
定員
20名

定員
各回
40名

高校生になったら･･･高校生になったら･･･
参加者としてだけでなく、運営スタッフも体験してみませ
んか？ 信州高遠青少年自然の家の事業は多くのボラン
ティアによって支えられています。大学生を中心に高
校生や社会人が参加しています。高校生以上の年齢
の方、「信州高遠ボランティア養成研修」を受講し、
当施設で様々な子どもたちとふれあってみませんか？

アルプスチャレンジキャンプアルプスチャレンジキャンプ

長期のキャンプを通して、自然のす
ばらしさや偉大さを感じるとともに、
仲間と協力して困難に挑戦するこ
とで生きる力を育む機会とする。

●小学校5,6年生および中学生
●8.7㈮～8.14㈮（7泊8日）

ジャンプアップキャンプジャンプアップキャンプ
小学校3,4年生小学校3,4年生

自然の中でのグループ活動を通して、主体
性・協調性・コミュニケーション能力を育む
機会とする。また、ボランティアが事業の企
画運営をすることで資質・技能を高める。

定員
各回
30名

●小学校3,4年生
❶ 7. 11㈯～ 7.12㈰
❷ 2. 20㈯～ 2.21㈰ （各1泊2日）

タイニーキャンプタイニーキャンプ
小学校1,2年生小学校1,2年生

自然の中での共同生活を通して、
豊かな感性・自主性・協調性を育む
機会とする。

小学校5,6年生
中学生

小学校5,6年生
中学生

●小学校1,2年生
❶ 8. 29㈯～ 8.30㈰
❷ 2. 27㈯～ 2.28㈰ （各1泊2日）

幼児キャンプ～森の中へGo!!～幼児キャンプ～森の中へGo!!～
年長児年長児

豊かな自然の中での遊びを通して幼
児期に身につけたい多様な動きを獲
得し、感性を高めるとともに基本的
生活習慣の基礎を育む機会とする。

●年長児
●10.17㈯～10.18㈰（1泊2日）

体験の風 冬の高遠フェスティバル体験の風 冬の高遠フェスティバル

当施設を家族やグループ
等に広く開放し、冬の
様々な体験活動を通して、
自然や自然体験活動へ
の興味関心を高める。

森・川・星空・動物といった豊
かな自然環境と天体望遠鏡・
プラネタリウムといった充実し
た設備環境を生かした体験活
動を通して、子どもたちの自然
に対する興味関心を高める。

