
コース 生活面 回答

研修 朝起きた時とても寒かった

研修
寝る部屋が寒かったことについては車の中で言われたように工夫してみようと思います！お風呂の時間は

髪の毛をゆっくりかわかせるくらい多めに時間を取っていただけたのでありがたかったです！

研修
キャンプ当日は寝る部屋にゴミ箱があると良いと思います。後、寒い時期はスリッパや上靴などを履けば

温かくなると思います。各自の持ち物に書いても良いかもしれないと思いました。

研修
温泉は最高でした。贅沢ですが、寝袋とマットレスだけだと床が硬くてなかなか寝付けなかったし起床時
に肩や首が少し痛かったので、余裕があればもう少しいい感じの床に敷くやわらかいやつが欲しいです。

研修 冬キャンプよりも室内が寒く感じた

研修
お風呂は露天風呂付きで広くて入りやすかったです。部屋は寝る時など特に寒かったので人数が多くなる

ならもっと毛布欲しいです

対応済

A
風呂の時間は1時間が丁度良いと思いました。班編成は、3〜6班に比較的大変な子が多かったと思いま

す。

A
山の家で寝たかったと言っている子がちらほらいた。温泉はみんな気持ちよさそうだったけどお風呂の入
り口(階段)で固まっていると他の人が上がらなくて少し迷惑になっていたかも

A

他スタッフのいびきで寝れないと新人スタッフ勢は嘆いていたので、新人男子班には耳栓をそっと配って
あげると助かります。次回からはマイ耳栓を持参します（笑）風呂は文句なしです。班編成は特に五班が
もともと全員が友達で、高学年だったので6班の女子と関わるのも恥ずかしがって、その三人だけで最後
まで完結していたので、どうにかならなかったかなと思います。かといって一人で来た男の子を入れる
と、その子だけ孤立する可能性もでるので難しいので仕方ないのかもしれないです。

耳栓は備品で用意してあるので、いびきに限らず必要な人は言ってください。

A
山の家に泊まりたいと言っていた子どもが多かった。入り口を女子は玄関、男子は食堂にすることで、出
入りの混雑がなくなったのでよいと思いました。

A 6年生の子がお風呂の時などに小さい子達を一緒になだめてくれたり見てくれた事
B お風呂は1時間強が丁度良いと思います。

B
狭くて寝れなかったという子供がいた

二階の手前の部屋は寝てる間にストーブが勝手に消えるので寒かった

B
寝る場所（誰々の隣がいいと）と言い合いが少しあったので友達同士の時は気にして上げたほうがいいの
かと思った

B

寝る時1日目は寒かったけど、2日目に同じ格好、違う場所で寝たら全然寒くなかったので、2階の子はな
るべく入口から離れたところで(真ん中に集まって)寝るのがいいかもしれません。お風呂は日によって混
み具合が違ってなんともいえないけど、女子14人でスタッフ2人で自分で髪の毛を乾かせない子が多いと

お風呂の時間1時間では大変でした。

B

今回は、こどもたちの落とし物よりなくしものが目立った。→物を出したらしまう、使ったものは使わな
いならしまうなど、当たり前のことができてなく、これらのことでスタッフがこどもにつきっきりになっ

てしまうことが多々あるため、上記を言うようにした方がいいと思う。

C
兄弟や友達を同じグループにいれると、他の子たちと関わりにくくなると思いました。 同班希望の子を別班にすることはできないので、スタッフがうまく仲をとりもって全体で仲良くできるようにしてあげ

てください。
D 3,4班によくどっかに行ってしまう子が固まってたと思いました。

D 山の家で寝たいと言っていた子が居たので1日交代にすればいいと思った 1日交代だと2日目もシーツを変える手間･費用がかかるため、我慢してもらっています。

D 1Aで寝た時に、毛布が1枚しかなくて、ヒーターをつけてても寒かった。 1人2枚くらいはあるはずなので、1階になければ2階を探してください。

 

コース 食事面 回答

研修 朝ごはんがもう少し欲しかった 非常食があるので足りなければ言ってください。言いにくいかもしれませんが、言ってくれないと分からないので…

研修

バーベキューのトングや箸の件はなかなか難しい気もしますが、できる限り頑張ります...！今回はスタッ

フだけでご飯をつくることはほとんどない(?)とのことなので大変そうだとは思いますが、いつもより子供
たちとたくさん関われるのを楽しみにしています！あと、初日のビーフシチューの時は衛生面に気を遣え

ていたけど、忙しくなったり違うプログラムを挟んだりするとその辺がなあなあ(いつもくらい?)になって
いた気もします。バーベキューもあるし、普通に完璧に除菌して...とかは難しいとは思いますが、本番は

ご飯作る時間の前に台拭きとかの指示を出した方がいいのかもしれません...。

研修
皆で相談して当日のイメージをしながら料理をするのは良い体験でした。後片付けの時、キャンプ当日は

特に食器の量が多いから、台所のスペースを上手く活用することと、役割分担してより効率良く片付けた
いです。

研修

初めての食事準備の前に、キッチンの中のどこにどんな道具があるのかざっと確認する時間があればいい

なと思いました。そうすれば新規スタッフでもスムーズに準備が手伝えると思います。ホットドックの

チーズはアルミにくっつきまくるので無くてもいいと思います。ビーフシチューとサラダだけだとシ
チューが苦手な子はサラダしか食べるものがなくなるので、もう一品くらいあってもいいかなと思いま

