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秋さがし実施上の注意点 

コロナ感染拡大防止対策に関わるお願い 

◆金峰バス利用について 

  ①車内では、原則マスク着用のうえ、会話はしないようにしてください。 

※ただし、園児の発達段階に合わせた保育上の対応や配慮が、あらかじめ決まってい

る場合は、事前にお知らせください。 

 ②換気のため、窓は常時少し開けて運行します。 

 ③バス車内で、所員による秋さがしのオリエンテーションは行いません。自然の家到着

後に行います。 

◆給食申込の扱いについて 

   コロナ感染等による、急な給食注文のキャンセルへ対応することが難しいため、今

年度の秋さがしにおける、カレーや弁当、おやつ等の「給食申込」ができません。 

（持参弁当とやきいもは可能です。） 

当日の注意点 

（１）服装 

   長袖、長ズボン、首巻タオル、帽子、（虫よけスプレー ※団体でご用意ください。） 

   水分（天候に合わせて） 

（２）雨天中止の連絡 

金峰バスをご利用の場合、早目にお願いします。 

（３）焼きいもについて 

①１人につき薪代５０円かかります。※令和３年度より料金の改定を行いました。 

②焼きいもの大きさによらず、人数によって代金が決まります。ご注意ください。 

例：焼き芋のサイズは１人分で、それを２人で半分ずつ食べる場合であっても、 

５０円×２人分で１００円となります。 

（４）「虫つかまえ」を実施する場合のお願い 

秋さがしの活動として、虫つかまえ（虫しめ）を行うことも可能ですが、次の点に 

ご留意ください。 

①「命を大切にする」ため、原則として、つかまえた虫は自然にかえす。 

②園や学校の教室で、虫を飼う環境が整っている場合にのみ、虫を持ち帰る。 

③虫を持ち帰るのか、または放すのかについて、園や学校で子ども達と確認してから来所する。 

④園や学校に持ち帰る際、虫かごなどに入れて、バス車内で飛び回らないようにする。 

- 2 -



 

（５）野外活動における安全対策 

危険要因 所としての対策 団体での対策 

雷 ・事務室、ラジオ等での情報収集。 
・発生時は外での活動を中止する。 

・いち早く建物の中に入る。 

スズメバチ 

（ハチ） 

・ﾊﾁﾄﾗｯﾌﾟの複数設置。定期的見回り。 

・団体へのハチジェットの貸出。 

・大声を出したり、攻撃したりしない。 

・黒っぽい服装を避ける。 

◆被害時は至急医療機関へ。 

マダニ 

・ささやぶの整備、草刈り。 

・団体へ服をはらうためのマダニブラ

シの貸出。 

・長そで、長ズボン、首巻タオル。 

・虫よけスプレー。 

◆活動後の確認。発見時は至急医療 

機関へ。 

ドクガ 

（毛虫） 

他害虫 
・早期の防虫剤散布。定期的見回り。 

・長そで、長ズボンでの活動。 

◆活動後の確認。被害時は至急医療 

機関へ。 

クマ 

(サルなど) 

・敷地内や近隣地区での出没情報の 

提供。 

・団体へのクマ鈴の貸出。（39 個在庫

があります。） 

・定期的な見回り。 

・クマ除け花火の打ち上げ。 

・定点カメラによる森の様子の確認。 

・屋外放送設備による BGM 再生。 

・クマ撃退スプレー貸出。（ただし、実

際にご使用いただいた場合は、スプ

レー代の支払い（約 14,000 円）が

生じます。） 

・引率者のクマ鈴の着用。（１列に並ん

で活動する場合、先頭、中間、最後

尾の方がクマ鈴をつける。） 

・餌となるような食品や生ゴミの放置

はしない。 

・万一クマに遭遇したら、背を向けず

に、クマを見ながらゆっくり後退す

る。 

ウルシ 

ツタウルシ 
・所員による定期的な見回りと伐採。 

・長そで、長ズボンでの活動。 

・活動後の確認。被害時は至急医療 

機関へ。 

暑さ 

・引率者に対する熱中症対策の助言。 

・食堂内に冷水機を設置。 

・野外自然状況の情報提供。 

・のどが渇く前の水分補給。 

・クーラーボックス等で冷物準備。 

 

- 3 -



 

