


ス ポ ー ツ 探 検 隊 2 0 2 1 と は

テレビでしか見たことがないプロのスゴ技を生で体感しよう！

目の前で繰り広げられるデモンストレーションは大迫力♪

最後には、記念撮影やサイン会で探検の記録を残そう！

探検隊で指導してくれる講師は、アスリートや専門家！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！

エキスパートクラスでは、競技のポイントやコツについても教えてもらおう♪

少人数制のため、初めての競技でも指導者が手厚く指導してくれます。指導者のほかにも、

探検隊の隊長やリーダー（スタッフ）がみんなの探検をサポートするよ！

隊員と同じ目線で一緒に探検を盛り上げます！

たいちょう

みなさん、こんにちは！スポーツ探検隊のたいちょうです！

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2021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…

知りたいよね？

さまざまなスポーツを経験すること、ホンモノを体感した経験はきっとみんなにとって大きな宝物

になるでしょう。コロナ過で学校行事や大会などのイベントが減少してしまい、こどもたちにとっ

て、仲間との関わりやスポーツとの関わりも減ってしまっている今だからこそ、更なる進化をした

『スポーツ探検隊2021』を開催いたします。今年はこれまで探検した180種目の中から

厳選した24種目を探検しちゃいます！一緒に冒険の旅へ出かけよう！



講 師 紹 介 新型コロナウィルス感染症によりイベントや学校行事の開催が縮小される中、

今までお世話になった選手たちから協力を得て2021年度のプログラムを実施します！

平田美沙紀（写真、左）

2007年 フェアリージャンパンPOLA選出

2008年 北京オリンピック代表（国内候補）

小西夏生（写真、右）

2010年 広州アジア競技大会

日本代表団体総合 銅メダル

探検のようす

9：00 あいさつ・講師紹介

9：05 デモンストレーション

9：15 プログラム①

9：40 プログラム②

10：00 試合・ゲーム

10：20 探検日記記入

10：25 記念撮影

10：30 活動終了

90分のプログラムの流れ

※基本クラスは種目・時間が異なります。
※予定のため、スケジュールは種目は変更となる可能性がございます。

サマーシーズンのスケジュールは

４月末頃決定！

決まり次第HPにて更新！

小林幸一郎
2019年「ワールド

チャンピオンシップ」

視覚障害者B1優勝

現在４連覇達成。

今年9月の大会で 5連覇を目指す。

サマーシーズンは５月からスタート！！

井上庸
第49代日本ウェルター級

王者、第36代OPBF東洋

太平洋同級王者

筏井りさ 元浦和レッズレディース所属

2011年 第26回

ユニバーシアード競技大会 (中国/深圳) 主将

2020-21 シーズン関東女子フットサルリーグ得点王

山本大介
元神戸製鋼コベルコスティーラーズ所属

U-19ラグビー日本代表に選抜（アジア大会・世界大会出場）

神戸製鋼にて11年間プロラグビー選手としてプレー。

ジャパンラグビー トップリーグ2014-2015

セカンドステージ 「トップリーグ100試合出場」達成。

みんなが知っているスポーツはもちろん、

“初めて聞く！”“初めて挑戦する！”

