
 

 

１ 趣  旨  自然に関する体験活動や各教科の学習を、当施設で実施できるような環境を整え支援

することを通して、より子どもたちの主体性や学習意欲の向上につなげられるとともに、

当施設の利用促進が図られることを目的とする。 

 

２ 期  間  通年 ※繁忙期は、月・金曜日などの施設利用が比較的少ない日を推奨します 

 

３ 会  場  青森県立梵珠少年自然の家 

 

４ 対  象  幼児、小学校低・中学年 ※希望に応じて全校や小学校高学年にも対応します 

   

５ 内  容  校外学習や遠足等の目的に応じた活動プログラムを決定し、自由に日程を組むことが

できます。午前のみ・午後のみの利用や活動プログラム１つだけを行うことも可能です。

また、雨天・荒天時にも対応したプログラムを準備することができます。 

 

【推奨する活動プログラム一覧】 

活動プログラム名 分類 対象 教科への対応 経費 概要 

コマ図たんけんたい 野外 幼児～ 

小学２年 

生活、体育 0円 コマ図に従ってコースを歩き、チェ

ックポイントの課題に取組みます。 

梵珠ディスクゴルフ 野外 制限なし 体育、総合 0円 フライングディスクを使ったゴルフ

のようなゲームです。 

自然ふれあいハイク 野外 制限なし 生活、理科、 

総合 

0円 マップやカードを活用し、草花遊び

や動植物の観察などをします。 

虫取り遊び 野外 制限なし 生活、理科、 

総合 

0円 「虫取りあみ」と「虫取りかご」を

使って、虫取り遊びをします。 

ザリガニ釣り 野外 制限なし 生活、理科、 

総合 

0円 梅枝とたこ糸を使って竿を作り、ザ

リガニ釣りをします。 

ふれあいゲーム 野外 制限なし 体育、総合 0円 野外のチェックポイントの課題を解

決しながら得点を競うゲームです。 

野外炊事 

ぼんじゅピザ 

野外 小学 

３･４年 

総合、 

学級活動 

162円 生地から作ってピザオーブンで

焼く本格ピザです。 

野外炊事 

ホットサンド 

野外 小学 

３･４年 

総合、 

学級活動 

101円 ホットサンドメーカーを使って

焼く本格ホットサンドです。 

野外炊事 

流しそうめん 

野外 制限なし 総合、 

学級活動 

60円 流し場に設置した「雨どい」を利

用して、流しそうめんをします。 

ぼんチャレンジピッ

ク 

室内 制限なし 体育、 

学級活動 

  0円 空き缶つみなど、誰でも手軽に楽し

める１０種目のゲームを行います。 

金山焼 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作 410円 五所川原市金山地区の陶芸「津軽金

山焼」の製作を体験する活動です。 

竹の水鉄砲 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作  60円 真竹と梅枝で作ったピストンで水を

発射する水鉄砲を作る活動です。 

ぼんじゅ竹灯籠 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作  80円 真竹と板材と和紙を使って、古くか

ら伝わる灯籠を作る活動です。 

トンカチ工作 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作  50円 自由な発想で木材を切ったりつな 

いだりして、作品を作ります。 

梅枝輪ゴム銃 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作  30円 自然の家近隣の「北限の梅」の枝を

使って「輪ゴム銃」を作る活動です。 

竹の空気鉄砲 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作  30円 女竹を加工し筒と押し棒を作り、和

紙を玉にして空気鉄砲を作ります。 

※  野外炊事は、当施設セット価格から割り出した、1 人分の金額となっています。 
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活動プログラム名 分類 対象 教科への対応 経費 概要 

きになる木 

 

創作 小学 

３･４年 

図画工作  30円 段ボールの台紙に梅枝や自然物な

どを貼り付けて、壁掛けを作ります。 

まつぼっくり 

けんだま 

創作 幼児～ 

小学２年 

図画工作、 

生活 

 30円 カップと毛糸、松ぼっくりを素材にし

て、けんだまを作ります。 

プラバンストラップ 

 

創作 制限なし 図画工作、 

生活 

 50円 プラ板に絵や文字を描き、オーブン

トースターで焼いて作ります。 

森のガーランド 

 

創作 制限なし 図画工作、 

生活 

 30円 木の実や草花などを梅枝からぶら下

げて、ガーランドを作る活動です。 

森のネックレス 創作 制限なし 図画工作、 

生活 

 30円 松ぼっくり、くるみ、木の枝などを

材料にネックレスを作る活動です 

バードコール 

 

創作 制限なし 図画工作、 

生活 

150円 木材にボルトをつけ、鳥の鳴き声

のするおもちゃを作ります。 

スノーシュー 

ハイキング 

冬季 小学 

３･４年 

体育、理科、 

総合 

0円 スノーシューで冬山を歩き、動物

の足跡や冬芽などの観察をします。 

チューブそり遊び 

 

冬季 小学 

３･４年 

体育、総合 0円 タイヤチューブのそりに乗り、専用

コースで滑走を楽しめます。 

ぶんぶんアイス 

 

冬季 小学 

３･４年 

理科、総合 材料 

持込 

アイスの材料を雪入れたシーツで包

み、振り回してアイスを作ります。 

ふれあいビンゴ冬 冬季 制限なし 体育、総合 0円 冬の自然の中を歩き、チェックポイ

ントの課題やビンゴに取組みます。 

※ この他にも、たくさんの活動プログラムがあります。詳しくは、梵珠少年自然の家ホームページ「活動プログラム一 

覧」をご覧ください。 

 

 

６ 費  用  上記一覧表の通り 

※詳しくは、梵珠少年自然の家ホームページの「各種料金」をご確認ください。 

 

７ 申込み・問合せ 

(1)申込み方法     申込みは、利用予定日の 14日前までにお願いします。まずは、電話で施設の

利用状況を確認してください。確認がとれましたら、利用許可申請書（梵珠少年

自然の家ホームページからダウンロード）を郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかで

提出していただきます。 

 (2)申込み・問合せ先  青森県立梵珠少年自然の家   電 話 ０１７３－２９－３３０３ 

                          ＦＡＸ ０１７３－２９－３３０６   

E-mail  hi-bonsho@pref.aomori.lg.jp 
                       ※受付時間は、８：３０～１７：００となります。（土・日・祝日を除く） 

            ※ホームページは「梵珠少年自然の家」で検索してください。 

 

８ そ の 他 

(1) 原則、利用日の２週間前までに事前打合せ研修（個別研修会）を行います。自然の家職員と活動 

プログラムの確認や留意点、活動場所の確認、持ち物等について打合せをします。 

(2) 経費の支払いが発生する場合のみ「シーツ・活動材料利用申込書」の提出が必要となります。 

当施設ホームページからダウンロードし、当日ご持参ください。なお、支払いについては退所する

際に「経費内訳書」と「払込取扱票（振込用紙）」をお渡ししますので、最寄りの郵便局から払込

みしてください（口座振替を推奨）。 

(3) 活動の「しおり」などを作成する場合は、当施設に２部提出してくださるようお願いします。 

(4) 自然の家食堂の利用や弁当注文も可能です。利用を考えている場合は、必ず電話での確認をお 

願いします（繁忙期は利用できない場合があります）。 

(5) 新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴い当施設が休館等になった場合、利用の延期や辞退を検討して 

もらう可能性があります。あらかじめご了承ください。 