（６）ケガ、事故、病人等の発生時 

ケガ、事故、病人等の発生時、または、救急車依頼、病院搬送時には事務室にも 

ご連絡ください。（緊急時は事後でもかまいません。）事務室において病院等に連絡するこ

とも可能です。 

山形県金峰少年自然の家  TEL ０２３５－２４－２４００ 

 

（７）医療機関一覧 
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　　きんぼうの山で素敵な秋と出会いましょう！

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
ツルリンドウ ③　コース随所
ツユクサ 本館周辺
ヤマボウシ 黄金の橋
アザミ ⑧
イヌタデ ⑧
ミツバハギ 本館周辺
ホツツジ コース随所
アクシバ ⑤
アオハダ ⑥
エゴノキ 黄金の橋
ツクバネウツギ ④
チゴユリ コース随所
ヤグルマソウ コース随所
オミナエシ 本館周辺
オトコエシ 本館周辺
キンミズヒキ 本館周辺
トチ・クリ 自然の家途中の道路
ツノハシバミ ⑧
エノコログサ ゲレンデ
ススキ ゲレンデ
バッタ・コオロギ・トンボ ゲレンデ
マンサク コース随所
アメリカセンダングサ ⑧
ツルアリドウシ コース随所
ナツハゼ ②　コース随所
ケナシツシマママコナ ⑦
センブリ ゲレンデ
アキノキリンソウ 本館周辺
ヌスビトハギ ⑧
ツルシキミ コース随所
ヤマウルシ コース随所
秋の野あそび みんなきてね！
ドングリ 各広場
ヤブツバキ コース随所
サルトリイバラ コース随所
アオキ コース随所
ﾈｲﾁｬｰﾘｰｽ・ドングリ人形 かわいいのができるよ
カエデ コース随所
ナナカマド ①
ムラサキシキブ ⑧
ガマズミ コース随所
落ち葉のしおり・スタンプ きれいなものを作ろう
冬芽の観察 おもしろいものがあるよ

　　　　花がきれいなもの 　　　　実やタネのおもしろいもの

　　　　野あそびできるもの 　　　　紅葉のきれいなもの

　　　　※　カレンダーはおよそのめやすです。その年によって時期が異なることがあります。

場所種類 なまえ
9月 10月 11月
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きんぼう秋さがしマップ
【マークの説明】

…階段

…どんぐりが拾える場所
（必要な分だけ拾いましょう）

登山道

登山道

ススキの道

景色がきれいだよ！

ケナシツシマ
ママコナ

アキノ
キリンソウ

チゴユリ

ツルアリドオシ

センブリ

ホオノキの葉

モミジ モミジの種

くり

ツルシキミ

ホツツジ

オクモミジ
ハグマ

ガマズミ

ホオノキの実

いろいろな場所で見られる植物

…ホオノキの葉や実が

拾える場所

はしから落ち
ないように
気をつけて！

タヌキや
キツネの
トイレ

急な階段に
気をつけて！

砂利ですべら
ないように
気をつけて！

①
⑦

②

⑥

④

⑧

①

⑤

③

ススキのはっぱ
で手を切らな
いように！
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※それぞれの活動の所要時間については直接お問い合わせください。 