なんて種目も、プロに教わりながら楽しく探検しちゃおう！！



うんどう・たいいく教室とは…

ここでは、指導者のことを「リーダー」と呼びます。元気いっぱいで体を動かすこと

が大好きな個性豊かなリーダーがみんなを待っています！

集団での活動が苦手なこでも、大丈夫！ひとりひとりに寄り添い、こどもたちの目線

で考え、時には大人げないと言われるほど（笑）本気で取り組みます。

こどもたち自身が「教室に来たい！」「運動が楽しい！」と思えるきっかけとなるよ

うな、会いたいリーダーがここにはいます！

これまで2,600名以上のこどもたちに参加していただいたこの教室では、

「できた！」「できるようになった！」「上手になった！」など、

ひとつとして同じモノのない2,600通りのストーリーがありました。

はじめは、運動が「嫌なもの・やりたくないもの・苦手なもの」で

あっても「できるようになる」「できそうに感じる」に変えていくことで、

そこには、どれを取っても笑いがあり、涙があり、勇気があり、感動があり、

言葉では言い表せないドラマがありました。

ただひとつだけ言えることは、いつもそこには「がんばるこどもたち」「見守る保護者の方々」「全力応援す

るスタッフ」というキャストがいます。私たちは、こどもたちと一緒に悩み考えることで、こどもたちの目線

に立ち、寄り添った声かけや指導を行い、全力で『１回のできた』の瞬間を大切に指導しています。

わたしたちはこれからも、ここでの成功体験が、生涯にわたって運動を楽しみ、

スポーツを通じたすばらしい世界を経験するきっかけとなることを願っています。



元気にあいさつをしたあとは、教室の約束事を確認。

本教室では３つの間（間）『時間』『空間』『仲間』を守ることを

約束としています。

現代のこどもの体力低下は、この「３つの間」の減少が原因とも

考えられています。だからこそ、ここでは仲間との時間を大切に、

そしてこの空間に感謝することを約束事としています。

オリジナルのチャレンジカードを使い、

個々の習熟度をチェックしながら練習を

進めていきます。

できなかった技ができるようになるまで、

どんな風に練習に取り組んできたのかを、

総評として１人１人リーダーからのお手紙

をもらうことができます！８回の教室を通

じた成長過程を“見える化”します。

教室で定めた技能を習得した

こどもは、「もはんせい」に。

見本をしたり、仲間にアドバイスを

したり、みんなの憧れの存在です。

みんなの応援を

パワーに！

発表会に

挑戦！！

スポンジのように、見たこと、やったこと

を吸収できる「ゴールデンエイジ期」に

さまざまなうごきを行うサーキットを実施

します。

くつをキレイに

ならべたり、

道具をみんなで

協力して準備しよう

リーダーと

対決も！？？



年間を通じ、多種目を経験できるマルチスポーツプログラム。アスリートや専門家など、競技の魅力を

知り尽くしたプロが直接指導してくれます。2021年度からそれぞれの目的・レベルごとで充実した活

動ができるようクラスを３つに分けて開講します。

対象

スポーツ探検隊2021では、小学３～４年生を対象とした新クラス「エキスパートクラス」が開講となります。

このクラスは、プログラムを通して各競技の素晴らしさ、面白さ、難しさを体験することはもちろん、ゴールデンエイジ期

といわれる9歳から10歳の時だからこそ、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、競技のより専門的なことを学べるクラスです。

特別講師が独自に考えたプログラムと通して、探検する競技がうまくなるための技術やポイントを教えてもらおう！

「将来に向けて、自分あった専門種目を見つけたい！」

「もっともっとスポーツが上手になりたい！」

「プロしか知らない上手になるコツを教えてほしい！」

クラス名 基本クラス チャレンジクラス エキスパートクラス

活動日 毎週火曜・木曜日（4/13～） 毎週土曜日（5/8～スタート予定）

活動時間 18：15～19：25（70分） 11：00～12：30（90分） 9：00～10：30（90分）

活動場所 (火)松代小、(木)葛城小 つくば市内体育館 ほか

対象・定員
小学１～６年生

(火)20名、(木)15名

小学１～６年生
30名

小学３～４年生
20名

講師 Next one.所属リーダー 特別講師
（トップアスリート・元代表・現役選手・専門家ほか）

年間活動
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

４シーズン（32回）
① 4-6月 ② 6-9月
③ 10-12月 ④ 12-2月

3シーズン（24回）

①サマー：5-7月 ②オータム：9-11月 ③ウィンター ：12-3月

参加費
（１シーズン＝8回）

10,000円
※新規は初回登録料2,000円別途必要

24,000円（シーズン申込み）
※継続割引あり

参加費
（年間）

― 60,000円
※継続割引あり

割引

（兄弟割引)－1,000円
（複数割引）－1,000円

＊チャレンジクラス・エキスパートクラス
参加者のみ他プログラム参加時に適応

(兄弟割引)－1,000円

内容 球技スポーツが中心
陸上・新体操・クライミング・テコンドー・柔道
ブラインドサッカー・ローラースケート など



（60分／回）

対象：３歳～年長

未就学児を対象としたクラス。走る・投げる・バランスなど幼児期に経験したい動作や

たいそうの基本となる動き、リズム体操などを『うんどうあそび』を通じて身につけます。

開講日程

［毎週月曜］ 17：00～18：00 ＠松代交流センター ★2021年度より新規開講

［毎週水曜］ 17：00～18：00 ＠松代小

対象

（70分／回）

対象：４歳～小学４年生 （継続の場合は６年生まで参加可能）

小学校体育の授業で行う器械運動をメインに様々な運動能力のベースとなる技術習得を目的としています。

2021年度より、器械運動を中心とするAクラス、器械運動がある程度習得できたお子様に関しては、

ボール運動も実施できるBクラスと教室内で２クラスに分かれて実施いたします。

（Aクラスに関してはBクラスからの昇級となります。）

開講日程

[毎週火曜] 17：00～18：10 ＠松代小

［毎週水曜］ 17：50～19：00 ＠松代小

[毎週木曜] 17：00～18：10 ＠谷田部南小

[毎週木曜] 17：00～18：10 ＠葛城小

［毎週金曜］ 17：00～18：10 ＠葛城小

［毎週金曜］ 18：15～19：25 ＠葛城小

[毎週金曜] 17：00～18：10 ＠真瀬小

※準備中

対象 （継続の場合は６年生まで参加可能）

※教室内で２クラスに分かれて実施します。

Aクラス 器械運動
Bクラス ボール運動も実施☆Aクラスから昇進

＜通常プログラム 例＞

16：50 受付開始
17：00 集合・挨拶
17：05 準備運動
17：10 コーディネーション運動
17：25 マット・とびばこ・てつぼう
17：40 A：器械運動 B：ボール運動
17：55 運動ゲーム
18：10 あいさつ・終了

