
つかまえたよ！

体験活動 A-1
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト
※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想
0:00　温泉前集合

　　　　注意事項説明と準備体操

　　　　登山開始

　　　　お助け水や、大木の水など

　　　　湧水のポイントもあるよ

2:00　烏帽子岳山頂到着・弁当

2:30　下山開始

　　　　 下りのほうが危ないよ

　　　　 あせらず行こう

4:00　下山完了

　　　　　

　

□長袖、長ズボンのジャージ　
□長い靴下　(足首保護、虫除け)
□紐で縛れる運動靴　（足元大切）
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□カッパ　（防寒具としても）
□ナップサック（両肩で背負えるもの）
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□着替え一式

□レジャーシート　（お弁当を食べる時）
□バスタオル（温泉用に）
□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

1,342m 
母袋烏帽子岳登山

4時間程度

活動場所：母袋キャンプ場の山

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：2０人～

対象年齢：小学生～

～達成感を味わう本格登山入門～

　ヒノキ林やブナの林を通り、笹の道を抜けると一気に視界が
開けます。キャンプ場より高低差は５００M あり、途中急な傾
斜もあるけどみんなで協力して登れば大丈夫！登り切ったとき
の達成感は何にも変えられません！

がんばって登っていくよ！ お弁当はおいしいよ！

山頂からみる景色は最高でした。頂上に着いたとき
はすごい達成感。だんだん登るにつれて、周りの木
々が変わってゆくことを知った。

動物たちの棲みかの森をむやみやたらに伐採しては
いけないと思った。無駄な資源は使わないようにす
る！

登山をして、とても植物がたくさんあって、その中
に食べられるものもあってびっくりした。
でも、植物の中には毒のあるものもあって、危険な
こともあるということが心に残った。



～歴史を感じる里山トレッキング～

体験活動 A-2
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト
※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

□長袖、長ズボンのジャージ　
□長い靴下　(足首保護、虫除け)
□紐で縛れる運動靴　（足元大切）
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□カッパ　（防寒具としても）
□ナップサック（両肩で背負えるもの）
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□着替え一式

□レジャーシート　（お弁当を食べる時）
□バスタオル（温泉用に）
□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

2時間程度

活動場所：道の駅やまとの裏山

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：小学生～

白雲山
トレッキング

　白雲山は、三十三観音の参道となっており、鐘突堂のある休
憩所からは、長良川と市街地を見渡せる展望が広がり、森には
ヤマツツジを中心にサクラ、ヤマボウシ、モミジ、カエデなど
が点在し四季折々の景色を彩ります。

お地蔵さんがたくさんあるよ！ 鐘突堂からの眺めは最高！

0:00　道の駅 古今伝授の里 やまと 集合

　　　　注意事項説明と準備体操

　　　　スタッフのガイドで登山開始

　　　　

0:45　山頂到着

1:00　下山開始

　　　　 下りのほうが危ないよ

　　　　 あせらず行こう

1:45　下山完了

　　　　　

　

鐘突堂をはじめてみました。すごく音が響いてびっ
くり！昔の人はこれで時間の感じていたんだと思う
と凄かったです！

こんな町に近い山でも獣がでるなんて知りませんで
した

お地蔵さんがたくさんあって最初はびっくりしまし
たが、昔の人がお地蔵さんにお願をした話などを聞
いてとっても勉強になりました。



火起こし体験もできるよヘッドライトの明かりで進んでいくよ

　洞窟の中は人工の明かりもなく、太陽の光も全く入り込まない
暗闇の世界。しかし、この場所で生きている不思議な生き物たち
もいます。そしてこの鍾乳洞は縄文時代に、人が生活していた場
所で、今もその痕跡が残っています。
自然が作り上げた地底の神秘を見に行こう！

～鍾乳洞の奥深くヘッドライトをつけて冒険～

体験活動 A-3
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

3時間程度

活動場所：大滝鍾乳洞縄文洞

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：小学生～

現代の暮らしは便利だけど、本来のやり方を忘
れつつある。縄文時代の暮らしは、人々が自分
の知恵を絞って工夫しているところがよい。

ライトを消して真っ暗にしたとき、本当に何も
見えなくてすごいと思った。いかに私たちが日
ごろ明るい場所で過ごしているか、便利な環境
で暮らしているか切実に感じることができまし
た。

たくさんのコウモリが見れてびっくりした。コ
ウモリのフンで暮らしている生き物もいること
はおもしろいと思った。

洞窟探検
  いざ縄文時代へ

 0:00　集合・体験リーダー紹介

　　　　   注意事項などの説明

 0:30   大滝鍾乳洞コース（観光洞）

　　　　縄文洞コース（真っ暗探）

　　　　火起こし体験

　　　※ねらいや活動時間に合わせて

　　　　コースを組みます。

 2:30　プログラム終了

　　　　着替え

　

□長袖、長ズボンのジャージ上下　
□軍手（２組あると便利）
□タオル（何かと便利）
□カッパ（衣服の保護、防寒具としても）
□ナップサック
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□筆記用具