１ 秋の里山をかけめぐろう・・・子どもたちの支援において 

◇ 子どもたちを森の中に連れて行けば、自然に遊び始めます。子どもたちに何をさせようかとあ

れこれ悩むよりも、まず、野山に連れ出すことが大切です。 

◇ 子どもたちがのってきたところで、さりげなく知っている草木の名前を教えればいいし、わか

らなかったら子どもたちと一緒に名前をつけちゃいましょう。 

◇ とにかく子どもたちの不思議発見のワクワクした気持ちの共感者となってください。 

◇ そして、子どもたちが自然のものを手に取って遊び始めたら、それがネイチャーゲームやクラ

フトの活動導入の合図です。 

◇ きんぼうの山を思う存分かけめぐって、体いっぱいで「秋」を感じていってください。 

２ 自然観察コースを歩こう ・・・ゆっくりと自然を感じる  
◇ 自然観察コースにそって散策していくと、実に様々な植物と出会うことができます。

大人が気付かないものでも、視線の低い子どもたちは、興味深いもの、なんだか不思議

なもの、神秘的なものなどをどんどん発見します。 

◇ きんぼう秋さがしマップやカレンダーを参考に、いろいろな秋と出会ってください。

MAPをコピーし、オリジナルな活動コースを設定するなどして、子どもたちに持たせ

るのもいいですね。 

◇ 自然観察コースは、「野あそび」に来る多くの子どもたちが通るコースです。まだ木に

ついている葉や実は取らないでください。落ちているどんぐりを拾うときは、必要な分

だけ拾ってください。よりたくさんの子どもたちが「金峰の秋」を見て、さわって、感

じられるようにしましょう。 

３ ネイチャーゲームをしよう・・・ゲーム感覚で自然と楽しみ、わかち合う 

◇ ネイチャーゲームでは五感をはたらかせ、自然のたくみさ、偉大さやすばらしさに気

づくことができます。子どもたちの感性の芽を育むのに最適な活動です。また、友だち

同士で気づきをわかち合うことにより、自然への感覚をいっそう深めることができます。 

活動プログラムに、ぜひとり入れてみましょう。 

（1） 「フィールドパターン」 

・ 森の中には不思議な形をしたものがいっぱい。きれいな星型だったり、アルファベットだ

ったり‥。さまざまな見方で、いろいろな形が発見できます。子どもたちの豊かな感性を

感じることができるゲームです。 

（2） 「森の色合わせ」 

・ 森に隠れているたくさんの色を見つけるゲームです。子どもたちは、意外な場所にあっと

驚くような色を見つけることもあります。さて、カードにあるすべての色が見つけられる

でしょうか。チャレンジしてみましょう。 
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  （３） 「パッと見てゴー」 

・ 指導者が自然の中から見つけてきたいくつかのものを「パッ」と見せます。グループのみ

んなと協力をして、同じものを探してきます。 

（4） 「きせつ DE ビンゴ」 

・ その時季に見られるものをビンゴカードに書き込みます。ぜひ、各団体でオリジナルのビ

ンゴを作って楽しんでみてください。 

４ 虫をつかまえよう・・・秋の生き物と触れ合う 
◇ 自然の家のゲレンデには、ススキが群生し、バッタやコオロギがたくさんいます。トン

ボもいっぱい飛んでいます。網や虫かごをもってきて、「虫しめ」をしていってはいか

がですか。 

５ 木の実・落ち葉を使ってクラフト・・・思い出を形に残す（別紙参照） 

６ きんぼう森の大冒険・・・低学年・幼児向けの野外活動コース：約９０分 
◇ 自然観察＋ネイチャーゲーム＋トレッキング＋アスレチックの要素を取り入れた低学年・幼児

向けのコースです。 

☆前半は、自然を感じるプログラム 

「森の宝探し」をしながら、自然観察。「サイレントウオーク」で森の音を聞く。 

「でこぼこの山道」をふみしめながら、がんばって山歩き。 

☆後半は、アスレチックを体験するプログラム 

もみの木広場周辺にあるアスレチックを体験。森の中で思い切り体を動かして遊ぶ。 

「きんぼう森の大冒険」の進め方  
【準備するもの】 
●各学校・園で準備いただく物 

○ 森のだいぼうけんカード＝ひとり、１まいずつ持ちます 

各学校、園で印刷してください。カードの原版が必要な場合はお知らせください。穴をあけ、

ひもを通し、首から下げられるようにすると便利です。 

○ カード用シール＝「だいぼうけん」にチャレンジしたときに、カードに貼るシールです。 

マスは、幼稚園・保育園で使っているようなシールの大きさに作ってあります。 

  余っているシールなどでも代用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ↑カード表    

            ↑カードうら（たからさがしカード） 

はしわたり 
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○ 森の宝物入れ ＝ひとり１つ 

前半は、ネイチャーゲーム「たからさがし」をしながらコースを進みます。森の宝物として拾

ったものを入れる袋や入れ物を１つ持たせると、「自分が見つけた森の宝物」という実感を持ち

ながら活動できます。事前に、学校・園で、牛乳パック等で「宝物入れバック」を作って、それ

を使う、というような工夫もできます。 

 

