


アウトドアスポーツを満喫するスポ探キャンプ。

2021年の夏も新しい発見が盛りだくさんでしたね！

富士山を目の前にした西伊豆の海で楽しんだマリンスポーツ！

さらにはサンゴ植樹も体験し、自然の大切さと尊さを学んだ経験。

クライマーの聖地に行ってパラクライミング世界チャンピオンと

一緒に挑戦したロッククライミング。

新しい１歩をふみ出した先に、見えたものはどんな景色だった？

この夏の冒険はみんなにとってどんな思い出になったかな？

アウトドアスポーツの楽しさを全身で体感できたことはもちろん、こどもらしく全力で遊び、全力で楽しむ…ときには喧嘩もした

り…??。自分の力だけでは乗り越えられないことを、仲間と協力して一緒に乗り越えたり…、この夏を通して得た経験はきっと、

これからのみんなにとってとても大きな力になるよ！夏のキャンプの思い出と経験を胸に、また新たな冒険の旅にでかけよう！

１. 自分で決めたもくひょうは

ぜったいあきらめない！

２. わからないことがあったら

まずは仲間にきく！

３. 隊長や大人の話をよくきく！

４. ルールはかならずまもる！

ここでしかできない

ホンモノの体験！

山岳ガイドやリバーレスキューの
資格を持ち、海に山に川に、様々な
アウトドアスポーツのガイド経験がある
はぶちゃん。過去にはリュック１つで
海外で生活していたことも!?その経験を
活かしみんなのキャンプ生活を表と裏で
たくさん支えてくれました！

ネクストワンのキャンプといったら、
個性あふれる元気いっぱいのリーダーの
存在が欠かせません！みんなは大人の
友達もできたかな？

リーダーのみんな
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>>>>>緊急事態宣言発令に伴い、開催場所・内容を変更し、2022年３月へ延期開催を予定中。
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静岡県沼津市平沢マリンセンター

自身がクライマーである

ことはもちろん、こばちゃんとペアを組み、

地上からこばちゃんのクライミングをナビ

ゲートしているゆい先生！

なんと理学療法士の資格も持っているんです！

地上から聞こえるゆい先生の優しくも的確な

アドバイスに勇気をもらった子はたくさんいるはず！

パラクライミング世界チャンピオン！なんと世界選手権で５連覇の経験を持つ

現役パラクライマ―！NPO法人モンキーマジックの代表も務めており、障がい者

クライミングの普及活動など幅広く活躍しています。ビレイしているロープ

から岩と向き合うみんなが今、どんな気持ちでいるのか…エスパーのように

感じとってしまうこばちゃん！３日間でクライマーとしてはもちろん、

カッコいいステキな大人としての心構えを教えてくれました。

厳しさの中にも優しさとユーモアあり！ 35歳!?(笑)

