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１）子ども農山漁村交流プロジェクトの概要

　　　平成 20年度から５年間で、農山漁村での１週間程度の長期宿泊体験活動（農林漁家での宿泊

体験を含む）を、全国２万３千万校の小学校１学年（５年生）程度の参加を目標に総務省、文部

科学省、農林水産省が連携し推進しています。このプロジェクトは『ふるさと子ども夢学校』の

愛称で呼ばれています。

　　　子どもたちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い成長を支える力

強い子どもの成長を支える教育活動として進められています。

２）プロジェクトの３つのポイント

　　　我が家を離れ自然豊かな農山漁村に宿泊し、普段の生活とは異なる環境や人間関係の中に身を

置き、様々な実体験を行うことは、子どもたちの新たな一面を引き出し、成長を促す効果があり

ます。

南信州セカンドスクール事業 南信州セカンドスクール事業 

１．子ども農山漁村交流プロジェクトと
　　　　　　　南信州セカンドスクール事業について

① １週間程度の長期宿泊体験活動

② 農林漁家での宿泊により農山漁村の生活を体験

③ 農林漁業体験を通して食の大切さを学ぶ
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３）南信州セカンドスクール事業の特徴と方針

　南信州セカンドスクール事業は、４泊５日という長期間、小学校高学年の児童たちが自然豊かなこ

の地域において農家民泊、集団宿泊、農林業体験、そば打ち・五平餅づくりといった様々な体験メ

ニューを実施するもので、周りの人への思いやりの心、仲間と協力して物事に取り組もうとする姿勢、

一人で物事に立ち向かう強い心等の生活力を育んでいく、という教育的効果を期待するものです。

１）南信州の地域概要

　　　南信州は日本の真ん中に位置し、長野県の最南端、飯田市と下伊那郡 13町村によって構成さ

れる地域です。ほぼ中央を天竜川が北から南へ流れ、東を南アルプス、西を中央アルプスに囲ま

れた伊那谷（世界一大きな谷といわれる）南部に位置し、面積は 1,929�、大阪府や香川県より

も広く約 86％が山林で、急峻な地形です。

２）実　績

２．南信州セカンドスクール研究会について

①４泊５日を基本【農家民泊（ファームステイ）１泊・集団宿泊３日】

→　２泊３日からも可能ですが長期に渡るほど教育的効果が高いと考えられています

② 163 もの体験メニュー

→　豊富な活動でお迎えします（時期により実施できないものもあります）

③簡易宿所の許可をもった農家 360 軒

→　安心・安全に心がけています

備　　　考受入校数

神奈川県（４校）／千葉県（３校）

／長野県飯田市（１校）
８校平成 20年度

神奈川県（４校）／千葉県（３校）・

／山梨県（１校）長野県飯田市（４校）
１２校平成 21年度

表 1　受入校数一覧
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　子どもたちをより良く変えるとは、本当の生きる力を育むことを意味します。多様な体験活動を通

じて子どもたちの心にたくさんの経験という引出しと人と人がつながる力を作りたいものです。そ

の力は必ず「困難に立ち向かう力」、「 艱難  辛苦 とたたかう心」を子どもたちに育むことになります。
かんなん しんく

そのため、南信州では多彩な農林業体験、自然体験、伝統工芸体験などを準備しています。そして、

一番のキーワードは子どもたちの受け入れに一生懸命に取り組む地域の人々の存在であり、私たちは

それを大切に考え、事業を進めています。

行動 

情動 

認知 

意識的 

体験学習 

無意識的 

（行為・意志） 

（感情・五感・心） 

（意識化・ 
　　言語化・ 

　　　　理論化） 

認知－行動領域 

情動領域 

３）理　念

図 1　認知－行動中心型と情動中心型の体験学習（出典：羽場 2007 より）
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４）研究会の強み