せまいところへ入って行くよ

体験活動 A-4
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト
※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

3時間程度

活動場所：美山鍾乳洞

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：小学生～

ケービングはすごくせまくてはじめは怖かった
けど進んでいくにつれて楽しくなって、最後に

脱出できたときはとてもうれしかった。

ライトを消して真っ暗にしたとき、本当に何も
見えなくてすごいと思った。いかに私たちが日
ごろ明るい場所で過ごしているか、便利な環境
で暮らしているか切実に感じることができまし
た。

たくさんのコウモリが見れてびっくりした。コ
ウモリのフンで暮らしている生き物もいること
はおもしろいと思った。

 0:00　集合・体験リーダー紹介

　　　　   注意事項などの説明

 0:30   プログラム開始

　　　　・観光洞の見学

　　　　 ・ケービング体験（真っ暗探検）

　　　　 ・サンプル作り体験

　　　※ねらいやお時間に合わせてコースを

　　　　組みます。

 3:00　プログラム終了

　　　   着替え

　　　

　

□長袖、長ズボンのジャージ上下　
□軍手（２組あると便利）
□タオル（何かと便利）
□カッパ（衣服の保護、防寒具としても）
□ナップサック
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□筆記用具

郡上太古の歴史
地底探検ケービング

～洞窟の中は超巨大立体迷路！～

　普段は見ることもない洞窟内のすき間をヘッドライトの明かり
のみで中へ入ります。洞窟の中はせまく、体中を使って前に進み
ます。また、洞窟の中は鍾乳洞になっていて、地上にはない、幻
想的な空間ですが、それは何億年の歴史を経てできたものなのです。

サンプル作りもできるよ！



□長袖、長ズボンのジャージ上下　
□軍手
□タオル（何かと便利）
□カッパ（衣服の保護、防寒具としても）
□ナップサック
□水筒（水分補給）
□筆記用具

0:00　集合・体験リーダー紹介

　　　　注意事項などの説明

0:10　自転車チェック

　　　　  練習

1:00　いざ出発

2:30　終了

　

ＭＴＢはかっこいいです

　１人１台のＭＴＢ（マウンテンバイク）に乗って、郡上の
自然を体感できます。色んなコースがあり、途中に河原へ降
りて涼んでみたり、神社の境内で冷たい水にふれたりと自転
車でしか気付けない発見に出会えます。自転車好きは集まれ☆

～郡上の緑多い野山をかけぬけよう！～

体験活動 A-5
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：中学生～

自転車は毎日乗っているけど、今日はなんだか
気持ちよかった。
また探検したいです！

マウンテンバイクはふつうの自転車とは違って
かっこよかったです。うちにも欲しいなと思い
ました。

みんなといっしょに自転車で走れて楽しかった
。風が気持ちよかった～

大自然を疾走
　ＭＴＢ（マウンテンバイク）

□サンダル（川で涼むときにお勧め）

安全に走ろう！



活動場所：粥川

推奨時期：５～９月

所要時間：３時間程度

開催人数：２０～４０人

対象年齢：小学５年生～

みんなで協力して登っていくぞ 水はとっても気持ちいいよ

体験活動A-6

 

自然体験活動プログラム

～郡上一美しい渓流・粥川を登っていこう～

　真夏でも、とても冷たい水が流れている長良川の支流『粥川』
この地域では鬼退治の伝説も残っているという。みんなで協力し
てこの粥川を登っていこう！運が良ければ伝説のウナギにも出会
えるよ！この川が美しいわけが君もわかるかな！？

0:00　集合・スタッフ紹介
　　　 注意事項を説明するよ
　　 

0:30   沢登り開始
　　　 綺麗な渓流の歩くよ！

2:30   沢登り終了、着替え

    　　※百年杉の森の見学もできます

3:00   終了

　

スケジュール

 

□水着
□タオル
□濡れてもよい靴
　又はかかと付きサンダル
□着替え

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

僕たちのまわりにある川はすでに汚れてしまってい
るけど、とにかく「ゴミを捨てないようにすること
」が一番大事だと思った。

転んだとき、友だちが手を貸してくれたり、「
だいじょうぶ？」と声をかけてくれたりしてう
れしかった。

体験をやって、はじめはすごく水が冷たくて、本当
に入っているのがやっとでした。でも、だんだん楽
しくなってきて、深いところで泳いだり、川の中を
水中ゴーグルでのぞいてみたりしてとても楽しかっ
たです。

渓流を歩く
　　　沢登り体験

持ち物チェックリスト

□ゴーグル
□メガネバンド（メガネ使用者）



□めがねバンド（めがねをかけている人）
□帽子（頭部保護・日射病対策）

□水着
□ポリエステル素材のジャージ
（水着の上から着用可）　
□濡れてもよい靴
（サンダルはかかとを固定できるもの）
□タオル（何かと便利）
□着替え一式
（上下の服、下着、靴、バスタオル）
□水筒（水分補給）
□筆記用具

