
学習のねらいなどご要望にあわせて内容をアレンジいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。

白川郷の暮らしにふれる
白山の大自然に抱かれる 雪の森で仲間との絆を深める

日本山岳ガイド協会認定登山ガイド、野外災害救急Wilderness First Aid、急流救助swift water rescue などの専
門的な安全確保、救助・救命スキルを習得したスタッフが、研修生の心身の状態やフィールドコンディションに細心の
注意を払い、豊かな‘気づき’をもたらす体験を楽しく安全に提供します。

■ 悪天候時における代替プログラムをご用意しております。
■ 捜索ヘリサービスCOCOHERIの利用や、クマ撃退スプレーの携帯など、あらゆる事態を想定したリスク対策を行っています。
■ 緊急時には医療機関、消防、警察、役場などの関係機関に連絡し、迅速な処置が行える体制を整えています。
 

■ アウトドアのプロが安心・安全な活動を提供

〈白川診療所〉０５７６９－６－１０１９　〈平瀬診療所〉０５７６９－５－２０１９　〈高山赤十字病院〉０５７７－３２－１１１１　〈久美愛厚生病院〉０５７７－３２－１１１５

＜医療機関＞

グリーンシーズン スノーシーズン

時間 項目 内容
1日目 13:00 ご到着 トヨタ白川郷自然學校

オリエンテーション
テント設営 自然學校の森のテントサイト 

14:00 アウトドアクッキング 班別行動 
16:00 ご夕食 焚き火（自炊）料理 

ご入浴 天然温泉 
18:00 テント泊

2日目 2:00 三方岩岳 星空＆サンライズトレッキング 「自然を体感する」 
8:00  ご朝食 自然學校レストラン（洋食カフェテリア） 

大白川渓谷原生林ネイチャーガイド 「生きものたちのいとなみを学ぶ」 
12:00 ご昼食 お弁当 

白水湖ラフトボートクルーズ 「大地のなりたちを学ぶ」 
17:00 テーブルマナー講習

ご夕食 自然學校レストラン（フレンチコース） 
19:30 ホタルウォッチング 「自然を体感する」 

ご入浴 天然温泉 
21:00 自然學校ゲストハウス泊 

3日目 7:00 ご朝食 自然學校レストラン（洋食カフェテリア） 
8:30 野外博物館合掌造り民家園見学 「白川郷のくらしを学ぶ」 
9:30 世界遺産合掌集落フォトオリエンテーリング 班別行動 
11:00 ご出発 村営せせらぎ公園駐車場 

時間 項目 内容
1日目 13:30 ご到着 村営せせらぎ公園駐車場 

野外博物館合掌造り民家園見学 「白川郷のくらしを学ぶ」 
14:30 世界遺産合掌集落フォトオリエンテーリング 班別行動 

オリエンテーション
17:00 テーブルマナー講習

ご夕食 自然學校レストラン（フレンチコース） 
19:30 ナイトハイク／焚き火のファーストレッスン 「自然を体感する」 
21:00 ご入浴 天然温泉 
22:00 自然學校ゲストハウス泊 

2日目 7:00 ご朝食 自然學校レストラン（洋食カフェテリア） 
8:30 白川郷の知恵を学ぶ森のガイドウォーク 「白川郷のくらしを学ぶ」 
9:30 ネソネリ＆ネソガケ体験／茅刈り体験 班別行動 
11:30 ご出発 トヨタ白川郷自然學校