す。

今後の研修で施設探索の時間を用意するようにします。
メインメニューが食べられない子のための代替品は用意してあるので、そういう子がいた場合には相談してくださ
い。（ビーフシチューがダメな子のためにはハンバーグやカレーなど）

研修 BBQは風との戦い。たまご焼き作るのむずい 既製品で対応します。

研修
手巻き寿司のたまごはたまご焼きより、錦糸たまごの方が早く多く作れると思いました。手巻き寿司の

際、机にラップを巻くことは汚れなくていいと思ったので、長めのラップを用意していただけると準備が

楽になると思いました。

対応済

研修 料理も内容もよかったのでとても美味しく食べれた。

A
自分の班は料理の時、全員率先してやってくれて良かったです。美味しく作れたと思います。ポテトサラ

ダは、ジャガイモが水っぽくなりました。

A
手巻き寿司で酢飯が苦手な子が結構いた。事前にアンケートをとって比率を調整したほうがいいかも。
BBQの肉を早めに解凍しておく。今回は子供の数が少なく準備や洗い物が比較的楽だった

A

BBQの材料の解凍を前日からしっかりやる。食器の片付けは食べた子からキッチンに持って行かせる（洗
い物がなかなか始まらない）、ビーフシチュー、カレー、シチューなどの洗い物が多く時間がかかるとき
は、スタッフを食事づくりのときに使った用具担当（食事前）と食器担当（食事後）に分けた方がいい

A

そういえば手巻き寿司の時とかホットドックの時とか子供たちに手袋させるの忘れてました。子供用の包

丁の切れ味が悪すぎて体重をかけて切りそうになる子供たちがいたので、絶対に研いだ方がいいです。

後、キッチンの黒いスポンジはめっちゃ泡立ちいいけど、もう一個の普通のスポンジの泡立ちが悪いの

で、2人で皿洗いしている時、もう一個黒いスポンジほしいなと思いました。ポテサラはやけに子供たち
が作るの盛り上がっててよかったです。

対応済

A

サンドイッチは食パンよりホットドッグパンの方が人気だった。ポテトサラダはニンジンがなかなか柔ら

かくならず時間をとるので、なくてもよいと思った。納豆は今回のような小さいカップのほうが机が汚れ
ず片付けが楽だった。BBQは子どもへの説明時に火をつけ焼き始めたほうがスムーズだと思った。もし火

おこしをさせたいのであれば、シーフードと焼きそばのかまどを使い、肉は子どもが食べる頃に間に合う
よう準備しておいたほうがよいと思った。

A BBQの豚肉が凍りすぎて表面が焦げてしまった事
A 手巻き寿司の具材、ご飯が少ない 対応済

B
量が余らない程度で良かった。

嫌いな食べ物が多い子への対応がなされていた。
B みんなで一つのものを作ることで子どもたちが同士の話し合いや関わりが生まれていていいと思った

B

ビーフシチューのときのお米(計、洗)は高学年女子が何人かいたし難しくないので、割とスムーズに準備
が出来ました。バーベキューのやり方はとてもいいと思います！焼きそばするタイミングは最初だとその

後みんなすぐおなかいっぱいになっちゃうかな？くらい。手巻き寿司は自分のお皿にネタを取らずに直接

巻くルールにして、ネタのお皿を増やせば秒で無くなっちゃうことも減るかなと思います。3日目の朝ご
はんは意外と時間がかかってギリギリになってしまった。7:50に完成でよければ2人で全然まにあいま
す。ビーフシチュー初めて食べたけど美味しかったっていう子が結構いたのでビーフシチューいいと思い
ます！！！！

B うちの班だけ、ビーフシチューがカレーになってしまった笑笑（何が悪かったのだろう…）

C
1日目の夕食作りで私は米の計量で台所にいて、キラが保健係だったから班にのずーぴーしかいなかったので、

一班2人はいれるようにしたら良いと思います。

もともと人数を考えて班編成を決めていたけど、当日急きょ変更があったためそうなってしまいました。

C ・ホットドッグの具材にツナ。・手巻き寿司のご飯、具材少なかった。新聞紙を机にひく。・三食丼はスプーンで。 対応済

D
子供たちが積極的にご飯を作ってくれたのでとても良かったです。3日目のホットドッグのレタス、少ないかもしれな
いです。

D
アレルギーとかで食べれない子のハンバーグを食べたいと言っていた子が居たのでハンバーグが余っていたりし
たらそれもおかわりのときに出してもいいと思った

D
食事作りをやってくれるスタッフが一緒だったので、今回は初めての参加だから子どもと遊んできていいよと言わ
れたが、いつも作ってくれて申し訳ないので、料理が出来る人の中で作る係も振り分けるのもいいと思います。

 



コース 施設面 回答

研修
皆が集まる部屋の自動ドアから中が良く見えると思うので、下半分にちょっとした目隠し的なものがある
といいなと思った

研修
玄関のマット？(もりっきーが持ってきてくれたやつ)が滑りやすくて危ないかもしれません。私はすべっ
てこけそうになりました...笑

対応済

研修 造りが家と同じだから、緊張感がほぐれる気がします。
研修 普通に生活する上で欠点はなかったと思います。
研修 道路に面しててキャンプ場感は薄いけど山の家が近いのはやっぱり魅力的だと思う
研修 広くて快適でした