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　　注意事項を説明するよ
　　　　（衣服の中に水着を着て集合）

0:15　着替え　説明
0:30　カヌー体験スタート
　　　 ・プチツーリング
　　　 ・生き物探し
　　　 ・川遊び

2:30　カヌー体験終了
　　　　 着替え
 

カヌーのこぎ方を習うよ川の水は気持ちいいよ！

　本流にダムがないことも幸いし、日本屈指の清流として美しい
流れと豊かな水量を誇っている長良川。人々はこの川で泳いだり
魚を獲ったり、眺めたりしながら川と暮らしています。１日中、
生き物を探したりカヌーに乗って思いっきり川遊びを楽しもう！

～長良川でカヌーや川遊びをして川を体感～

体験活動 A-7
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：長良川

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：小学生高学年～

水の中へ飛び込んだり、カヌーや生き物探しを
したりすごく面白かった。川の中の黒色の虫を
見つけたり、カヌーで上流の方へ登っていった
りするのも良かった。

本来、川の水は山から流れてきていて、山から
は湧き出てくるので多分汚くない。つまり、汚
くなるのは人々がゴミを捨てたり、油や洗剤を
流すことによって汚れていると思った。

長良川の水がきれいなのは、まわりの人たちが
協力しているからだと思うので、このことと同
じことをすれば他の川もきれいになると思いま
した。

清流長良川
　　カヌー体験



活動場所：白鳥町前谷

推奨時期：7～９月

所要時間：２時間～３時間

開催人数：２０～４０人

対象年齢：中学1年生～

寒くなったら岩で温まろう きれいな渓流を登ろう！

体験活動  A-8

 

自然体験活動プログラム

～大自然の残る前谷を登っていこう～

　シャワークライミングとは、渓流で水しぶきを浴びたり、岩を
よじ登ったりしながら上流へと登っていくスポーツです。飲める
ほど透き通った水の中を泳いだり、飛び込んだりしながら、自然
の中へ溶け込もう。

前谷
シャワークライミング

0:00　水着を中に着て、ぬれても良い服装
　　　　に着替えて集合
　　　　ライフジャケット
　　　　ヘルメットを着用
　　　　インストラクターによる安全説明
　　 

0:30   シャワークライミング開始　
 　　　　(水しぶきを身体一杯浴びよう)

2:00   シャワークライミング終了
　　　　 着替え

2:30   終了

　

スケジュール

 

□水着
□タオル
□濡れてもよい靴
　又はかかと付きサンダル
□着替え

□ゴーグル
□メガネバンド（メガネ使用者）

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

僕たちのまわりにある川はすでに汚れてしまってい
るけど、とにかく「ゴミを捨てないようにすること
」が一番大事だと思った。

転んだとき、友だちが手を貸してくれたり、「
だいじょうぶ？」と声をかけてくれたりしてう
れしかった。

体験をやって、はじめはすごく水が冷たくて、本当
に入っているのがやっとでした。でも、だんだん楽
しくなってきて、深いところで泳いだり、川の中を
水中ゴーグルでのぞいてみたりしてとても楽しかっ
たです。



活動場所：長良川

推奨時期：５～９月

所要時間：２時間～３時間

開催人数：２０～４０人

対象年齢：中学1年生～

川は気持ちいいよ♪ 郡上の長良川でしか味わえない！

体験活動A-9

 

～清流長良川は天然ジェットコースター！～

　みんなで長良川の川下りに挑戦だ！うまく流れに乗るためにはチ
ームワークも必要。掛け声かけて漕いでいこう！天然のジェットコ
ースターはスリル満点でやみつきになること間違いなし！郡上の豊
かな自然の中で思いっきり楽しもう！

気分爽快！
ラフティング体験

0:00　水着を中に着て、ぬれても良い服装
　　　　に着替えて集合　　
　　　　ウエットスーツ･ライフジャケット
　　　　ヘルメットを着用
　　　　インストラクターによる安全説明

0:30   ラフティング開始　
 　　　　(水しぶきを身体一杯浴びよう)
　　　　天然のジェットコースター体験

2:00   ラフティング終了
　　　　 着替え

2:30   終了

　

スケジュール

 

□水着
□タオル
□濡れてもよい靴
　又はかかと付きサンダル
□着替え

□ゴーグル
□メガネバンド（メガネ使用者）

持ち物チェックリスト活動時の服装イメージ

参加者の感想

みんなで声を掛け合いながら漕いで行くのは
とても楽しかった。また、家族とかも連れて
いきたいです。

長良川は意外と流れが速く最初はこわさもあっ
たけど、慣れてきたらとても楽しかった！

大声を出しすぎてのどがかれました。
久しぶりにおもいっきりはしゃいだ気がします。
また、やりたいです。

※時間はあくまで目安です。

※時期によりウェット
スーツを着用します



0:00    水着を中に着て、ぬれても良い服装
　　　　 に着替え集合

　　　　 注意事項などを説明します

　　       安全説明

   　　　 ヘルメット・ライフジャケット着用
0:30　 レイクラフティング開始　
 
2:00    レイクラフティング終了
          

ジャングル探検だ―♪みんなで力を合わせるよ！

□めがねバンド（めがねをかけている人）
□帽子（頭部保護・日射病対策）

□水着
□ポリエステル素材のジャージ
（水着の上から着用可）　
□濡れてもよい靴
（サンダルはかかとを固定できるもの）
□タオル（何かと便利）
□着替え一式
（上下の服、下着、靴、バスタオル）
□水筒（水分補給）
□筆記用具