　①地域が一体となった多様な組織により構成

　　　行政枠を越えた「南信州」という広いフィールドで取り組んでおり、14市町村に存在する多

彩なプログラムが提供できます。

　②民間活力を活かした組織体制

　　　山村留学や体験教育旅行受け入れの経験とノウハウを持つ団体が加入しており、魅力あるプロ

グラムづくりや教育効果の高い受け入れが可能です。

　　　また、各団体が知恵を結集しあい全体のレベルアップを図っています。

　③第３者的な組織の活用

　　　支援組織（長野県下伊那地方事務所、大学等）や顧問（大学教授といった有識者）が構成組織に

含まれており、専門的な意見やアドバイスをもらうことにより組織として教育効果の検証や受入

態勢（体制）の課題解決に取り組んでいます。
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５）受入窓口

　セカンドスクール事業の受入窓口（コーディネート）はノウハウを持つ南信州観光公社が学校と連

携し全てを行います。また、全体の調整や同事業を円滑に進めるための態勢づくりを研究会組織（事

務局：南信州広域連合）が行っておりますので、安心して訪れていただくことができます。

　当地域は、既に南信州観光公社が窓口となり、農家をはじめ、宿泊や体験メニューの提供団体が連

携して、主に中学生を対象にした体験教育旅行を受け入れている実績があり、全国的にも先進的な取

り組みとして認知されています。体験教育旅行を全国から年間 100 校もの実績があり、受入態勢（体

制）も充実し ､十分に満足していただけるものと考えます。

６）研究会を構成する組織

　研究会を地域が一体となり民間活力を活かした多様な組織とするため、南信州観光公社（当地域の

観光事業を推進する組織として 14市町村及び民間企業出資により設立した第三セクター）をはじめ、

農家、体験メニュー、宿泊受入等の団体と市町村及び市町村の教育委員会によって構成しており、そ

の事務局を南信州広域連合が担っています。平成 20年４月には「子ども農山漁村交流プロジェクト」

の先導型受入モデル地域の指定を受けました。

図 2　南信州セカンドスクール事業受入システム図



南信州セカンドスクール 9

３．南信州の安全管理と緊急対応

１）緊急対策システム

　　　南信州セカンドスクール研究会では、非常時の事態に備え迅速・的確な処置が行える「緊急対

策システム」を確立しています。

２）緊急連絡体制

　　　緊急事態が発生した場合には、南信州観光公社がその対策本部となります。

　①緊急対策本部

　　　現場対応者（第１発見者）が緊急対策本部に第一報（連絡）をし、その後緊急対策本部が関係

機関等へ連絡します。

　②一次対応・二次対応

　第１次対応

　　　事故が発生した際、現場対応者は直ちに状況を把握し 119 番通報（緊急を要する場合）及び緊

急対策本部に連絡を行い、事故の状況、怪我・病気等の症状、搬送先病院名等を伝えます。

　第２次対応

　　　緊急対策本部は、直ちに参加者関係、現地関係機関、南信州セカンドスクール研究会等に事故

の状況等の連絡をします。先生もしくは添乗員の移動については基本的に南信州観光公社が対

応します。

事故発生 

緊急対策本部 

第1次対応 

第1次対応 

第2次対応 

参加者関係 現地関係機関 南信州セカンドスクール研究会 
（南信州広域連合事務局） 

例：市町村、保健所、病院、消防署、警察署、 
　　利用宿泊施設、農家、その他関係機関 

例：被害者のご家族、学校、 
　　教育機関等 

緊急を要しない場合 

緊急を要する場合 

119番通報 119番通報 

図 3　事故発生時のフローチャート
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　③緊急時の事前対策と緊急対策本部の受入当日の体制

　　緊急時の事前対策と緊急対策本部の受け入れ当日の体制としては次のことを行います。

　・民泊受入農家宅へ、南信州観光公社の電話番号及び携帯電話番号、学校本部宿舎電話番号の書面

による通知しておきます。

　・農家民泊受け入れ時の、南信州観光公社における当番職員の夜中０時迄の待機、また、携帯電話

の２４時間待ち受け状態にしておきます。

　・その他状況に応じた臨機応変に対応します。

３）南信州地域の救急医療体制

　　　南信州地域（飯田市及び下伊那郡地域）では、昭和 49年に「飯伊地区包括医療協議会（医師

会・歯科医師会・薬剤師会、市町村、保健所、広域連合により構成する組織）」が設立され、同

協議会により休日・夜間の一次、二次救急医療が実施、管理・運営されています。

　　　この地域にはこうした先進的な救急医療体制が確立しており、住民の安心・安全な生活が守ら

れています。

　