A
食堂への廊下が狭いので熱いスープ等を運ぶときに子供とぶつからないか怖い

運ぶ前に他のスタッフに言って道を空けておいてもらうことをルール付けした方が良いのでは

必ず誰かが前を歩くようにしましょう

A

食堂のテーブルに入れ物に入ったアルコールスプレー、ティッシュ、ウェットティッシュ、ビニール手袋
等の衛生用品がたくさん置いてあり、それらが食事作りや食事の際に邪魔であるため、床に置いてしまっ

ている。これでは衛生的に良くないため、テーブルに養生テープで固定するなどした方がいいと思う。

B
食堂が広くて圧迫感がなくて良かった

トイレが詰まってしまい大変だった

春キャンプで起きたトイレの詰まりは2回ともこどものイタズラが原因でした

B 階段が急で少し狭いので遊んでいて走り回っているときは少し危ないと思った 階段では走らないよう注意してください。

B
掃除がしにくいです。山の家のグラウンドや川で遊べるのはいい感じ！！今回は暖かかったし、風もほと

んどなかったのでバーベキュー場も使いやすかった！

D
１Aの畳がボロボロになっているのでふざけて引っ掛けて遊んでいる子もいたけど引っ掛けて転びそうに
なっていた子もいたので直したほうがいいと思った

引っ越し予定なので未対応ですが、引っ越さなかった場合には対処します。

コース スタッフ面 回答

研修 初めはとても緊張したけれども明るい雰囲気で楽しかった

研修
みんないい人たちで特にななみんとかゆうさんとかの気配りが素晴らしいと思いました笑私とは真逆の静

かで真面目な子達が多くて、どのくらいの距離感がいいのかわからなくて緊張したけど、みんなとたくさ
ん話すことができたのでとてもいい研修になりました!

研修 リピータースタッフの人にわからないことを聞きやすかったし、とても過ごし安かったです。

研修

名古屋駅集合の車内での席ですが、2列目にリピートスタッフ、3列目に新規スタッフとなると、リピート
スタッフ同士で盛り上がって、3列目の人は中々会話に入りづらいと思います。特に新規スタッフはここ

が緊張のピークだとなので、2列目に新規スタッフを、3列目にリピートスタッフを置いてあげることで、
必然的に新規スタッフが常に会話の輪の中にいる状態となるため、よりはやく打ち解ける手助けになると

思います。列ごとに新規とリピートを混合にして、リピートスタッフ同士でしか会話が無い状態を作らな
いようにするのもありだと思います。また、友達同士で来ている人達は、会話がその中だけで完結してし
まいやすいので、席を隣にしないで別々にすればその間だけで人間関係が完結することがなく、他のス

タッフとより円滑な交流が図れると思います。僕は2列目に座っていて、のずさんやひーちゃん、ななみ
んとの会話にとても入りやすかったのですが、3列目の新規の2人は中々会話に入るのは難しいだろうし、

1列目から3列目の人に話を振るのもやりずらいと思うので、最初に挙げた方法をとった方がみんなが仲良
くなりやすいのかなと思いました。新規スタッフが他スタッフとの人間関係がうまくいかないと、子供た
ちにそのストレスが向けられてしまうこともあるし、スタッフ自身も楽しくなくてリピートもしたくなく

なると思うので、今でも十分馴染みやすい環境ではあるんですけど、細かい所も改善した方がいいと思い
ました。

今後そこらへんを考慮して車に乗せるようにしていきます。

研修 キャンプで使う薪を男のスタッフで分担して割ってほしい こどもでも簡単に薪割りができる器具を購入したので、それを利用してこどもにやってもらったり、研修
でスタッフが割ったりしていきます。

研修 フレンドリーな人が多くて楽しかったです
A 役割分担が適宜出来ていて良かったと思います。

A
新規のスタッフがみんなとてもいい動きをしてくれたと思う。特にキャプテンとしばっちはさすが現役の
先生という感じだった。ゆーとのあまるもとても優しい子で子供からとても懐かれていた

A

いつものことだが全体的にごともたちがうるさく、前でこどもたちに話しをしているときや、班の場所に
座っているときも大きな声で静かにして！と言った回数が多くかなり苦労した。全スタッフ（リピーター
スタッフでさえ注意しないため特にリピータースタッフ）に前で誰かが話をしているときや話をしようと
しているときは率先してこどもたちを静かにさせることを徹底して欲しい。

A

キャプテンやしばっちはのあまるを最後まで年上だと思ってたり、ひさとおかちゃんが兄弟だと知らな
かったり、全然交流とれてなかったみたいでそれはそれで面白かったんですけど、せっかくなので初日の

スタッフミーティングでもキャンプ場まで別の交通ルートで来た人同士がわかるように改めて自己紹介的

なこともやっといたほうがいいかなと思います。

夜のスタッフミーティングで自己紹介を改めてやるようにしました。

A
最後の掃除を終わりの会のときに進めておくのは、子どもが帰った後の掃除が少なくなりとてもありがた

かった。

今後はこどもが帰る前に掃除をやっていくようにします。

B 班にスタッフ3人いると全員見れて良かったです。
B 子供に対するスタッフ数が十分に確保されていたので一人一人の子供と丁寧に接することができた

B 子どもたちが色々なスタッフさんの事を教えてくれたりして面白かった

D
焼き芋の時子供たちが川の方に行く子もいれば広場の方に行く子もいるので最低でも3人ぐらいのスタッフさ
んが必要だと思った

対応済

D
スタッフ同士結構仲良くできた気がしますが、夜は山の家に行くスタッフもいて全員で集まる機会か少な

いなと思いました。もう少し全員で交流する時間があったらいいです。

キャンプ本番では交流する時間をとるのは難しいので、他スタッフと交流したい人はぜひ研修に参加してしてくださ
い。

 

