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雪を体感する「自然体験」
●ここでは、雪とふれあい、雪と親しむ中で、自然を学び、自然を体感する取組を紹介します。
●雪には、子どもたちを引きつける多くの魅力があります。子どもたちの自主性や想像力、協調性、好奇心を引き
出すなどの教育効果もあり、雪は豊富な教育的素材なのです。

●近年、雪国の冬の環境をありのまま楽しむ取組が増えてきました。雪国を体験するプログラムの豊富さにはきっ
と驚くはずです。

雪の持つ魅力を体感！… 子どもたちの視点から、雪にはこんな魅力があります。

　雪はいろいろなものに見立てることができます。ケーキになったり、おにぎりになったり。簡単にかたちに
なって何度でも作り直すことができます。作ったものを本物に見立てて、ごっこ遊びがひろがり、子どもたちの
想像力の世界がさらに膨らみます。

　感動がある場所が学びの場所です。雪ってあったかい、雪っ
て楽しい、雪ってすごい…遊びや活動を通して、雪の持つ働
き、雪の特徴、雪国の文化を体で学んでいくのが、「雪となか
よしキャンプ」です。
　実は、雪とふれる体験は、雪国でも貴重で、用意しなければ
ならない体験となってきています。暮らしそのものが自然と寄
り添うものであることに気づくきっかけをつくっています。

＜連絡先＞

NPO法人緑とくらしの学校
〒943-0893 新潟県上越市大貫2558-2

Tel&Fax 025-523-5166
http://green-life.cocolog-nifty.com/greenlife/

子どもたちの想像力が豊かに

　雪で作ることができるものはたくさんあります。しかも簡単に様々な道具を使うことでその活動は広がりま
す。一人で作ることができるものもありますが、仲間と協力して作る場面を多く設定することができます。どん
なものを作ろうか相談したり、役割を分担したり、作りあげる過程で様々な協力が生まれます。協力してできた
ときの達成感を味わい、協力することの楽しさを体感できます。

仲間と協力する楽しさ

　雪はいろいろなものですべることができます。子どもたちはこのすべることの感覚が大好きです。スキーやそ
りだけでなく、ビニール袋でも簡単にすべることができ、またすべる向きや人数など自由自在に工夫することが
できるため、もっと楽しくすべろうと創意工夫する力につながります。

すべる感覚のおもしろさ

　真っ白な雪の上だから、はっきりと見ることができる動物たちの足跡やふん。これは生きている動物の自然界
での営みとの出会いです。どこから歩いてきたのかな、何が起こったのだろう、どんな動物だろう…と子どもた
ちの好奇心はかきたてられます。また、雪の積雪の高さがあるからこそ、ふだん手が届かないところの木の芽
（冬芽）なども観察できます。雪があるからこそ、出会える自然界の「おもしろい」「不思議」です。 

雪があるから出会える子どもたちの「へー」

雪でしかできない体験を！雪となかよしキャンプ
こどもしぜんあそび塾  冬

　「雪となかよしキャンプ」は、こどもしぜんあそび塾の
冬のメニューです。雪国新潟の文化にふれ、雪国ならでは
の雪を活かした体験を楽しみます。雪洞（雪の家）を掘っ
てそこでねる冒険キャンプ、大雪原を地図とコンパスだけ
をたよりに冒険する雪山ハイキングなどを行っています。

＜連絡先＞

NPO法人緑とくらしの学校
〒943-0893 新潟県上越市大貫2558-2

Tel&Fax 025-523-5166
http://green-life.cocolog-nifty.com/greenlife/

　森のようちえん「てくてく」のきっかけは、北欧で視察
した「森の幼稚園」です。これは、デンマークで生まれ
た、園舎をもたずに１年中、氷点下15度の極寒の冬でも、
毎日森で過ごす幼稚園です。
　“森の中に集まって、子どもたちが毎日森の中で遊んで
いる幼稚園”̶子どもたちは森の中へと出かけていき、通
常の幼稚園で行っている遊びや、歌を歌うこと、踊るこ
と、絵本を読むこと…すべてを森の中で楽しんでいます。
　「森の幼稚園」では、子どもたちの力を大人の目線で決
め付けてしまうのではなく、子どもたちが自分でやり通せ
るだけの時間を用意しています。また、大人が子どもたち
の世界に踏み込むことなく見守ることで、子どもたちの想
像力や好奇心を引き出しています。

