愛川ふれあいの村

アクティビティシート

2019 年 8 月改訂

ウォークラリー（ＷＲ）
・オリエンテーリング（ＯＬ）

｢木｣ラリー
村内の樹木を探していくことで、身の回りの自然への興味関心を高めます（本アクティビティをきっ
かけに、学校の樹木も調べてみましょう）。グループワークとしても最適です。
対象

小学校中学年以上

時間のめやす
持ちもの

1 時間半～2 時間程度（団体で設定可能）
地図・解答用紙（別紙・必要枚数のコピーをご用意ください）
筆記用具・バインダー（コマ図用・必要に応じて）
・時計
その他、帽子、雨具、水筒など野外活動に必要なもの
・ スタート＆ゴール地点を決める。
・ 数人程度のグループをつくる。
・ グループで地図上の番号の場所に行き、木に設置された「樹木名札」を探す。
※どのような順番で探しても構いません。
※解答用紙にある葉のイラストや説明も木を探すのに役立ちます。
・ 「樹木名札」に書かれた樹木名と番号を解答用紙に記入する。
・ 正答数で採点し、順位を決めます。

進め方

 15 か所すべてを記入するルールにすると、グループによってかかる時間
に大きく差がつく場合があります。時間内での運用を優先する場合は、制
限時間を決めて、その時間内に戻ってくるよう進めてください。

安全上の

・ 迷った場合や困った時に備えて、なにかあった時の集合場所を決め、スタッフ
が待機するようにしてください。
・ 4 月～11 月の降雨中・降雨後は、自然観察路やテントサイトではヤマビルが
発生する可能性があります。ヤマビル対策については、別資料「ヤマビルの被
害を防ぐために」をご覧ください。

注意

⑨

樹木名札の例
 ハガキ程度の大きさで、緑色の枠があります。
 数字は地図上の番号と一致します。
 解答用紙の該当する数字の欄に樹木名（この場合は「クリ」）
と番号（この場合は「⑨」
）を記入します。
 樹木名札には、その木の特徴や名前の由来などが書かれていま
す。読むことで愛川ふれあいの村の自然について学ぶことがで
きます。

このアクティビティシートは、愛川ふれあいの村利用者に役立つ活動情報を提供するためのものです。目的外の使用、内
容の改変、WEB 等への転載を禁じます。
©神奈川県立愛川ふれあいの村
指定管理者：東急コミュニティー・国際自然大学校グループ
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指導者用・解答編
じゅもく な ふ だ

・下の地図の①～⑮の場所に行って、ヒントと葉っぱの絵をたよりに「樹木名札」のついた木を探しましょう。
・その木の名前と、木の場所を番号でかきましょう。
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・下の地図の①～⑮の場所に行って、ヒントと葉っぱの絵をたよりに「樹木名札」のついた木を探しましょう。
・その木の名前と、木の場所の番号を書きましょう。>>>詳しい“やりかた”は、この用紙の裏を見よう！
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じゅもく な ふ だ

【1】 解答用紙の下にある地図の番号の場所に行き、「樹木名札」のついた木を探します。
※どんな順番で木を探しても自由です。

じゅもく な ふ だ

じゅもく な ふ だ

樹木名札の例

この活動では、樹木 名札 のついた

ヒント：
緑色のワクで、ハガキくらいの大きさです。

50 種類の木のうち、15 種類を探
します。地図に書かれた番号をよく
見て、探してみよう！

⑨

＜やくそく＞
・ 必ず、グループでまとまって行動し
ましょう。
・ 他のグループのマネをしたり、答え
を聞いたりしてはいけません。

じゅもく な ふ だ

【2】 「樹木名札」に書かれた木の名前と場所(番号) を
解答用紙に記入しましょう。
木の名前

その木の特徴がかいてあります。

【3】 制限時間を守って、ゴール地点へ行きます。
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