 ●金峰少年自然の家に準備してある物    

○ 森のだいぼうけんコースマップ＝引率の先生方用 

コースには案内の矢印が設置されています。 

子どもたちはその矢印を手がかりに、コースをまわります。 

コースマップは引率の先生方が持ち、子どもたちが迷ったときに支援してください。 

【進め方】 

①初めに、全体に「森のだいぼうけん」のやり方を説明します。 
説明例  ※（ ）は説明の時に提示する物 
・コース案内の矢印をたどりながら、冒険をしていきます。（コース案内矢印プレート） 
・コースの途中にある課題「だいぼうけん」にチャレンジしながら、コースをまわります。 

（「だいぼうけん」プレート例） 

  

 

 

 

 

 

 

 

    ↑コース案内矢印 

                        ↑だいぼうけんプレート例 

②グループごと、または、全員一緒にコースをまわります。ゴール目指して、森のだいぼうけん
をスタートします。グループごとの活動であれば、３～５分の間隔をあけてスタートします 

③１～１０までの「だいぼうけん」にチャレンジしたら、カードの番号のところにシールをはって
いきます。 

※クリアすることにこだわることはありません。特にアスレチックはできた、できないよ
りも、頑張ってチャレンジすることを大切にという考えでコース設定してあります。 
「頑張ったね！！ペタッ！」と貼ってあげましょう。 

 ④グループでの活動の時は、先生方が一人ずつグループと一緒に活動してください。 
 ⑤ゴールした後「たからさがし」で見つけてきたものを発表し合います。 

 
＝必ずこのコースをフルで活用しなければならないということはありません。 

ねらい、子どもたちの実態に合わせてコース調整してみてはいかがですか＝ 
 

☆ 歩く時間が長いので、途中場所を決めて、休憩しながら活動してもＯＫ。 
☆ １日の活動であれば、コース半分を歩いたところで、お弁当開きをして、午後から残り半分を

まわることも可能です。 
☆ 学校・園のねらいにあわせて、コースの一部を使った活動もＯＫ。 

例）・ゲレンデで虫とりをしたあとで、アスレチック部分だけを活用する。 
・前半部分（展望台まで）をまわり、後半は広場を使って自由に遊ぶ。 
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クラフトの種類と活動内容 

 

自由にクラフト       ※団体のねらいに合わせて活用ください。 

ボンド類各種 各１０円 ホットボンド、木工用ボンド、多用途ボンド 

絵の具類各種 各１０円 絵の具、ペン、色鉛筆 

気軽にクラフト 

種 類 内 容 種 類 内 容 

木メダル 

 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：４０円 

用具：毛糸 

ヒートン 

紙やすり 

マジックペン 

マイバッジ 所要時間：３０分～１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：４０円 

用具：紙やすり 

マジックペン 

名札クリップ（安全ピ

ンつき） 

・切ってある雑木にやすりを

かけ、好きな絵を描き、ヒ

ートンを差し込み、ひもを

つけます。 

・切ってある雑木にやすりを

かけ、好きな絵を描き、裏

にクリップを取り付けま

す。 

ネイチャーしおり 所要時間：１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：３０円 

※落ち葉は、各団体が拾う。 

用具：ラミネート、台紙 

色鉛筆、毛糸 

マジックペン  

プラ板 

キーホルダー 

所要時間：１時間 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：８０円 

用具：プラ板、ペン 

キーホルダー 

クッキングシート 

・きれいに紅葉した落ち葉を

拾ってきて乾かしたものを

台紙にレイアウトして、ラ

ミネートをかけ、ひもをつ

けます。 

・落ち葉を乾かす必要があり

ますので、午前中での製作

活動はおすすめしません。 

・プラスチック板に好きな絵

や言葉をかきます。トース

ターで加熱すると、１／４

に縮んでキーホルダーにな

ります。 

落ち葉の窓 

（秋限定） 

所要時間：４５分 

難易度 ：幼児～（☆） 

料金  ：２０円 

※落ち葉は、各団体が拾う。 

用具：台紙、はさみ、ペン、 

   セロハンテープ 

 

 

カラー版の画像をご覧になりたい方は、下のＱＲ

コードからおつなぎいただき、金峰少年自然の家

ホームページでご覧ください。 

 ・紅葉した落ち葉を拾いま

す。台紙の窓に合わせて

葉っぱを切って、窓に貼

り、色の違いなどを楽しみ

ます。 
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ホットボンドで広がる楽しさ 

種 類 内 容 種 類 内 容 

雑木クラフト 所要時間：１時間～ 

難易度 ：小１～（☆☆～） 

料金  ：２０円 

用具：ホットボンド、動眼 

ペン 

松ぼっくりツリー 

 