各種天体望遠鏡を使って、
高地特有の満天の星を観
察し、宇宙や山の自然へ
の興味関心を高める。

定員
300名

●幼児・小中学生と
　その家族等
●2.6㈯～2.7㈰
　（1泊2日）

幼児,小学生,中学生
と家族

幼児,小学生,中学生
と家族

信州高遠星座観察会信州高遠星座観察会
家族・グループ家族・グループ ●星座観察に興味のある方

　（家族・グループ）
❶ 11. 14㈯～ 11. 15㈰
❷ 3. 13㈯～ 3. 14㈰
　（各1泊2日）

信州高遠自然みつけ隊信州高遠自然みつけ隊
家族・グループ家族・グループ ●自然に興味のある方

　（家族・グループ）
● 10. 10㈯～ 10.11㈰（1泊2日）

令和2年度
教育事業等
子ども・ファ

ミリー等対
象事業

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

幼児キャンプ
～森の中へGo!!～

10.17～10.18

年長児

ジャンプアップ
キャンプ①

7.11～7.12

小学校3,4年生

体験の風 冬の高遠
フェスティバル

2.6～2.7

幼児・小中学生とその家族

アルプス
チャレンジキャンプ 

8.●～8.●

小学校5,6年生・中学生

タイニー
キャンプ①

8.29～8.30

小学校1,2年生

タイニー
キャンプ②

2.27～2.28

小学校1,2年生

信州高遠
自然みつけ隊

10.10～10.11

家族・グループ

信州高遠
星座観察会②

3.13～3.14

家族・グループ

信州高遠
星座観察会①

11.14～11.15

家族・グループ

定員
15名

様々な体験活動や交流
を通して、自然体験活動
への興味関心を高めると
ともに、体験活動の重要
性の普及・促進を図る。

定員
200名

●幼児・小中学生と
　その家族等
●12.12㈯～12.13㈰
　（1泊2日）

幼児,小学生,中学生
と家族

幼児,小学生,中学生
と家族

体験の風 ファミリーフェスティバル体験の風 ファミリーフェスティバル

体験の風 ファミリー
フェスティバル

12.12～12.13

幼児・小中学生とその家族

定員
各回
30名

定員
30名

ジャンプアップ
キャンプ②

2.20～2.21

小学校3,4年生



生活・自立支援事業
事業名 期　日 対　象 趣旨（ねらい）

信州高遠ぽっかぽかキャンプ
～生活・自立支援キャンプ～

1.9㈯～1.11㈪
（2泊3日） ひとり親家庭 子どもたちの基本的な生活習慣の確立を目指すとともに、対人

関係などのコミュニケーション能力や社会性などを育む。

青少年教育指導者等対象事業
事業名 期　日 対　象 募集人員 趣旨（ねらい）

信州高遠
ボランティア研修

6.6㈯～6.7㈰
（1泊2日）

高校生以上の学生
および社会人 40名

青少年教育施設のボランティアの役割を理解し、必要な
知識・技能を習得する。自然の中で活動する楽しさを味
わい、仲間と協働した学びあいから、活動に対する意欲
を高め、社会に貢献できる人材を育成する。

自然体験活動指導者
（NEALリーダー）

養成事業

12.5㈯～12.6㈰
（1泊2日）

18歳以上で
ボランティア養成
事業受講者

15名
青少年向け自然体験活動プログラムにおいて、子どもの
発達段階に応じて適切かつ安全に指導ができる自然体
験活動指導者に求められる資質やスキルを習得する。

教員免許状
更新講習

9.5㈯～9.6㈰
（1泊2日） 小中学校教諭 35名

児童・生徒の「体験活動」についての理解を深め、教員
に求められるコミュニケーション能力の向上や、自然体
験活動の指導方法を身につけることにより、教員として
の資質向上を図る。

国際交流事業
事業名 期　日 対　象 趣旨（ねらい）

ミクロネシア諸島
自然体験交流事業

6.18㈭～6.22㈪
（4泊5日）

ミクロネシア諸島の小中学生と
日本の小学生

日本とミクロネシア諸島の国々の青少年の国際交流を
通して、グローバル社会に対応した高い国際感覚を備
えた青少年を育成する。

「体験の風をおこそう」運動・「早寝早起き朝ごはん」国民運動普及啓発事業
事業名 期　日 対　象 趣旨（ねらい）

「信州 体験の風をおこそう」運動
放課後学童クラブ出前事業 11.16㈪～3.26㈮ 近隣市町村

放課後学童クラブ
放課後学童クラブに職員が出向いて、クラフ
ト活動を提供し、体験活動を推進する。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動
早寝早起き朝ごはんキャラバン隊

10.12㈪～11.13㈮
（日帰り）

幼稚園・保育園・小学校
保護者

園や小学校のニーズに応じて、紙芝居、プレ
ゼンテーション等を行うことにより、「早寝早
起き朝ごはん」の習慣を普及・啓発する。

幼稚園・保育園・小学校対象研修支援（園・学校単位）
事業名 期　日 対　象 趣旨（ねらい）

自然の家でひなまつり 2.15㈪～3.5㈮
（日帰り）

幼稚園・保育園・
小学校低学年

ひな人形の由来を聞いたり、ひなあられを友達と一緒に作った
りしながら、日本の伝統文化にふれる喜びを味わう。

大自然からの感動
プレゼント

SHINSHU-TAKATO

〒396‐0301  長野県伊那市高遠町藤沢6877‐11
ＴＥＬ 0265‐96‐2525　ＦＡＸ 0265‐96‐2151
https://takato.niye.go.jp/　E-mail:takato@niye.go.jp国立信州高遠青少年自然の家

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立信州高遠青少年自然の家
独立行政法人国立青少年教育振興機構

令和2年度教育事業等一覧

　近年、社会が豊かで便利になるなかで、子どもたち
の自然体験、社会体験、生活体験などの体験が減少し
ている傾向にあります。「体験の風をおこそう」運動
は、子どもの健やかな成長に、体験がいかに大切かを
広く発信し、社会全体で体験活動を推進する機運を高
める運動です。

　「望ましい基本的生活習慣を育
成」「生活リズムの重要性を再認
識」「地域ぐるみで支援するため
の環境整備」「学力・体力・気力の向上を図る」など地
域社会、学校、家庭が一体となって、心身共に健康な
子どもたちの育成を目指します。

「早寝早起き朝ごはん」
国民運動

私たちは「国立信州高遠青少年自然の家」の活動を応援しています
●青山学院初等部　●株式会社朝日スポーツ　●有限会社有賀工務店　●エムエフエス株式会社　
●大塚製薬株式会社長野出張所　●有限会社鎌倉電気工事　●ジャーナル商事株式会社　●有限会社チヨダ　
●株式会社長野サイン　●ハチ食品株式会社駒ヶ根工場　●有限会社藤澤　●ベルシャイン伊那店　●有限会社真部金物　
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