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１
日
目

２
日
目

３
日
目

◆ モデルコース ① 関東方面　2泊3日　自然体験合宿

現地出発　　　12：00 車山ハイキング　　　15:30 ホテル到着　　

16：00 飯盒炊飯　　18：30 キャンプファイヤー

20：00 入浴・班会議等

☆雨天（蓼科アミューズメント水族館や各種体験施設）

8：30 農業体験（ほっとステイ等）出発　　12:00 昼食　　16：00 ホテル帰着

16：15 入浴　　18：00 夕食　　19：30 レクリエーション等

8：30 ホテル出発　　鷹山ファミリー牧場酪農体験　　12：00 昼食　　現地到着

１
日
目

２
日
目

３
日
目

◆ モデルコース ② 関西方面　2泊 3日　自然体験合宿

現地出発　　12:00 昼食　13：30 ラフティング体験

18:00 ホテル到着 　　18：30 夕食

20：00 入浴・班会議等

8：30 白樺高原チームビルディング・昼食バーベキュー　　

13:00 白樺湖でカヌー体験・パラグライダー

☆雨天

（世界の影絵・切り絵・ガラス・オルゴール美術館、縄文考古館、松本城等）

16:30 ホテル帰着・入浴　　18：00 夕食　　20：00 星空体験等

8：30 ホテル出発　　9：30 平和学習無言館　　11：30 昼食　　夕方　現地帰着

１
日
目

２
日
目

３
日
目

◆ モデルコース ③ 関東・関西方面　冬季スキー合宿

現地出発　　12:00 ホテル到着・昼食　　13:15 スキー開校式　　

13：30 ホテル隣ゲレンデにて講習　　15:30 ホテル到着・入浴

18：00 夕食　　19：30 レクリエーション等

9:00 スキー講習　　11：30 昼食　　13：00 スキー講習

15:30 ホテル帰着・入浴　　18：00 夕食　　20：00 打ち上げ花火等

（ノンスキー）わかさぎ釣り、そば打ち体験など別プログラムあり

9:00 スキー講習　　11：30 閉校式　　12：00 昼食　　13:00 出発　　現地帰着

education program
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森林バーベキュー

星空観察

自然豊かな白樺高原で、満天の星を
ホテル専属星空ガイド（星空レン
ジャー）がご案内致します。

チームビルディング

チームビルディングとは、「メンバー
が思いを一つにし、一つのゴールに
向かって進んでゆける組織づくり」
のことです。 自然を満喫できるリ
ゾートで、楽しく皆で夢中になれる
アクティビティを通じて、チームワー
ク向上のきっかけをつかみます。

オリジナルプログラム
体験学習
program

職業体験
人　　数 300名まで要相談

会　　場 白樺リゾート

所要時間 2.5時間～

雨　　天 可

営業期間 通年

白樺リゾート・ホテル館内で、社会学習の一つとしてさまざまな
職業体験をしていただけます。

池の平ホテル&リゾーツ

人　　数 300名まで

会　　場 白樺高原

所要時間 30分～

雨　　天 プロジェクター対応

営業期間 通年

人　　数 500名まで

会　　場 白樺高原

所要時間 2時間～

雨　　天 対応可能

営業期間 通年

ナイトゴンドラ
40名以上

人　　数 300名まで

会　　場 池の平白樺高原ホテル チロルガーデン

所要時間 1時間～

雨　　天 対応可能（強風伴う場合は施設内で相談）

営業期間 4月～11月中旬

人　　数 500名まで

会　　場 池の平白樺高原ホテル チロルガーデン

所要時間 3時間～

雨　　天 大雨以外対応可能（テント・常設屋根有り）

営業期間 4月～11月中旬

このプログラムは、チームビルディングの専門会社
㈱チームビルディングジャパンと共同開発しています。

7名までの1グループにな
り、仲間とのふれあいを深
める楽しいひと時。炊さん
場には水道施設完備。飯
ごう、鍋、包丁、まな板など
すべての道具がそろって
おります。
・但し、軍手、新聞紙は持
参となります。
・メニュー／カレー、豚汁、
シチュー、鉄板焼

