
山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

プログラムテーマ：「新庄まつりとオレ」～日本一の山車行列～（新庄市） 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月２３日（土） 【１日目】７月７日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 ふるさと歴史センター着 

09:40 開講式 

    1）オリエンテーション 

    2）プログラム説明 

10:00 新庄まつりを知る① 

     ◆展示山車見学 

     ◆お祭りホールの映像視聴 

     ◆山車の説明 

     ◆法被、囃子の説明 

11:30 ふるさと歴史センター見学 

12:00 昼食（各自） 

13:00 新庄まつりを知る② 

     ◆新庄まつりの人形制作現場見学 

14：30 新庄まつりを知る③ 

     ◆新庄まつりの起源・神輿渡御行列につ

いての講義 

16:00 指導者との振り返り 

16:30 宿泊先へ 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄駅着 

09:40 企画立案・提案準備 

     ◆「新庄まつりファンを増やすために私

たちができること」をテーマに企画立

案 

     ◆提案資料の作成 

     ◆山車製作見学 

12:00 昼食（各自） 

13:00 企画立案・提案準備 

     ◆「新庄まつりファンを増やすために私

たちができること」をテーマに企画立

案 

     ◆提案資料の作成 

     ◆山車製作見学 

15:00 会場準備・リハーサル 

16:30 振り返り 

17:00 宿泊先へ 

【２日目】６月２４日（日） 【２日目】７月８日（日） 

09:00 企画立案・提案準備 

     ◆昨年プログラム受講者を交えたディ

スカッション 

     ◆「新庄まつりファンを増やすために私

たちができること」をテーマに企画

立案 

12:00 昼食（各自） 

13:00 企画立案・提案準備 

     ◆「新庄まつりファンを増やすために私

たちができること」をテーマに企画

立案 

     ◆提案資料の作成 

15:30 指導者との振り返り 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

09:00 会場準備・リハーサル 

10:00 企画の提案発表 

想定：新庄市長、商工観光課・山車連盟・

囃子連盟・神輿渡御行列へ 

企画の提案 

12:30 昼食（各自） 

14:00 提案発表のまとめ・振り返り 

15:00 活動総括・全体の振り返り 

16:30 新庄駅発 

18:00 山形大学着 

最上地域内の移動手段 市役所公用車 市役所公用車 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊    826円 

山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊     826円 

必要経費 （各自の夕食、朝食、昼食2回分は別途支払い） （各自の夕食、朝食、昼食2回分は別途支払い） 

小  計 【当日、現地で徴収】826円 【当日、現地で徴収】826円 

合  計 (各自の食事は徴収しません。各々で食事の際にお支払いください。合計6,000円程度です。)1,652円 

学生が準備 

するもの 

筆記用具、バインダー、雨具、軍手、作業可能

な服装、汗ふきタオル、洗顔用具、入浴用具 

筆記用具、バインダー、雨具、作業可能な服装、

汗ふきタオル、洗顔用具、入浴用具 

留意事項 活動しやすい服装 活動しやすい服装 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：「作陶に挑戦！」新庄東山焼の世界（新庄市） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月２６日（土） 【１日目】６月２３日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 新庄東山焼着 

10:00 オリエンテーション 

10:30 講義Ⅰ 東山焼の概要 

    「歴史、特長、講師経歴、その他」 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 講義Ⅱ 焼き物作り工程 

14:45 実技 ①粘土採り、加工作業  

②様々な技法  

③自分の作品 

17:00 宿泊先へ 

 

 

08:00 山形大学発 

09:40 新庄東山焼着 

10:00 講義Ⅰ 焼き物の化学① 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 実技 ①釉薬つくり ②釉薬塗 ③釉薬塗 

16:40 宿泊先へ 

 

 

【２日目】５月２７日（日） 【２日目】６月２４日（日） 

09:00 講義Ⅲ 山形県内の焼き物 

10:45 実技 自分の作品仕上げ① 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 実技 自分の作品仕上げ② 

15:30 後片付け 

16:00 振り返り、活動記録 

16:30 新庄東山焼発 

18:00 山形大学着 

 

 

09:00 講義Ⅱ 焼き物の化学② 

11:30 昼食（調理、食事） 

13:00 実技 窯焚き 

15:50 振り返り、活動記録 

16:30 新庄東山焼発 

18:00 山形大学着 

 

最上地域内 

の移動手段 

市役所公用車 

 