４）損害保険システム

　　　南信州セカンドスクール事業において加入する保険を下表に示します。

備　　考補償の内容保険の種類

個々の施設で加入している。施設により異なる旅館賠償責任保険１

インストラクターの責任に帰

属する事故が発生した場合に

対応できる保険として賠償責

任保険（てん補限度額または

保険金額１億円／１名・１事

故）を付保

１億円／１名・１事故指導者賠償責任保険２

１事故３億円／１名１
億円

民宿用賠償責任保険３

任意であり、利用者が付保す

る。

※公社で受け付けができる。

死亡　2,000 万円

入院　5,000 円

通院　3,000 円

国内旅行傷害保険４

表 2　加入保険一覧
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４．南信州セカンドスクール事業の体験内容と展開

２）日中等の活動（体験）のカテゴリー

（Ａ）農林業体験活動

　　　畑、田んぼ、林での活動。田植えや稲刈り等のハイライトばかりでなく、草取りに代表される

ルーチンワーク的活動を体験させることも大切です。

長　　　所種　別

・集団活動が可能

・集団指導が可能

・指導効果や健康等に関し、経過観察が容易

・適時指導が容易

・教科教育実施の可能性を持つ

・同質の活動を保証

・連絡・管理の集中が可能

集 団 宿 泊

・ホンモノのふるさと体験ができる

・少人数での活動ができる

・農家の方々との血のかよったふれあいができる

農 家 民 泊
（ファームステイ）

１）集団宿泊と農家民泊（ファームステイ）の長所

　　　南信州セカンドスクール事業は、集団宿泊と農家民泊（ファームステイ）の２種類の宿泊体験

を合わせた複合システムです。この複合システムにより、集団だからこそできる仲間との生活を

共にする貴重な体験や、また、農家民泊では少人数による心のかよったふるさと体験ができま

す。それらの特徴をまとめると以下のようになります。

穂を縛る作業農作業体験

表 3　集団宿泊と農家民泊（ファームステイ）の長所
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（Ｂ）野外活動

　　　川遊び、ハイキング、キャンプファイヤー、野外炊飯、自然観察、星空観察、生き物探し等。さ

らにスポーティに、ラフティングやスキー、地元の子どもたちとのスポーツ交流等があります。

（Ｃ）伝統・風土等地域文化を体験できる活動

　　　史跡見学や資料館見学、伝統技術体験館の訪問等があり、タイミングがあえば地元のお祭り等

の見学もできます。また、農家民泊はその生きた体験となりえる意味で、（Ａ）や（Ｂ）と関連

づけた展開も心がけたいところです。

（Ｄ）手作り工作

　　　南信州地域では水引工芸が代表的な伝統工芸であり天候にかかわりなく体験できます。水引

工芸の場合できあがったものをすぐに持ち帰る点で魅力があります。他に竹細工や陶芸等多く

のメニューがあります。

（Ｅ）伝統料理活動

　　　ソバ打ち、五平餅作り、朴葉餅作りや朴葉寿司等があります。

ソバ打ち体験水引体験

雪遊び体験ラフティング体験
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３）計画案

　　前述の内容を具体的に例示したプログラムを以下に示します。

宿泊施設場所・内容等活　動時　間

集団宿泊施設

集団宿泊施設

野外炊飯（Ｂ）

星空観察（Ｂ）

開会式、オリエンテーション

活動①

夕食

入浴

活動②

就寝

＜初日＞

　　午後

　