のなおや先生。大学時代はアメリカでアウトドアについて勉強・研究

し、日本人で初めてアメリカ山岳ガイド連盟公認ロッククライミング

インストラクターの資格をとったスゴイ人なんです！！

クライミングについてはもちろん、自然の中で活動する心構えなど

アウトドアで活動する上でとても大切なことを教えてくれました。

平沢マリンセンター センター長のあさちゃん！

みんなにこの西伊豆の海の魅力をたっくさん知ってほしいと、

朝から晩までみんなの生活と活動を支えてくれました。

最後には「あさちゃんもバスに乗って！」と声が聞こえるく

らいこども達から大人気でした。

他にもキャンプ生活をサポートしてくださった平沢マリンセンターの皆様、

天体観測、スノーケリング活動、サンゴの植樹体験と…地元の皆様による大きな

サポートのおかげで思い出深い充実した３日間になったね！

長野県川上村廻り目平キャンプ場



つくば市から約200km…。富士山の南に位置し、伊豆半島の玄関口となる

静岡県沼津市。ダイビングの名所としても知られている伊豆半島の西側で

マリンスポーツを思いっきり楽しむ「西伊豆マリンスポーツキャンプ」！

なんと初開催となる今年は、会場となる平沢マリンセンターのみなさまの

ご協力のもと、23名の隊員と6名のリーダー、計29名での大冒険！

１にちめ。23名元気に集合してつくばを出発！初めて出会うともだちが

たくさんでドキドキきんちょうしている様子。バスにのって、３時間半…。

平沢マリンセンターに到着！早速テントを設営し、少し早めのおひるごはん

を食べたら、活動開始！目の前に広がる海に心躍らせながら、最初はセルフ

レスキュー探検。ゆっくり海に慣れることからスタートし、はぶちゃんに海で

安全に活動するためのルールや知識をたくさん教えてもらいました。



午後は、スノーケリング講習と海の

生き物さがし探検！海でたーっくさん

活動しました！スノーケリング講習では、

正しい道具のつかい方を確認したり、

呼吸の仕方やフィンワークを練習したね。

富士山にしずむ夕日を見ながら、よるごはんの準備。みんな準備も片付けも

積極的に手伝ってくれました✨夜は地元の元校長先生が天体望遠鏡を持ってきて

くれて、特別な天体観測！最初はくもっていたけど、だんだんとくもがあがり、

金星や木星、満月に…いろんな星を見ることができた貴重な体験でしたね。なんと流れ星も

見ることができました！海にも入って、夜は星をたーっくさん見て…、１日中海で活動したの

で、みんなつかれていたのか、夜は誰１人泣くこともなくすぐに就寝…。

「みんながたくさんお話をきいて

くれてうれしかったから！」と、

次の日、先生がみんなのために

プリントアウトした星の写真を

プレゼントしてくれました！

ステキなサプライズ。宝物だね♪



午後はスノーケリングを予定していましたが、風が強くなってきたこと、

早起きすぎたみんながとても眠そうだったので、安全を考えておひるごはんの後は、おひるねタイム。すこしねて、パワーふっかつ！

起きてからは、かき氷を食べたり、自由時間でロープをつかってなわとびをしたり、“おせんべい”というゲームをしたり、缶けりをしたり…

こどもたちの発想力はほんとうにすごい！海に入らなくてもどんどん遊びが生まれてきます。自由にすきなことをして遊ぶ時間も大切だね。

こどもたちの朝はおとなもびっくりするくらいはやく、

な～んと日の出とともに起床。早朝おにごっこをしておこら

れたのも、いい思い出？かな？(笑) ２日目最初の活動は「サンゴ

の植樹体験」！東海大学の中村先生が特別にみんなのためにサンゴ

について教えてくれました。サンゴってどんな生き物で、サンゴが海

の生き物にとってどれだけ大切な存在なのか、今サンゴにおとずれ

ているピンチってなんなのか…。た～っくさん教えてもらいました。

そして最後には、サンゴの植樹を体験。みんなが植えたサンゴが無

事に大きく育ちますように…✨



よるごはんはカレーライス！大きななべにつ

くったカレーもあっという間に完食。つかった

食器もじぶんから進んで片付けて、みんなあっ

という間にたくましくなっていくね。夜には花

火もして夏をまんきつ♪この日もあっという間に

就寝。途中でテントのチャックをしめてもおき

ないくらい、みんなふか～いねむりについてい

ました。

２日目とはうってかわって、しずかな朝…。さぁ、３日目はみんな

が心待ちにしていた海の活動です！にもつの整理もテントの片付け

もみんなの協力であ～っという間に終了✨

みんなのリクエストにより１にちめに活動した“らららサンビーチ”

