
コース 遊び面で良かった点、気になった点、改善点 回答

研修
魚つかみでみんななんだかんだ頑張って魚を掴んでさばけていて命について考えたって言う人もいてしっかりと身に
なっていると思った。

研修
川遊びから帰ってきたら、水着はどこに干しますか？（干すやつはB棟の大広間の一番左の部屋の右手前の下の段に
置きました。）

研修
工作研修時にA棟の片付けをしていたため工具の場所がわからない点浮き輪やボートの空気入れをする認識でしたが
できなかった点

研修
親睦会で話したこと無かった人に話しかけられて、一緒にトランプ出来た。朝、マウンテンバイクをやりました。石が大き
くて下りはとても大変でしたが楽しくて良かったです。工作の時間は釘が上手に打てて、折り紙も久々に出来て楽しかっ
た。

研修 みんなで仲良く協力しながらできていてよかったです。和気あいあいと楽しくできたのでよかったです。
研修 必要な物がなく、いちいち何往復も取りに行くのが大変だった
研修 外遊びのレパートリーを増やしたい。星空観察の時、本当に真っ暗なので一班に一個ライトがあった方がいい。

研修
日常の生活ではなかなか体験できない活動がたくさんあり、子ども達にとってもとても良い経験になるのではないかと
思いました。魚を手で捕まえてさばく活動は私たちでもかなり難しかったのですが、小学生でもできるのかや、怖がる子
はいないのか気になりました。

研修 自分がやりたいこと全力で楽しめました。普段体験できないスイカ割りや川遊びなどができて貴重な体験ができました。

研修
今回の日程は1日目のものが2日目に移動するなどしていたのですが本番でも同じようなことがあるのでしょうか？スマ
ホが圏外で使えないことが多々ありましたが本番で連絡を取るときはどうすればいいのでしょうか。

天候、その他の状況により柔軟に変更するためLINEに随時今後の予定を流します。電波の届かないdocomoの
人はwifiを利用してください

研修

魚をさばく時に確かに包丁だとヒヤヒヤすることが多いから、ハサミを使うのはすごくいいと思いました。簡単に切れて、
低学年の子でもやりやすいかなと思いました。また、安全面だけでなく、時間の短縮にもなっていいと思います。串打ち
器は使わない方がやりやすかったです。もう少し深さ？があって魚を置く幅？が狭いと魚をうまく沿わせることができて
やりやすくなるかもしれないと思いました。日常では生きている魚をさばくことはなかなかないので、とても良い経験だと
思います。川遊びは、川に降りるところの足場が悪くて結構怖いなと思いました。

研修
本番も魚掴み取りをプールか水道でやるとなった際、混雑が生じるなと思った。取れる子からどんどん取って回してい
かないと中々進まないと思った。

研修
自由時間で蛍が見れたことと、星がきれいで、普段体験できないことができて、感動しました。気になったというか、川
遊びは危険が伴うので、子どもたちといるのは、ほんと気をつけて見てなきゃと思いました。2日目に食べる系のイベン
トが続いたので、時間を分けると尚、良いと思いました。

研修
沢山の企画が1日に入っていて、暇な時間がほとんどなく充実した二日間でした。ただ、全体的に時間が押すことが多
かった気がするので一つ一つを長めにしてもう少しやることを減らすのもありかなと思います。

研修

魚掴み、捌き体験はやったことない子も多いと思うので良いと思った。工作もキャンプの思い出として持ち帰れるので子
供も喜ぶと思う。川遊び、スイカ割り、BBQはなど夏らしいイベントがたくさんなのも良かった。川へ降りるのが大変だっ
たので(地面が滑る)別のとこから降りた方が良いかなと感じた。バームクーヘン、棒巻きパンは作るのは楽しかったが、
時間がすごくかかるのでミニパンケーキとかでもいいのではないかと思った。

研修
全体的に楽しむことができるものばかりで良かったと思う。川遊びやスイカ割りなど、非日常を体験できるものばかりで
よいと私は考える。ただ、川遊びは川が増水したときに子どもがどこまで流されてしまうか読めないとは感じた。

研修

魚の掴み取りや魚を捌いたり、本格的な川での川遊び、かまどでの調理、街では見れない満天の星、本格的なBBQ、
バームクーヘン作りなど自然の中やここの施設、環境でなければ味わえない体験ができてとても楽しかったし、非常に
充実した2日間を過ごせました。私は屋内泊を選びましたが、テント泊した方々はより貴重な経験ができたと思います。
珍しい経験が出来るだけでなく、魚の掴み方や捌き方、テントの張り方、研修で作った料理の作り方など学べる事もあ
り有意義な経験ができたと思います。