コース 備品面 回答

研修 冬や春用に毛布を増やす 購入済

研修 今のところ思いつきません

研修
机に消毒するならスプレー容器タイプのアルコールを買うor百均で容器を買い容器にアルコールと書くな

りして欲しい

既にスプレー容器タイプがあります。

研修 アルコールスプレー、アルコールウェットティッシュ、ビニール手袋 購入済

研修
玄関マット(青色の大きいマット)が滑りやすかったので、滑り止めをひいたほうがいいと思いました。今

回、消毒する液体が手を消毒するタイプのボトルに入っていたので、机にスプレーするときかけにくかっ
たです。霧吹きに容器を変えると手にも机にもかけやすいと思いました。

対応済

A
ぬいぐるみは出さない方が良いと思います。 ぬいぐるみに限らず、遊び道具や備品の取り合い等のトラブルはたくさんあると思いますが、集団生活にトラブル

はつきものなので、「原因となるものを排除して解決」ではなく、円満に解決するにはどうすればいいのか、スタッフ
が考え、こどもにも考えさせていって欲しいです。

A
ビニールテープ、養生テープと違って千切れにくいし工作などでも色々使える、カラーバリエーションも
豊富。キッチンハイター、キッチン泡ハイターはあるけどコスパが悪い、魚や肉で使った包丁やまな板、
キーパーの除菌に必要

購入済

A 木の板、タイル、絵の具（スプレーよりは） 購入済

A
男女間でぬいぐるみ戦争が起こっていたので、ピカチュウとか人気のぬいぐるみは2個ずつあれば男女間
の喧嘩はなくなるかなと思います。

A 折り紙の折り方の本がほしい。特にキャラクターの折り方が描かれたもの。 検討します

A おたまか泡立て器がひとつしかないと言っていたのでもう一つあるといいと思いました 購入済

A ティッシュ、ブロック 購入済

B 乾燥ワカメ無くなったので補充お願いします。 購入済

B カード類がもっとあると外遊びしたくない子も楽しめると思った 既にたくさんあると思います（紛失していなければ）

B

グルーガンの芯が茶色と黒しか残っていないので、透明か白のものがほしいです。ぞうきんとハンドタオ
ルが混ざっている(気がする)ので、ぞうきんには目印がついている(か、白は全部ぞうきんとかだ)とあり

がたいです。出来れば1個だけでもフライパンも交換して貰えると...

購入済

B
補充品・工作‥ホットメルト接着剤。別の種類の小さな木材。・お菓子作り‥プリン、シャービック、杏
仁豆腐等の素。泡立て器。トッピング。・鬼ごっことかで使いたいから「あいこ」の帽子。

プリン・シャービック・杏仁豆腐はほとんど作る過程がないので、出来るだけ使わないようにしてください。

D
食べ物をこぼしてしまった時や何か汚してしまったときの為にティッシュやウェットティッシュを1つの
机に一個ぐらい置いておいてもいいと思った

 

コース 遊び面 回答

研修 色々と試行錯誤しながら作るのが楽しかった

研修
オリンピックを実際にやってみることができなかったので、ちょっと不安はあるけど、どんな感じになる
のか楽しみです！！Aコースでがんばって調整してきてください笑

研修
自分で弓矢を作るのは面白かったです。安全な道具の使い方や出来るだけ自力で作らせるということを知
れたのは良かったです

研修

お菓子作りはホットケーキに絵を描く簡単で子供も楽しめるものでいいアイデアだと思いました。キッチ

ンペーパーを敷かない方がうまく作れていたので本番もそれで行けばうまく焼けると思います。しかし、
フライパンの底が削れて汚く見えていて、結構嫌がる子供がいると思うので、新品に替えておいたほうが
いいと思います。工作は結構本格的な道具がそろっていて、子供視点でも魅力的に映ると思いました。

研修
スウェーデントーチがちゃんと作れてよかった。手巻き寿司がすごく美味しかった。ホットケーキは焼き
加減がよくわからなかった。ホットプレートだとなかなか焦げ目がつかない

研修 １日目はずっとご飯を作っていたような気もするけど、2日間で色々体験出来たので良かったです

A

星空観察、とても綺麗で良い体験になったと思います。工作は、台になるものが使えない子がいました。
増やした方がいいかもしれないです。子どもオリンピックは、やり方がわからない子もいたから、簡単に

紙に書いたりすると良いかもしれないです。外遊びはそれぞれ楽しそうでした。



A
みんなでパプリカ踊ったのが可愛くてみんなも楽しんでたみたいでよかった
工作でノコギリ等使った工具がむき出しのまま放置されているのが目立った

A

こどもオリンピックが終わったら山の家からこどもの家へお風呂へ行くために戻ったが、山の家のお風呂
に入る組は特に移動時間が無駄だと思う。温泉組はあらかじめ乗る車に荷物を積んでおき、山の家から温
泉に直で行けるようにしてみてはどうか。のずーぴーともりっきーは山の家に行くときに車で移動するよ
うにする。山の家のお風呂が17時から入れることを考慮すると2日目は時間をずらして

17：00～19：00→お風呂
19：00～20：00→夕食
20：00～20：30→1日の振り返り

20：30 →おやすみ
にしてみてはどうか。2日目は、オリンピックを全種目できるようにしたければ時間を長くするか、個人
的にはオリンピックのあとにせっかくだから全体遊びの時間を作ってみんなで逃走中でもなんでもいいが
おにごっこをしたい。