参加費 10，000円（８回・１シーズン）

＊初回登録料別途 2,000円（1名分）

＊兄弟割引 -1,000円（２名分）

年間実施計画

４シーズン（32回）

① 4-6月 ② 6-9月

③ 10-12月 ④ 12-2月

器械運動のほかにも

いろいろな動きに挑戦！



アウトドア探検隊とは
アウトドアアクティビティに必要な【安全】を身につけるための

スキルが学べる全７回の講座。７つのスキルを身につけることは

もちろん、アウトドアでのホンモノ体験が親子で楽しめます！

野外活動や教育に興味がある学生も大募集。本格的なアウトドアについて学び、生きるチカラを身につけよう！

アウトドアの本来の意味は、『アウトドア・アクティビティ』の

ことを指します。アウトドア・アクティビティとは、屋外で行う

活動の総称であり、屋外＝自然の中での活動になります。

毎年キャンプ場やレジャー先での事故のニュースもよく耳にするように、自然の中は危険がいっぱい

なんです。アウトドア本来の魅力を体感するためには【安全であること】は必ず必要な条件です。

わたし達は正しい知識を身につけて、安全に『アウトドア＝自然の中』で活動することで、

そこでしか味わえないホンモノの体験ができると考えています。

土生都直哉（はぶちゃん）

茨城県ハイキングガイド協会公認ガイド
ノルディックウォーキングインストラクター
レスキュー３取得

アウトドア探検隊講師



募 集 要 項

アウトドアキャンプの基本！テント
の立て方や、タープなどを立てると
きに必要なロープワークを学ぼう！

地図を読む力が重要な鍵となる
アクティビティ。知識を身につけ、
自分だけのルートでゴールを目指
そう！

屋外でもコース料理を。火の起こ
し方や、美味しい肉の焼き方など、
野外調理の極意とは…!?