研修
まずは大人でも童心に帰ることのできる面白い企画が多かった。今回は大人だけだったということで自由時間で肝試し
に行ったりどこか散歩に行ったりと自由が確保されていたが、本番あれと同じくらいの自由時間があったとして子供と何
をしていればいいかわからない

   

コース 生活面で良かった点、気になった点、改善点 回答
研修 建物で寝る場合、夜暗すぎるので廊下とトイレにライトを設置して欲しいです。
研修 やっぱり風呂が長くなるからその間に工程の時間が押していたら振り返りをやったりするのがいいと思った。

研修
テント泊、涼しくてかなり快適でした。ひとつだけ、多分東向きに入り口のあみあみの部分がきていたので、朝日の日差
しがとんでもなかった。創作棟側に入口がくるように設置したら少しはましになるかも。

研修
ゲストハウスはドライヤー？を複数同時使用するとブレーカーが落ちる点A,B棟には正式なライトがないため、恐がる子
どもとテンションが上がる子どもがいると予想でき、混沌とする

研修 テントで寝て、同じテントで誰かが起きてると自分も起きた。テント思ってたより大きくて3人で寝るのにちょうどでした。
研修 水着を干したりできるスペースが欲しいと思いました
研修 お風呂の時間が遅くなってしまったのでもう少し効率よく入れるようにしたらいいと思いました。
研修 風呂はとりあえずシャワーなのは仕方ないが、ドライヤーで停電した。使い方を考えてほしい。
研修 寝袋が生乾き臭かったのでもう少し干したほうがいいかもしれない。

研修
テントで寝る経験ができることはとても良いと思いました。しかし、寝袋がとても暑く朝起きたときにたくさん汗をかいてい
たので、改善策があればいいなと思いました。あと、やはり今回のお風呂の入り方では少し時間がかかってしまうので
はないかと思いました。

研修
自分の寝たい時間に、寝たい人と寝たい場所で自由に寝れて、厳しいルールとかもなく、リラックスして過ごせました。
お風呂の時間は少し短くて、最初から順番を決めといても良かったかなとも思いました。班編成では性別、年代がバラ
バラな人たちと話したりできたのでとてもよかったです。

研修 寝る場所が、テントか宿泊棟か選べたのがよかったです

研修

寝る部屋は窓を閉めたまま寝てしまうとかなり暑かったです。各部屋にランタンなどが欲しいです(ベッドの梯子の昇り
降りが危険、真っ暗で怖い)。廊下やトイレも夜はかなり暗かったからライトが欲しいです。朝や夜などに他の部屋の声
が結構聞こえたので、消灯時間後や起床時間前は子どもが騒がないように注意しないと別の部屋でも寝られない子ど
もが出てきそうだなと思いました。BBQなどをやった場所のトイレのドアがスタッフでも内側から開けられなくなっていた
から何か対処してほしいです。シャワーを浴びた建物を出てすぐのところにホタルがたくさんいました。イルミネーション
かと思うくらい光っていて、私たちでもテンションが上がりました。本番でも見れたら子どもたちも喜んでくれそう！

2段ベッドの2階は昇降時に足を滑らせたり、遊んでいて落ちたりして危険なため使用禁止です（5人以上で寝る
場合を除く）
トイレのドアは研修中に修理済みです。

研修
風呂の面で、当日ドラム缶風呂かシャワーで半々に分ける方向だが、誰がいつ入るか等事前に決めておく必要かある
と思った。

研修
寝る部屋も、シャワーも問題なかったです。布団、毛布も準備してあって至れり尽くせりでした。班編成も出発から一緒
だったメンバーと、接点がなかったメンバーで編成され、親しくなりやすかったです。

研修

テントは涼しかったしマットも思ったより寝心地が良かったです。網戸にすると中が丸見えなのでもしかしたら気にする
子がいるかもしれません。あと、夜の部屋の電気が気になります。その時使ってる部屋はもちろんですがトイレとか廊下
などもライトをつけないとかなり怖いかなと思います。特にトイレは高校生でも携帯の電気を３つつけても怖かったです、
なので子供たちはもっと怖いんじゃないかなと思います。班は喋れていなかった方とも話す機会になりとても良かったで
す。研修 寝る部屋は自由に子供が選べるのでいいと思った。ドライヤーが少ないのが改善点だと思う。