　九頭竜湖は岐阜県と福井県の境にある大きな湖です。
のどなか景色の中を悠々とボートを漕いでいきます。途中
湖に注ぐ支流があり、上流のほうへ探検に行けます。
川魚の群れに遭遇することも☆

～九頭竜湖で探検や水遊びをして自然を体感～

体験活動 A-10
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：九頭竜湖

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：小学生高学年～

協力して１つのボートを漕いで、友だちとの一
体感をがあってよかった。大自然は気持ちいい
！

川では味わえない、ボートを使っての滑り台が
面白かった。漕ぐのは大変だったけど、目的の
島に到着した時はうれしかった。

湖面を行くだけでなく、時には支流の河川を上
流に向かって進み、ジャングルクルーズ気分が
味わえました。

大自然を満喫
レイクラフティング

※時期によりウェット
スーツを着用します



□サングラス（釣り時に装着します）
　※目の保護のため

0:00　釣り堀前集合
　　　 ルール説明
　　　 
0:10   釣り開始

1:00　調理体験
　　　 捌き方のレクチャー
　　　 自分で捌いたニジマス食べます

3:00   終了
　

いろんな種類のルアーがあるよ！ 大物ゲットだぜ！！

体験活動 A-11

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：釣り堀

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～60人

対象年齢：小学生高学年～

なかなか釣れなかったけど、釣れた時は感動し
た！

もっといっぱい釣りたい！今度は家族とゆっく
り釣りに行きたいです！！

最初は怖かったけど、自分で釣った魚をさばい
て食べて、命のありがたさがわかった。

ニジマス
　エサ釣り体験

～えさ釣りに挑戦だ！～

　釣りは魚たちとの知恵比べ。エサ釣りはすぐに食いついてく
るけど、引き上げるのが難しいよ。糸が細めなので、少し疲れ
させてからタイミング良く釣り上げよう！

□動きやすい服装（長袖、長ズボン）　
□タオル　（何かと便利）
□カッパ　（防寒具としても）
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□釣り道具



　釣りは魚たちとの知恵比べ。簡単には食いつかないぞ。いろ
いろなルアーを使って、いかにエサに見せるかが勝負の分け目。
大物が釣れた時の喜びは格別だ。さあみんなもチャレンジしよう！

～ルアー釣りに挑戦だ！～

□サングラス（釣り時に装着します）
　※目の保護のため

0:00　釣り堀前集合
　　　 ルール説明
　　　 
0:30   釣り開始
　　　　好きなルアーを選べるよ
　　　　基本的にキャッチ＆リリースです
　　　　ご希望のお客様は塩焼き
　　　　にもできます

3:00   終了
　

いろんな種類のルアーがあるよ！ 大物ゲットだぜ！！

体験活動 A-12

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：釣り堀

推奨時期：５～１０月

所要時間：

開催人数：１０人～40人

対象年齢：小学生高学年～

なかなか釣れなかったけど、釣れた時は感動し
た！

もっといっぱい釣りたい！今度は家族とゆっく
り釣りに行きたいです！！

いろんな魚がいた。全部釣りたかったけど、ま
た今度来た時の楽しみにします！

□動きやすい服装（長袖、長ズボン）　
□タオル　（何かと便利）
□カッパ　（防寒具としても）
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□釣り道具

エリア
フィッシング



体験活動 A-13

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

１～２時間程度

活動場所：キャンプ場内など

推奨時期：４～１０月

所要時間：

開催人数：２０～６０人

対象年齢：小学生高学年～

仲間と協力！
火起こし体験

～みんなの力で火を生み出そう！～

　私たちの生活にはなくてはならない火。そんな火をマッチや
ライターを使わずに自分たちの力で起こしてみよう！大昔の人
たちは一体どうやって火を起こしていたのだろう！？みんなで
考えながら火起こしに挑戦してみよう！