でスノーケルをしながら貝がらを探したり、上達したフィンワークで

１にちめよりもとおくのスポットにおさかなを探しに行きました！

ふねにのってよりふかい場所へスノーケルにもいきましたね。

ボートから海へのエントリーが人気で、「とびこむのがたのしい！

もっとやりたい！！」って声がたくさん聞こえてきました。



海での全活動が終了し、おひるには特製アジフライ弁当！

あまりのおいしさにあっという間にペロリと完食。バスの出発時間

までの少しの時間もあそびにつかう！！気づいたら、はじまっていた

きっしーとの腕相撲対決は大盛り上がり😝短い時間でステキな思い出がたくさんでき

すぎて…お世話になった平沢マリンセンター長のあさちゃんとのお別れはすこしさみし

いですが、お父さんお母さんが待つつくばに向けて遂にバスが出発です。バスの車内

もみんな元気で、DVDをみながらあっという間に到着しました。

３泊４日の大冒険。みんなにはどんな思い出が

できたかな？最後にみんなとお別れするのが

さみしいくらい、リーダーは思い出がいっぱい

です。初めて出会うお友達ばかりの中で、

こどもだけでのキャンプ生活。計り知れない

ほどのドキドキとワクワクでいっぱいだったと

思います。でも最後には、大人もびっくりするくらい

なかよくなり、仲間と協力して活動する姿を見て、こどもの成長スピードに驚かされました。

スノーケリングで海にすむお魚の姿を見たり、海に沈む夕日をみたり、サンゴの植樹では自分たちの手で自然を守

る活動を体験したり…。自分たちの目で見て、触って、感じて、改めて自然の大切さとその素晴らしさを体感できた

と思います。今回のキャンプで感じたことや、どんなステキな思い出ができたのか…おうちや学校でたーっくさん

お話して、自然の素晴らしさをたくさんの人に伝えて欲しいな！それが自然を守る小さな第一歩です。

ぜひまたいっしょに西伊豆の海へ行き、成長したサンゴの姿やキレイなお魚に会いに行こうね。





なんと今年が記念すべき10回目の開催となるNPO法人モンキーマジック

さんとのコラボキャンプ！長野県川上村に位置し「クライマーの聖地」と

も呼ばれる小川山を舞台に、岩登りに挑戦！自然の中にあるがままの姿で

そびえたつ岩の姿は圧巻。クライミングを通して、自分の限界に挑戦する

このキャンプ。18名の隊員と7名のスタッフの計25名による２泊３日の大

冒険が始まります！

クライミングをはじめる前に、自然の中で活動する上での心構えをなおや先生に教え

てもらいました。クライミングをする上で必要な声かけも教えていただき準備ばっち

り。みんなのことをビレイしてくれるビレイヤーにあいさつをして、早速クライミン

グ開始！すべすべの岩肌に苦戦しつつ…クライミングはもちろん、それ以上にむず

かしかったのがおりること。ハーネスに体重をかけて岩を歩くようにおりるには、と

ても勇気が必要です。のぼることも、降りることも…地上からの応援を受け、勇気を

振り絞ってトライする姿はとてもステキでした。

６時30分につくばを出発し、11時30分

頃無事に廻り目平キャンプ場に到着しま

した！お弁当を食べたら早速初心者チー

ムから順にクライミングへ出発！１日目

の対戦相手は、つるつるしたスラブ岩の

ガマスラブ。キャンプ場から山道を歩い

て15分。先生方が待つ岩場に到着で

す。



１日目のクライミングを終え、おふろに入り、

夕食前にこばちゃんのお話しを聞きました。

こばちゃんがクライミングをはじめたきっかけ

や目が見えなくなったときのお話、頑張ることの

大切さ、「ありがとう」の気持ちを持つことの大切さについてなど…、すべて貴重なお話ばかり。

さらに特別にこばちゃんが世界大会の金メダルとオリンピックの聖火トーチをみんなに見せてくれ

ました！！こども達以上に大人も大興奮。

夜はこんなに星が見えるのは何年ぶりなんだろう！？ってくらい空いっぱい、視界いっぱいに広がる

星をみて、流れ星 を探したり、歌をうたったり、焚き火 を囲んだり、なんと野生のシカ を

探しにいったり！？と、有意義な夜の時間をのんびりと過ごしました。

つめた～い水の中にはいってあそんだり、いきものを

探したり、石をつんでみたり。こどもが全力なのはもちろん、

おとなもいっしょになって真剣に遊んでいました。笑

はうようにしないと
登っていけないほ
ど、凹凸のない岩
肌。

クライミングをおえ
て、“ほっ”と安堵の