一部参考にして採用しました

A

全体遊び：新しい班の友達作りに役立っていてよかったと思う。星空観察：街中よりもたくさん星が見れ
て子供たちも喜んでいた。「あれなんていう星座？」と多くの子供たちがスタッフに尋ねていたので、最

初に今日実際に見れそうな星座の写真とその名前を子供たちに見せてあげるか、スタッフに把握させてお
くかするとさらに楽しめたんじゃないかと思う。お菓子作り：ホットケーキのトッピングの種類がたくさ
んあったので子供たちがとても楽しそうに作っていた。シャーベットなどは食べれるまでラグがあったけ

ど、その後の活動の時に「シャーベット楽しみだなー」と子供たちが言っていたので、モチベアップに

なったんじゃないかと思う。こどもオリンピック：オリンピック種目当ては、あまり興味を示さない子が
多かったので、体を動かす遊びに替えたほうがいいかも。後、リレーのチーム決定で学年制限のために子

供たちが揉めまくっていたので、厳密にやらなくても、「目安が合計12」くらいでちょっとオーバーする
ぐらいはいいと思います。馬術はあんまりスタッフがスピードを上げすぎると転んだ時に子供が地面にめ

りこむので、全員早歩き程度に制限した方が安全だと思います。子供たちはなんだかんだ文句も言ってた
けど一番オリンピックが楽しかったんじゃないかなと思います。工作：環境が整っていたので、子供たち
それぞれ個性豊かに作れていて楽しめていたと思います。外遊び：はじめはバラバラに好きな遊びをして

いましたが、最終的にドッチボールと鬼ごっこに落ち着きました。自由に遊んでいいよってなると孤立し
た子や悩んで逆に何もできない子がでてきていたので、スタッフがやることを決めてやるか、初めから全

員で同じことをやる方が楽しめるだろうな思いました。遊び面では全体的に子供たちが楽しめるように
ちゃんとできていて、全然楽しめないようなプログラムは無かったのでよかったです。

Bコース以降は種目当てはやめました。

A
バーベキューで、立食形式なのがいろんな子と話せたので良かったです。自由遊びの時間が増えると、さ

らに子どもは活発に動いて思い出が作れると思いました。

A
工作の木材、飾り、グルーガンのスティックが無い。お菓子作りのトッピングが少ない。シャービックが
人気だったため補充して欲しい。星空観察、懐中電灯要らないをしっかり言う。

お菓子のトッピングはこどもの前に出した分だけ使ってしまうので、他コースのことも考えて出す量を調整するよう
にしてください。懐中電灯は次回以降は持ち物リストから外します。

B ホットケーキ作りはトッピングがけっこう余ったので減らした方が良いと思います。

B
子供たちの体験できることが多かった
また来たいという子が多くいたので次は違う体験ができるといいなと思った

B
星空観察の時に星座の名前がわからないと言っていた子が居たので星座の説明を少しだけしてから星空観
察をすればもっと楽しくなると思った

B

オリンピックは競技中に話したり、応援したりするので、そこで名前を覚えたり仲良くなったりできてい
てよかった！最初の全体遊びもみんな楽しそうだった！お菓子作りのお絵描きホットケーキではほとんど
の子が上手にできたけど、フライパンによって焼け具合が違った(1個はちゃんと焼けるけど、もう1個は

中が生焼けのままになってしまう)。生焼けのものは電子レンジを使った。焼けない方のフライパンは濡
れ布巾などで1回温度を下げると上手く焼けるかもしれないけど、火傷のリスクが高まるかも...。お絵描

きの時ソースの容器?は描きやすいけど入れにくいし生地も沢山残ってしまうので袋の方がいいかもしれ
ません。あと、作るものはやっぱり1人1個(種類)の方がいい気がします。工作は途中からしか見てません

が、軍手をもっと徹底して伝えた方がいいです。1回外した時にそのまま外しっぱなしとかが多かった。
あとどの遊びも途中途中に水分補給させるようにも言った方がいいと思いました。

B

お菓子作り‥お絵かきホットケーキ成功した。容器だと入れずらく、出にくい。ビニール袋の方が良いか
も。けど、綺麗に書きやすいから…。
オリンピック‥馬術で水の入ったコップでやるなら、プラスチックに目盛りをなるべく細かくいれ、ここ

までなら◯点。合計が1番多いチームが勝ち。っという方法はどうでしょうか？

C
BBQで薪が来るのが遅かったり火おこしに私は時間がかかったのでBBQ終わるのに時間がかかったのもあるか
もしれないと思いました。

C
・オリンピックのリレーで数人ずつで何回もやるんじゃ無くて、グループ対抗で全員で回した方が。距離とかは同
じ、外周で。借り人競争で多めにお題を用意して見つけやすくする。・マシュマロ焼き、もっと沢山の量を。スモアで
豪華に。・お菓子作り、クッキー組遅い。・工作、ホットメルト接着剤無い。

D 2日目のBBQは子供と火おこし出来て、時間もあまり押さなかったから良かったと思います。

D
火起こしでやりたい子供がたくさん居て毎回言い合いになっていたので火起こしと言う項目を作って一人ひとり火
起こしをやらせて上げたらいいと思った

 

コース こどもについて 回答

A
なついてくれて、たくさん喋ったり一緒に遊べたりして良かった。どこまで怒るべきか分からなかった。 しつけをする場ではないので、他人に迷惑をかけたり、危害を加えたりした場合はしっかりと叱る、それ以外の悪

