
．事業趣旨1
近年、子ども達の社会的性格を助長する社会化経験の必要性が盛んに説かれております。しかし今だ、誰もが参
加できる自立・協調・創造型の社会化経験プログラムが絶対的に数少ないのが現状です。
アウトドア・エデュケーション・スタディでは、子ども達が親元を離れ参加する体験プログラム「僕らのまっ黒
体験！」事業を、昨年度に引き続き開く運びとなりました。
今回の行事は 「サマープログラム 「スノーウインタープログラム 「スプリングプログラム 」です。、 」 」15 16 16
「僕らのまっ黒体験！」事業は「社会性の助長 「自然体験 「環境教育」を目的に掲げ、宿泊を伴う小中高校」 」
生向け一般公募行事としてとしてそれぞれ特色のある行事としております。そのため生活グループはおおむね男
女混合の縦割りのグループ、かつ参加地域や参加歴を考慮してできる限り面識のないニューグループで構成して
います。しかし、どの行事も後半には必ず良質のコミュニケーションが生まれているようです。
この行事で、お子さまのよき思い出をつくられますよう、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

２．行事プログラム・日程・会場・募集人数・対象・参加費等
現在、以下のような内容を予定しています （プログラム最終決定は開催１ヶ月前）。

月 日（金） 月 日（土） 平成 年 月 日～ 日Time 8 21 8 22 27 8 21 22
（ ）ＡＭ 野外炊飯 アクトビレッジおの 宇部市

対象 小学 年～小学 年1 6
ＰＭ 集合・受付・オリテ ふりかえり・終了式 募集人数 人18

自然体験プログラム 解散予定 参加費用 円6000
ファイヤーのつどい お申込み締切 月 日NIGHT 8 10

（ チーム・キララ ジュニア・シニアクラブ 」と同時開催）「
月 日（土） 月 日（日） 月 日（月） 平成 年 月 日～ 日Time 1 9 1 10 1 11 28 1 9 11

（ ）ＡＭ ＪＲ新山口集合 歩くスキー体験 ＪＲで移動 三瓶青少年交流の家 島根県
ＪＲで移動 自然体験プログラム 対象 小学 年～中学 年3 3

ＰＭ オリテ ＪＲ新山口着 募集人数 人12
フィールドゲーム ＪＲ新山口解散予定 参加費用 円（小学）20000
ふりかえりの時間 ふりかえりの時間 円（中学）NIGHT 23000

お申込み締切 月 日12 19

月 日（金） 月 日（土） 月 日（日） 平成 年 月 日～ 日Time 3 25 3 26 3 27 28 3 25 27
（ ）ＡＭ 自然体験プログラム 自然体験プログラム きらら交流館 山陽小野田市

ハイキング クッキング 対象 小学 年～小学 年1 6
ＰＭ 集合・受付・オリテ 「春を探そう！」 ふりかえり・終了式 募集人数 人18

フィールドゲーム 解散予定 参加費用 円12000
ナイトゲーム ふりかえりの時間 お申込み締切 月 日NIGHT 3 11

※共に 初日 時 分 現地集合、最終日 時 分 現地解散予定14 00 15 00
（ただし「スノーウインタープロ」は、 時 分 ＪＲ新山口集合 時 分 ＪＲ新山口解散予定）9 00 15 00

参加費用に含まれるものは、行事中の宿泊食費、プログラム費、保険料、移動費等
集合場所までの交通費、お小遣い等は含まれません。
（ただし「スノーウインタープロ」の１日目昼食は別（弁当持参）となります）

３．主催
アウトドア・エデュケーション・スタディ

４．後援
アウトドア・エデュケーション・スタディ
キララ・カウンセラーズ・クラブ

５．参加申し込みおよびキャンセルに関して
●参加申し込み

行事趣旨に賛同・参加ご希望の方は、別紙「参加申
込書」を全てご記入の上、郵送もしくはご持参下さ
い。
なお「参加申込書」裏面には、原稿「やってみたい
ことは、何ですか？」を必ず参加者ご本人の手書き
で記載して頂けますようお願いいたします。

（注）原稿は書き方の善し悪しを問うものでは
ありません。
この活動でどのように過ごしたいのか、
その素直な気持ちを読みとりたい故の参
考書類とお考えください。

僕らの



「参加申込書」に全て記入されたものが到着、確認
の後、受付とさせていただきます。
確認ができない場合（記入不備のある場合 、受付）
できないことがございます。
（ チーム・キララ 」メンバー 「 」サポータ「 、15 OES
の方は 番号ご連絡で受付受理します）ID

●締め切り
参加決定の方につきましては、それぞれ 週間前ま1
でにご案内（決定書発送）いたします。
なお、定員を超えました場合は、締め切り終了後抽
選とさせていただきます。

●ご参加を取り消しされる場合
参加決定後参加をキャンセルされます場合、下記の
取消料をいただきます。

開催初日の 参加費用の
日～ 日前まで 〟 ％7 2 30

前日まで 〟 ％40
当日 時まで 〟 ％10 50
開催当日 時以降10
及び無断取り消し 〟 ％100

６．その他
催行最少人数は 人となります。6
催行最少人数に満たない場合は、中止する場合があ
ります。ご了承くださいませ。
天候・グループ状態などによりプログラムを変更す
る場合が充分に考えられます。

この事業では、子ども達は ～ 人の小グループが基6 8
本的な活動グループとなります。
グループでの活動を中心として、自由な発想を重視

した展開をします。
24各グループにはそれぞれ団体の認めたスタッフが

時間生活をともにして指導・助言をしてゆきます。
参加子ども達はグループ活動を中心として、日課に
合わせ起床・食事・入浴・就寝・・・と、生活を行
っていきます。
その間 午前中・午後・夕食後のアクティビティ 活、 （
動：プログラム）をこなします。
小グループ中心のアクティビティを通して 「社会、
性の助長を期待する 「より良い自然体 験を行う」」
「環境教育実践を行う」というこの事業の基本的趣
旨を実践・提供して、各人の全人格的な成長を願う
という形をとっています。
そのため生活グループはおおむね男女混合の縦割り
のグループ、かつ参加地域や参加歴を考慮してでき
る限り面識のないニューグループで構成していま
す。
しかし、どの行事も後半には必ず良質のコミュニケ
ーションが生まれているようです。

近年参加ご応募に対して、ご参加のお子さまとご父
兄の方の意見のくいちがい（お子さまに確認無くご
応募になる例等）が多く見受けられます。

、 （ ）当方としては ご参加のお子さまの参加意志 意欲
を大切にしたいと考えています。
お子さまに対しましては、行事内容等ご説明・ご確
認の上、ご応募下さいますようお願いいたします。

過去の事業内容につきましては、当ホームページ内
URL http://oe-study.com/oes-top.html

「 」に掲示しておりますので、record
あわせてご覧下さいませ。

７．お申し込み・お問い合わせ先

アウトドア・エデュケーション・スタディ
〒756-0874
山口県山陽小野田市大字小野田４２ 永山方

ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-7577-0170
E-mail info@oe-study.com

８．参考
アウトドア・エデュケーション・スタディ（野外教
育研究会）は、野外教育を基本として青少年の健全
育成を主眼に活動する 年設立の任意団体です。2007
青少年対象の宿泊体験事業・クラブ事業、ワークシ
ョップ事業など数々の野外教育事業を展開・援助し
ています。
また、キララ・カウンセラーズ・クラブ メンバー
の協力の下に青少年対象事業を行っています。

詳しくは、ホームページ上でも情報を公開していま
す。

URL http://oe-study.com/oes-top.html
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