こんな道具を使います 友だちとの協力が大事だよ！

火を起こすことがこんなに大変とは思ってい
なかった。火を大切に使いたいと思う。

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　 注意事項を説明するよ

0:15   班（４～５人程度）ごとの活動です　　　
　　　 火起こし開始（練習）

0:45　薪の準備をします。
　　　 もう一度火起こし開始！（本番）

1:30　起きた火でマシュマロを焼きます
　　　 いただきます。
　　　 片づけ
2:30   ふりかえり・終了
　

何回も失敗して、もうだめかと思っていたけ
ど、最後の最後で火がついてすごくうれしか
った。

昔の人はがんばって便利な生活をつくってく
れた。私たちはこの今の時代を大切に生活し
ていきたい。

□動きやすい服装
□タオル（汗拭きよう）
□軍手



友だちとの協力が大事だよ！

体験活動 A-14

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

１～２時間程度

活動場所：キャンプ場内など

推奨時期：４～１０月

所要時間：

開催人数：２０～６０人

対象年齢：小学生高学年～自然の中で力を合わせよう！

途中、けんかになりそうになったけどみんな
でしっかり話し合って達成できたのでよかっ
たです

クリアできたときみんなでハイタッチをして
盛り上がった。協力することの大切さを学ん
だ気がする。

こわかったけど、友達を信じて身を任せるこ
とができた。すごく貴重な体験になった。

イニシアティブ
　　　　ゲーム

～仲間と協力して数々の試練をクリアしよう～

　いろんな道具やアクティビティを仲間と協力して解決してい
こう！全員が力をあわせなければクリアできないものばかり。
クリアできたときの達成感は他では味わえない格別なものです。

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　  注意事項を説明するよ

0:1０   アクティビティ開始
　　　　・丸太わたり
　　　　・蜘蛛の巣
　　　　・ボールリレー等々

2:30   ふりかえり

3:00   終了
　

□長袖・長ズボン（動きやすいもの）
□タオル
□軍手
□ナップサック
□雨具（カッパ）

□替えの靴（雨天時）



　0:00    集合・体験リーダー紹介
　　　　  安全講習
　0:20    城下町散策スタート
　　　　　・お城山・天守閣見学
　　　　　・博覧館の見学
　　　　　・八幡町内の水の学習散策
　　　　　・食品サンプルの製作体験
　　　　　・郡上通な食べ歩き満喫散策
　　　　
    　　  ※上記の内容をねらいや時間に
　　　　　合わせて組み合わせます。

　3:00　 終了
　　    

　水と踊りの町、郡上八幡。ここには、郡上ならではの特色を
いかした産業があり、それを支えている職人や工芸家がいます。
そんな職人たちの技にふれ、自分の作品を作ってみましょう。
お城にも登る郡上満喫コースです。

～職人技と町民文化にふれる城下町歩き～

天ぷらのサンプルも作れるよ！

体験活動 A-15

スケジュール

持ち物チェックリスト
活動時の服装イメージ

参加者の感想

2～3時間程度

活動場所：郡上市八幡町内

推奨時期：４～１０月

所要時間：

開催人数：２０人～

対象年齢：小学生高学年～お城のクイズラリーだ！

郡上の人たちはすごく水を大切にしていて、き
れいな水がたくさんあったこと。

郡上八幡は古くから自然が守られてきたことや
そのために川の水がきれいであることがわかっ
た。緑がたくさんあって、心も体ものんびりで
きると思った。

城山の登山は少しきつかったけど、山頂につい
てお城が見えたとき疲れが吹っ飛びました。八
幡城の歴史がわかって面白かった。

郡上八幡
　満喫ウォーク

□動きやすい服装（下は長ズボンで）　
□タオル　（何かと便利）
□雨具　（傘がおススメ）
□ナップサック（両肩で背負えるもの）
□水筒（水分補給は大切）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□筆記用具

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）



１時間～３時間

活動場所：キャンプ場等

推奨時期：４～１０月

所要時間：

開催人数：２０人～

対象年齢：小学生～

私の宝物♪

自然のものをしっかり観察するよ！ 友だちとの協力が大事だよ！

体験活動 A-16　

～自然の中で宝探しをしよう！～

自然園の中にはたくさんの宝物があるよ！みんなの
感覚を全て使って、宝を探してみよう！中には、仲
間と協力しないとできないものも！？さぁ、みんな
の豊かな感性のお目覚めだ！

ネイチャー
トレジャーハンター

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　 注意事項を説明するよ

0:15   ゲーム開始
　　　 ～仲間と一緒に自然の宝探し～
　　　色んなクイズや試練を解いていくよ

　　　 班（４～６人程度）ごとの活動です

2:30   ふりかえり・終了
　

スケジュール

□動きやすい服装
□タオル（汗拭きよう）
□軍手
□カッパ（雨天時使用）

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

意外と自然の中っていろんなものがあるんだ
なと思った。

はじめはむずかしくてわからなかったけど、
だんだん見方や考え方をかえたらわかってき
てうれしかった。

食べられる物とかいいにおいのするものとか
わかっておもしろかったです。もっといろん
な友だちにも教えてあげたいです。



0:０0　集合・体験リーダー紹介
　　　　注意事項を説明するよ

0:20   トレジャーハンティング開始
 　　　  仲間と協力して難問に挑戦
　　　　・洞察力の試練
　　　　・知恵の試練
　　　　・重力の試練　他たくさん

3:00　 終了

　