ふざけなどではほどほどに…

A
ひこやが喧嘩したときに少し怒りすぎた。優しく言ってもすぐ繰り返すしどのくらい怒るべきかよく分か
らない

明確な基準はないですが、あまり厳しく叱り過ぎても拗ねてしまったり、怖がられてしまっても困るので、保護者に
見られても問題ないレベルを目安にしてください。

A
個人情報が載ってて無理かもしれませんが、子供のやりたいこととか注意点とか書かれた紙をスタッフが
見る時間が欲しいと感じました。

スタッフマニュアルに記載してありますが、こどものやりたいこと、性格、注意事項などが書かれた身上書を見るこ
とができるので希望者は言ってください。

A

食堂で食べたくないという子どもをできるだけ食堂へ誘導したほうがよいのか、それとも他の場所で食べ

ることを許可してよいのか判断に困った。わがままが言える子どもばかり許可をし、本当は食堂で食べた

くないのに許可されない子ども(特に高学年)がいたのが気になった。

ケースバイケースでどちらが正しいというものはないので、その都度判断し、分からなければ他のスタッフと相談し
てください。

A
近くで同時に泣いていた事。どっちを先に対応しようかと少し困ったので気づいてくれた人がいたら声掛
けだけでもしてほしいと思いました。

↑もそうですが、困った時は気兼ねなく他のスタッフに相談・頼ってください。

A
新規のスタッフがホームシックの子に「パパ・ママ会いたいね」そんな感じの事を言っていたらしい。

ホームシックはなるべくリピーターが対応した方が。

リピーターが対応できるとは限らないので、対応できるスタッフが対応すればいいと思いますが、本件に限らずマ
ニュアルに書いてあることができていない（読んでいない？）スタッフが見受けられるので、しっかりとマニュアルを
読むようにしてください。

B 自分のチームの子供たちがいい子ばっかりだったのでとくに困らなかった

B

自分があまり子どもたちの名前を覚えられていなかったのでちょっといい？とか言って呼んだ子も自分が

呼ばれたかわかってないのかフラっと何処かへ行ってしまったので名前でしっかり呼んであげることが大
切だと思った

B

すぐに席を離れてしまう子は、追いかけても逃げるから追うのは逆効果かなと思ったりしました。放って
おいても帰って来ないので対応がいまいちわかりませんでした。また、もう少し子どもが何で嫌がってい

るのか聞けば良かったなと思いました。

対応の難しい子の対応方法は正解はなく、その子に合った対応が必要なので、よく話を聞き、よくこどもを見て対
応し、自分で対応しきれない場合は他の人に相談したり、別の人に対応してもらうなどしてください。

D ○○君がこうしてきて嫌だとか、○○君がウザいという子どもに対してどう対応していいのか困った。 同上

D
私は、基本自分の班の子供を見ていたが、たまに知らないうちにいなくなったりしたので、もっと注意して子供を見
たいです。

D 川に入ったあと濡れたままの足で靴を履いていたのでタオルを持っていったほうがいいと思った

 

コース
今後より活動しやすい団体となるための改善点・要望・スタッフの仕事量や待遇面・運営側の対応など自

由に書いてください

回答

研修

※当日までに準備して欲しいもの

・星空観察でいつも懐中電灯を子供達が持っていくがそれだと星空を見ている時に「懐中電灯を消し
て」っと、言っても消さない子がいて星空観察行った子が「懐中電灯消してくれなくて星空観察しっかり
出来なかった」から次回から懐中電灯を全員持っていかないようにする。従って子供達を誘導するため、

車に知らせるための道具として«コンサート等で使う15色ほど光るLEDペンライト(単色では無いもの)»を
2~3本用意して欲しいです。ペンライトを持つ人は前・真ん中・後ろ。ペンライトが単色でない理由は色

で3人で連携をはかるため。【子供達の「楽しみ」と「安全」のために必要】。言うのが遅くなったがこ

れは必要です。
・自分で色々部屋とかの張り紙(1A、1Bとか)を作ったのでキャンプのために作ったものだからキャンプ場
にあるプリンタで印刷させて欲しいです

対応済

A
もう少し速く役割などの情報があると良いと思います。 今回は特にスタッフの入れ替わりが激しく、直前まで担当を決められない、決めても変更になってしまいましたが、

今後は出来るだけ早く連絡します。

A
今回はバス組が最終日の片付けを手伝ってくれたおかげで早く帰ることができた

感謝します

A

今回、保健係として初めて活動しました。薬のチェックについて要望がひとつあります。今回のように、

班のスタッフに薬のチェックを手伝ってもらう方法のほうが、保健係の負担が少し軽くなると思いまし
た。今後もその方法をとるのであれば、マニュアルに載せていただきたいです。薬のチェックをお願いし
ても忘れ、結局保健係がひとりひとりチェックすることがないようスタッフ全員に知ってもらいたいで

す。

前回の冬キャンプくらいからそうしています。保健係の対応方法は基本的に研修で個別に伝えていましたが、他の
スタッフにも知っておいて欲しいことなので、マニュアルに記載するようにします。

B 他のスタッフさんも優しくまたぜひ参加したいと思った

B
朝、洗面所に鍵をかけちゃうと他の人が使えないのでできればお風呂の時以外は鍵空けといてね！ってス
タッフに伝えてください！

 
スタッフの待遇はとても良いと思いました。今回初めてで分からないことも多かったですが、自分の出来
る範囲で任せてくれて、その他はコアスタッフやベテランスタッフがフォローしてくれたので、とてもや
りやすかったです。



