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１．自然学校取り組みの目的

・時間やきまりを守り、自らの責任を果たすことで、

集団の一員としてのマナー、自律心を養う。

・集団生活を通して、自己や他者への思いやりの

心を育み、その行動力を高める。

・日常とは違う環境の中で、自然に親しむ。



２．本年度の自然学校について

本年度は、新型コロナウイルス感染症対策
を考慮し、例年であれば４泊５日のところ、１泊
２日の活動を１回、日帰りの活動を３回行う。

（現時点での予定です。状況に応じて変更する
可能性があります。）

３．参加者

〇参加者 ５年生児童８５人



４．日程及び場所、活動（内容）

月 日 場 所 主な活動

9月17日（金）

（日帰り）
県立明石公園 オリエンテーリング

10月6日（水）

（日帰り）
明石市立少年自然の家 野外炊飯

10月22日（金）
23日（土）

（１泊２日）

六甲山アスレチックパーク
ＧＲＥＥＮＩＡ

神戸市立自然の家

アスレチック

キャンプファイヤー

カヌー・アーチェリー体験

叩き染め

11月26日（金）

（日帰り）
嬉野台生涯教育センター ひょうご冒険教育

（ＨＡＰ）



５．日帰りの活動について



（１） ９月１７日（金）

〇活動場所 県立明石公園

〇活動内容 オリエンテーリング（班活動）

〇集合・解散 通常通り登下校

〇昼食 学校にて給食

〇持ち物 ・夏帽子 ・水筒（大きめのもの）









（２） １０月６日（水）

〇活動場所

明石市立少年自然の家

・住所 明石市大久保町江井島567

・TEL 078-947-6181

〇引率者 教頭、岸本、森實、山本、杉中、

本田、井上



〇活動内容 ・野外炊飯（カレーライス）

・海岸での活動

〇移動手段 山陽電鉄（明石～江井ヶ島）

〇集合・解散（中央玄関）

7:55集合 15:30解散



〇服装 体操服、赤白帽、はきなれた靴、

不織布マスク

〇持ち物 ・水筒 ・ハンカチ、ティッシュ

・長そで、長ズボン

（動きやすいもの）

・軍手 ・新聞紙１日分

・ぞうきん、ふきん１枚

・雨具 ・予備のマスク



明石市立少年自然の家



野外炊飯場



淡路島

江井島海岸



（３） １１月２６日（金）

〇活動場所

嬉野台生涯教育センター

・住所 兵庫県加東市下久米1227-18

・TEL 0795-44-0711

〇引率者 校長、岸本、森實、山本、杉中、

本田



〇活動内容 ひょうご冒険教育（ＨＡＰ）

〇移動手段 貸し切りバス（２台）

〇集合・解散（中央玄関）

7:55集合 16:10解散

〇服装 体操服、赤白帽、はきなれた靴、

不織布マスク

〇持ち物 ・水筒 ・ハンカチ、ティッシュ

・弁当 ・予備のマスク





活動内容
（例）



６．１泊２日の活動について



１０月２２日（金）・２３日（土）

〇活動場所①

六甲山アスレチックパーク

GREENIA
・住所 神戸市灘区六甲山町北六甲

4512-98

・TEL 078-891-0366



〇活動場所②

神戸市立自然の家

・住所 神戸市灘区六甲山町中一里山

1-1

・TEL 078-891-0001



〇活動予定
１日目 ２日目

午前

8:00 中央玄関前集合
8:20 出発
9:30 グリーニア到着
9:50 活動開始

6:15 起床・荷物整理
7:15 朝食
7:45 清掃
9:00～10:15 活動①
10:15～11:30 活動②
11:30～12:00 昼食

午後
15:30 活動終了
15:45 出発
16:00 自然の家到着

12:00～13:15 活動③
14:00 出発
15:10 学校着
15:30 解散

夜

17:30 夕食
18:30～20:30

キャンプファイヤー
20:45 入浴・ 夜食（ゼリー）
22:00 消灯

アスレチック（班活動）

活動内容（クラスごとに）
・カヌー体験
・アーチェリー体験
・叩き染め



〇引率者 校長、岸本、森實、山本、杉中、

本田、友利

指導補助員（リーダー）６人

医療補助員１人