小菅江美氏（環境教育事務所Life time  代表）
http://www10.ocn.ne.jp/̃lifetime/

北欧の｢森の幼稚園｣

　新潟県上越市には、雪が降る冬でも毎日森へ出かけ、森
を歩く野外保育の取組があります。雪は、幼児期の土壌を
豊かに耕し、心を強くたくましく育んでくれます。子ども
たちの遊びを限りなく膨らませ、雪が出会わせてくれる美
しい風景に感動し、自然のおもしろさ、不思議さに目をみ
はらせ、子どもたちの感性を豊かにしてくれています。

雪が降る森が子どもたちの学び舎　野外自主保育の取組
森のようちえん「てくてく」

　未就園児が親子で森をてくてく散歩する「ネコバス
組」、３歳児以上の預かり保育で森の中を毎日歩く野外
自主保育の「トトロ組」、月１回の週末にはお父さん
も、おじいちゃん・おばあちゃんも、おねえさん・お
にいさんもてくてくしたい人が集合する「週末てくてく
Day」などの活動を行っています。

雪を体感する「自然体験」

ネコバス組 トトロ組 週末てくてくDay
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雪を体感する「自然体験」

　｢にいがたの雪国体験学習」は、小・中学生から高校生までの幅広い層を対象とした雪国体験学習プログ
ラムのパンフレットです。修学旅行や自然体験学習、総合的な学習、学級会活動、学年・全校行事など、
教育現場における様々な場面で活用できる雪の中でのプログラムを中心に編集しています。
　新潟県内のスキー場や体験施設で受入を実施しているスポーツや自然観察、伝統文化などの7領域、計
101の冬季の体験活動を掲載するとともに、地域や施設の特色を活かした雪国体験プログラムを提案し、
県内外の小・中・高校に配付しています。

＜連絡先＞

新潟県スキー観光活性化戦略実行委員会
〒950-8570 新潟県新潟市新光町4番地1

（新潟県観光振興課内）
Tel 025-280-5254

　雪の中での体験や雪国文化の学習は、子
ども達の感動を呼び起こし、生きて働く
力、より善く生きる力を育むための素晴ら
しい教材となります。
　「にいがたの雪国体験学習」（パンフ
レット）は、私たち雪国で生活してきたも
のが、等しく雪に対して感じたであろう驚
きや感激、畏敬の念などを再び呼び戻し、
あわせて雪の魅力を知らない人たちへもそ
の魅力を伝えることができる新潟の雪国体
験学習プログラムを発信しています。

（同書巻頭言引用）

雪は素晴らしい教材－教育現場に雪の魅力を取り込もう！
にいがたの雪国体験学習

雪国体験プログラム

こんなユニークな雪国体験プログラムがあります。

雪を体感する「自然体験」

出典：「にいがたの雪国体験学習」、新潟県スキー観光活性化戦略実行委員会

かんじきを履いて、徒競走

かんじき徒競走
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
小学生以上（団体）
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
100人
●１日当たりの受入人数
500人
●体験費用
1人1,500円

どれだけ高くつくれるかな？

ピサの斜塔・雪山づくり
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
幼児から
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
約100人
●１日当たりの受入人数
約500人
●体験費用

仲間同士の協力がポイント

雪上ばんばレース
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
小学生以上
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
何人でも（要相談）
●１日当たりの受入人数
何人でも（要相談）
●体験費用
無料

大きな樽をうまく転がせるかな？

樽転がしリレー
●受入時期
12月下旬～3月末日
●対象学年
小学生以上
●所要時間
60分
●１回当たりの受入人数
100人
●１日当たりの受入人数
要相談
●体験費用
「雪上運動会」として１人1,050円

雪の上で水泳大会？

雪上水泳大会
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
小学生
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
何人でも（要相談）
●１日当たりの受入人数
何人でも（要相談）
●体験費用
無料

走る、転ぶ、滑る運動

雪上渦巻きレース
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
小学生以上
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
3人1組でグループ対抗戦
●１日当たりの受入人数
要相談
●体験費用
無料

スキンシップとアイディアで

雪上人力車
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
小学生以上
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
要相談
●１日当たりの受入人数
要相談
●体験費用
無料

グループの知恵が試される

雪上エレクトリックフェンス
●受入時期
12月末～3月中旬
●対象学年
小学生以上
●所要時間
30分
●１回当たりの受入人数
30人（1グループ6～8人）
●１日当たりの受入人数
要相談
●体験費用
無料

他の活動も含む
雪上運動会として

3,000円人
受け入れ施設により異なりますので、詳しくは
各施設へお問い合わせください。
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雪を体感する「自然体験」