自然の中の活動には、天気に左右
されるもの。気象の基礎知識を身
につけて、天気の子に！？笑

水辺でのアクティビティに必要な
知識を身につけ、パドルを漕いで
自分の力で進んでいく爽快感を味
わおう！

山でのアクティビティに必要な知
識を身につけ、自分の足で登頂し
た達成感を味わおう！

もしもの時のために、必要な知識、
方法を身につけよう。こどもだっ
てお父さんお母さんを助けるぞ！

7つの
スキル

募集対象 [親子参加] 小学１～６年生親子 ＊基本親子２名参加とする

[学生参加] 中学１年生～大学院生

募集定員 [親子]20組 [学生]10組

[親子]32,000円 [学生]10,000円

４月１日（木）より申込みスタート！HPをチェック！

①基本的に現地集合現地解散となります。

②天候等の条件により中止、内容の変更、延期となる可能性が

ございますので予めご了承下さい。

③やむを得ず欠席の場合は振替えができませんが、家族内で

あれば代わりの方がご参加可能です。

募集対象

募集定員

参加費

申込方法

その他

活動スケジュール（全７回）

７月 スポーツ体験① カヌー

８月 基 礎 講 座 ④ 気象（天候観察）

９月 スポーツ体験② オリエンテーリング

10月 スポーツ体験③ 登山

《日曜日開催》

４月25日 基 礎 講 座 ① テント設営・ロープワーク

５月９日 基 礎 講 座 ② BBQ

６月 基 礎 講 座 ③ 救命救急

※基礎講座①②は、「ふれあいの里」での開催となります。

スペシャル企画

…９月土日に開催予定！（参加費別途：親子１組18,000円）

4/25(日) 初回特別企画★

「スマホでも映え写真がとれる！アウトドアカメラ講座」も開講決定！



山に川に海に…ここでは毎年様々なアウトドアキャンプを開催して

います。自然の中での生活は新しい発見が盛りだくさん！

キャンプの間は、テレビもゲームもありません。もちろんお父さん、お母さんもいません。自分たちのことは自分で

やらなければいけません。自分の力だけでは乗り越えられないことは、仲間と協力して一緒に乗り越えます。

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…。私たちはこれまで数多くのキャンププログラム

を開催する中で、改めて“同じ釜の飯を食う”という経験がこどもたちにとって、これから社会の中で生きていく上

でも、とても重要で素晴らしいものだと痛感しています。仲間と協力すること、一緒に問題を解決すること、人それ

ぞれに得意不得意があることを理解すること、多くの経験を通じて、本当の意味での「生きるチカラ」を身につける

ことができるキャンプです。

“ホンモノの体験” は、きっとみんなの人生にとって大きな意味をもった経験になります。

クライマーの聖地に行ってロッククライミングに挑戦する！日本で数少ない野生のイルカと一緒に泳ぐ！みんなが住

んでいる茨城県でできるアウトドアスポーツアクティビティを制覇する！など“ここでしか体験できない”ホンモノ

がたくさんあります。はじめてのことにチャレンジするとき、最初の１歩は大きな勇気が必要ですが、勇気を出して

１歩踏み出してみると、そこには普段の生活では経験できないようなワクワクとドキドキがたくさん待っています！

この貴重な経験を通じて、ひとまわりもふたまわりも成長しよう！さぁ、みんなで最高の思い出をつくろう！！

キャンプ中のプログラムは、専門の

講師が指導してくれます。

安全第一かつ、正しい知識で自然の

中でしか体験できないアクティビ

ティを楽しもう！

キャンプに参加するリーダーは、

みんなの生活のサポートや安全管理

はもちろん、みんなと同じ目線にた

ち、一緒に遊び、キャンプを楽しい

空間にします！

スポーツ探検隊キャンプとは



7月・10月「TSUKUBAアドベンチャーキャンプ」

筑波山を舞台にキャンパーとしての基礎を身につける１泊２日。筑波山の自然や歴史を学ぶだけでなく、

キャンプ生活を通して集団行動の大切さや協調性を身につけます。

１泊２日 茨城県つくば市ふれあいの里 小１～中３

7月 「三宅島マリンキャンプ」

東京から南へ約180kmの位置にある三宅島での大冒険。シュノーケルやシーカヤック、さらには野生の

イルカと泳ぐドルフィンツアーなど豊かな自然の中でマリンスポーツを思う存分楽しもう！

３泊４日 東京都三宅島 小３～中３

8月 「ロッククライミングキャンプ」

クライマーの聖地と呼ばれる小川山で世界パラクライミングチャンピオンといく２泊３日の大冒険。

目の前に立ちはだかる大きな壁に、勇気をだして進んだ先には絶景が待っています！

２泊３日 長野県廻り目平キャンプ場 小１～中３

8月 「IBARAKIアドベンチャーキャンプ」

茨城県にある魅力を満喫するキャンプ。これまでに、那珂川の川下り体験、霞ヶ浦でカヌーなどのリバー

スポーツ体験、サイクリングなど様々な魅力を発見！今年は大洗を舞台にマリンスポーツ体験を企画中。

１泊２日 茨城県内 小３～中３

1 ・ 2月「ウィンタースポーツデイキャンプ」
少人数のレベル別指導で初心者でも１日ですべれるようになる！大人気のスキーキャンプ。

上達する喜びや、仲間と一緒に雪山を滑走する楽しさを体感しよう！

日帰り 栃木県エーデルワイススキーリゾート 小１～中３

※2021年3月時点での活動スケジュールとなりますので、社会情勢に伴い内容や対象年齢など変更となる可能性もございます。

※新しいキャンププログラムも企画しておりますので、募集の案内については随時ＨＰにて更新いたします。

★各キャンプ、実施日から約２か月前にＨＰにて情報解禁。

申込みはネクストワンHPから！！

ネクストワン参加者様並びに過去キャンプ参加者様には、ご案内を郵送いたします。

わたし達はこどもゆめ基金
助成を受けて活動しています。



2021.7＆10
開催予定

筑波山にある隠れた秘密を見つけよう！