　　夜

集団宿泊施設

林業体験（Ａ）

川の生き物探し（Ａ）

そば打ち（Ｅ）

＜注意＞  一日活動日にあてられる利

点を活かし、お弁当を持って登山にで

かける等、一日たっぷり野外活動にあ

てることができる日なので、そうした

プログラム構成も考えられます。

起床、清掃

朝食

活動③

昼食

活動④

活動⑤

夕食

入浴

就寝

＜二日目＞

　　午前

　　午後

　　夜

農家民泊
農作業体験（Ａ）

起床、清掃

朝食

活動⑥

昼食

農家に移動

農家での宿泊体験（Ｃ）

　＜三日目＞

　　午前

　　午後

　　　夜

表 4　南信州セカンドスクール版プログラム
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宿泊施設場所・内容等活　動時　間

集団宿泊施設水引体験（Ｄ）

温泉の活用

キャンプファイヤー（Ｂ）

　農家での活動

　集団宿泊施設へ移動

　昼食

　活動⑦

　入浴

　夕食

　活動⑧

＜四日目＞

　　午前

　　

　　午後

　　夜

　起床、清掃

　朝食

　荷物片付け

　振り返り

　閉会式

　解散

　＜五日目＞

　　午前

※１　色の部分は、セカンドスクールが長期化し、農家民泊を複数回したいという希望があった

場合、民泊スケジュールのモジュールとなります。活動⑥、⑦、⑧は適宜内容を検討して入

れ込むことが可能です。

※２　３泊４日で構成する場合・・・二日目のプログラムを削除します。

※３　長期のプログラムを構成する場合・・・農家民泊が農家にとって負担のないよう配慮の上、

２泊目以上をどこに入れるか検討する。
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４）南信州体験教育旅行における体験活動・プログラムの具体例

　①体験活動（アクティビティ）

　　南信州体験教育旅行では既に下記の体験活動を実施しているので参考までに列挙します。

表 5　環境学習体験活動

ふるさとの山を観る　松川入り～摺古木山１

天然林と人工林を観る　伊那谷のダイナミズムと森はどう関わっているか２

巨木と語る｡ Ⅰ～Ⅴ　巨木には神が宿る下條・飯田市・北部地区・南部地区・西部地区編３

里山の古今　野底山森林公園で人とのかかわり４

里山の植物　南信州は南限北限の植生の交差する多様性が特徴５

森林営林作業　間伐作業、枝打ち作業６

道具に学ぶ　林業を支えるさまざまな道具の機能と手入れ７

炭焼き体験　燃料革命が不要にした炭は今見直された８

竹炭焼き体験　９

竹細工　かつて竹はさまざまな器に姿を変えて人々の生活を支えた１０

木工クラフト　木の持つ特性を知り、クラフトの世界に挑戦しよう１１

どんぐりの森づくり　里山に都会の学校の学友林をつくる１２

表 6　森林科学系体験活動

伊那谷の星を観る　天の川が見えるかな１３

絶滅危惧種（レッドデータブック）の生態と保護の方法は？１４

バードウォッチング１５

水生昆虫は水の流れを読む１６

環境カルテづくり１７

センス・オブ・ワンダー　ネイチャーゲームの手法で１８

自然の力を利用したクリーンエネルギー太陽光発電について三菱電機飯田工場で学ぶ１９

表 7　伝統工芸系体験活動

草木染めⅠ　自然木や野草から色をいただく２０

草木染めⅡ　飯田紬の職人技に学ぶ２１

紙漉き　和紙漉きは農家の冬の副業　冬期限定プログラム２２

阿島傘作り２３

表 8　自然を五感で感じる系体験活動

木登り、どこまで行ったら枝は折れるかな？その感じが大事２４

竹スキー、竹そりをつくって滑って見る２５

竹製玩具作り　竹とんぼ、水鉄砲等のおもちゃをつくる２６
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表９　食文化系体験活動