コース その他 回答

研修 みんなと仲良くなれてよかったです！

研修

懇親会が楽しかったです。人狼ゲームはコミュニケーションのゲームですが、逆にまだ場に馴染めていな

い人が発言するのが難しいゲームで、あまり喋らない人にヘイトが向きやすいため、もうちょっと早めに
切り上げる配慮を僕がするべきだったと個人的に反省しました。スタッフ全員参加のゲームだと、やっぱ

り新規スタッフは発言しずらいので、最初に少人数のグループに分けてやる方法もありだと思いました。
そのあとに全体で一緒の事をしたり会話したりすれば、より馴染みやすいかなと思います。いつも新規と
リピートが混ざり合ってっていうのもあれなので、あえて新規とリピートで区切ったグループでやってみ

るのもありかもしれないです。

研修
新型コロナの影響で自分の周りでも子どもが遊びに行くところがなくて困っている人が結構いるので多少
のリスクはあってもキャンプを実施するのはいいと思う

研修

研修の工具説明はもう少し簡潔な方が新規の人に分かりやすいと思いました。手動の工具は今回のやり方
のように、説明する人と実演の人でやると分かりやすいと思います。電動工具はほとんど新規の人が使う

場面がないため、説明の際には[どんな場面で子どもを電動工具に誘導するのか]に重きを置くと本番のと
き子どもとかかわりやすくなるのではないかと思いました。

その通りだと思います。次回以降、そうするようにします。

A
その日にいる子に合わせて動きを変えたり、小さな予定変更など臨機応変でとてもいいなと思いました。

全員で作っていく雰囲気で充実感や達成感があります。

A
時期的に体調不良が心配だったけどひどく体調を崩す子がいなくてよかった
加湿器とマスクで湿度を保てたおかげかな？

A

石鹸での手洗い、アルコールスプレーでの消毒、机のウェットティッシュでの消毒の徹底

バスでお菓子を食べる前にウェットティッシュで手をふかせる
毎朝の洗い物担当も決まっていないためしっかり決めた方がいい

A 時間に余裕があってよかったです。時間の割り当ては完ぺきだったと思います。
B 新人なので自分が役に立つか不安だったが、丁寧な説明があったので作業しやすかった。
B リピーターの子が少し目立った雰囲気だったけど初回の子も楽しめていてるようで良かった

B

キャンドル作り楽しそうだったし、とても良かったと思うんですけど、コースによってできる遊びとでき
ない遊びがあるのはいいのかな..って思います...。ブログ?に写真あげなきゃ分からないし、私が気にしす
ぎなだけかもしれないですが...。

出来るだけ公平であるべきですが、些細なことも含めればコースによって内容にバラツキが出るのは仕方がない
と思います。例えばプログラムの完成度（後のコースの方が改善されてくため）、工作材料の豊富さ、BBQの肉の
量、などなど…。なので、公平性を重視して、より良くできる時があっても諦めるよりも、都度都度少しでもこども達
が楽しんでくれるようベストを尽くしていきます。

B

・※こどもがうるさいときの注意の徹底・洗い物がしっかり担当が分かれていて食べ終わったら洗い物に
取りかかる。の徹底・キャンプ中、Wi-Fiをしっかり稼働させていて欲しい。置く場所もキッチンだと食
堂にいると電波が弱い。・新規スタッフのLINEが分からない、逆に新規スタッフもリピータースタッフの

が分からないと思うからLINEグループのノートに【キャンプネーム→LINEアカウント】情報を記載して
欲しい。・キャンプ中の落としものは今回全然ないが、無くし物が何故か複数件ある。上着は食堂に置い
といたら無くなっていた。ってこどもが数人言っていた

C 全体的に時間が遅れ気味になっていたと思いました。

C 三食丼の洗い物遅かった

D 今回は時間が予定通りか早く動けたので、良かったと思います。

 

コース キャンプの感想 回答

研修
なかなか自分から行動する事が出来ませんでしたが、次は周りをみて自分から出来るようにがんばります

研修
とても楽しかったです！！久しぶりにキャンプに参加して、子供いないけどこんなに何したらいいかわか
らなかったっけ..ってなってました。ごめんなさい！！ななみんに言われたように、子供たち来たらめ

ちゃ頑張ります！覚醒します笑よろしくお願いします！！

研修
初めての参加でしたが、すぐに打ち解けられて、とても過ごし安く、居心地が良かったです。全体を通し
てとても楽しい研修でした。子供との接し方や注意点なども教わったので、出来るだけキャンプ当日に生

かしたいです。キャンプ当日、よろしくお願いします。

研修

スタッフしかいない研修かつ初めてやってみるプログラムも多かったようなので仕方ないと思うのです

が、結構予定より活動時間が遅れていることが多かったのでもうちょっと予定段階での時間の見積もりを

正確にしておいた方がいいと思いました。反省のときや座学のときに長期スタッフの皆さんが子供たちに

楽しんでもらおうと一生懸命に考えていることが伝わってきて本当に素敵だと思いました。本番のキャン
プがとても楽しみです。

研修は実際にかかる時間を見積もったり、プログラムの改善点を見つけるためのもので、スケジュールを守る必要
性がそもそもないです。また、本番のスケジュールも寝る時間が遅くなり過ぎないことや他のプログラムの時間が
減り過ぎない限りは、時間を正確に守ることより、こども達がより楽しめることに重きを置いて柔軟に変更するべき
だと考えています。