所要時間：１時間 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：２０円 

※ビーズなどの飾りは、各団体

で準備。 

用具：ホットボンド、ペン 

・いろいろな形の木切れや枝を

組み合わせ、ホットボンドで

接着し、アイデア豊かに創り

ます。 

・松ぼっくりを木の台座にのせ

ます。ホットボンドで木の実

などをつけて飾ります。 

メモリアル 

 フォトフレーム 

 

所要時間：１時間３０分～ 

難易度 ：小１～（☆☆～） 

料金  ：１２０円 

用具：ホットボンド、ペン 

ネイチャー 

 キーホルダー 

所要時間：１時間～ 

難易度 ：小１～（☆☆～） 

料金  ：７０円 

用具：ホットボンド 

キーホルダー 

ヒートン、動眼 

紙やすり、ペン 

・既成のフォトフレームにホッ

トボンドで木の実や枝をつけ

て飾ります。 

・台座にヒートンとキーホルダ

ーチェーンをつけ、ホットボ

ンドで木の実や雑木、動眼で

飾り付けをします。 

ルームボード 

（表札） 

所要時間：１時間～ 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：９０円 

用具：ホットボンド 

ヒートン、毛糸 

紙やすり、ペン 

ネイチャーリース 

 

 

所要時間：２時間 

難易度 ：小１～（☆☆） 

料金  ：２０円 

※つるを巻いた台は、各団体で

準備。 

※ビーズなどの飾りは、各団体

で準備。 

用具：ホットボンド、ペン 

・木の板に木の実や枝などを

ホットボンドで飾り付けま

す。 

・つるを巻いた台に木の実や松

ぼっくりなどをホットボンド

つけて飾ります。 
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やきいも 
材 料 【個人または団体で準備してください】 

・サツマイモ（ジャガイモ） ・ゴミ袋 ・軍手 

 ※事前に、サツマイモの下準備を済ませた状態で持参してください。（下記参照） 

 団体の人数 １００人程度まで 

かかる時間 約４０分～６０分（焼き始め～焼き上がり） 

活動場所 ・パイン広場の砂場 

活動の流れ 
① 職員が火を起こし、おき火の状態にしておきます。 

② 持ってきたイモ（アルミ巻き）を、おき火の上に置きます。（職員が行います） 

    ↓  焼いている間（約４０～６０分）に、秋さがしへお出かけください。 

③ 焼きあがったら、「いただきます」 （やけどに注意） 

④ 食べた後のゴミは、団体で用意したゴミ袋に入れて持ち帰ります。 

自然の家が 

準備する物 
・薪（堅薪）     ・火ばさみ  

・炊き付け用新聞紙  ・灰捨て缶 

留意点 
① ・１人につき薪代５０円かかります。 

② ・焼きいもの大きさによらず、人数によって代金が決まります。ご注意ください。 

③ ・例：焼き芋のサイズは１人分で、それを２人で半分ずつ食べる場合であっても、 

④  ５０円×２人分で１００円となります。 

・自然の家職員の支援内容は、焼き始めから焼きあがりまでです。 

 ◇サツマイモの下準備について 

①サツマイモを洗う。 

②折ったり切ったりして、サツマイモの大きさをそろえる。 

（太さは直径５ｃｍ程度にそろえるようにしてください。焼き上がりが均一になります。） 

③１本ずつぬらした新聞紙で巻き、そのまま水を張った桶やバケツに沈めてぬらし、すぐに 

取り出して、両手でしぼるようにして水気をとる。 

④その上からアルミホイルを巻いて持参する。 

 ◇場所 

晴天でも雨天でも、パイン広場の屋根付き炊飯場で行います。 

 ◇申し込み 

「きんぼう秋さがし 活動プログラム・やきいも申込書」にてお申し込みください。 

その後に計画の場合、要相談です。（薪の手配上、実施日２週間前まで）申込団体が重なる場合は、 

所員が団体間の調整をいたします。 

 ◇その他 

学校・園の都合（芋の収穫の延期等）による予備日設定は、日程が混み合うためお受けできません。 

- 12 -



 

 

- 13 -