春・夏・秋の草を食べる　山野草を摘んで料理する２７

自然酵母でパンを焼く２８

薬草論　山野に分け入り、薬草の見分け方と効用を学ぶ２９

キノコ料理アラカルト３０

発酵ご膳作り　発酵食品はスローフード３１

表１０　トレッキング・自然観察系体験活動

ヘブンスそのはら～富士見台高原コース～　※冬季にはスノーシューコース３２

富士見台高原～南沢山～清内路村コース　　※冬季にはスノーシューコース３３

清内路ふるさと村自然園～南沢山コース　　※冬季にはスノーシューコース3４

小黒川ミズナラ～禿岳～大平高原～木曽見茶屋コース３５

黒川渓谷沢渡り３６

茶臼山高原～アテビ平小鳥の森コース　　※冬季にはスノーシューコース（家族連れ向け）３７

尾高山～御池山～下栗の里コース３８

大川入山コース３９

摺古山～安平路山（日本 200 名山）コース４０

恵那山４１

烏帽子岳（松川町）４２

神坂神社～信濃路自然歩道（古代東山道）コース４３

秋葉街道（小川路峠）コース４４

笠松山～大平宿コース４５

鳥倉林道～三伏峠コース４６

下條山地縦走（極楽峠～亀沢山）コース４７

万古渓谷沢渡り　二軒屋～唐沢の滝コースと栃の木～一石の滝コース（選択）４８

蛇峠山（冬季はスノーシューも可能）４９

不動滝～吉田山５０

虚空蔵山～風越山５１

ナイトスノーウォーク　アニマルトラッキング　闇夜にキラッと光る目は？５２

表１１　花めぐり系体験活動

山野草物語　人知れず咲く花　その花はここにあるから美しい５３

桜守の旅　南信州の人知れず咲くサクラを訪ねる５４

桜守の旅　桜花を撮影する　撮影方法を学ぶ５５
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内　　　　　　　容プログラム

巨木と語る、埋没林を尋ねる、里山の今昔と植物、山の仕事技

術、森林の広域性と森林計画、動物と森林の被害、林業家の魂

に触れる等

森林環境プログラム

伊那谷の星座を見る、中央構造線と伊那谷の地質・歴史、伊

那谷の地形と活断層、化石から伊那谷を見る、バードウォッ

チング等

自然科学プログラム

材料収集からの草木染、縄綯い等伝統工芸・生活技術プログラム

乗馬、ラフティング、渓流釣り、マウンテンバイク、カヌー、

沢渡り、魚釣り、ルアーフィッシング、フライフィッシング、

アユ釣り、タイヤチューブ下り、マレットゴルフ、パターゴル

フ、登山ハイキング等

アウトドアアクティビティ

プログラム

そば打ち、五平餅作り、農山村料理、よもぎ餅作り、タケノ

コ堀りと料理、山菜採りと山菜料理、きのこ狩りと料理、ソー

セージ作り、サバずし作り、自然酵母のパン作り、薬草と薬膳

料理、漬物加工、味噌加工、豆腐作り、梅収穫と梅漬け等

味覚体験プログラム

リンゴ摘果・袋かけ、田植え、酪農農家体験、きのこ菌打ち、

森林営林、炭焼き、野菜植付け、野菜収穫、養蚕作業、ブド

ウ袋かけ、イチゴ苗移植、キノコ狩り、柿もぎ・干柿作り、

ナシ摘果等

農林業体験

農家に宿泊。一軒あたり４人程度の受け入れで素のままの交

流をする
農山村交流・農山村の生活体験

水引職人に学ぶ、押し花体験、紬の機織り、草木染め、陶芸、

土笛作り、こけし描彩、木工製作、紙すき、竹細工、わら細工、

阿島傘作り、糸操り人形、墨絵、篠竹笛作り、蔓細工、和紙

人形等

伝統工芸・クラフト創造

ヘブンスそのはら Snow World（阿智村）・平谷高原スキー場

（平谷村）治部坂高原スキー場（阿智村）
ウインタースポーツプログラム

蛇峠山コース（阿智村）・茶臼山コース（売木村、根羽村）・

南沢山コース（阿智村）
スノーシュープログラム

江戸末期～明治時代につくられた古民家群でのいろりを囲む

生活
原生活・野外活動体験

　②プログラム

　　以上の体験活動その他を組み合わせた体験プログラム例は以下のとおりです。

表１２　体験プログラムの一例

※この他季節に応じてリンゴ、ブルーベリー狩りやそれらの果実を使ったジャム・パイ作り等も楽しめます。また

様々なスポーツ、研修施設、野外キャンプ場が用意され周辺観光と組み合わせた総合的なプログラムもあります。
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５．実践編　～セカンドスクールを実現するまで～

