
真の科学の方法で，自然の不思議を探し出せ！

主催：学校法人いいづな学園

協賛：エイトリ―工業株式会社

後援：長野県，長野市教育委員会

信濃毎日新聞社，SBC信越放送

in 長野市
飯綱高原

親子自然教室
2018.8.3(金)~8.5(日)



いいづな学園

そんな想いから2005年に設立された学校法人で，

現在は私立の幼稚園・小学校・中学校を運営して

います。それぞれの学齢に応じた「自然体験から

学ぶ教育」を大切にし，実践しています。

学校法人

とは？

飯縄山の自然にいだかれて，
自分らしく素敵な子ども時代を
すごしてほしい・・・

学園理念

自らが幸せな人生を選び取る

自由で確立した人間を育てます

いいづなの自然の中で五感を育み

感性豊かな子どもを育てます

こどもの森幼稚園

グリーン・ヒルズ
小学校／中学校

つぼみ子育てサロン
（未就園児親子教室）

アクセス
案内

グリーン・ヒルズ
小/中学校

Google map
はこちら！

＜公共交通機関＞
川中島バス長野駅善光寺口7番のりば
【急行】ループ橋経由戸隠線（約45分）
バス停「飯綱北」下車，徒歩約15分

＜自家用車＞
〇東京・名古屋方面から

上信越道「長野インター」又は「須坂長野東インター」
⇒ 一般道「バードライン」又は「浅川ループライン」で

「大座法師池」方面へ約50分
〇新潟方面から

上信越道「信濃町インター」→「大座法師池」へ約30分



ご案内

2018年8月3日(金)～2018年8月5日(日) ２泊３日

グリーン・ヒルズ小学校/中学校 ＆ 飯綱高原
長野県長野市富田1-531 TEL：026-239-0571

豊かな自然あふれる長野県長野市飯綱高原。

ここに，学校法人いいづな学園が設置する私立の「こどもの森幼稚園」「グリーン・ヒ

ルズ小学校」「グリーン・ヒルズ中学校」があります。その小学校と中学校を拠点に，

飯綱高原をフィールドとして今回のプログラムを開催します。

豊かな自然の中で，我が国第一の学者から真の科学の方法を教えて頂き，自分の手に確

かなものを掴み取ってみましょう！

小学５年生～
中学生の親子

一人15,000円
（保険料込）

① 3日分のプログラム費用となります。

② 6食分の食事が提供されます。 ※１日目夕食～３日目昼食

③ 宿泊について ・校舎校庭を開放しますのでご利用下さい。

・校舎ご利用の場合は，寝具が使えます。

・校庭ご利用の場合は，テント泊となります。

④ 入浴は，近隣施設を利用します。

⑤ 近隣の宿泊施設もご利用頂けますが，その場合は各自で手配

とお支払いをお願いします。

⑥ 申込確定後にキャンセルされる場合は，キャンセル料が必要と

なる場合がありますのでご了承下さい。

① ２泊３日の全日程ご参加可能な方

② 親子での参加が条件です。 ※子は小学５年生～中学３年生

③ 父+母+子（複数人），父+子（複数人）， 母+子（複数人）の

参加が可能です。 ※子は小学５年生～中学３年生

１０組の親子 一般申込み１０組、グリーン・ヒルズ在校生１０組

① 参加票に必要事項を記入

参加票の受付けで，本申込みとなります。

② 返信用封筒で返送 応募締切り：７月１３日(金)必着

③ ７月１７日(月)迄に参加の可否をご連絡します。
※応募者多数の場合は抽選となります。 お預かりした個人情報は、本教室以外の目的で

使用することはありません。 なお、教室終了後は主催者で破棄致します。

！ご注意！

(詳細は次頁)
参加費は当日、現金で集金となります。



▶小学５年生～中学３年生の児童生徒であること！

➡ 水中の微生物の学習を終えた，自然科学に興味のある児童生徒が対象

▶親子で参加すること

➡ 親離れの始まる年齢だからこそ，親子で発見・観察・考察してみよう

▶全日程参加すること

➡ ①～④の一連の流れを経て，自然体験から真の科学の方法を学ぶ

① その土地の成立ちを学習し，実際に野外観察で確認

② 確認した湖沼から，実際に微生物を採集して顕微鏡で観察