研修

テントやログハウスなど、キャンプらしい設備がそろっているため、やはりここでも非日常が体験できて良いと思う。た
だ、これはしょうがないことではあるが、電気がない生活は不便であるし、スマートフォンの充電も心もとなくなってしまう
ため、持ち物にモバイルバッテリーの項目を追加した方が良いと私は考えた。また、テントは大人の場合少し手狭にな
る可能性もあると感じた。

研修

私は屋内泊をしたので実際にはテントで寝ていませんが、テントを張っている場所が開けていて星空も一望できて最高
だなと思いました。ゲストハウスのシャワー室も綺麗で、シャンプーなども置いてあって良かったです。私はコインを入れ
て10分間式の方のシャワーを使ったのですが、本番は子供たちもいて人数的に難しいかもしれませんが1人辺りのお風
呂の時間が15分や20分などもう少し長いと有難いなと思いました。大浴場やB棟がこれから完成とのことでしたので早く
無事に完成できる事を願っております。

研修
今回はシャワーを浴びれましたが本番川に入ったあとでドラム缶風呂だけの子供は匂いなどが残って気になるのでは
ないかと感じた。

   

コース 食事面で良かった点、気になった点、改善点 回答

研修
カレーを作るときに5班いるから火を焚く班とカセットコンロを使う班で別れるのかA棟B棟と両棟使って作るのかが気に
なった

研修
やはり道具、材料がないor場所が分からないというのがかなりネック。今回もその辺が、のずもりやなに頼りっぱなしの
とこがあったので、早く覚えないとなぁと思った。ものや材料がなかったりすると、取りに行くのにとっても時間がかかる
ので、これまでよりも早めに準備を始めた方がいいと思った。

研修
備品の場所がわからない点事前に写真等でリピーターや複数回参加する人へ展開があると助かります(のずさんの手
間がかかりますが……)効率をあげるためにはある程度のずさんの指示なしでも対応可能なスタッフを増やす事が必要
かなと考えています

研修
カレー作りで途中テント作りに行っていて食べるのが遅くなってしまって、出来たて食べれなかった。朝のホットドッグ、
新聞紙でやってひとつは巻が足りなくて下が焦げてしまいましたがもう一個はいっぱい巻いたのでちょうど良さそうでし
た。研修 比較的楽しく作ることが出来ました。失敗しても大丈夫だよっと言ってくださったので、緊張せず作ることが出来ました。

研修 道具は揃えてほしい。常温に放置していて、材料が腐っているのがあったため、きちんと冷蔵庫に入れた方が良い。
研修 やっぱり調理道具の場所の統一はしておいた方がいい。

研修
自分たちでカレーを作る活動は、さらにおいしく感じることができてとても良かったです。低学年の子でも火おこしや包丁
を使う作業をさせても良いのか気になりました。

研修
わからないことがたくさんあったけど細かく教えてもらいながら、自分でやることができて、貴重な体験ができました。コ
ロナ禍ということもあるので衛生面ではもっとマスクを徹底したりお皿や箸の共有とか気をつけてもいいかなと思いまし
た。

研修
カレーを作る時にピーラーが少なかったです。もりっきーがもう少しあるはずと言っていたので、本番では使える数を増
やしてもらえると助かります。ホットドッグを作る時、新聞紙をふわっと巻く感覚が難しかったです。炊き込みご飯がすご
くおいしかったです。

研修
スタッフ間で誰が何をやるか把握しておかないと時間ロスになると思った。子どもにも指示を出しつつ手際良くやる必要
がある。

研修
カレー作りは思った以上に水を入れなきゃ、量も少なければ、少し粉っぽくなったので、次からは活かしたいです。後、
ポテトサラダも潰しすぎてしまいましたし、みんなのアレルギー等に配慮が足りなかったので、次に活かすように気を付
けます。

研修
美味しかったし、カレー作りや魚つかみはとてもいい経験になりました。お菓子作りの分量がアバウトだったので具体的
な数字が書いてあると失敗が少なくなるんじゃないかなと思います。でも簡単な材料なので結果的には大丈夫だとは思
います。