　ここでは、南信州でセカンドスクールを実施していただく場合の一例として、実施までのプロセス

を簡単にまとめてみました。

　図で示すセカンドスクールの行い方

　年間計画をたて、実施に向けての課題抽出・解決およびスケジュールを管理を行う仕組みをつくる

と良いです。

　☆ここでしたいこと

　　・貴校で行う場合のセカンドスクール事業の目的

　　・場所、時期の選定

　　・費用確保のための工夫。（南信州におけるセカンドスクールの場合、おおむね１日１万円

　　　程度必要です）

　

　特にはじめて実施される場合、現地下見を必ずされると良いです。活動現場・宿泊現場（様子、距

離、緊急医療体制、野外活動実施場所においては携帯電話電波状況など）を確認することはもちろん、

受け入れ側の人と顔をあわせることで、以降のやりとりが格段にスムースになるものです。
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　☆ここでしたいこと

　　・現地施設、環境、受け入れ側の組織や人の確認

　　・緊急医療体制、安全体制 ( 保健所、警察署、消防などとの連絡体制、天候変化の場合の対

　　　応方法など ) の確認

　　・そこでできる活動および受け入れ数、移動手段の確認

　　・各費用の確認　（宿泊費、移動費、食事費、体験活動費など）

・移動手段、宿泊場所、活動プログラムの

　手配。

　（これらは南信州観光公社がお手伝いします。）

・保護者への理解を求める取り組み。

・参加者のアレルギー、既往症などの確認。

・学校職員体制の補強対策。

・関係各所への諸連絡

・セカンドスクールの目的の理解

・セカンドスクールで訪れる場所、環境の理解

・セカンドスクールの計画とそのねらいの理解

・セカンドスクールの安全管理についての理解

・セカンドスクールの持ち物の理解

（南信州セカンドスクール研究会による出前

講座できます）

・民泊する農家へ手紙を書くと、自己紹介と

あわせた事前コミュニケーションとなって

よいようです。

事事事事事事事事事事事事事事 前前前前前前前前前前前前前前 事事事事事事事事事事事事事事 務務務務務務務務務務務務務務事　前　事　務事事事事事事事事事事事事事事 前前前前前前前前前前前前前前 指指指指指指指指指指指指指指 導導導導導導導導導導導導導導事　前　指　導

※下見の様子により具体的に計画・算出。

※出発からおかえりまで、南信州観光公社がご相談窓口になります。
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■事後指導

　・お世話になった農家の方へお手紙を書くと、当時やその瞬間を思い出し、振り返りのきっかけに

なります。

　・記憶が鮮明なうちに一度と、数ヵ月後に一度、セカンドスクールの振り返りと自分の変化につい

て振り返りを行うと、より事業効果が高まる期待が持てます。

■事後事務

　・各種精算事務。

　・南信州セカンドスクール研究会より、アンケート調査にご協力のお願いをすることがあります。

　