飯ごう炊さん

キャンプ
ファイヤー
あり

森林の中で楽しむ、高原ならで
はのバーベキュー。
インストラクターが作るオプ
ションメニューもございます。
（別料金）

フロントフロント キャノピーキャノピー

サービスサービス ファミリーランドファミリーランド
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打ち上げ花火

貸切ファミリーランド

貸切美術館

強歩イベント

人　　数 無制限

会　　場 白樺リゾート内・白樺高原

所要時間 10分～

雨　　天 不可

営業期間 通年

ご予算やご希望に応じて、華や
かに夜空を彩る打ち上げ花火や
仕掛け花火をセッティングいた
します。

森の中の遊園地、池の平ファミリーランド。
宝探しやレクリエーションなど、団体様の
ご要望に応じて貸切対応も可能です。

光、鏡、水などを効果的に使っ
て、神秘的な影絵の世界を演出
した美術館です。
各種イベントやコンサートなど
におすすめです。

宝探しやレクリエーションなど、団体様でのイベントで貸切対応も可能です。

学校行事や懇親イベントとして、
白樺リゾートの自然を眺めなが
ら歩けるコースをご案内します。

人　　数 100名～

会　　場 池の平ファミリーランド

所要時間 1時間～

雨　　天 可（アトラクションにより運休あり）

営業期間 4月下旬～11月上旬

人　　数 50名～

会　　場 世界の影絵・きり絵美術館

所要時間 30分～

雨　　天 可

営業期間 通年

ドローンを使って人文字づくり
にチャレンジ。記念の文字を皆
の力合わせて作成してみてはい
かがでしょうか？

人　　数 500名まで

会　　場 白樺リゾート内

所要時間 1時間

雨　　天 不可

営業期間 通年

人文字ドローン撮影

人　　数 300名まで

会　　場 立科町

所要時間 2時間～

雨　　天 不可

営業期間 5月～11月

池の平ホテル&リゾーツのスタッフが運営する自社オリジナル体験プログラムです。
自然を生かしたリゾートならではの企画をご提供しています。

アドベンチャースカイ 宝さがし
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体験学習
program 自然満喫プログラム

ラフティング体験
人　　数　20名～140名 

会　　場　天竜川ラフティング 

所要時間 1時間～  

雨　　天　可（悪天候の場合は中止）

営業期間 4月中旬～10月末

ゴムボートに乗って、仲間と力を合わせて周りの景色を楽しみなが
ら渓流下りを体験できます。
■　所在地　長野県飯田市龍江2500-1

カヌー体験
人　　数　40名まで可 

会　　場　白樺湖・女神湖 

所要時間 2時間  

雨　　天　可 

営業期間 5月～11月

白樺湖・女神湖でカヌー体験ができます。専門のインストラクターに
よる親切丁寧な指導のもと、安全で楽しいパドリングに挑戦してみ
ませんか。湖での半日コースを終了された方を対象にした川下り
ツーリングもあります。

ボート
人　　数 2名～

会　　場 白樺湖・女神湖

所要時間 2時間～

雨　　天 不可

営業期間 5月～11月

白鳥ボートや手漕ぎボートで、白樺湖と車山の雄大な景色を眺め
ながら自然体験を。

本格乗馬

★乗馬（引き馬・レッスン等、1回につき50名）
　雨天時雨具の貸出あり

■　所在地　長野県茅野市北山白樺湖畔　

人　　数 1回につき50名

会　　場 ホープロッジ

所要時間 40分～1時間

雨　　天 可

営業期間 通年（詳細は問い合わせ）

ゴルフ体験
人　　数 300名 

会　　場 白樺湖･女神湖 

所要時間 30～70分  

雨　　天 不可（白樺湖畔の一部のみOK）

営業期間 4月～10月

白樺湖畔の清々しい空気と鮮やかな緑の中、ライトスポーツとして人
気の高い、パター、マレット、パーク、グラウンドの4つのゴルフをお楽
しみいただけます。もちろん用具のレンタルもすべて完備しています。

