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1 サウンド スケッチ ○ ○ 感覚･表現 静的な活動 人工音の少ないところ 30〜60分

2
この木誰の木
　　気になる木

○ 表現･信頼 やや静的な活動 混成林内 30

3 ネイチャー ネット ○ ○ 環境理解 やや動的な活動 広場 60

4
見れば見るほど,

　　　な一るほど！
○ 観察･表現 やや動的な活動 林内 30

5
ミクロな世界

    みーつけた！
○ ○ 観察･表現 やや動的な活動

木の実や落ち葉が多い林
内、森、原っぱ等

30～40

6 風に欢かれて ○ 信頼･協力 やや動的な活動 ちょっとした広場 15〜20

7 林間ことば集め ○ 観察･表現 動的な活動 森林･草原 30

8 手と鼻で自然観察 ○ ○ 感覚･表現 やや静的な活動 林内･草原(開けた場所） 40～60

9 森のビンゴ ○ ○ 環境理解･観察 動的な活動 森林･草原 60

10 夜の訪問者たち ○ 環境理解･観察 やや静的な活動 人工灯の少ない場所 60

11 自然が教える1･2･3･･･ ○ 環境理解･観察 動的な活動 植生が豊富な林内 60～90

12 星座ゲーム ○ ○ 協力･工夫 やや動的な活動 大きな広場 30～60

13 森の中危険物処理班 ○ 協力･工夫 動的な活動 広場 20〜30

14 ナイトハイキング ○ 体験･協力 動的な活動 林内･草原･丘陵地 60～90

15 ぼくらは地球探検隊 ○ ○ 環境理解･観察 やや動的な活動
環境の変化4こ富ん だとこ
ろ

30～60

16 森のおしゃべり ○ 観察･表現 やや動的な活動 人工音の少ない林内 30～60

17 いなずま脱出ゲーム ○ 協力･工夫 動的な活動 安全な平地の林内 10〜15

18 ラインアップ ○ 協力･工夫 動的な活動 安全な平地 10～20

19 ネイチャーヒアリング ○ 体験･感覚 静的な活動 人工音の少ない林内 30

20 夜の音さがし ○ ○ 体験･協力 やや動的な活動
人工の光や音の少 ない林
内

60分程度

21 星座の森合わせ ○ 環境理解･協力 やや動的な活動 林内 30～60

22 測ってみようI ○ 協力･工夫 やや動的な活動 開けた広場 60

23 カメレオンゲーム ○ 環境理解･表現 やや動的な活動 森林･草原 90〜120

24 森の気持ち探し ○ 観察･表現 やや静的な活動 森林･草原･公園など 40

25 危険がいっぱい ○ ○ 環境理解･観察 やや動的な活動 *どこでも 60〜120

活動のタイプ

適したフイールド 時間シート名No
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26 森の絵本作り ○ 表現･協力 やや静的な活動 林内･草原など 60〜120

27
クモの世界を

    覗いてみよう
○ ○ ○ 観察 静的な活動

林内など，いろい ろな場
所

60～90

28 香りさがし ○ ○ 感覚･観察 やや動的な活動 森林･草原･公園など 20〜30

29 気象予報士 ゲーム ○ ○ 観察･予測 やや動的な活動 比較的開けたところ 60

30 探検地図づくり 環境理解･協力 やや動的な活動 ＊どこでも 60〜90

31 お話しようよ！ ○ 表現･感覚 静的な活動 植生が豊富な林内 60

32 林間立木取り ○ 協力･工夫 動的な活動 林内(平坦な場所） 30

33 ハンティング ゲーム ○ 協力･工夫 動的な活動 林内･草原 30

34 森のレストラン ○ 表現･協力 やや動的な活動 植生が登富な林内 40～60

35 クモの巣 ○ 協力･信頼 動的な活動 林内(木の間） 20～40

36 光の虫眼鏡 ○ ○ 観察･感覚 静的な活動
植生が豊富なところ
 (人工灯が少ない）

30

37 森のつながり探し ○ ○ 環境理解･観察 やや動的な活動
林内･草原
(植生が豊富なところ）

30

38 マッチングパズル ○ 協力･工夫 やや静的な活動 ちょっとした広場 20

39 宇宙人 ○ 協力･工夫 動的な活動 安全な平地，広場 20分程度

40 時の玉手箱 ○ 感覚･表現 やや静的な活動
自然が豊かな林内 キャン
プ場，広場

20〜40

41 絵っ！宝地図？ ○ ○ 表現･協力 やや動的な活動
自然が豊かな林内 キャン
プ場，広場

60〜120

42 闇夜のお絵描き ○ 表現･感覚 やや静的な活動 人工灯がないところ 20〜30

43 音取物語 ○ ○ 表現･感覚･工夫 やや静的な活動
自然が豊かな林内 キャン
プ場，広場

30～60

44 “お宝”当てましょう ○ ○ 観察･感覚 やや動的な活動
自然が豊かな林内 キャン
プ場，広場

30

45 モンタージュ ○ 表現･観察･工夫 やや動的な活動
自然が豊かな林内 キャン
プ場，広場

30〜45

46 ねっこほじほじ ○ 観察･環境理解 やや動的な活動 植生が豊富な林内 60

47 バケッツボール ○ 協力･工夫 動的な活動 広場など開けた場所 15〜20

48
スカイライト・

      ギャラリー
○ ○ 表現･協力･創造 やや静的な活動

自然が豊かで，
空がよく見える場所

60

49 ピサの斜塔 ○ 協力･工夫 動的な活動 安全な平地，広場 15〜30

50 ギフト ○ 表現･信頼 静的な活動 自然が豊かな場所 20〜30

51 私は誰でしょう？ ○ 表現･思考 やや動的な活動
*どこでも 広場，校庭，公
園

30

52 「ちょっとだけ」よ ○ 観察･環境理解 やや動的な活動 植生が豊富な林内 30〜45

53
ジャンケンで

  アイスブレーキング
○ ○ 信頼･協力 動的な活動

＊どこでも 広場，校庭，
公園

15〜20

54 宇宙ゴミ回収 ○ 協力･工夫 やや動的な活動
＊どこでも 広場，校庭，
公園

30

55 宝物見ーつけた ○ ○ 観察･工夫 やや動的な活動 下草が少ない林内など 30～40
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56 ははをたずねて ○ ○ 観察･工夫 やや動的な活動
木の種類が多い静かな林内
など

30～120

57 知恵の一本橋 ○ 協力･工夫 動的な活動 平坦な場所 10～20

58 十二ひと絵 ○ ○ 観察･工夫 やや静的な活動
景色の変化に富んでいる場
所

30～40

59 前・うしろ、左が右？ ○ 思考･挑戦･工夫 動的な活動 広場などの平坦な場所 10～20

60
出会ってすぐの
アイスブレイクゲーム

○ 積極性 やや静的な活動 広場などの平坦な場所 10～20

61
輪になって
アイスブレイクゲーム ○ 協力･工夫 動的な活動 広場などの平坦な場所 20～25

62 目かくし列車 ○ 協力･工夫･信頼 やや動的な活動 下草が少ない林内など 20～30

63 脱出指令 ○ 協力･工夫･信頼 動的な活動 木立のある平坦な場所 15～20

64 移り木 ○ 協力･工夫 動的な活動 平坦な場所 15～20

65 食べ跡探偵団 ○ ○ 観察･工夫 やや動的な活動
木や草がある公園、開けた
林内、草原など

45
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67
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69

70

71

72
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