表情。おつかれさま。



２日目。朝ごはんを食べ早々に準備して岩場へ出発。歩いているだけでも息

があがる山道を進むこと30分。急に視界がひらけ、見えたのは今日の対戦

相手、巨岩「フェニックス」。昨日のガマスラブよりも高さがあり地面に対

して垂直にそびえたつ姿が特徴的です。

お昼から雨予報だったのですが、何とか天気ももってくれて１人１回アプ

ローチすることができました。昨日の夕方に先生方とお話ししたように、

『ゴールに到達する経験をする』、『ゴールからの景色を見る』、この２つ

が今日の目標です。最初になおや先生から登り方のコツを教えてもらって、

広く視野を持つ大切さと岩を押して登る方法について実演を通して教えても

らいました。先生との約束通りゴールまで登りきった子、みんなの応援を背

に登りきったけどゴールの高さに足がすくんでしまい上手く降りれず悔しい思

いをした子。それぞれ色んな想いを経験したと思います。でも、誰一人最後

まで諦めずに登り切った姿はとってもかっこよかったよ！！



お昼を食べ終わったころに、予報通りの雨。ナイスタイミング！

これはしばらく降るかな…なんて思っていたら、なんと２時間で雨

は止み（こんなことめったにないよ！いつももっと雨が降るんだ

よ！）、夕食までは自由時間。岩場が濡れるとクライミングはで

きないんです。缶蹴りの鬼と呼ばれるきっしーを筆頭にみんなで

缶蹴りをして盛り上がり、夜ご飯のカレーを煮込むため、枝拾い

からスタートして火おこしもしました。なんとごはん前に先生たち

と一緒にだるまさんがころんだ！もしたね。自然の中でのびのび

自由に、こどもらしく遊ぶ。Switchやパソコンなどのゲームがな

くてもこれだけ自由に遊ぶことができるって素晴らしいね。

さぁ、これから降ると予報されている雨に備え、ダッシュで下山！いそがないとびしょぬ

れになっちゃうよ～💦山の天気は変わりやすい！そして廻り目平の雨はスゴイ！！経験

したことがある子や大人が必死になって声をかけて山道をくだり…が、なんと雨が降って

きたのは予報よりも遅い時間！今回のキャンプには、晴女・晴男でもいるのかな？笑

夜ご飯は鍋いっぱいに作ったカレーも

あっという間にすっからかんに。

廻り目平での最後の夜は焚火を囲んだ

り、花火をしたり、あっという間に過ぎ

てしまいましたね。



あーっという間に最終日。朝ごはんを食べて、早々に

準備も完了し、朝からケイドロをしたりとみんなとーって

も元気。なんと、なんと、今日も快晴！ 結局雨が降ったのは２日目の午後

だけというとってもラッキーな３日間。これで思いっきりクライミングを楽し

むことができますね。今日の対戦相手もフェニックス。昨日１人１回しかア

プローチ出来なかったので、前日の反省も生かしてチャレンジです。『ゴー

ルに到達することを経験をする』を。これを目標に昨日登り切れなかった

コースに挑戦する子や、また違うコースに挑戦する子、ニガテな降り方を練

習するチーム…それぞれの課題・目標に向かって最後のチャレンジです。

ただ岩を登るって簡単な響きですが凄く難しいんです。

足の置く場所、手をひっかける場所、全部自分で探して進

んでいきます。身長や手の長さでもカラダの使い方はかわってくるので、同じルートでも登り方は変

わってきます。大人でも足がすくんでしまうような高さの中、上を見て、一手でも先を目指す姿はと

ても逞しく見えました。（今回初めてフェニックスに挑戦したきっしーもクライミング後は「みんなほ

んとスゴイ！」と何回も言っていました。） とても真剣な表情で岩と向き合い、アプローチする時

間は１人だいたい20分程、、、中には１時間近く岩と向き合い続けた子も。経験豊富な高校生リー

ダーは、フェニックスをものの２分で登り切っていました。はやい！笑 （ちなみにガマスラブは

ノーハンドでの登頂に成功して、みんなをびっくりさせていました。）



午前中時間いっぱいクライミングができた上に、最後には沢遊びもできた

りと盛りだくさんでしたね。講師のこばちゃん、なおや先生、ゆい先生と

はここでお別れ。最後に先生方から一言いただいたみんなは覚えているか

な？今回よりももっと上へ、そしてまた素晴らしい景色を見ようね！と約束

して、キャンプ場を出発！

SAでは、久しぶりのお買い物に？心躍らせながらおうちで待つ家族のため

だったり、思い出としてお友達とおそろいのキーホルダーを買ったり、最後