市役所公用車 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊    826円 

山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊     826円 

必要経費 
持ち帰り作品用粘土代       1,500円 

（各自の夕食、朝食、昼食2回分は別途支払い） 

（各自の夕食、朝食、昼食2回分は別途支払い） 

 

小  計 【当日、現地で徴収】2,326円 【当日、現地で徴収】826円 

合  計 （各自の食事は徴収しません。各々で食事の際にお支払いください。合計6,000円程度です。）3,152円 

学生が準備 

するもの 

筆記用具、バインダー、雨具、軍手、作業可能

な服装、バンダナ、髪留め、汗ふきタオル、洗

顔用具、入浴用具 

筆記用具、バインダー、雨具、軍手、作業可能

な服装、バンダナ、髪留め、汗ふきタオル、洗

顔用具、入浴用具 

 

留意事項 

粘土を扱う作陶作業があるため、汚れてもいい

作業着、シャツ等を準備 

 

粘土を扱う作陶作業があるため、汚れてもいい

作業着、シャツ等を準備 

 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：地域の資源を活かし山屋の魅力を探る（新庄市） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月２日（土） 【１日目】６月３０日（土） 

08:00 山形大学発 

09:40  山屋セミナーハウス到着 

10:00  開講式 & プログラム説明 

 & 山屋地区の説明 

11:30  杢蔵山登山 & 山菜収穫  

12:00  食事（休憩）※山中にて 

12:30  杢蔵山登山 & 山菜収穫 

15:30  杢蔵山下山 

16:30  地域の方と収穫した山菜を料理 

18:00  夕食（地域の方と調理 & 交流会)  

 

08:00 山形大学発 

09:30 山屋セミナーハウス到着 

10:00  プログラム説明 

10:15  デザイン案の発表 & 作業 

12:00  昼食（地域の方と調理 & 交流会) 

13:00  デザイン案の発表 & 作業 

16:30  振り返り 活動記録 

17:00  夕食（地域の方と調理 & 交流会)  

【２日目】６月３日（日） 【２日目】７月１日（日） 

08:00  朝食 

09:00  山屋セミナーハウス環境整備 

     ※グラウンドの壁清掃 

12:00  昼食（地域の方と調理 & 交流会) 

13:00  山屋セミナーハウス環境整備 

     ※グラウンドの壁のデザイン考察 

15:30 振り返り 

16:00  山屋セミナーハウス出発 

18:00 山形大学着 

 

08:30  朝食 

09:30  「山屋の活性化」をテーマに地域の方と 

ワークショップ 

12:00  昼食（地域の方と調理 & 交流会)※ＢＢＱ 

15:30 振り返り 

16:30  山屋セミナーハウス出発 

18:00 山形大学着 

最上地域内 

の移動手段 

市役所公用車 市役所公用車 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊    826円 

山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊     826円 

必要経費 
夕食 1,000円  朝食500円 

昼食（2食）1,500円 

夕食 1,000円  朝食500円 

昼食（2食）1,500円 

小  計 【当日、現地で徴収】3,826円 【当日、現地で徴収】3,826円 

合  計 7,652円 

学生が準備 

するもの 

筆記用具、バインダー、雨具、軍手、防寒具（ウインドブレーカーなど）、洗顔用具、入浴用具 

動きやすい服装、スニーカー、長靴、タオルなど 

留意事項  

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：マルシェ“本活プロジェクト”～本と人をつなげる出前図書館～（新庄市） 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月１９日（土） 【１日目】６月１６日（土） 