時期・内容・プログラム・指導方法について等

（参考）実施時期について

　南信州では一年を通してさまざまな体験活動のメニューがご用意できます。ただし春の修学旅行

や夏休み行事の重なる時期など、時期によっては対応が難しい時期もありますので、事前に南信州観

光公社までご相談ください。

実  施 実  施 

表１３　実施時期の長所と短所

短　　所長　　　所

・猛暑が子どもたちの体力を奪います

・集団宿泊施設（特に公的施設）が一般のキ

ャンプ等で埋まりやすい

・日中の農業体験が少ない（実際農家の方は日

中炎天下では作業しないため）

・川遊びや舟下り等の活動が可能

・着替え等が少なくてすむ

・体調管理がしやすい

夏

・少し時期が遅いと寒くなり体調管理が必要

・体調管理（インフルエンザ対策等）

・農作業の種類が豊富

・集団宿泊施設（特に公的施設）が比較的取

りやすい

秋

・体調管理（インフルエンザ対策等）

・冬ならではのアクティビティが可能

・集団宿泊施設（特に公的施設）が比較的取

りやすい

冬
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南信州セカンドスクール事業 お問い合わせ票

①　学校名を教えてください。　　　　　　　　　　　　　 小学校　　　　 年生　　　　　 人

②　実施時に引率する先生の人数（予定）を教えてください。　先生 　 　 人　その他 　 　 人

③　実施希望日を教えてください。

　（第１希望）

　平成 　　 年 　　 月 　　 日（ 　 ）～  　　 月 　　 日（ 　 ）　　 泊 　　 日　

　（第２希望）

　平成 　　 年 　　 月 　　 日（ 　 ）～  　　 月 　　 日（ 　 ）　　 泊 　　 日　

（第３希望）

　平成 　　 年 　　 月 　　 日（ 　 ）～  　　 月 　　 日（ 　 ）　　 泊 　　 日　

④　どんな活動を実施したいですか？　Ｐ 15、16 を参考してください。

Ⅰ　環境学習体験活動　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅱ　森林科学系体験活動　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ　伝統工芸系体験活動　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅳ　自然を五感で感じる系体験活動　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅴ　食文化系体験活動　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅵ　トレッキング・自然観察系体験活動　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅶ　花めぐり系体験　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

Ⅷ　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　※時期により実施できないものもありますのでご了承ください。
　

⑤　実施にあたりご希望があれば教えてください。

⑥　心配なこと、不安なことがあれば教えてください。

⑦　視察希望について

　　あり　（ 　　　 月  ごろ希望 ）　・　なし

学　校　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連　絡　先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㈱南信州観光公社　行

FAX：0265－28－1748

キ

リ

ト

リ

線

キ

リ

ト

リ

線
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児童からの声 
・農業の大切さや農業によって人間は命をもらっていることがわかった。 