のお土産タイムも満喫して出発。見慣れた景色が見えてくるにつれて、

「もうすぐお別れなんだ」と少し寂しいキモチになりつつも筑波大学へ到

着しました。３日間あっという間だけど思い出いっぱいです！

勇気を出して、１歩踏み出した先に見えた絶景、達成感、高揚感。これは挑戦した人

にしか分かりません。初めて出会う仲間がたくさんいる中、テレビも電気もない普段の

生活とは違う大自然の中で生活。ロッククライミングという、自然の中でしか経験で

きない、決められたルートがない岩をのぼる経験。

今回のクライミングキャンプは、新しいチャレンジばかりでしたね。ここでの経験を胸

に、これからもいろんなことにたくさんチャレンジしていってね。こばちゃんやなおや

先生、ゆい先生、ネクストワンのリーダーみんながみんなの新しい１歩を心から応援し

ています。勇気を出して１歩踏み出した先に見えるのはきっと絶景だよ。これでクライ

ミングキャンプは終了です。みなさん、お楽しみ様でした！敬礼！



総走行距離はなんと50km!?つくば駅を出発し、りん

りんロードを進み、サイクリングで目指すは筑波山！

他にもオリエンテーリング、フォレストアドベチャー

でのアスレチック体験…、筑波山を舞台に仲間と協力

し励まし合いながら様々なアウトドアスポーツに挑戦！

もちろん野外体験活動を通してキャンパーとしても成長

できる盛りだくさんなプログラム！

サイクリング、アスレチック

オリエンテーリング

テント設営、 etc…

10/16-17

場所：筑波山ふれあいの里（テント泊）

対象：小学３年生～中学３年生 15名程

日程： 2021年10月16日（土）～17日(日） 1泊2日

※ 16日 9：00集合→ 17日16:30解散予定

参加費：18，000円

茨城県でしかできない「ホンモノの体験」をする

IBARAKIアドベンチャーキャンプ。第１回から那珂川下

り、桜川川下り、霞ヶ浦湖上アクティビティ…と続き、

第４回目の今年は筑波山登山＆ミニバイクを体験★

茨城県下妻市にある関東代表するサーキット「筑波サー

キット」で、インストラクターの指導のもと、楽しく安

全にモータースポーツの世界を体験しよう！風をきって

走る爽快感はたまりません！２日間で茨城県の魅力を体

感しよう！

筑波山登山、ミニバイク体験

ナイトハイキング etc…

11/20-21

場所：筑波山ふれあいの里（コテージ泊）

対象：小学３年生～ (身長150cm程度まで) 15名程

日程： 2021年11月20日（土）～21日(日） 1泊2日

※ 20日 9：00集合→ 21日17:00解散予定

参加費：28，000円

★参加条件がありますので、詳細はホームページをご確認ください。



ほかにもドキドキ ワクワクなキャンプがもりだくさん！

キャンプ基礎講座、テント設営

野外調理体験、仲間づくり

(霞ヶ浦) 水遊び etc…

1泊2日 or １day

場所：ラクスマリーナ／筑波山ふれあいの里、

対象：小学１年生～小学６年生 20名程

参加費：（霞ヶ浦）12，000円

(筑波山）10，000円

【年間活動スケジュール】（予定）

５月・７月・９月・10月 開催月には２回開催。

11月・３月 は日帰りでのデイキャンプを企画中。

３月

2022.1／2

場所：栃木県エーデルワイススキーリゾート

対象：小学１年生～中学３年生 各３０名程

日程： 2022年1月23日(日) & ２月27日（日） 日帰り

※ 筑波大学野球場駐車場 5：20集合→ 19:30解散 予定

参加費：12，000円

※2021年10月時点での予定となりますので、開催日程は変更となる場合がございます。最新の募集情報についてはHPをご確認ください。

初心者でも１日で必ずすべれるようになる！話すよりも実践の

精神でリーダーが丁寧に指導します。それぞれのレベルに合わ

せた班編成で、ゲレンデのマナーからスキーのすべり方や止ま

り方まで…。丸一日くたくたになるまでスキーをたのしもう！

スキー体験 etc…



今年度からスタートした初心者向けの

ちゃれんじキャンプ『ちゃれキャン』。

コロナ禍において、こども達の活動場所や活動機会が減っているなか、野外体験を通し“３つの約束を守る” ことでココロと

カラダの成長を目的としています。１泊２日、筑波山や霞ヶ浦それぞれを舞台にした大冒険。初めて出会うおともだちと初め