08:00 山形大学発 

09:30 図書館着 

   開講式 オリエンテーション 

10:00 語り＆読み聞かせで育む豊かな心 

  （講話＆実技指導） 

12:00 昼食〔各自〕 

13:00 kitokitoマルシェ 概要説明 

 “本活プロジェクト”など 

14:00エコロジーガーデン移動視察見学 

    kitokito前日準備など 

15:30 図書館移動 活動計画立案 

17:00 講師懇親会・食事会 

18:30 宿泊先へ 

08:00 山形大学発 

09:30 図書館着 

   kitokitoマルシェ本活プロジェクト準備 

   ■計画立案に基づく準備作業 

   ワークショップ・読み聞かせ練習など 

12:00 昼食〔各自〕 

13:00 ワークショップ準備 

   kitokitoマルシェ本活プロジェクト準備 

   ■計画立案に基づく準備作業 

   ■ワークショップ・読み聞かせ練習 

   ■活動計画立案など 

15:30 各自準備 当日スケジュール調整 

17:00 宿泊先へ 

【２日目】５月２０日（日） 【２日目】６月１７日（日） 

08:30 kitokitoマルシェ 

  kitokitoマルシェ ブース準備 

  ■お話し会協力参加 

  ■ワークショップ協力参加 

  ■移動図書館見学協力参加 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

12:00 昼食〔各自〕 

  ■お話し会協力参加 

  ■ワークショップ協力参加 

  ■移動図書館見学協力参加 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

15:00 kitokito マルシェ終了片づけ 

15:30 図書館移動 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

16:30 図書館発 

18:00 山形大学着 

08:30kitokitoマルシェ   

  kitokitoマルシェ ブース準備 

  本活プロジェクト 

  ■計画立案に基づく展開 

  ■移動図書館 協力参加（お話し会） 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

12:00 昼食〔各自〕 

  本活プロジェクト 

  ■計画立案に基づく展開 

  ■移動図書館 協力参加（お話し会） 

  ■kitokito BOOKS 協力参加 

15:00 kitokito マルシェ終了片づけ 

15:30 図書館移動 振り返り感想交流 

16:30 図書館発 

18:00 山形大学着 

最上地域内 

の移動手段 

市役所公用車 

 

市役所公用車 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊     826円 

山屋セミナーハウス 22-3527 

（夕食なし、朝食なし） １泊     826円 

必要経費 
懇親会1,500円 

（その他、各自の朝食、昼食2回分は別途支払い） 
（各自の夕食、朝食、昼食2回分は別途支払い） 

小  計 【当日、現地で徴収】2,326円 【当日、現地で徴収】826円 

合  計 （各自の食事は徴収しません。各々で食事の際にお支払いください。合計5,000円程度です。）3,152円 

学生が準備 

するもの 

筆記用具、バインダー、雨具、軍手、作業可能

な服装、汗ふきタオル、洗顔用具、入浴用具、

帽子 

筆記用具、バインダー、雨具、作業可能な服装、

汗ふきタオル、洗顔用具、入浴用具、帽子 

留意事項 動きやすい服装・スニーカー、タオルなど 動きやすい服装・スニーカー、タオルなど 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：山間地の宝物を探そう（金山町） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月９日（土） 【１日目】７月７日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 道草ぶんこう着 

10:10 開講式 

    講話「山里の今と昔」 

    オリエンテーション 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

13:00 畑の体験（植え付け） 

15:00 田・畑・川の生き物調査 

17:00 入浴 

18:00 ホームステイ 

19:00 蛍の観察 

08:00 山形大学発 

10:00 道草ぶんこう着 

10:10 オリエンテーション 

10:30 笹巻づくり体験 

    笹の採集、笹巻をつくる 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

13:00 リースつくり 

17:00 入浴 

18:00 ホームステイ 

20:00 山間地の夜を体験 

 

【２日目】６月１０日（日） 【２日目】７月８日（日） 

06:00 朝の暮らし体験 

07:30 朝食 

09:00 山菜採りに挑戦 

11:30 山菜料理実習 

12:00 昼食 

13:00 縄ない体験 

    縄・藁の文化について 

15:00 里の先生との懇談 

16:00 道草ぶんこう発 

18:00 山形大学着 

06:00 朝仕事に挑戦 

07:00 朝食 

09:00 畑の体験収穫 

11:30 昼食準備 

12:00 昼食 

13:30 ライブコンサート 

14:00 世代交流 

    （または街並み見学） 

16:00 道草ぶんこう発 

18:00 山形大学着 

 

 

上地域内 

の移動手段 

金山町教育委員会公用車 

 

金山町教育委員会公用車 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
農家にホームステイ 

宿泊料 １泊２日２食付き    4,000円 

同左 

必要経費 
昼食代 600円×2日       1,200円 

入浴料（温泉）           300円 

同左 

小  計 【当日、現地で徴収】5,500円 【当日、現地で徴収】5,500円 

合  計  11,000円 

学生が準備 

するもの 

洗面用具、作業できる服装、着替え 

（雨具・長くつは不要） 

金山町のホームページ参照 

 

同左 

留意事項 

アレルギーに関する事前連絡 

 

 

同左 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：森と人との共存を考えるⅠ～山間地の歴史を探り地域振興へ～（金山町） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月１２日（土） 【１日目】６月９日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 遊学の森着 