研修 カレー作りは子供も楽しく出来るので良いと思った。

研修
基本的にキャンプらしく焼き物が多いのは良いと感じた。また、焼くという調理法がメインとは言え、レパートリーは非常
に多く、飽きずに過ごすことができたと思う。

研修

1日目のそうめんや焼き魚、2日目の炊き込みご飯やBBQなどコアスタッフさんやリピーターさんたちが全て作ってくださ
りとても有難かったですし、すごく美味しかったです。BBQは色々な種類のお肉に焼きフルーツなどメニューも豊富でと
ても楽しく頂けました。コロナがなければ全く気にしないのですが、カレー作りなどの皆でかまどで料理する際に本番は
ビニール手袋を付けるとのことでしたが、研修時もした方が良かったかなと思いました。私はバームクーヘン作りを選ん
だのですが、1人辺りの、火のそばでクルクル焼いている時間と全体的な調理時間が棒巻きパンより結構長く感じられ、
子供たちは熱さに耐えられないのと飽きてしまいそうだと思ったので、本番はこの2つの中だったら棒巻きパンの方が良
いと思いました。

研修
とても美味しかったし楽しかった。しかし、魚をさばくとき結構ヌルヌルと滑るので時間がかかるのではないかということ
と、串打ちの際に大人は加減がわかるが子供はそれがわからず怪我をするのではないかと心配だった。



   

コース 施設面で良かった点、気になった点、改善点 回答
研修 移動が色々と距離が有るのであれが無いってなると結構大変なので事前の準備が大切だと思った

研修
自然を感じるという面では、最高な場所だと思う。子どもキャンプを回していく点ではそれぞれの拠点が近くにないのが
少しネック。コアスタッフが近くにいない状況が少なからず発生すると思うので、スタッフ同士でフォローしあっていかな
ければと思う。それと、docomoが死んでる。

研修
肝試しは本当に暗いので盛り上がりそうな点B棟内のトイレ前の蛇口水圧が低い点 肝試しや怖がらせたりするのは、やり過ぎたり苦手な子にやってしまうと大泣きして大変なことになるので注意し

てください

研修
最初トイレ入ったら扉が開かなくて閉じ込められちゃいました。お風呂綺麗でした。ドライヤー2台やったら電気落ちちゃ
いました。1台1台場所を変えます。トイレ電気つかなかったのは夜怖かったです。

研修
シャワー場はシャンプー リンス ボディソープ 洗顔 メイク落としなど欲しいものが全部揃っており、万が一なかったとして
も安心だなと思いました。トイレの扉や鍵が壊れているところがあったので、そこは直した方がいいと思いました。自然
がたくさんでとてもよかったと思いました。

研修
不慣れな場所や、移動が多いので、準備や時間など誰かがやるであろうではなく、全員で意識して取り組まないと痛い
目みそう。

研修 B棟と創作棟を歩く距離が長いので、うまく移動を減らせる工夫をしておいた方がいい。

研修
部屋もテントもきれいで良かったのですが、電気が少なすぎるのと思いました。私たちはスマホの明かりを使って対応す
ることができましたが、子ども達はスマホを持っていないと思うので、懐中電灯などの配布があった方がいいのではない
かと思いました。

研修
広くて自然を満喫できたのでとても楽しかったです。飲み物を買う場所がひとつしかなくて、夜とかに一人で行けないの
は少し不便だなと感じました。

研修 敷地が広く、活動する場所がたくさんあって良かったです

研修

キャンプ場は自然が多くて、前回参加したときに利用した子どもの家？よりもキャンプっぽさが増したので、個人的には
すごくいいと思いました。シャワー中に突然電気が消えてシャワーも止まりました。10秒弱で復旧したけど、結構怖くて
焦ります。魚つかみをした水道のところ(もしかしたら場所が違ったかもしれません)で木の枝が伸びてきていて、頭や背
中に当たるところがありました。私の背中に当たるなら子どもの身長だと目に当たって怪我をしてしまう可能性もあるの
かなと思いました。危険そうだったら少し切ってもらえると安心かなと思います。

研修
移動が大変だと思った。何か忘れ物をした際に取りに戻るのが大変なため、プログラム前に必要なものは持ったか確
認する必要がある。

研修
自然に囲まれて、普段の生活から欠けはなれる感じでよかった。気になった点は雨の後とかだと滑りやすい場所や木
が倒れてくる危険も考えて、より危険箇所には、もう少ししっかり立ち入り禁止等がわかりやすくなってると良いかも。

研修
自然が沢山でとても良かったです。山道を歩く機会が多かったので（宿泊棟、ゲストハウスへの移動など）はぐれたりす
る子がいないか少し不安です。

研修
綺麗な施設で利用したいと感じた。トイレもたくさんあるし、売店もあるのが良い点だと思う。星がすごく綺麗に見える
キャンプ場だったので色んな人に来て欲しいと感じた。長期スタッフの負担が大きいと感じたので、なるべく多く設置でき
たらいいのかなと感じた。