身近にある筑波山には、実はみんなが知らないヒミツが

たくさんかくれているって知ってた？歴史ある筑波山の参道を歩いたり、

筑波山神社を探検したりしながら、山の神とよばれるはぶちゃんが、

筑波山にひそむヒミツをみんなだけにこそっと教えてくれるよ。自分の足で歩き、

目で見て感じたことを記録にする、自分だけのオリジナル筑波山マップを完成させよう！

四季折々のアウトドアスポーツにも挑戦！

キャンプの他にもアウトドアスポーツにも挑戦！これまでに

筑波山登山やサイクリング、フォレストアドベンチャーでの

アスレチック探検などに挑戦！その季節にしか見ることが

できない景色は、きっとみんなの思い出になります。

全身全力でアウトドアスポーツを楽しもう！！！

初めてのキャンプでも大丈夫！

「テント生活が初めて！」「お友達同士でのお泊りが初めて！」

そんなキミにぴったりなキャンプです！キャンプ生活の中で、集団

行動の大切さや協調性を身につけ、アウトドア探検ではテントの立

て方から荷物のまとめ方まで丁寧に教えてもらおう！２日間、みん

なで協力して楽しい思い出をたくさん作ろうね！



１日目

8：00 つくばセンター集合

8：20 バスで筑波山へ移動

9：30 筑波山神社探検

12：00 おひるごはん

13：00 アウトドア探検

16：00 おふろ

17：30 アウトドアクッキング

20：00 キャンプファイヤー

21：00 就寝

２日目

7：00 あさごはんづくり

8：30 アウトドア探検（かたづけ）

10：00 アスレチック探検or登山探検

12：30 おひるごはん

14：30 出発

15：00 解散式・解散

※スケジュールは変更となる場合がございます。

日程 第１回 2021年7月17日(土)～18日（日） 予定 （１泊２日）

第２回 2021年10月16日(土)～17日(日) 予定

小学１年生～中学３年生 ＊年齢別での開催も検討中。

対象 茨城県つくば市 ふれあいの里（つくば市臼井２０９０-２０）

活 動 ス ケ ジ ュ ー ル 案

天気がよければ、夜はキャンプファイヤーを楽しむこと

ができます。直火で焼いたマシュマロはこどもたちに

大人気！

2021年度予定

日 程

対 象

場 所

普段はおうちの人にやってもらっていることも、頑張って自分達でやってみる。新しいチャレンジにはドキドキとワクワクがいっぱい！

ひとりだと大変なことも、仲間同士で助け合ったり、励まし合うことで、楽しい挑戦に変わります。みんなの力をあわせて、２日間ステキな

思い出をたくさん作ろうね！

アウトドア探検では、キャンプには欠かせないテント

の立て方やテントの中での過ごし方、キャンプ場での

ルールなどを教えてもらおう！火おこしでは、木の

特性を知った上で自分たちで薪を組み立てます！



三宅島マリンキャンプ

2021.7.24-27

開催予定

キャンプを通して・・・

三宅島は、行ったら簡単には帰ってこれないような距離です。きっと１人でチャレンジする

には、とても勇気がいります。でも、勇気を出して１歩ふみだして冒険に出発したら、

びっくりするくらい楽しい三宅島でのキャンプ生活が待っています！三宅島の大自然で

経験できる様々なアクティビティ、道を挟んだらすぐ隣に海があるキャンプ場での共同生活。

ここでしかできない貴重な経験がこどもたちを大きく成長させてくれます。

三宅島マリンキャンプ

三宅島キャンプ開催のきっかけは、離島のこどもたちが内地のこどもたちと同じようなスポーツ環境がないことを知り、

どこに住んでいても、トップレベルの指導が受けられる…スポーツのチカラにキョリは関係ない！との想いから『バドミントン

の指導者派遣』として始まりました。このバトミントンの絆をきっかけに、東京から180km、約８時間船に乗ってやっと到着する

『三宅島』でのキャンプを毎年開催しています。島の方々は、マリンスポーツの指導をしてくださったり、活動場所まで送迎や

おいしいごはんを作ってくれます！夜には地元の漁師さんが釣れた魚を差し入れしてくださったり…住んでいるからこそわかる、

三宅島の歴史やヒミツについてもたくさん教えてくれます。島の方々の熱いサポート、大きなバックアップにより、安全に、

より充実した活動となっています。



１日目

21：30 竹芝旅客ターミナル集合

22：00 出発式・出航

23：30 就寝 （船泊）

２日目

5：00 三宅島到着

6：00 テント設営・朝食・休憩

10：00 マリンスポーツ探検

「シュノーケリング」

13：30 おひるごはん

14：00 マリンスポーツ探検

「シーカヤック」

16：30 シャワー・夕食準備

17：00 よるごはん

19：00 天体観測

20：00 就寝

３日目

6：30 起床

7：00 朝食

「ドルフィンツアー」 または

「三宅島探検」

※午前午後２部隊で行動

16：30 おふろ・夕食準備

17：00 よるごはん

19：00 花火

20：00 就寝

４日目

7：00 起床

8：00 朝食準備・朝食

９：00 テント片付け・清掃

10：00 港へ移動

12：00 昼食

13：30 三宅島出発

20：45 竹芝旅客ターミナル到着

活動スケジュール案

三宅島での共同生活を通じて、隊員同士もあっという間に

仲良しに。シュノーケルやシーカヤックなどの活動はもちろん、

空き時間におしゃべりしたり、おにごっこをしたり…、

なんてことのない時間も大切な思い出です。

マリンスポーツ探検

シュノーケルでは足のつかな

いところでフィッシュウォッ

チングを楽しみます！どんな

生き物にであえるかな？シー

カヤックでは、運がよければ

ウミガメに出会えるかも…♪

ドルフィンツアー

イルカの楽園とよばれる御蔵島

へ船で移動し、野生のイルカと

一緒に泳ぐことができます。

悠々と泳ぐイルカの姿にこども

もおとなも大興奮！

2021年７月24日（土）～27日(火)