ての子ども同士でのお泊り。初めてのテント泊。初めてがいっぱい詰まった２日間。たくさんのことにチャレンジしました。

５月から８月までの期間に計５回を開催し、延べ80名の小学生が参加してくれました。中には親元をはなれての宿泊が初めて

の子も！どんな冒険になったのかな？そして、９月から11月までの期間にもちゃれキャンを企画中♪みんなのチャレンジを

まっているよ！

筑波山ふれあいの里にテントをはって宿泊！つくばセン

ターからみんなでバスにのって出発です。ふれあいの里ま

での道中は筑波山探検！筑波山にはめずらしい植物がたく

さんあります。咲いているお花や、探検中に山から見える

景色。バス停の女子トイレに住んでいるつばめの雛なんか

も。(笑) 季節ごとに違った発見がありました。ふれあい

の里では、一人前のキャンパーになるためのお勉強。はぶ

ちゃんにテントの立て方やにもつのまとめ方、キャンパー

としての基本を教えてもらい実践！夜ご飯もみんなで協力

して作り、自分たちで立てたテントでお泊り！ほかにも大

人気なロングすべり台にアスレチック、水遊び、筑波山神

社の探検もしたね。みんなの小さなカラダのどこにこんな

エネルギーがたまってるの！？とスタッフも驚くくらい、

２日間遊びも生活も全力で活動しました。

舞台は土浦市にあるラクスマリーナ。日本で２番目に大きいと言われ

る霞ヶ浦で、テント泊はもちろんカヌーなどのウォーターアクティビ

ティも体験しました。天候は快晴！とはいきませんでしたが、雨の中

でも外で遊べる貴重な機会！？午前中のオリエンテーションでは、

キャンプのルールや今回活動の舞台となる霞ヶ浦についてはぶちゃん

から教えてもらい、初めましてのお友達同士の中テント設営にも挑戦

♪午後のカヌー体験では北風が吹く中、風にも負けず、水の上をす～

いすいとカヌーで冒険。最後には霞ヶ浦にどぼん！して全力で水遊び

をする子も。ごはんまでの時間、少しでも空き時間があれば虫を探し

たり鬼ごっこをしたり、仲良くなったお友達同士とおしゃべりしたり、

缶蹴りしたり、、、あっという間に仲良くなったおともだち同士、夜

もぐっすりでしたね。



１.じぶんのことは、じぶんでする！

２. なかまと協力する。ルールを必ず守る！

３. じぶんがたてた目標は

さいごまであきらめない！







アスリートや専門家からの

直接指導を受けることができる！

土曜日
開催

スポーツ探検隊は、年間24種目のスポーツを体験できるマルチスポーツプログラムとして今年で活動

17年目を迎えます。これまで多くのアスリートや専門家の方々に指導いただきました。その道を極めてきた人にしかわ

からない、プロにしかわからないその競技の魅力とは何なのか…今年はこれまで探検した180種目の中から厳選した24種

目を探検中！サマーシーズンで探検した８種目を紹介します！そして、10月からスタートするオータムシーズンではど

んなスポーツを探検するのかはお楽しみに…♪

小学１～６年生を対象としたクラス。その競技の魅力を
知り尽くしたプロが探検隊のために作ってくれた、おも
しろさがぎゅっと詰まった90分間のプログラムを通して
各競技の素晴らしさ、面白さ、難しさを探検します。

小学３～４年生を対象とした新クラス！競技のおもしろ
さはもちろん、自分が得意な競技は何なのかを発見でき
たり、専門種目を決めるきっかけつくりとなるような、
より専門的なことを学べるクラスです。





Nextone.のホームページからも
ご覧いただけます。

私たちNextone.は、「Nextone.～次の作品が常に１番～」と

いう決意を胸に、スポーツを通じて笑顔あふれる未来を作ることを

目的としています。

2012年に設立。１人でも多くのこどもたちに身体を動かすことの

楽しさと大切さを伝えるために、独自の指導方法、教育研究に加え、

教育的アプローチを含めた総合的な指導を展開。また、被災地支援、

海外交流、パラスポーツ支援など、スポーツを通じた多岐にわたる

交流事業・プロジェクトを実施しています。

特定非営利活動法人Next one.（ネクストワン）

TEL. 070-5457-8314 MAIL. info@npo-nextone.com

https://www.npo-nextone.com/
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