〇移動手段 貸し切りバス（２台）

〇集合・解散（中央玄関）

１日目集合8:00 ２日目解散15:30



〇服装 体操服、赤白帽、はきなれた靴、

不織布マスク

〇救急対応

救急対応については、

「#7119 救急安心センターこうべ」

に連絡し、受け入れ可能な医療機関に

搬送します。



〇持ち物

＜ナップサックに入れる＞

・弁当（容器は処分できるもの）

・水筒（入れ口が大きいもの） ・敷物

・ハンカチ、ティッシュ ・エチケット袋

・しおり ・筆記用具 ・マスク（予備）

・軍手（滑り止めがついているもの）

（・着替え、タオル、濡れてもいい靴）



＜別のかばんに入れる＞

・活動用…体操服、動きやすい上下

長袖シャツ、長ズボン

・就寝用…長袖シャツ、長ズボン

・防寒用…ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、ﾄﾚｰﾅｰ等

・靴下、マスク、下着類（２日目用）

・入浴、洗面用具 ・不織布マスク（帰り用）

・雨具 ・常備薬

・ぞうきん、ふきん各１枚



六甲山アスレチックパーク ＧＲＥＥＮＩＡ











神戸市立自然の家

メイングラウンド

入り口



摩耶施設



多目的ホールお風呂

食 堂 宿泊部屋

摩耶施設内



六甲施設



体育館お風呂

食 堂 宿泊部屋

六甲施設内



自然の家 施設
四季の里グラウンド

穂高湖 はだしの広場



カヌー・アーチェリー
アーチェリー場穂高湖



キャンプファイヤー

http://www.kobe-sizennoie.com/blog/wp-content/uploads/2014/05/image2.jpg


７．費用について

〇１０,０００円（食費、活動費）は銀行振込にて集金
済みです。

〇バス代、指導員の報償費等は、自然学校推進事
業委託費より拠出されます。

８．提出物について

〇以下２つの資料について、緑の封筒に入れて、９
月１３日（月）までに提出してください。

・自然学校前の保健調査

・緊急時の連絡先



９．感染症対策について

＜自然学校全般＞

〇事前の健康観察時、体調不良があれば無理に登
校せず、自宅で療養してください。

〇屋内での活動時、屋外でも児童同士の距離が取れ
ない際は、マスク着用にて活動します。

（予備のマスクの用意をお願いします。）

〇活動前後の手洗いの徹底及び、必要な際にはアル
コール消毒をするようにします。

〇当日、体調不良者が出た際には無理をさせず、活
動を休ませるようにします。



＜移動時＞

〇電車乗車時は、乗車口を分け、密にならないように
します。

〇電車・バス移動時には、「前後のアルコール消毒」
「換気」「不織布マスクを着用」「近距離での会話をし
ない」対応をします。

※不織布マスクは、布やウレタン製より感染リスクが

低いとされています。

＜宿泊活動時＞

〇１日目の夜と２日目の朝に検温し、健康観察を行い
ます。

〇宿泊する部屋の定員を半分にすることで部屋の密
を避け、宿泊棟を２つに分けることで棟内及び食堂
の密を避けます。



１０．その他

〇健康面などで特に気を付けることがありましたら、

担任まで連絡をください。

〇自然学校中お子様のことで連絡がある場合は、
原則、学校への連絡をお願い致します。

※活動施設へ直接連絡しないようにお願いします。

〇１泊２日の活動の際、病気などでやむを得ず途中で

帰宅する時、または途中から参加する時は、保護者

の責任のもと、ＧＲＥＥＮＩＡか自然の家まで送り迎え

をお願いすることがあります。



〇今後の予定

・~９月１３日（月） 保健調査、緊急連絡先の提出
・ ９月１７日（金） 自然学校①（県立明石公園）
・ ９月２９日（水） 自然学校②前健康観察開始
・１０月 ６日（水） 自然学校②

（明石市立少年自然の家）
・１０月１５日（金） 自然学校③前健康観察開始
・１０月２１日（木） 午前授業 給食後１３：３０下校
・１０月２２日（金）２３日（土） 自然学校③

（１泊２日）
・１０月２５日（月） 代休
・１１月１９日（金） 自然学校④前健康観察開始
・１１月２６日（金） 自然学校④

（嬉野台生涯教育センター）