＜連絡先＞

福井市少年自然の家
〒910-2161 福井県福井市脇三ヶ町66-2-10
Tel 0776-41-3660　Fax 0776-41-3661

　自然の中では甘えは通用しません。冬場は人がほとんど登らない雪山を子どもたちは自分の力で一生懸
命登ります。大人たちも手助けはしません。厳しい雪の環境の中で、自分の力で何とかすることを学び、
子どもたちはいきいきとしていきます。

　わくわく少年自然塾は、平成14年か
ら行っている宿泊型体験教室。かんじ
きをはいたり、ダイビングをしたり、
雪だるまや雪合戦を楽しんだりします
が、メーンは雪山登りです。急勾配も
ある約４キロのコースを、子どもたち
がひたすら歩きます。

雪に負けずに雪を楽しむ
わくわく少年自然塾

＜連絡先＞

津軽地吹雪会
青森県五所川原市金木地区
Tel&Fax 0173-52-2012

http://www.jomon.ne.jp/̃oldpine/slide-fbk.html

　地元にとっては嫌われ者の北国の「地吹雪」。これを地域外の
人が喜んで体験します。今では冬のイベントとして定着し、全国
各地から観光客が訪れます。安全さえ確保すれば、雪国の厳しい
環境を体験することは、雪国でない人々にとって大きな魅力とな
るのです。
　雪国地吹雪体験ツアーは、奥津軽の冬の厳しい気候を逆手に
取って、かつての標準装備であるモンペ、角巻（かくまき）、カ

ンジキを着用してもらい、
一寸先も見えない時もある
地吹雪の中、津軽平野の雪原をただ歩きます。
　厳しい地吹雪を体験した後は、昔懐かしい馬ソリの体験や津軽
の冬の郷土料理の代表とも言える「鱈のじゃっぱ汁」で冷えきっ
た体を温めます。さらに、津軽文化を理解してもらうため、津軽
弁講座などのオプションを用意するなど、学びのメニューも充実
しています。

やっかいものの地吹雪をありのまま体験
雪国地吹雪体験ツアー

雪を体感する「自然体験」

知床雪壁ウオーク
　知床雪壁ウオークは、世界遺産に登録された北海道知床において、
冬期間通行止めとなっている一般国道334号知床横断道路で開催され
ます。知床の自然の厳しさや素晴らしさを体感してもらうことを目的
に、平成16年から４月下旬の開通を前に１日だけ実施されており、峠
付近ではロータリー除雪車による除雪作業見学会も行われます。 

＜連絡先＞

知床雪壁ウオーク実行委員会
〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100-83
 知床羅臼町観光協会　Tel 0153-87-3360

〒099-4192 北海道斜里郡斜里町本町12番地
知床斜里町観光協会　Tel 0152-22-2125

　積雪があまりにも多いために、冬期間は閉鎖される道路があります。春先になると除雪が行われ、通行
できるようになり、道路の両脇には雪の壁がそびえ立って見る人を圧倒します。普段は歩くことのできな
い雪の回廊をウォーキングする　－今では雪国の雄大さを実感する感動の体験メニューとなっています。

圧倒的な雪の回廊を歩く感動体験！
雪の回廊ウォーキング

八甲田ウオーク
　八甲田ウォークは、八甲田・十和田ゴールドライン（国道103号）が
４月１日に一般開通する直前（３月29日～31日）、春の観光シーズン
の到来を県内外に情報発信することを目的に開催されます。道路の両
側にできた最高９mにもおよぶ雪壁の回廊が連なる国道103号酸ケ湯－
谷地間８kmを歩き、ウォーキング後は酸ケ湯温泉等で入浴を楽しむこ
とができます。

＜連絡先＞

八甲田・十和田ゴールドライン開通フェア実行委員会
（事務局　社団法人青森観光コンベンション協会）

〒030-0823 青森県青森市橋本2-2-17　青森県商工会館4F
Tel 017-723-7211　Fax 017-723-7215

http://www.atca.info/goldline/walk/

立山・雪の大谷ウオーク
　立山・雪の大谷ウォークは、開通直後の立山黒部アルペンルートに
おいて、普段は歩くことのできないバス道路の一部を散策用に開放
し、高さ20mに迫る雪の壁を間近に感じることができます。４月中旬
から５月末日まで散策することができ、期間中はナチュラリストによ
る解説やロータリー除雪車による除雪実演なども同時開催されます。 

＜連絡先＞

立山黒部アルペンルート
Tel 076-432-2819

http://www.alpen-route.com/
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