研修
上記もしたが、ログハウスなどはキャンプ場ならではの設備で非常によいと思う。ただ、やはり電気が使えないこと、そ
して電気が使えない場所とゲストハウスを比べて子どもたちが非日常をたのしむのか、それとも不便と感じるのかは気
になるところであるなと感じた。

研修

ボランティアの子たちとも話していましたが、素晴らしいキャンプ場だと思います。川も近くにありますし、炊事場や屋内
施設、工作やBBQをした場所、体育館など施設もとても充実していると思いました。私自身初めてのキャンプ場だった
ので無知ゆえの意見なのかもしれませんが、建物と建物の距離が割と遠いので途中の道に少しでも街灯的な灯りがあ
ると良いなと思いました。

研修 施設ごとにゴミ箱がない場所がところどころあるのが気になりました。

研修
創作棟とＢ棟にゴミ箱がないのが少し気になった。しかし施設としては星空観察などで自然を全力味わうことから体育
館で運動など幅広い活動ができて良いと思う。

   

コース スタッフ面で良かった点、気になった点、改善点 回答
研修 まだやってないのでわからない

研修
スタッフ間で密にコミュニケーションを取らないと、かなりぐたぐたになるなぁと思った。研修でさえ、これ何待ちなんだろ
う、みたいな時間があったりしたので、ラインなりの状況報告がとっても大事だなぁと思った。

研修 新規スタッフが多かったが打ち解けた人が多くいたように思えた点

研修
集合場所で分からずに立っていたら話しかけてくれて、すごく安心しました。ドキドキしている時に話しかけてくれるのは
嬉しかった。

研修
たくさん話しかけてくださったし、分からないことがあったら優しく教えてくださったので、とてもよかったです。スタッフの
数もスムーズにやれたのでよかったです。

研修 新規の方が頑張ってくれてたし、何よりもみんな元気いっぱいですぐ打ち解けていたので、本番でも頼りにしたい！
研修 スタッフの人数は問題ないと思います。

研修
今回の研修は子どもがいなかったため特に困った場面はありませんでしたが、本番ではできるだけたくさんのスタッフ
がいた方がよさそうだなと思いました。各班に一人ずつコアスタッフの方がいる環境は子どもがわからないことがあった
時などに相談しやすくなるためとても良いと思いました。

研修
スタッフの方がみんなとても優しくて、新規のスタッフでもすぐに馴染めました。フレンドリーにたくさん話しかけてくれて
嬉しかったです。雰囲気がとても良いからこそ、初めてでも話しかけやすいし、楽しめました。

研修

長期スタッフやリピータースタッフがしっかりしていて、いると安心感がすごかったです。新規スタッフもみんなフレンド
リーで話しやすかったです。ごんがアブを叩き潰していてかっこよかったです。ごんみたいなかっこいい女性になりたい
と言われていました。まこっちがすごくスマートにお茶を奢ってくれました。人数設定などは本番で実際に子どもと接して
みないと分からないです。

研修
長期スタッフの方が各班に必ずいて、安心感を持てた。分からないことがあればすぐに聞ける環境であるため良いと
思った。

研修
運営側にしろ、長期スタッフ、新規スタッフ全てが周囲に配慮しながら、生活してて素敵だと思いました。スタッフ研修に
関しては班編成をイベント毎にシャッフルしても面白くて、コミュニケーション取りやすいかもと思います。

研修 とても話しやすくてやることも的確に教えてくださって良かったです。気になったことも特にありません。

研修
長期スタッフの仕事が大変そうだったので出来るだけ多ければ良いのかなと感じた。色々気にかけてくれて感謝です、
ありがとうございます??