※予定

小学３年生～中学３年生

東京都三宅島

※コロナ感染状況やオリンピック開催などの社会情勢に伴い、
実施できない場合もございますので予めご了承願います。
（2020年度は実施なし）

2021年度予定

日 程

対 象

場 所

※2019年度のスケジュールを参考にしています。



サマー

2021.8.4-6

開催予定

講師紹介

なんと今年で10回目の開催となるこのキャンプで、みんなにクライミング

を教えてくれるのは、パラクライミング世界チャンピオンの小林幸一郎先

生（こばちゃん）をはじめとするNPO法人モンキーマジックのみなさん。

年齢や性別、障がいの有無を問わず、クライミングの楽しさを全ての人へ

伝え続けています。なんとこばちゃんは世界大会を５連覇中。

キャンプ中には、目が見えないこばちゃんが実際にクライミングをする姿

を見ることができるかも！するりするりと岩を登っていくこばちゃんと、

下でビレイをしながら的確なリードをするなおや先生。 この２人の姿は

圧巻です。クライミングを通して、多くのことを学ぼう！

ロッククライミング
キャンプ

「ボルダリング」ではなく

「ロッククライミング」である理由

このキャンプの舞台となる長野県小川山は「クライミングの聖地」と

呼ばれ、187個以上の岩が存在し海外からも注目されています。

自然の中にあるがままの姿でそびえたつ岩の前に立つと、その壮大さ

に緊張感が走ります。ロッククライミングには、決まったルートが存

在しません。岩の形を見て、手や足の置き場が自分で考え、ゴールを

目指します。恐怖心と闘い、失敗しても諦めずに挑戦しつづけた先に

みえる景色は、勇気を出した人にしか見ることのできない絶景です。

ロッククライミングを通して壁にぶつかったときに乗り越えるチカラ、

１歩踏み出す勇気を育てます。



サマー

１日目

5：45 筑波大学野球場駐車場 集合

6：00 バスで出発

11：00 到着後、おひるごはん

12：00 オリエンテーション

13：00 ロッククライミング探検

17：00 おふろ、よるごはん

19：00 こばちゃんからのおはなし

21：00 就寝

２日目

7：00 あさごはん

9：00 ロッククライミング探検&

トレッキング&さわあそび

17：00 おふろ、よるごはん

19：00 花火

20：00 就寝

３日目

6：30 起床

7：00 あさごはん

7：30 かたづけ、そうじ

8：30 滝を目指してトレッキング

12：00 閉会式

12：30 おひるごはん

13：00 出発

19：00 解散式、解散

活動スケジュール案

2021年8月２日(月)～7日(土)までの期間 （内、２泊３日）

小学１年生～中学３年生

長野県廻り目平キャンプ場

2021年度予定

日 程

対 象

場 所

こばちゃんとの生活はみんなに大きな気づきを教えてく

れます。視覚に障がいがある人がどんなことに困っていて、

どんな風にサポートすればいいのかなど…

思いやりをもつこと、理解しあうことの大切さを学ぼう！

キャンプ中はみんなで協

力して生活します。頑張っ

たら、夜に満点の星空を

見れるかも…。運がよけ

れば流れ星も

見れるよ…☆

電気もテレビもない…普段と全く違う生活は、不便なことも

あるけど、自然の中にはその倍楽しいことが待ってるよ！

大自然の中でのキャンプ生活の他にも、沢あそびやトレッキ

ングなどのアウトドアスポーツも存分に体験しよう！



サマー

2021.8
開催予定

スタートは、常陸大宮市に立つ真っ赤な那珂川大橋。ゴールはなんと「大洗」！

ラフトボートに乗り、10人の力を合わせて、２日間かけて約50kmの川下りに挑戦。

那珂川は関東屈指の清流で、水は透き通るほどキレイ！水質がキレイだからこそ

貴重な『サケの遡上』を見ることができます。

遡上するサケなどの魚や鳥を間近に見ながら、自然の中で活動する爽快感を満喫。

１日目の夕食は、なんと漁港の方にサケをいただき、ちゃんちゃん焼きやいくら丼と

豪華絶品なサケ料理で元気満タン！

２日目は海に近づくので、波や海風が強く大変でしたが、お互いに鼓舞しあいながら、

見事時間内にゴール！

自分たちのチカラだけでゴールしたときの大きな達成感は忘れられません。

2 0 1 8 年 度

IBARAKI
アドベンチャーキャンプ

那珂川＠常陸大宮市