・家でゲームばかりしていたけど、長野ではそれをしなくたって、野菜などをとったりする方がすご

く楽しいということを学んだ。 

・体験学習をしてみて、少しでも人と人とのつながりをきちんと感じられるようになった。 

・農家の人が言っていた「真剣にやる」という言葉で勉強や遊びを真剣にやろうと思った。 

・まとめる人（大人 )がいない中、自分たちで「どうする？」「こうしよう！」とかみんなで相談した

り協力したりすることが大切だなと思った。 

・自分が手伝いしたから、食事がいつもよりおいしく感じた。 

保護者からの声 
・準備段階から学ぶことが多く、チーム活動・マナー等を体験できる良い機会だった。 

・子供の成長を期待するというより、経験そのものに期待していました。 

・都会で生活している私たちは便利さが当たり前になっていると思う。野菜など自給自足できる田舎

の人々の暮らしを知って欲しいと思った。 

・家族の大切さを実感したようです。「楽しかった！！だけど寂しかった…」と何度も言っていて少し

ホロッとしてしまいました。 

・帰って来た時の充実した顔を見ただけでも、その効果はわかりました。 

・自分の帰りを心待ちにしている家族（特に妹、弟）への気持ちに感謝していたようにみえました。

そして、自分が「姉」であるという事を少しですが、やっと実感したかなと思いました。 

・４泊５日で急に変わることはないが、きっとこの経験が肥料となって現れてくることと期待してい

ます。 

・子供の様子の変化は特に感じませんが、親自身が子供に対して考え方が変わりました。 

・子供たちはたくましく強いのですが、逆に親の方が子離れできていないのが現実です。親の方に対

して説明する事に対して苦労されるかと思います。（家庭によって違いますが） 

先生からの声 
・農家の方と接することによって、マナーや礼儀作法、触れ合う楽しさなど、直に学ぶことができ、

積極的に取り組むことができるようになったと思います。 

・人の関わりや自主、自律（自立）を目的とした活動にとって農家民泊に意味、価値あるものである。 

・農家民泊は本当にいい経験になったようです。親からも子どもからも反響が大きかったです。 

・農家での触れ合い。体験は心に残るものであった。 

・特に川遊びがよかった。自然にふれ合い、楽しさと怖さもわかったと思う。 

・農家の方々との会話を通して生き方を学んだ。長野の自然に触れて、自然の大切さに気づいた。 

・水引（伝統工芸）、そば打ち（食文化）、リンゴジャム作り（農業）と、その地域の様々な文化に触

れることができるプログラムで良かった。 

・今現在明らかな生活の変化は見られませんが、間違いなく子どもたちは成長しています。今後その

見取りを我々がしっかりとしていくべきです。 

・大きく変わることはないと思うが、これからの人生を歩んでいく過程でこの経験は生かされていく

と考えます。 

みなさんの声 



●コーディネートに関するお問い合わせ 
　（株）南信州観光公社 

　395-0152　長野県飯田市育良町1-2-1　 みなみ信州農業協同組合・りんごの里内　TEL：0265-28-1747　FAX：0265-28-1748 

■子ども農山漁村交流プロジェクト事業（南信州セカンドスクール事業）に関するお問い合わせ 
　南信州セカンドスクール研究会※ 
　395-0034　長野県飯田市追手町2-678　長野県飯田合同庁舎内5階　南信州広域連合内　TEL：0265-53-7100　FAX：0265-53-7155

マップ（アクセス） マップ（アクセス） 

天龍峡 I.C

天龍峡 I.C

天龍峡 I.C

3時間27分 

252.7㎞ 
3時間23分 

1時間52分 

東
京
・
新
潟
方
面
 

2時間57分 
236.0㎞ 14.9㎞ 

3時間9分 
5.2㎞ 

3時間14分 
7.2㎞ 

3時間21分 

219.9㎞ 14.9㎞ 5.2㎞ 7.2㎞ 
2時間45分 2時間57分 3時間2分 3時間9分 

名
古
屋
・
大
阪
・
静
岡
方
面
 

1時間4分 1時間12分 1時間17分 1時間29分 
84.9㎞ 9.6㎞ 5.2㎞ 

5.2㎞ 

14.9㎞ 

14.9㎞ 

7.2㎞ 

9.6㎞ 

5.2㎞ 14.9㎞ 9.6㎞ 

7.2㎞ 

7.2㎞ 

1時間19分 

3時間18分 3時間35分 

164.9㎞ 
2時間 2時間5分 2時間17分 

2時間9分 

中央自動車道 

中央自動車道 

中央自動車道 

中央自動車道 

三遠南信自動車道 

三遠南信自動車道 

三遠南信自動車道 

三遠南信自動車道 

三遠南信自動車道 

上信越・長野・ 
中央自動車道 

名神・ 
中央自動車道 

名神・ 
中央自動車道 

東名・東海環状 
中央自動車道 

3時間10分 

高井戸 I.C 松川 I.C 飯田 I.C 飯田山本 I.C 天龍峡 I.C東京 

上越 I.C 松川 I.C 飯田 I.C 飯田山本 I.C 天龍峡 I.C新潟 

吹田 I.C 園原 I.C※ 飯田 I.C飯田山本 I.C 松川 I.C大阪 

浜松西 I.C 園原 I.C※ 飯田 I.C飯田山本 I.C 松川 I.C浜松 

小牧 I.C 園原 I.C※ 飯田 I.C飯田山本 I.C 松川 I.C名古屋 

※南信州セカンドスクール研究会とは・・・ 
受入団体、受入農家、体験プログラムの代表組織、市町村及びその市町村の教育委員会で構成している組織です。 
事務局は南信州広域連合（特別地方公共団体）が担っています。 

お問い合わせ先 お問い合わせ先 

東京 

新潟 

名古屋 大阪 

浜松 

中央自動車道 

中央自動車道 

長野自動車道 

東名高速道 

上信越自動車道 

北陸自動車道 

名神高速道 

東海環状自動車道 

上越JCT

米原JCT

一宮JCT 土岐JCT

豊田JCT

岡谷JCT

南信州 

飯田I.C

松川I.C

飯田山本I.C

天龍峡I.C

三遠南信自動車道 

園原I.C

南信州セカンドスクール事業（子ども農山漁村交流プロジェクト）はじめの一歩マニュアル 
発行年月日：平成21年 12月　発行：南信州セカンドスクール研究会　執筆・編集：南信州セカンドスクール研究会　印刷・製本：龍共印刷株式会社 
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