つかまえたよ！

体験活動 A-17
自然体験活動プログラム

スケジュール

持ち物チェックリスト
※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

3時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：通年

所要時間：

開催人数：１０人～

対象年齢：小学生～

宝探しがとても楽しかった。郡上のことも
わかりました。またやりたい。

宝探しは大変だったけど、謎が解けたときや
はとてもうれしかった。

宝探しで、いろんな植物を知ることができてよ
かった。班の友だちと仲良くなれてよかった。

□動きやすい服装（長袖、長ズボン）　
□長い靴下　(足首保護、虫除け)
□運動靴　
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□カッパ上下（防寒具としても）
□ナップサック
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）
□筆記用具

謎が解けたら報告だいろんな試練があるよ！

トレジャー
ハンティング

～自然の中にお宝が！？みんなで謎を解こう～

　トレジャーハンティングとは「宝探し」のこと。しかし宝と
は目に見えるものだけではない。自然の中で謎の暗号を解読し
たり、植物の知識を試されたり仲間と協力して数々の試練に挑
戦しよう！クリアしたら仲間との強い“○○○”を手に入れる
だろう・・・。さぁ君もトレジャーハンティングに挑戦だ！！



□動きやすい服装（長袖・長ズボン）　
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□雨具（カッパ）
□ナップサック
□水筒（水分補給）
□買い物袋（苗木持ち帰り用）
□筆記用具

体験活動　A-18

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

３時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：５月～11月

所要時間：

開催人数：２０～４０人

対象年齢：小学生高学年～

初めて木を伐りました。思ったより楽しかった
です。日本の山は今から木を伐らなくてはいけ
ないと思いました。

木を伐るのになぜ自然保護なのかなと思ってい
ました。でも、人工林の中で大きく育てるため
には、他の木を伐ることが大切なんだと思った
。

私たちが今日、木を伐ったことで、その分環境
が良くなったと思うとうれしく思います。とて
も貴重な体験で森・川・海など自然は全てつな
がっていることがわかりました。

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

森の職人になろう!
きこり体験

～郡上の森の職人と一緒に森を育てよう～

　「林業」とはどんな仕事か知ってますか？林業とは山を育て
る仕事です。日本の山のほとんどは手入れが必要な山です。山
を育てるのになぜ木を伐る必要があるのだろうか？一緒に山に
入って森を育てよう。森の職人から木登りや木を実際に伐り倒
す間伐も教えてもらえるよ！

山の話を聞くよ 幼木の観察もするよ

0:00    集合・体験リーダー紹介
　　　　 注意事項の説明

0:30    山のお話

1:00    山へ入ってみよう
　　　　 ～きこり体験入門編～
　　　　・木のぼり
　　　　・ロープの使い方
　　　　・間伐体験 
　　　　
3:00   終了
　　              



□動きやすい服装（長袖・長ズボン）　
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□雨具（カッパ）
□ナップサック
□水筒（水分補給）
□買い物袋（苗木持ち帰り用）
□筆記用具

体験活動 A-19

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：５月～10月

所要時間：

開催人数：２０～3０人

対象年齢：小学生高学年～

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

～郡上の森の職人と一緒に森を育てよう～

森の健康診断

森の博士になろう

　日本の山は、緑いっぱいで自然豊かです。しかし、実は
今、日本の山は黄色信号が灯っています。人間が植林した山
には継続的に手入れが必要ですが、最近は放置され、健康で
ない山が増えてきています。実際にみんなで調べてみよう！

間伐の仕方のお話を聞くよ！ 実際に診断してみよう！

0:00　現地集合

　　　 注意事項・スタッフ紹介

　　　　

0:10　～森の健康診断～

　　　　・立地測定

　　　　・植生調査

　　　　・密度調査

　　　 ※活動のねらいに合わせて

　　　　 アレンジできます。

3:00　終了

　　　　　

　

森の健康診断をしてみて、いま森は不健康な状態な
ので、伐ることも大事なんだということがわかりま
した。

林業って大事なんだなって思いました。今度は木を
伐ってみたいです。

普段は森についてあんまり考えてなかったけど、ど
のような森が健康なのか良くわかりました。今後、
森を歩く時は、木々の過密さや樹高と幹回りの比率
などを見ながら歩きたいと思います。



体験活動 食-1

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

２時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：4月～1０月

所要時間：

開催人数：２０～

対象年齢：幼児～

マスは思ったよりすばしっこかった。何度も
手がすべってつかみにくかったけど捕まえる
ことでできてうれしかった。

マスをさばくときはとてもかわいそうと思っ
たけど、いつも食べているお魚も生きている
ことを知って感謝をしてさばきました。

マスを甘くみていた。自然の中で生きていく
のは大変であり、生き物をとって食べる貴重
さを学んだ。

マスつかみと
　　　調理体験

～自分の手でマスを掴んで命をいただきます～

　冷たい水の中をスイスイ泳ぐニジマスを捕まえます。しっか
り捕まえられたらマスを捌いて串に刺して塩焼きです。命のつ
ながりや大切さ、「いただきます」の意味も改めて考える機会
となるでしょう。　