テニス
人　　数 2名～

会　　場 マーガレットリフレクパーク

所要時間 2時間～

雨　　天 不可

営業期間 5月～11月

高原の風を感じながら、気軽に楽しめるスポーツはいかがでしょ
うか。用具のレンタルも対応可能です。

■　所在地　長野県北佐久郡立科町女神湖通り1010

人　　数 30名（または1クラス以上）

会　　場 鷹山ファミリー牧場

所要時間 半日

雨　　天 可

営業期間 4月～11月

「手づくり」「自然」「農業」「酪農」「環境学習」の五つのテーマを体験し、学べます。
それぞれのテーマごとの体験や五つのテーマを組み合わせた総合的な体験としてのファームイン、ファームステイも可能です。
■ 酪農作業（畜産）　■ 手作り体験（バター作り）　■ 環境学習　等
■　所在地　長野県小県郡長和町大門鷹山3582

鷹山ファミリー牧場
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青空が広がる高原、雄大な自然の中ならではのロケーションを生かしたアクティビティも
おすすめです。

パラグライダー
人　　数　40名まで可 

会　　場　しらかば2in1 

所要時間 半日（2～3時間）又は1日 

雨　　天　不可 

営業期間 5月～10月

空を飛ぶ、という誰もが憧れる夢がかなえられる、人気No.1の
アウトドアスポーツ、パラグライダー。10年の実績を誇るスクール
の経験豊富なインストラクターによる指導により、大空を舞う快
感を安全かつ手軽に味わうことができます。

ネイチャーガイド（アサマフィールド）
人　　数 350名まで

会　　場 白樺高原

所要時間 2時間～

雨　　天 不可

営業期間 5月～10月

森には不思議が盛りだくさん。森の案内人と一緒に散策すること
で、自然の観察方法や接し方を学べます。

夜の森林体験（アサマフィールド）
人　　数 300名まで

会　　場 白樺高原

所要時間 1.5時間～

雨　　天 不可

営業期間 5月～10月

動物のナゾ、虫や植物のナゾ、そして満天の星。 
夜の森でなければ出会えない、自然の神秘と 「闇」と「静寂」を体
感できる夜の課外授業です。

森林イニシアティブゲーム
人　　数 100名まで

会　　場 白樺高原

所要時間 3時間

雨　　天 不可

営業期間 5月～10月

外で体を動かすことは一番のアイスブレイク。
森林の中に設けられた課題を解決する事で、チームワークを高め
ましょう。

熱気球体験
人　　数 50～200名

会　　場 白樺高原

所要時間 1時間半

雨　　天 不可

営業期間 5月～10月

人類が空を飛んだ最初の乗り物である熱気球 。
熱気球に乗って、地上約30ｍからの景色を眺めてみませんか？
山々も近くに感じる空の体験をお楽しみください。

オリエンテーリング
人　　数 600名まで可

会　　場 池の平白樺高原ホテル周辺

所要時間 2時間～6時間

雨　　天 不可

営業期間 4月～10月

1グループ5～8名になり、自然とのふれ合いの中で無理なく行え
るスポーツ。白樺高原オリエンテーリングコースは池の平白樺高
原ホテル前が出発点。（県公認コース・10km・3時間30分）コース
を短縮することもでき、コンパス、地図も用意しております。

雪合戦
人　　数 100名まで

会　　場 池の平スノーパーク

所要時間 2時間～

雨　　天 不可

営業期間 12月～2月

手に汗握る、雪上のウィンタースポーツ。チー
ムで戦略を立てて相手陣地へ攻め込みます。

スノーシュー
人　　数 100名まで

会　　場 白樺高原・八子ヶ峰など

所要時間 2時間～

雨　　天 不可

営業期間 12月～2月

西洋かんじきを履いて雪山を歩いていただき
ます。動物の足跡観察やバードウォッチングな
ど、雪上ならではの体験をしていただけます。

わかさぎ釣り
人　　数 30名まで

会　　場 白樺湖

所要時間 1時間～

雨　　天 可

営業期間 12月～2月

白樺湖畔のドーム船上で、冬の湖ならではの
釣り体験をお楽しみください。
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体験学習
program 自然満喫プログラム