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
アウトドアクッキング アウトドアクッキング

焚き火のファーストレッスン

山菜採り

焚き火のファーストレッスン

ネソネリ・ネソガケ体験ネソネリ・ネソガケ体験

スノーアーチづくりスノーアーチづくり

イワナ獲り

キャニオニング

茅刈り体験

ラフトボートクルーズ ラフトボートクルーズ

原生林ネイチャーガイド 原生林ネイチャーガイド

三方岩岳グループ登山 三方岩岳グループ登山
高山植物保護活動

ホタルウォッチング
高山植物保護活動 

三方岩岳星空＆サンライズトレッキング 三方岩岳星空＆サンライズトレッキング

ナイトハイク
野の生け花遊び

実生の森づくり
森のキャンプ 森のキャンプ

水力発電に挑戦するダムづくり 水力発電に挑戦するダムづくり

源流の森ハイキング 源流の森ハイキング
森のオリエンテーリング 森のオリエンテーリング
キャンプファイヤー キャンプファイヤー
森林整備 森林整備

ナイフづくりナイフづくり
野生動物フォトハンティング 野生動物フォトハンティング

木の実の餅づくり

雪の森の焚き火
アイスレースキャンドル

イグルーづくり

雪の森のオリエンテーリング

スノースライダー
スカイランタン

雪の森のオリエンテーリング

スカイランタン

山菜採りアウトドアクッキング

ネソネリ・ネソガケ体験

焚き火のファーストレッスン

森林整備

茅刈り体験

ラフトボートクルーズ

ナイフづくり

三方岩岳星空＆
サンライズトレッキング

原生林ネイチャーガイド

高山植物保護活動 三方岩岳グループ登山 ナイトハイクホタルウォッチング 実生の森づくり野の生け花遊び 水力発電に挑戦するダムづくり野生動物フォトハンティング 森のオリエンテーリング キャンプファイヤー源流の森ハイキング

キャニオニング

森のキャンプ

イワナ獲り

スノースライダー スカイランタン

雪の森のオリエンテーリング

イグルーづくり

スノーシューハイク

スノーアーチづくり

雪の森の焚き火 アイスレースキャンドル

木の実の餅づくり

2泊3日

1泊2日

時間 項目 内容
1日目 13:30 ご到着 トヨタ白川郷自然學校

オリエンテーション
14:30 スノーシューハイク 「生きものたちのいとなみを学ぶ」 

スノーアーチづくり 班別行動 
17:00 テーブルマナー講習

ご夕食 自然學校レストラン（フレンチコース） 
19:30 雪の森の焚き火 「自然を体感する」 
20:30 ご入浴 天然温泉 
21:30 自然學校ゲストハウス泊 

2日目 7:00 ご朝食 自然學校レストラン（洋食カフェテリア） 
8:30 ナビゲーション実習 読図とコンパスワークのファーストレッスン＆ルートプランニング 
9:30 雪の森のオリエンテーリング 班別行動 
11:30 ご出発 トヨタ白川郷自然學校

1泊2日

時間 項目 内容
1日目 13:00 ご到着 村営せせらぎ公園駐車場 

野外博物館合掌造り民家園見学 「白川郷のくらしを学ぶ」 
14:00 世界遺産合掌集落フォトオリエンテーリング 班別行動 
16:00 オリエンテーション トヨタ白川郷自然學校

スノーアーチづくり 班別行動 
17:30 ご夕食 自然學校レストラン（洋食プレート） 
19:30 雪の森の焚き火 「自然を体感する」 
20:30 ご入浴 天然温泉 
21:30 自然學校ゲストハウス泊 

2日目 7:00 ご朝食 自然學校レストラン（洋食カフェテリア） 
8:30 スノーシューハイク 「生きものたちのいとなみを学ぶ」 
10:30 イグルーづくり（基礎） 班別行動 
11:30 ご昼食 自然學校レストラン（カレープレート） 
13:00 イグルーづくり（屋根） 班別行動 
17:00 テーブルマナー講習

ご夕食 自然學校レストラン（フレンチコース） 
19:30 ナビゲーション実習 読図とコンパスワークのファーストレッスン＆ルートプランニング 
20:30 ご入浴 天然温泉 
21:30 自然學校ゲストハウス泊 

3日目 7:00 ご朝食 自然學校レストラン（洋食カフェテリア） 
8:30 雪の森のオリエンテーリング 班別行動 
11:00 ご出発 トヨタ白川郷自然學校

2泊3日

Activity Schedule種類豊富なシーズン限定の
アクティビティ

白川郷だからできる
学びのモデルプラン