研修

基本的にスタッフがみんな気さくで話しやすかった。最終的にはやはり一定のまとまりができてしまったが全く話さない
わけではないし、大人しかいないあの空間では致し方ないと感じた。また、話しやすさの中には今までの運営の方々、
そしてリピーターの方々が作り上げた上下関係に厳しくない雰囲気のおかげであると考え、その雰囲気は子どもにも壁
を作らず話しやすい環境であるとも感じた。

研修

コアスタッフさん、リピーターさん、長期スタッフさん、ボランティアの方々も皆さんフレンドリーで明るくて気立ての良い本
当にいい人たちでとても居心地が良く、楽しく過ごせました。このような全く知らない方々と交流する機会はほぼ初めて
だったのですが、またこういうものに参加してみようと思うくらい素晴らしい出会いに恵まれたと思います。班行動や皆
で何かをする際にリーダーさんやスタッフさんからもう少し指示出しをしていただけたらよりスムーズに動けたかなと思
いました。

研修
リピーターの方が手取り足取り教えてくださってとても助かりました。友達ぐらいの距離感で接してくれたのでとても居心
地良かったです。

研修
とても皆フレンドリーで関わりやすかった。本番でもみんなが別け隔てなく関われる関係が作れたら子供にとってもとて
も楽しいものになると思う

   

コース 備品面の改善点 回答

研修
浮き輪がどこにあるかわからないからその場所と膨らますのをいつやるのかバスで直行なら先においておくのかなどを
決めておくといいと思う

研修 大広間用のゴミ箱、AB棟の手洗い場のタオル（自然乾燥スタイル？）、トイレットペーパー
研修 創作棟の調理器具
研修 ライト
研修 モバイルバッテリー充電しておいて欲しいです
研修 改善点はB棟の電気や、トイレの鍵以外は特に何も無いです。
研修 取りに行かなくていいように、全ての備品をA.B棟と工作活動棟にほしい。
研修 今のところ思い当たらないですが、ひらめいたらまたお伝えします。
研修 照明がもう少し多くあるといいと思いました。扇風機があった方が良いと思いました。（電気が通ったら）

研修
生活面の欄にも書きましたが、ライトを増やしてもらえるととても助かります。研修では出していなかっただけだと思いま
すが、川遊びのときの大きいボートは前回子どもたちがすごく楽しそうにしていたのが印象的だったので、今回もあった
らいいなと思っています。

研修 工具がもう少しあったほうが良いと思う。給水機も本番はもっとあった方がいいと思った。

研修
食事準備にピューラが不足してたので、あればもっとスムーズだったかもしれないです。遊びは竹トンボとか自分たちで
作成してやってみるとか面白いかもと思いました。こういうときしかできないかなとか思いまして。

研修 電気がもっと沢山あると安心して過ごせると思います。
研修 扇風機(携帯扇風機)、冷えピタ
研修 モバイルバッテリー電飾暑さを軽減するためのアイテム(濡れタオル、制汗剤など)

研修
ゲストハウスのドライヤーがもう少しあった方がいいと思いました。大浴場が完成したらまた色々勝手が変わるのかもし
れませんが、本番は子供たちも多いですし、個室にドライヤーがあると個室の人しか使えないのでドライヤーの定位置
を個室の外にして皆で使えるようにした方が良いと思いました。

研修 洗った食器をふくタオル。モバイルバッテリー。水着などを乾かすもの。

研修
ゴミ箱。水着やタオルを乾かすことのできる、物干し竿か何か。夜間B棟の洗い場がとても暗く作業が難しかったのであ
そこに置くことのできるライト。

   



コース こどもと接する中で、良かった点・悪かった点・疑問点・困った点 回答

コース その他、キャンプ全体を通しての良かった点、気になった点、改善点 回答
研修 子どもたちが居ないからわからないけど明るくて良い人ばっかなので今回のキャンプも楽しみです!

研修
使わない毛布とかマットレスとか袋に入れたりしとかないと次使う時、埃まみれで大変な気がします。B棟大広間の真ん
中の部屋にあります。

研修 電気がないなど解消が難しい課題がある点
研修 初めてあった方もみんな優しくて、思ってた何十倍も仲良くなれた

研修
全員で楽しく仲良く出来たことがとてもよかったと思いました。時間は押してしまったけど協力してできていたからよかっ
たと思いました。

研修 女の子達が暗闇でもあまり怖がってなかったので(むしろ楽しんでたような)、本番でも期待してます！

研修
初めての場所というのもあり、中々慣れませんでしたが、有意義な研修キャンプにすることができたと思います。ありが
とうございました。

研修

スタッフの皆さんがとても話しやすく、アットホームな雰囲気がとても良いと思いました。朝、散歩の時間になってもテント
の所にスタッフの方が誰もいなく、何をすればよいのかや、どこに行けばよいのかが分からなく困ったので、指示をこま
めにしていただきたいと思いました。しかし、スマホがずっと圏外になってしまっていたので、本番にスタッフの方と上手
く連絡を取ることができるのか不安です。