人　　数 300名まで可

会　　場 茅野市米沢

所要時間　1時間30分～2時間

雨　　天 大雨以外可

営業期間 5月中旬～6月上旬

人　　数 体験プログラムごとに異なります

会　　場 立科耕福館

所要時間 2時間～

雨　　天 可

営業期間 通年（一部を除く）

自然豊かな農村空間を生かして、野菜や果物
などの収穫体験や、地場の食材を使ってその
場で料理～召し上がっていただけます。

■ 所在地
　長野県北佐久郡立科町茂田井2471

農林体験学習
人　　数 10～250名

会　　場 八ヶ岳中央農業実践大学校

所要時間 半日～1日

雨　　天 可

営業期間 通年（一部を除く）

農業や林業の現場での職業体
験を通じて、生徒の皆様が命
の大切さや食への理解、農林
業の在り方へを考える機会を
提供します。

農産・畜産・林業・食品加工といった農林体験を通して、「生き抜
く力」を学ぶ機会を提供します。

■ 所在地　長野県諏訪郡原村17217－118

田植え体験
地名のとおりお米とゆかりの
ある茅野市米沢で体験します。
種まきの都合により4月15日
までに要予約。

・ご用意頂くもの：タオル、サンダル（履き替え用）、雨具
・簡易トイレ完備
・秋の収穫時に新米（1人1合）を学校へお送り致します。

■ 所在地　茅野市米沢地籍内（他に1ヶ所）
　　　　

ジャム作り りんご収穫体験

おやき作り とうもろこし収穫体験

収穫・調理体験
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ステイステイ 日帰り農村体験

レポートや手紙を、自分がお世話になる家庭に送りましょう！
各家庭からも家族の紹介プロフイールが送られてきます。

お世話になる家庭にあいさつをしましょう！
1軒のお宅に 5～6人。日常の生活で 6時間、共に過ごします。

受け入れ家庭の仕事を手伝いましょう。
家によっては田んぼの仕事や畑仕事だったり庭の草取りだったり様々です。
ありのままの日常生活を体験をしましょう。
※雨の日も家の中で出来ることがたくさんあります。

生徒の皆さんは、お弁当を持参。
受け入れ家庭の皆さんは普段どおりのメニューで一緒に食事をします。
コミュニケーションを深めましょう。

事
後
学
習

農
村
到
着
当
日

農村や、地域のことを調べましょう！1

3 農村のフィールドへ出よう！

4 みんなで昼食！

2 農村へ到着！

祖父母世代との交流を通じて、生きる知恵を学ぼう！
農村を散歩し地域の文化財や、昆虫、植物などさまざまなものに
ふれあうことが出来ます。

色々な事を得た後は、振り返ろう！
学校に戻ってからホットスティでの体験や学習をまとめます。
レポートを受入れ家庭に送り、成果を伝えましょう。

6 事後学習

5 農村を知ろう スケジュール例
　9：30～10：00

10：00～12：00
12：00～13：00
13：00～15：00
15：00～15：30
15：30～16：00

バスで家庭へ、自己紹介、
予定を確認。
普段通りの暮らし体験1
昼食
普段通りの暮らし体験2
家庭の方と反省会
バスに乗り込み　駐車場へ

事
前
学
習

１
日
目

２
日
目

基本的なプログラムの流れ

受入情報

立科・伊那・青木・武石 農家民泊
静かな山里で生きる力と豊かな心を育む

実施期間…通年（但し、冬期及び農繁期は受入できない場合があります）
　　　　　※農繁期：4月下旬～5月上旬、9月上旬～中旬
体験期間…ホテル 1泊 農家 1泊
対　　象…教育旅行（小・中・高校）、趣味・研修旅行（大学・一般）
人　　数…1回の受入可能人数 10～150名
　　　　

ホテル1泊　農家1泊となります

1農家4～5名宿泊

①起床（6:30 頃）
↓
②朝食作り体験
↓
③部屋片付け
↓
④閉村式
↓
⑤池の平白樺高原ホテルへ

①入村式（オリエンテーション、受入農家との対面）
↓
②受入農家の車で各家庭へ、各種農林業体験（収穫体験、畑仕事、摘花、枝打作業等）
↓
③夕食作り体験（家族の分も作り、みんなで食べ、片付ける）
↓
④市内温泉施設等にて入浴宿ごとの交流（民話、星空観察、花火、散歩等）
↓
⑤就寝（21:30 頃）

日帰り
体験

泊まり
体験

出会い。ふれあい。心の交流。
自然の中で生きる知恵を学ぶ

ほんもの体験
心のこもったおもてなし
安全安心
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