研修 今までに無い楽しさ、疲れがあった。新規スタッフともいっぱいお話出来たから良かった

研修 とても楽しい2日間だった。
研修 飯盒で炊いたご飯がとても美味しかった

研修
今回初めて研修に参加して私の中で濃い2日間になって楽しかったです。本番ではもっと自分から動いた

り話しかけてれるように頑張ります

A

小さな子どもと過ごすのは研修と全然違い、予定通りに動かなかったり大変なこともあったけど、とても

充実感がありました。おんぶやだっこを頼んでくれたりするととても嬉しかったです。どの行程でも皆楽
しそうで、私も楽しかったです。子どもと一緒に料理するのは、初めての子もいたので教えながらで、や

はり研修とは違ったけど、楽しかったです。また、よろしくお願いします。

A
リピーターの子も新規の子もよく懐いてくれたのが嬉しかった
今年は日帰りイベントが無い分キャンプになるべく参加して子供と目一杯遊びたい

A 今回もこどもたちにモテモテでとても楽しかった。

A

僕も昔はりゅうまくんみたいに初めて会う人とは緊張して文字通り一言も話せず、質問に「うん」か「う

うん」しか家族とのコミュニケーションをとらない子供だったので、過去の自分が他人や家族から見てど

のように見えていたのか知れてちょっと感動しました。りゅうまくんはこれからあれを克服するのか、そ
れとも大人になってもあのままなのか、ぜひ成長した姿を見てみたいですが、今回のキャンプで少しでも

慣れて、僕みたいに克服出来てたらいいなと思います。子供たちにどうやったら楽しんでもらえるか、一

生懸命楽しんで考えている素敵なスタッフに囲まれて、またそのスタッフの一員としてボランティア活動

ができたことを誇りに思います。僕自身の至らないところも多々ありましたが、そこからたくさん学ぶこ

ともできたので、次もまたぜひお願いします。貴重な体験をありがとうございました。

A

今回もとてもお世話になりました。毎回どのシーズンでも楽しそうな子どもたちを見ることができ、自分

自身も楽しく過ごしています。今回は子どもオリンピックがあり、外で遊ぶ子どもたちがとてもいきいき
しているのが印象的でした。選択プログラムの他に全体で体を動かせる遊びがあると、進行するのは大変
ですが子ども同士の交流に繋がるのでよいと思いました。

A
野外での活動は、子どもの自然な姿を見られて、とても面白かったです。

川遊びやバーベキューが思い出に残りました。
A 対応が大変な子が目立って3〜4人ぐらい居てとても大変だった

B
姉妹でずっと一緒にいた子が抱っこを頼んでくれたのがとても嬉しかったです。りひととかが楽しそうに
活動しているのを見たときは、良かったな、と思いました。また、よろしくお願いします。

B
子供たちが可愛くてとても癒されました。この子達の成長が気になるので、また機会があったら参加した
いなと思いました。3日間ありがとうございました。

B

とても楽しかったです。まこっちまこっちとキャンプネームを何回も言ってくれたり、子どもたちが豊か
な発想で自分だけの工作物を作っているのがすごく印象に残っています他のスタッフさんとは自分があま

り積極的に話にいけてないと思ったので次に参加するDコースでは積極的に話に行きたいです

B

今回もとっても楽しかったです！久しぶりの参加で、忘れてることも変わってることもたくさんあってみ
んなにたくさん迷惑をかけてしまったのですが、みなさん優しくて、いろいろ教えてくれて、本当に感謝

しかありません！次のコースはもっとしっかり動けるようにしますのでよろしくお願いします！(思った
ことをそのまま書いているので読みにくいと思います。すみません...)

B
今回も楽しかった。ラストCコース頑張り ます！ゆうとにうんちくんをあげて何回も何回も感謝されるほ
ど喜んでくれたのが嬉しかった。

C 初めてだったけどすごく楽しかったです。次はもっとこどもと仲良くなれるよう頑張ります

C

今回もこどもたちにモテモテで楽しかった。

高校3年の春から2年間この団体で遊び係として活躍してきましたが、ついに4月から社会人となり、今までのよう
に、毎シーズン、複数のコースへの参加が難しくはなりますが、有給を使ってでもまた参加したいです。田んぼオー
ナーイベント、スキー、キャンプで大変なこともたくさんありましたが、こどもたちとたくさんの楽しい思い出をたくさ
んつくることができたので良かったです。2年間お世話になりました。ありがとうございました！！

C
1,2班は仲が良い子がかたまっていて、そこに入ってない子は楽しめてるのかな、と思ってましたが、2日目からは
その子たちも他の子と一緒に楽しそうだったから、良かったです。

D
今回は女の子がなついてくれた子供がいて、嬉しかったです。三色丼とスープも、4回のうち一番手際良く美味しめ
に作れたのと、子供に美味しかったと言って貰えて、凄く嬉しかったです。また、よろしくお願いします。

D
自分は親しい人とか子供たちとは話せたりするけどスタッフさんとはなぜか緊張してあまり話せなかったけど2日
目の夜のりぴーに誘ってもらいモリッキー達とトランプをして仲良くなることが出来ました夏も時間があればぜひ参
加したいと思うのでよろしくお願いします

D
最初は子供とどうコミュニケーションとろうかと思ってましたが、子どもの方から積極的に話しかけてくれる子ばかり
ですぐに仲良くなれました。また、スタッフ同士とても仲良くて、ステキな団体だなと思いました。また夏のキャンプ
も参加したいです！