研修 厳しいルールとかもなく自由に楽しめてとても雰囲気が良かったです。

研修
アットホームな雰囲気で参加しやすかったです。いろいろなプログラムが盛りだくさんで、すごく楽しかったです。本番で
はあまりスタッフ同士で話したり遊んだりできないので、研修キャンプで他のスタッフと話せて良かったです。

研修 思ったより暑くて熱中症が怖いなと思った。水分補給や子どもの体調管理等、熱中症対策を促す必要があると思った。

研修
キャンプ通して、多くの世代と接して、仲良くなれるイベントが準備してあり非常に良かったです。朝が自由だったので、
みんなに何やるか予定合わせて参加すれば、もっと仲良くなれたなと反省してます。

研修 盛りだくさんにすることがあってとても充実してました。

研修
研修キャンプを通じて流れを理解することが出来たので良かった。広いキャンプ場なので、常に子供をみていないとい
けないと感じた。刃物を使う時は何人か大人がみている環境を作れたら安全だと思う。

研修
スタッフネームを決めるのは関わりやすさを向上させるためよいと感じた。蜂などはどうしても来てしまい、今回の研修
でも処分する姿があったが、それを子どもたちの前でやったときに面白がってまねしてしまいそうだなと感じた。難しい
問題であるため、一概に意見をいうことはできないが、やはり最低限虫よけスプレーは必要であると感じた。

研修
一緒に参加した友人とも話しましたが、キャンプネームで呼び合うのがとても良いと思いました。この制度のおかげで年
齢、性別関係なく皆と仲良くなれたと思います。できるだけ全員と関われるような仕組みにしてくださっていたり、全員で
何かする事が多かったのでより多くの方々と交流できて良かったです。

研修 全体的に自然というものをめいいっぱい楽しめることのできるいい企画だと思いました。

  

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 回答
研修 のずもりやなに頼ってしまうとこが多々あったので、もっとしっかりします。
研修 新規スタッフにはのずさんからもっと指示を出してもいいように感じた。片付け等に関して…
研修 飲み物50円、お茶は飲めたの良かったです。
研修 プラスチックは燃やさないで欲しいです。煙がたくさん出て，においも少し臭くなっていたような気がしました
研修 とてもよかったです。不便なく楽しく過ごすことが出来ました。
研修 キャンプ場の運営とふしごの運営が重なり大変になるかと思いますが、協力して成功させましょう！

研修
男性のコアスタッフの方が多かったので、もう少し女性の方もいた方がいいのではないかと思いました。コアスタッフの
方が料理や片付けをしていたため、活動している場にコアスタッフの方がいることがあまりなかったと思うので、わから
ないことがある時にすぐに聞くことができないことが多々ありました。

研修
活動は子どもだけでなく私自身も一緒に楽しめるようなものばかりなので、名古屋駅とキャンプ場との間の送り迎えをし
てもらえるだけで個人的には大満足です。

研修
スタッフにケガや病気等、何かあった際の対応を詳しく掲示してほしい。保険証のコピー等あったほうがいいのか知りた
い。

研修
運営側の対応はすごく良くて助かりました。運営側が忙しく動いてくれてたので、もう少し運営側の仕事手伝えればより
良かったです。待遇も良かったです。

研修
今回参加してみて、スタッフ研修に参加するのとしないのでは大きく差が出てしまうんじゃないかなと思いました。私と同
じように初めての方がいきなり子どもとキャンプは不安じゃないかなと思います。むずかしいとは思いますがなるべく多く
の人が研修に参加できたらいいなと思いました。

研修 電波が悪く、ラインがあとから通知が来ることが多々あったので電話番号を使ってのやりとりもした方がいいと思った。
研修 特に要望はありません。満足のいく研修でした。

研修
今回初めての場所での開催とのことでしたのでスタッフさんたちも色々大変だったとは思うのですが、全体への指示や
次は何をやるかなどの指示をもっと明白にしていただけたらより良かったかなと思いました。

研修 事前に参加する人々が自己紹介をネット上でしてくれていたらより関わりやすくて良いと思った。

 

コース キャンプの感想、キャンプ全体を通して印象に残ったこと 回答
研修 朝にみんなとバレーしたのが楽しくて意外に一生懸命で汗だくになって運動出来たので楽しかった
研修 キャンプ場の運営と、準備とで大変かと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください?
研修 いつも通り楽しかったのでよかったです

