正しい知識に基づいて自主的に判断し、主体的に行動できる力を育む。日常の防災の意識を高める。
[主な内容]避難・救助、避難所体験などを行う。

3.7（土）〜3.8（日） 子どもを含む家族 100

曽爾 曽爾耐久リレーマラソン 3

【目的】
・早春の曽爾高原を気持ちよく走り、心身共に健康の増進を図り、走ることの楽しさを参加者みんなで共有する。
【内容】
・約1.3Kmの周回コースを、チームでリレーをしながら、４時間の部、６時間の部を走り切り、チームの結束を図る。

3.14（土）〜3.15（日） 小学生以上 150