魚を追い込んで捕まえるぞ！ 自分でニジマスをさばきます

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　 注意事項を説明するよ

0:15   マスつかみ開始
 　　　
0:40　マスの料理体験
　　　※スタッフで行うことも可能です
　　　　事前にご相談ください。

1:30　焼けたマスをいただきます

2:00　片づけ・ふりかえり
　　　 終了
　

□ぬれてもよい服装
　（小川の水深は30cm程度です）
□かかと付きのサンダル　
　(もしくは濡れてもよいくつ）
□タオル

□カッパ（雨天時に必要）



体験活動 食-2

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

２～３時間程度

活動場所：郡上市内の田畑

推奨時期：４～１０月

所要時間：

開催人数：２０人～

対象年齢：小学生高学年～

野菜ビンゴゲームは面白くて、特に野菜の花
は知らないものばっかりでした。

働いた後に食べたトマトがとても甘くておい
しかったです。水に沈むトマトが美味しいっ
て初めて知りました。

百姓という言葉は本当はかっこいいことだと
知りました。焼き枝豆がすごくおいしかった。

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

郡上百姓体験
ぐじょう　　ひゃくしょうたいけん

野菜に関するゲームもやるよ！ 旬の野菜はどれもおいしい♪

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　 注意事項を説明するよ

0:15   田畑へ移動
　　　 
０:30　農業体験＆ゲーム
　　　・野菜ビンゴ
　　　・定植作業
　　　・耕運作業　など

３:０0　終了
　

□長袖・長ズボン（動きやすいもの）
□タオル
□軍手
□ナップサック
□雨具（カッパ）

～郡上の地で百姓になろう！～

　百姓とは、暮らしに必要な百のことができる人という意味か
ら生まれましたと言われています。郡上の地で農業を通じて百姓
を目指してみよう！野菜に関するゲームをしたり収穫した野菜を
食べたりもできるよ！



とってもおいしいよ！

体験活動 食-3

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

３時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：4～1０月

所要時間：

開催人数：２０～５０人

対象年齢：小学生高学年～

しっかり木の年輪みたいに層になっていてう
れしかった。また作ってみたいです。

すごくおいしかったです。がんばって作った
かいがありました。

焼くときは熱くて、煙とかも大変だったけど
みんなで協力して交代で竹をまわして、完成
したときはうれしくて感動しました。

□ビニール袋

ジャンボ
バームクーヘン作り

～自然の中で美味しいひと時を～

　竹の棒に一層一層、ていねいにおいしい生地を巻きつけて、
年輪の刻まれた手作りバームクーヘンに紅茶で午後のひと時を
過ごしてみてはいかがでしょう？？みんなと協力して自分たち
の力で作っておいしくいただきましょう。

生地を竹に巻いていきます

0:00　集合

　　　 体験リーダー紹介・注意事項など

　 　　バームクーヘンを作ろう

　　　・生地作り

　　　・焼き作業

2:30 　いただきます＆ティータイム

3:00 　終了

□汚れてもよい長袖、長ズボン　

□運動靴
□軍手
□タオル（何かと便利）

□カッパ
□水筒（水分補給）

□帽子（頭部保護・日射病対策）
□筆記用具



なぜ五平もちというのかわかった。偶然にお
いしいものを発明するなんて五平さんはすご
いと思う。

体験活動 食-4

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

3時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：4～1０月

所要時間：

開催人数：２０～６０人

対象年齢：小学生高学年～

五平もち作り体験

　とってもおいしい特製のみそダレから作ります。ご飯もしっ
かりとつぶして、好きな型に成形して炭火で焼くととても香ば
しいいい香りがしてくるよ！自分で作る五平もちはとってもお
いしいよ！

特製みそダレにつけるよ！ とってもおいしいよ！

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　 注意事項を説明するよ

0:15   班（４～６人程度）ごとにわかれて
　　　 五平もち作り開始
　　　～おいしい味噌だれ作りにも挑戦！～ 　　　

1:30　五平もちを炭火で焼きます

2:３0　完成
　　　  片づけ・ふりかえり
　　　  終了
　

みそダレがうちの班のがおいしくできて、み
んなが食べに来てくれてうれしかった。

とってもおいしかった！家でもつくってみた
いです。

□動きやすい服装
□タオル
□軍手（五平もちを焼くときのみ使用）

～奥美濃地域に古くから伝わる五平もち～



　母袋には「母袋豆腐」という歴史ある豆腐があります。古く
は鎌倉時代からあり、地元の貴重な食料でした。中でもいぶり
豆腐は燻製にしてあり、冬場の食料としても使われていました。
ここではいぶり豆腐のもとになる母袋豆腐を作ります。また、
作業の途中にできる「おから」でドーナッツを作ります。