『50㎞の川下り体験』

茨城県にはまだまだ知らない魅力が隠れている！

みんなの住んでいる茨城県の魅力を発見する『IBARAKIアドベンチャーキャンプ』。

2018年度にスタートして以来、茨城県内で様々なアクティビティに挑戦し、

たくさんの魅力を発見してきました！今年の舞台は大洗！？続報を待て…。



サマー2 0 1 9 年 度

2 0 2 0 年 度

霞ヶ浦の魅力は無限大！カヌーや水遊びにサイクリングにキャンプまで、幅広い霞ヶ浦の魅力を探検！

霞ヶ浦には多くの川が繋がっているので、いろんなコースを楽しむことができます。

2021年度は夏と秋の２回、新川カヌー遠足を体験！

約２時間の往復コースで、自分でカヌーを操作して進む楽しさや水上を進む爽快感を体感しました。

夏は１泊２日でキャンプを開催。自分たちで立てたテントに泊まって、カヌーやカッターなどの

水上アクティビティを満喫！ほかにもサイクリング探検をしたり、夜にはキャンプファイヤーに

花火まで盛りだくさんな２日間でした。

つくば市から車で約30分。

みんなの住んでいるすぐ近くにも魅力を発見！

2019・2020年度は、日本で２番目の広さをもつ霞ヶ浦で、様々な水上アクティビティやサイクリングを体験！

２人乗り艇のカヌーに乗って、桜川の川下りに挑戦！１日目に講習を行い、

基本を学び２日目には川へ出発！ペアでパドルの漕ぐ息をしっかり合わせ

ながら約３㎞の川下り。無事全員完走することができました！

その他にもSUPやゴムボートなどのアクティビティ、ロープワーク講習や

水質調査などの環境学習、カモメ以上にこどもが大興奮♪な、かもめの

えさやり体験など…。学習活動や体験活動と、盛りだくさんでした！



ウィンタースポーツ
ディキャンプ

2022.1＆2
開催予定

スキーに初めて挑戦する子、おともだちとのスキーを存分に楽しみたい子、

もっともっと上手に滑れるようになりたい子など…大歓迎★

冬でもアクティブに！雪世界での大冒険！

ネクストワンのスキーキャンプでは、それぞれのレベルに合わせた

班編成で活動します。スキーがはじめてのおともだちでも大丈夫！

ゲレンデでのマナーから、スキーのすべり方や止まり方まで…

リーダーたちが丁寧に指導するので、初心者も１日で必ず滑れるよ

うになります！話すよりも実践！の精神で指導し、丸１日くたくた

になるまでスキーを楽しもう！

スキーを楽しむことはもちろん、普段あまり触れることのない雪に

囲まれた世界で、こども達同士で様々な課題へ挑戦する中で、仲間

と協力するチカラ、自然への感謝、あきらめない心を育てます。



5:20 集合

5:30 出発

7:30 レンタルショップへ到着

＊ここでレンタル、着替えをします

9:00 エーデルワイススキーリゾート到着

9:30 スキー探検①

12:00 お昼休憩

13:30 スキー探検②

16:00 エーデルワイススキーリゾート出発

17:30 レンタルショップを出発

19:30 到着・解散

＊集合・解散場所は、「筑波大学野球場駐車場（筑波大学内、陸上競技場近く）」となります。

活動スケジュール案

日程 2022年1月下旬～２月中 （日曜日開催） ※予定

小学１年生～中学３年生

対象 エーデルワイススキーリゾート（栃木県日光市川治温泉高原鶏頂山）

2021年度予定

日 程

対 象

場 所

【スキー講習 ★全４クラスで活動予定

※スキー講義（ゲレンデのマナー含む）

※安全管理を十分に行い、午前・午後 各150分の講習を行います。

＜上 級＞ロングターン，ショートターンの習得

＜中 級＞板をそろえてのターン等の習得

＜初 級＞ハの字で滑れる⇒ハの字でターン等の習得

＜初心者＞初めてスキーを体験する⇒ハの字で滑る

★１クラスで活動。

＜対 象＞ 小学３年生～中学３年生

＜募集人数＞ ５名 限定

＜講習内容＞ 木の葉～連続ターンができるまで

※開催できない場合もごさざいます。

※上級者（連続ターンが上手にできる人は参加対象となりませんので

予めご了承願います）

ス キ ー 部 隊

ス ノ ー ボ ー ド 部 隊



新型コロナウィルス
感染症への対応

■開催への考え方

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、多くのこどもたちが集まり接触する行事の開催について心配されていま

