
 

平成29年８月 21日（月）～８月22日（火） 

防災キャンプ・野外活動指導者

宿泊研修会 
 

防災キャンプ・野外活動 

もう一工夫したい野外活動プログラム。子どもたちが本物に出会う貴重な

体験活動のチャンス。しかし、毎年毎年同様のプログラムで形だけの体験とな

ることは避けたい。 

そこで、今回、愛知県美浜少年自然の家が、愛知県教育委員会との共

催でご提案するのは、災害が起きた時に生活するための模擬体験や、非常

食づくりなどの防災キャンプを取り入れたアクティブラーニング型の研修会です。 

災害復興支援活動を展開している認定ＮＰＯ愛知ネットの協力を得て、

今必要とされる、体験学習指導者研修会を提案します。 

 

申し込み期間                         

平成２９年６月１日（木）～６月３０日（金）                

募集人員 30人程度    参加費 6,000円 

 

 

 

今、求められる野外活動

の新しいプログラムを提案 

 

学校関係者をはじめ、子

ども会等、青少年教育指

導団体の指導者対象 

 

防災キャンプを「愛知県美

浜少年自然の家」で体験 

 

アクティブラーニングを取り

入れた野外活動研修 

 

防災・災害復興支援活

動を積極的にしてきた愛

知ネットだから提案できる

企画 

 

主催 愛知県教育委員会     

愛知県美浜少年自然の家 

 

〒470-3236 

愛知県知多郡美浜町大字小野浦字宮

後１番地の１ 

  電話  0569-88-5577 

  Fax    0569-88-5385  

    E-mail  

         info@sizennoie-mihama.jp 

後援 

愛知県キャンプカウンセラー協会 

  認定ＮＰＯ 愛知ネット 

 

 

https://www.facebook.com/npoaichinet/photos/a.201689189898960.51338.197265383674674/735800246487849/?type=3
https://www.facebook.com/npoaichinet/photos/a.719298951471312.1073741829.197265383674674/1021471181254086/?type=3


平成２９年度 愛知県美浜少年自然の家 
 

防災キャンプ・野外活動指導者宿泊研修会開催要項 

 

１ 主 旨  防災キャンプや野外体験活動等のプログラム企画のための体験研修をする。 

 

２ 主 催  愛知県教育委員会・愛知県美浜少年自然の家 

 

３ 後 援  愛知県キャンプカウンセラー協会・認定 NPO 愛知ネット 

 

４ 期 日  平成２９年８月２１日（月）～８月２２日（火） 

 

５ 会 場  愛知県美浜少年自然の家 

       〒470-3236 愛知県知多郡美浜町大字小野浦字宮後１番地の１ 

電 話： 0569-88-5577  ＦＡＸ： 0569-88-5385  

E-mail： info@sizennoie-mihama.jp  

【ウェブサイト】 http://sizennoie-mihama.jp/ 

 

６ 対 象  小・中・高等学校、特別支援学校、幼稚園等の教員・職員、青少年団体の指導者、

市町村社会教育担当者及び子ども会育成担当者等とする。 

 

７ 申込期間 平成２９年６月１日（木）～６月３０日（金） 

 

８ 募集人員 30 人程度 

 