③ 学習・確認・観察した内容について，考察してまとめる

④ まとめた内容をポスターや口頭で発表する

※ 食物アレルギーをお持ちの方へ

食事は，朝食以外は業者発注となります。アレルギーの対応につきましては，なる

べく考慮しますが，対応が難しい場合もあります。また，本プログラム開催地は標高

1,100ｍの山中にあり，近隣に食材を販売する店舗等がありません。以上の点をご了承

頂き，参加についてご検討くださいますようお願い致します。

参加
について

必須！

宿泊 本プログラムは，2泊３日の全日程参加となります。宿泊につきましては，以下の

4パターンから選択できますので，申込時に各ご家庭でご検討下さい。なお，グリー

ン・ヒルズ小学校／中学校へは自家用車でお越しいただけます。

パターン１：グリーン・ヒルズでの校舎泊 （教室・和室・寮部屋など）
男部屋と女部屋に分かれての宿泊となります。

寝具類は主催者で用意します。
部屋の種類(大部屋or小部屋)は選択できません。
申込みが多数の場合は，こどもの森幼稚園の園舎も利用します。

パターン２：グリーン・ヒルズでの校庭泊（テント泊）

ご家族単位での宿泊となります。

テント及び寝具は参加者でご用意頂き，設営もお願いします。

パターン３：グリーン・ヒルズ周辺にある宿泊施設のご利用

施設への移動は，各自でお願いします。

時間が限られますので，必ず飯綱高原の施設をご利用下さい。

施設への宿泊料金は，参加費用とは別にご負担下さい。

車での移動時間が10分前後の施設をご利用ください。

※ ご相談は飯綱高原観光協会(TEL：026-239-3185)へ

※ プログラム費用の減額はありませんのでご了承下さい。

パターン４：帰宅（基本的にグリーン・ヒルズ周辺に居住しているご家庭）
※ プログラム費用の減額はありませんのでご了承下さい。



プログラムの
講師陣

特別講師(8/3～5) 真 鍋 真 (まなべ まこと) 先生 【写真】©黒澤義教

東京都生まれ。イギリス・ブリストル大学理学部地質学科で博士号を取得。1994年より国立科学博物館地

質研究部に勤務し、現在は標本資料センターと分子生物多様性研究資料センターのセンター長をつとめ

る。化石から進化を読み解こうと、恐竜など中生代の爬虫類、鳥類化石を見つめている。

特別講師(8/3～5) 高 村 典 子 (たかむら のりこ) 先生

京都府八幡市生まれ。奈良女子大学理学部卒業。その後、環境庁国立公害研究所に入所し、主に湖や

池などの淡水域の保全に関する研究に従事。現在は国立環境研究所生物・生態系環境研究センターフェ

ローと琵琶湖分室リサーチコーディネーターをつとめる。最新の研究に「水辺の保全と再生保全戦略の必

要とその現実」がある。

講師(8/3～4) 田 辺 智 隆 先生

長野市立博物館分館 戸隠地質化石博物館
学芸員

1961年生まれ、千葉県市川市出身。中学2年生で訪れた

美ヶ原から見た景色に感動し、その後、信州大学へ進学。

1989年から現職。「落語家になりたかった」という軽快な

語り口は、訪れた人を楽しませるだけではなく、自身で考えて学ぶことの面

白さをも気付かせてくれる。「地域の小中学校の子どもたちとフィールド

ワークに出ることも多い。地元住民に一番サービスしないと（笑）」

真の科学の方法を教えて下さる講師陣をご紹介します！

フィールドワーク時は，特別講師と共に長野市立博物館分館戸隠地質化石館スタッフ・長

野県環境保全研究所スタッフ，いいづな学園教職員がサポート致します。

講師(8/3～5）中 村 千 賀 先生

長野市立博物館分館 戸隠地質化石博物館
研究員（植物）

福島県生まれ。小さなころから生き物好きで、
大学では軽井沢をフィールドに、植物と受粉の
媒介をする昆虫との関わりを研究。信州で生き
ものの面白さを一般の方にわかりやすく伝える仕事をしたいと、
2008年から現職に。植物・昆虫・鳥、さらに戸隠の歴史・文化な
ど、興味がつきません。