体験活動 食-5

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

２時間程度

活動場所：母袋キャンプ場内

推奨時期：4～1０月

所要時間：

開催人数：２０～3０人

対象年齢：小学生高学年～

□動きやすい服装
□タオル
□軍手

母袋豆腐と
　おからドーナッツ

～豆腐のうまさは水で決まる！～

箱に詰めていきます。 すごくおいしい豆腐だよ！

0:00　集合　出発

0:15   現地着　説明
　　　 豆のすりつぶり、煮る、しぼる
　　　 おからと乳に分ける

　　　 移動
　　　 箱型に入れ、水につけ、取り出す！
　　　 完成

2:15　ドーナッツ作り

3:00　ふりかえり　終了

豆腐がどうやってできるのかが初めて
わかりました。お店で売っている豆腐
よりもおいしかったです。

ドーナツがすごくおいしかった。
うちでも作ってみたいです。

おいしい水のあるところにおいしい
豆腐ができるということを知りました。
また、作って食べたいです。



体験活動 食-6

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

２時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：５月下旬～6月上旬

所要時間：

開催人数：２０～４０人

対象年齢：小学生高学年～

お茶のできかたを初めて知りました。いろん
なお茶を自分でも作ってみたいです。

摘み立てのお茶を初めて飲みました。
すごくいい香りがしてぜいたくでした。

お茶摘みの大変さを知りました。
これからはしっかり味わって飲みます。

□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

お茶摘み体験

～のんびり田舎の生活体験～

　お茶はどうやってできるか知っていますか？
お茶は、お茶の木があり、郡上では5月初旬に新芽の葉っぱを
摘み、葉をもみ、火にかけ新茶を作ります。自分たちで作るお
茶は味わい深く、とてもおいしいです。

お茶の葉を摘むよ 葉っぱの匂いはいい香り

0:00　母袋温泉集合

　　　　スケジュールと注意事項説明

0:15　お茶摘み開始

　　　　青々としたおいしそうな葉っぱ

　　　　を選ぼう

1:00　お茶の葉を揉み＆蒸します

2:45　１日のふりかえり

　　　　 

3:00    終了

　　　　　

　

□長袖、長ズボンのジャージ　
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□カッパ　（防寒具としても）
□ナップサック（両肩で背負えるもの）
□水筒（水分補給）
□帽子（頭部保護・日射病対策）



□長袖・長ズボン（動きやすいもの）
□タオル
□軍手
□ナップサック
□雨具（カッパ）

0:00　集合・体験リーダー紹介
　　　 注意事項を説明するよ

0:1０   焼く窯の準備をします

0:20　ピザ作り開始
　　　　・生地の発酵
　　　　・トッピング

2:30   ピザ完成～いただきます～

3:00   終了
　

～旬の野菜を入れてピザを焼こう！～

体験活動 食-7　

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

３時間程度

活動場所：郡上市内

推奨時期：4～1０月

所要時間：

開催人数：２０人～

対象年齢：小学生高学年～

ピザ作り体験

　旬のおいしい野菜を入れたピザを焼こう！生地からしっかり
こねてオリジナルのピザを作るよ。ドラム缶や石窯（母袋キャ
ンプ場のみ）で焼くピザはとってもおいしいよ！

ピザの材料はどれも新鮮！ ピザはとってもおいしいよ！

自分でピザの材料を選んで作れるのは
すごくぜいたくな気分で、味も最高に
おいしかったです。

ピザのトッピングを自分で選んでデコ
レーションしたのがおもしろかった。

１０枚くらい食べたかった。家でも
作ってみたいと思いました。



□替えの靴　(雨の後などあると安心)
□替えの靴下（雨の日対策）

□動きやすい服装（長袖、長ズボン）　
□エプロン
□帽子もしくはバンダナ
□長い靴下　(足首保護、虫除け)
□軍手
□タオル　（何かと便利）
□カッパ　（防寒具としても）
□ナップサック
□水筒（荷物入れと水分補給）
□食器（箸、汁椀、皿、コップ）
□筆記用具

0:00 　集合・体験リーダー紹介
　　　　注意事項などの説明
　　　　
0:30   郷土料理体験　スタート
　　　　季節に応じてのメニュー
　　　　・ほうば寿司、鶏ちゃん　　　　

2:30　 昼食・片付け

　　　　 
3:00　 終了

　　　　

　郡上の食品加工グループ土里夢（どりーむ）さんと一緒に
郡上の郷土料理を作ろう！郡上名物のケイちゃんやおはぎなど
おいしい料理をたくさんつくるよ！

～地元のおかあさんたちと郷土料理作～

体験活動 食-8

スケジュール

持ち物チェックリスト

※時間はあくまで目安です。

活動時の服装イメージ

参加者の感想

３時間程度

活動場所：キャンプ場内など

推奨時期：4月～1０月

所要時間：

開催人数：２０～５０人

対象年齢：小学生高学年～

こんなにおいしいものが作れてうれしかった。
またつくりたいです！

すごくおいしかった！お母さんに作ってもらう
のもいいけど、みんなでつくるのも結構いいと
思った。

ほうば寿司やおはぎ・けいちゃんは初めて作っ
たのでうまくできるか心配だったけど土里夢さ
んたちが優しく教えてくれたのでうまくできた。

地産地消の
スローフード体験

おいしいご飯をつくるよ おいしくいただきます♪
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