研修
今回は初めてでとりあえず緊張していました。底でスタッフの方が声掛けてくれてすごく安心したし、それでそのあと自
分から話しかけれました。年齢が全員一緒じゃないけどみんな同級生のように過ごせました。

研修
今回の研修はわからないこともたくさんあってとても困っている時に他のメンバーが声をかけて助けてくれてとても助か
りました。また沢山のいい経験ができて本当に楽しかったです。

研修

初めは緊張していて、皆さんと話せるかが不安だったけれど、とてもフレンドリーでたくさん話しかけてくださったり、面白
いことを言って笑わせてくださったりと、はじめましてとは思えないぐらい、とてもよかった居心地がよい場所でした。プロ
グラムがたくさん入っていて、できなかったものもあったけれど、皆さんで力を合わせ、協力してできていたのでよかった
です。特に川遊びや、ご飯や、お菓子作りが楽しくて、印象に残りました。

研修 韓国ドラマの話で１人で盛り上がっている高校生がいた

研修
年齢・性別関係なく多くの人と仲良くなることができてとても楽しかったです。二日間で初めて出会った人たちとすごく仲
良くなれるような活動計画になっていたと思います。

研修

スタッフの皆さんとたくさんお話ができたことが1番嬉しかったです。子供たちと長期間過ごすことは初めてで、初めての
参加で対応の仕方など不安も多かったので、研修によってなんとなく雰囲気がつかめて、色々勉強できて、とても良い
機会でした。あっという間の2日間でやってもらうことばかりでしたがとても楽しかったです。ありがとうございました。子
供たちを全力で楽しませたいです。

研修
時間や活動にもっと厳しい制限があると思っていたので、思った以上に自由度が高くて楽しく活動ができた。自分たち
が実際にやってみることで子どもの立場に立ったら何が危険か、難しいのかなど考えることができた。

研修
受験が終わったら絶対に参加しようと思っていたので、今回参加できて良かったです。2年ぶりの参加だったことに加え
て、1人での参加だったので、少し不安でしたが、みんなフレンドリーで楽しかったです。楽しすぎて、時間がたつのが
あっという間でした。本番も楽しみです。

研修
1人参加だったが、様々な年代の方と関われて初めて体験することばかりで本当に楽しかった。子どもにもこの楽しさを
感じてもらうため、しっかりサポートする。

研修
生きてる魚をつかみとるのが、僕も含めてみんなびびってやってたのが、最後は慣れて一皮成長した姿が印象的です。
あのイベントが早めにあったことで全体的に一体感ができました。秀逸なスケジュールだったなと感心します。

研修
出発前最後の皆さんからの一言で多くの方が「来てよかった」と仰っていたのがとても印象的でした。とってもいい雰囲
気で楽しくキャンプができてこれからの本番も頑張ろうと思えました。ありがとうございました。これからもよろしくお願い
します

研修
キャンプ研修ありがとうございました。運営の方、長期スタッフの皆さんが親切で食事や車出し等して下さって凄く楽し
い2日間になりました。夏らしいイベントが盛りだくさんで、子供も凄く楽しめると思います。本番は子供と一緒に楽しんで
素敵な2日間を過ごしたいです。本番も宜しくお願いします！！

研修
とても楽しい研修でした。幅広い年齢層、職業の人と、たくさん話をできて良かったです。本番でお会いできない方もま
たどこかで会いたいと思いました。

研修

流されたりしたので川遊びもとても楽しくて印象的ですが、私の中で特に印象強いのが、やはりスタッフ、ボランティアの
皆さんとの出会いです。キャンプ自体もこのような全く知らない方々との交流も私はほぼ初めてだったので行く前に不安
や心配などありましたが、始まった瞬間からそんな不安など全く忘れてただ夢中で一瞬一瞬を楽しんでいました。プログ
ラムも充実していて素晴らしい体験ばかりだったのですが、きっとこの1回きりのこのメンバーだったからここまで楽し
かったんじゃないかなと思います。こんなに素敵な思い出と経験をさせていただき本当にありがとうございました。

研修
色々な人との関わりや新しいことへの挑戦通じて新しい刺激を受けることができたし、フレンドリーで明るい雰囲気がこ
れからも続いてほしい。

研修
いつもの忙しい学校生活から解き放たれて同心に戻れたのでとても楽しかったです。特に都会ではできない星空観察
などは感動したし、バーベキューでの焼きリンゴは最高に美味しかった。これからもあの明るいフレンドリーな雰囲気で
活動を続けてほしい。