講師(8/3～5) 堀 田 昌 伸 先生

長野県環境保全研究所専門研究員。

愛知県生まれ。理学博士（大阪市立大学）
ハチクマやアカモズなど絶滅が危惧される鳥
類の生態調査を実施。高山帯のシンボル，ラ
イチョウの温暖化影響予測を森林総研等と実施。
現在，過去から将来にわたるライチョウの分布変遷を明らかに
し，適応策を検討するプロジェクトに参画。

講師(8/3～5) 岸 元 良 輔 先生

兵庫県姫路市生まれ。信州大学教育学部卒
業。その後、大阪市立大学理学研究科で「カ
モシカの社会構造」をテーマに理学博士号を
取得。飯田市美術博物館生物担当学芸員を
経て、長野県自然保護研究所（現 長野県環境保全研究所）に
て県内のクマやシカの調査研究に取り組む。現在は研究所を
退職後、NPO法人信州ツキノワグマ研究会理事長をつとめる。

アドバイザー 山 岸 哲 (やまぎし さとし) 先生

長野市出身。子どものころ、飯綱で植物や昆虫を採集したり野鳥の巣を探しまわったりして、「我が家の裏
庭」のように過ごす。昨年度まで、いいづな学園の理念を活かしながら「自然教育」に尽力された。
元京都大学教授、山階鳥類研究所名誉顧問、グリーン・ヒルズ小/中学校 前校長



9:00 グリーン・ヒルズに集合，受付開始

9:30 始まりの会，荷物の準備など

10:00 プログラム① 講義「飯綱高原と湖沼の成り立ち」
田辺先生

11:45 昼食（お弁当をお持ち下さい）

13:00 プログラム② フィールドワーク：飯綱高原の湖沼
と水源池を巡りプランクトンを採集
浅川大池・猫又の池・大座法師池など

16:30 グリーン・ヒルズに帰校，記録とまとめ

17:15 入浴（アゼィリア飯綱へ移動）

18:45 夕食（グリーン・ヒルズ ホールにて）

19:30 プログラム③ 疑問や発見をまとめよう！

ナイトプログラム①

22:00 就寝

6:00 起床

6:30 朝プログラム①野鳥観察（希望者）

7:30 朝食

8:30 集合（健康観察）

9:00 プログラム④ フィールドワーク：軍足池（ぐんだり
いけ）周辺の探索とプランクトン採集

11:30 昼食

13:00 プログラム⑤ 講義「プランクトンの基本」
採集したプランクトンの観察・考察

予 定

８/３
FRY

グリーン・ヒルズ小/中の校舎校庭

プログラム②：大座法師池
（フィールド⑤）

プログラム④：隠れ滝
（フィールド⑥）

８/４
SAT



17:15 入浴（アゼィリア飯綱へ移動）

18:45 夕食（グリーン・ヒルズ ホールにて）

19:30 プログラム⑥まとめ：観察結果や意見をまとめよう！

ナイトプログラム②

22:30 就寝

6:00 起床

6:30 朝プログラム②野鳥観察（希望者）

7:30 朝食

8:30 集合，健康観察

9:00 プログラム⑦ 発表準備：まとめた内容を発表できる
ようにしよう！

11:00 終りの会，長野県環境保全研究所へ移動

12:00 昼食，発表のリハーサル

13:30 公開セミナー開始
親子自然教室の発表，講評（高村講師より）

14:00 真鍋 真 講師 の 講演会

15:30 まとめ（山岸 哲 アドバイザー）

16:00 終了，解散

予 定

プログラム⑤：観察

プログラム⑤：観察

環境保全研究所飯綱庁舎ホール

プログラム④：軍足池
（フィールド⑦）

８/５
SUN



地 図

グリーン・ヒルズ小学校

⑤

④

③
①

⑦ ⑥
フ ィ ー ル ド 紹 介

① 飯綱鉱泉 大座法師池と周辺湿原の水源池。飲んでみると…ビックリ！

② 鳴岩 猫又池と大池の水源池。岩が歌います。

③ 猫又池 池の周りのマツの木に，サギが営巣しているかも…

④ 大池 飯縄山が池の水面に映えます。ブラックバス釣りのスポット。

⑤ 大座法師池 飯綱高原一番の観光地。他の池とは環境が大きく違います。

⑥ 隠れ滝 飯縄山からの水を集めて流れ落ちます。地質の観察スポット。

⑦ 軍足池 飯縄山からの湧水を利用した溜池。地域の発展に貢献しました。

②

ぐんだりいけ