９ 参加費  6,000 円（宿泊費 1,400 円 食事代 1,950 円 体験実習費・傷害保険費等 2,650 円） 

       【食事内訳】 １日目：昼食 720 円 夕食炊き出し 660 円 

              ２日目：朝食 570 円 

       【講義・実習】１日目：講義：「求められる野外活動」   第６第７研修室 

実習：「アイスブレイクゲーム」  第６第７研修室 

講義：「野外炊飯にひと工夫を」  第６第７研修室 

実習：「非常食づくり」      第６第７研修室 

（ライフラインが断たれた時どうするか） 

実習：「リアルＨＵＧ理論編」   第６第７研修室 

    「リアルＨＵＧ実践編」   講堂 

  （避難所運営を考える） 

２日目：実習：「非常品持ち出しゲーム」   第６第７研修室 

    実習：「防災グッズを作ろう」    第６第７研修室 

    実習：「一日の行動ワークショップ 第６第７研修室 



10 日 程 

時間 8 月 21 日（月） 時間 8 月 22 日（火） 

9:30 

10:00 

10:30 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:30 

18:30 

19:40 

21:30 

22:00 

受付 

開講式・活動紹介 

講義 1「求められる野外活動」⑥⑦研 

昼食バイキング・休憩 

実習 1「アイスブレイクゲーム」⑥⑦研 

講義 2「野外炊飯にひと工夫を」⑥⑦研 

実習 2「非常食づくり」⑥⑦研 

実習 3「リアルＨＵＧ理論編」⑥⑦研 

炊き出し 

入浴 

実習 3「リアルＨＵＧ実践編」講堂 

就寝準備 

消灯・就寝 

6:30 

7:00 

7:20 

8:00 

9:00 

 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

 

起床・洗面 

清掃・荷物整理・シーツ返却 

朝食 

荷物整理・宿泊室清掃 

実習 4「非常持ち出し品ゲーム」⑥⑦研 

実習 5「防災グッズを作ろう」⑥⑦研 

実習 6「一日の行動ワークショップ」⑥⑦研 

昼食 

意見交換会（観測ホール） 

閉講式 

解散 

 

11 研修講師 

【講義】 

□講義 1 「求められる野外活動」   日本福祉大学スポーツ科学部准教授 山根真紀先生 

□講義 2 「野外炊飯にひと工夫を」   愛知県キャンプカウンセラー協会理事長 藤井三弥子氏 

【実習】 

□実習 1 「アイスブレイクゲーム」  愛知県キャンプカウンセラー協会理事長 藤井三弥子氏 

□実習 2 「非常食づくり」       愛知ネット職員 

□実習 3 「リアルＨＵＧ（避難所運営）」 愛知ネット職員 

□実習 4 「非常持ち出し品ゲーム」   愛知ネット職員 

□実習 5 「防災グッズを作ろう」    愛知ネット職員 

□実習 6 「一日の行動ワークショップ」 愛知ネット職員 

 

12 携行品 

  運動のできる靴（屋内・屋外）、着替え（綿シャツ・ズボン）、防寒着、寝間着等 

スリッパ（屋内用靴でも可）、洗面具、タオル、筆記用具、雨具、軍手２組 

衣類（運動着、長袖、帽子を含む）、常備薬、健康保険証（写しも可） 

 

13 その他 

 （１）交通案内 

【自家用車の場合】 

    南知多道路美浜ＩＣより車で２０分 

  【公共交通機関利用の場合】 

    名鉄知多新線内海駅よりタクシーで１０分（名鉄知多タクシー 0569-37-1112） 

 （２）服装は特に指定しませんが、野外炊飯時は火気を取扱しますので化繊の衣類は避けてくだ

さい。 



平成２９年   月   日 

愛知県美浜少年自然の家所長 殿 

下記のとおり申し込みをします。 

 

住所 〒   -     

                                                                            

電話番号                 ＦＡＸ                                        

E-mail address                                                                           

 

氏  名                       性  別    男 ・ 女   年  齢            

（ふりがな）                                                                

 所  属                      

 

 

 

 

 

 （３）館内の自動販売機は飲料水のみです。喫煙は指定場所でお願いします。 

 （４）参加料は受付時にお支払いください。 

 

14 申込方法 下記宛てに、はがき、ＦＡＸ、E-mail のいずれかでお申込みください。 

   

【申し込み・問い合わせ先】 

     〒470-3236 愛知県知多郡美浜町大字小野浦字宮後１番地の１ 

     愛知県美浜少年自然の家 

      防災キャンプ・野外活動指導者宿泊研修会 担当宛 

電 話： 0569-88-5577 

ＦＡＸ： 0569-88-5385  

E-mail： info@sizennoie-mihama.jp     

 

 

≪参考≫ 美浜少年自然の家 ウェブサイト http://sizennoie-mihama.jp/ 

 

 

 

平成２９年度 防災キャンプ・野外活動指導者宿泊研修会申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＦＡＸの場合はそのままこのページを送信してください。 
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