す。もちろん、感染しない・させないことが第一ではありますが、当団体では、日常から離れてこどもらしくのびの

びと過ごせる時間を大切にしてほしいという想いから、社会情勢を考慮しつつ、感染症対策を徹底した上でプログラ

ムを開催いたします。

新型コロナウィルス感染症については、①喚起の悪い密閉空間 ②多くの人が密集する ③近距離での会話や発声

の三条件が同時に重なったときに集団感染が起きると懸念されています。キャンププログラム中には、②③について

は、避けては通れない場面があります。そこで、①を十分に徹底し、②③についてもできる範囲で避けることを心が

けて運営して参ります。感染症対策に関する、注意喚起や感染防止運動を行いつつも、プログラム中は楽しく安全に

活動できる空間づくりを心がけます。

■おもな具体策（教室ならびにキャンププログラムガイドラインより一部抜粋）

✓活動時の感染症対策について

次に該当する場合は、キャンプ参加をお控えくださいますようお願い申し上げます 。

①キャンプ当日朝に検温し 37.0度以上（あるいは平熱比１度以上）

②息苦しさ、強いだるさ、咳・咽頭熱、味覚・嗅覚がないなどの症状がある

③ご家族に①②の症状がある方がいる

④過去２週間以内に濃厚接触者歴があり、PCR検査を受けていない場合

・教室ご参加前（体育館入室時）に検温をさせていただきます。（体育館に入室する全ての方）

その時点で上記①に当てはまる場合は、参加できませんので予めご了承願います。

・教室参加中は、基本マスクの着用をお願いいたします。（見学する保護者の方も）

持久走などの走るプログラムの際は、しゃべらないことを条件にマスクをはずして実施といたします。

（運動上の安全確保のため）

✓活動時の感染症対策について

 定期的な検温と健康チェックの実施。食事時のアルコール消毒の徹底。

 飛沫感染防止のため、講師・スタッフのマスクの着用。 （３密時）

 貸切バスを利用する際は、バスに乗る全ての状況（集合場所での乗降時、 休憩地での乗降時等）において、乗車

前に消毒を実施する。また、定期的な換気を実施し、車内における密閉空間を防ぐ。

 できる限り少人数でのグループ分けを行い、 野外活動を実施する。

✓もしも感染が疑われる方が発生した場合

参加者内もしくはスタッフ内で感染が確認された場合には、保健所に報告し、対応についての指導を受け、その旨

を皆様に周知いたします。スタッフが濃厚接触者と確定された場合は、14日間出勤停止し、健康観察を実施いたし

ます。状況により、一定期間の活動停止となる場合がございますので予めご了承ください。

◆以上は2021年3月現在の情報をもとに制作したものとなるため、今後の社会情勢により変更となる場合がございます。



サマー

よくあるご質問

Q. 料金は、どのように支払いますか？

→プログラムによってお支払い方法が異なります。

[うんどう・たいいく] 月謝袋（原則シーズン毎にお支払い）をお渡しいたしますので、シーズン初回に受付までお支払い下さい。

[その他 プログラム] 振込支払いとなります。振込み先等は郵送いたします参加決定通知をご確認下さい。

Q. 複数割引とは何ですか？

→スポーツ探検隊チャレンジクラス・エキスパートクラス参加者のみ、対象となります。

うんどう・たいいく教室やスポーツ探検隊（基本クラス）の参加費がシーズン毎に1，000円割引となります。

Q. シーズン途中で骨折などのケガにより教室に参加できなくなりました。その場合どのような対応がありますか？

→休会対象となります。ご欠席分を次回の参加費から減額して対応いたしますので、事務局までご連絡下さい。

参加費に関して

Q. お休みした場合、振替えなどはできますか？

→プログラムによって対応が異なります。

[うんどう ・ たいいく] シーズン内であれば、他クラスへ振替え参加が可能です。（※スポ探への振替えはできません。） （前日予約必要）

[ス ポ ー ツ 探 検 隊] たいいく教室、もしくはスポーツ探検隊（基本クラス）へ振替え参加が可能です。（前日予約必要）

[ アウトドア 探 検 隊] 家族内であれば参加メンバーを変更してご参加が可能です。（他プログラムへの振替え参加不可）

Q. プログラム中は保護者も見学は可能ですか？

→見学可能です。送迎のみでも構いません。学童から直接参加の場合は、事前にご連絡下さい。

キャンププログラムに関して、見学または参加ご希望の場合は、ご連絡下さい。

Q. 服装に指定はありますか？

→特に指定はございませんので動きやすい服装でお越しください。スカートやジーパンなどの動きにくい服装はお控えください。

Q. スポーツ探検隊の「基本クラス」と「チャレンジクラス」「エキスパートクラス」の違いはなんですか？

→講師と活動時間が異なります。基本クラスはNextone.所属リーダーが指導を行い、チャレンジ・エキスパートクラスは特別講師

（競技の専門家）の指導となります。基本クラスは70分、チャレンジ・エキスパートクラスは90分間活動を行います。

Q. アウトドア探検隊で親１名とこども２名で参加したいのですか可能ですか？

→合計３名でのご参加も可能です。その場合は、小学生１名の参加費は、親子参加費32,000円の半額16,000円となります。

※中学生以上は、学生参加費10,000円となります。

Q. 親元を離れての宿泊は初めてですが、大丈夫ですか？

→ご参加いただいたすべてのお子様に、安全に安心して楽しんでいただけるよう安全管理の面も含め、参加者約５名程度に対して１名

のスタッフを配置しています。お申込みの際に、親元を離れての宿泊の有無についても解答欄がありますので、その旨ご記入下さい。

Q. 集団行動が苦手、一斉指示などが通りにくい、ADHDなどの診断を受けているなど不安があるのですが

大丈夫ですか？

→申し込み時にお知らせいただければ、スタッフ間で共有し対応させていただきます。５年以上フリースクールでの指導経験がある

スタッフも滞在しておりますのでお気軽に、ご相談ください。

プログラム参加に関して

※その他ご質問等あればお気軽に
お問い合わせください。



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。

Nextone.の
ホームページからも
ご覧いただけます。

070-5457-8314

「ネクストワン つくば」で検索！

✉してねNext one.
Facebookページ