10:15 オリエンテーリング 

      森を楽しむ講座Ⅰ 

12:00 昼食 

13:00 森を楽しむ講座Ⅱ 

16:00 夕食準備 

18:00 入浴 

19:00 夕食、地域交流会 

    就寝 

08:00 山形大学発 

10:15 遊学の森着 

10:30 巨木めぐり 

12:00 昼食 

15:00 水辺フォーラム（ビオトープ観察会） 

16:00 終了（荷物分け 運搬） 

16:00 夕食準備  

18:00 有屋少年番楽 学校へ出発 

19:00 地域児童交流会～20：30 

21:00 入浴 

22:00 ミーティング 

    就寝 

 

【２日目】５月１３日（日） 【２日目】６月１０日（日） 

06:30 起床、朝食準備、部屋の片付け 

07:30 朝食、片付け 

09:00 森の恵みを味わう講座  

12:30 昼食 

13:00 スポーツGOMI拾い 

15:00  ミーティング  

15:50 解散 

16:00 遊学の森発 

18:00 山形大学着 

 

06:00 起床、朝食準備、部屋片付け 

07:00 朝食、片付け 

08:30 地域交流（下向地区まつり） 

    昼食（各自） 

13:30  遊学の森へ移動 

14:30 プログラム発表会 

15:45 遊学の森発 

18:00 山形大学着 

上地域内 

の移動手段 

 

 

 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 4，000円 4，000円 

必要経費 3，500円 3，500円 

小  計 【当日、現地で徴収】7，500円 【当日、現地で徴収】7，500円 

合  計  15,000円 

学生が準備 

するもの 

洗面用具、着替え、帽子、長袖、長ズボン、 

長靴、軍手、筆記用具、持っている人はデジ

カメ 

 

 

洗面用具、着替え、帽子、長袖、長ズボン、 

長靴、軍手、筆記用具、持っている人はデジカメ 

 

留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

プログラムテーマ： 上町の人・自然・文化に触れよう①（ 上町） 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月１９日（土） 【１日目】６月１６日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 大堀地区公民館着 

    オリエンテーション後大堀保育所に移動 

    わんぱく学校田植え体験にスタッフ参加 

11:30 田植え終了 

12:00 昼食後、新倉見に移動 

13:00 炭焼き体験 その１ 

    ・炭材集め 

    ・炭材の詰み込み 

    ・口焚き、点火 

15:00 炭焼き体験終了 

17:00 宿泊先到着 夕食自炊 

08:00 山形大学発 

10:00 上町立中央公民館着 

オリエンテーション後移動 

   ワイルドエドベンチャースクールにスタッ

フ参加 

   槍ヶ先峠ハイキング 

12:00 昼食 

13:00 引き続きワイルドエドベンチャースクール

に参加 

16:00 中央公民館着 スクール終了 

17:00 宿泊先到着 夕食自炊 

【２日目】５月２０日（日） 【２日目】６月１７日（日） 

朝食自炊 

08:30 大堀地区公民館着 

09:00 ピザ焼き体験 

11:30 昼食後、新倉見に移動 

13:00 炭焼き体験 その2 

    ・炭出し 

15:00 炭焼き体験終了 

16:00 大堀地区公民館発 

18:00 山形大学着 

朝食自炊 

9:00 前森高原でのスタッフ体験 

もしくは、冒険家大場満郎氏との交流を予定 

12:00 昼食 

13:00前森高原でのスタッフ体験 

もしくは、冒険家大場満郎氏との交流を予定 

16:00 前森高原発 

18:00 山形大学着 

上地域内 

の移動手段 

バス 

ワゴン車 

バス 

ワゴン車 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
簡易宿泊所おらだずの宿りんどう  3,000円 

 

前森高原コテージを予定    3,500円程度 

(人数により高くなることがあります) 

必要経費 

1日目・2日目 昼食代       1,000円 

1日目夕食代・2日目朝食代 自炊のため実費 

炭焼き体験・ピザ作り体験料    4,000円 

1日目 昼食500円・夕食代(自炊) 実費 

2日目 朝食代・昼食代 実費 

 

小  計 
【当日、現地で徴収】8,000円 

（＋αの実費として自炊代が別途かかります） 

【当日、現地で徴収】4,000円 

（＋αの実費として自炊代が別途かかります） 

合  計 12,000円（＋α） 

学生が準備 

するもの 

１日目の昼食用のおにぎり 

作業できる服装（長袖、長ズボン）・着替え 

帽子、カッパ上下、軍手、エプロン、三角巾（バ

ンダナなど）、運動靴・タオル・長靴（田植え

用）・必要に応じて常備薬・虫よけスプレー・ 

日焼け止め・飲み物 

1日目の昼食用のおにぎり 

動きやすい服装（長袖、長ズボン）、ハイキング

のため吸汗性の高い肌着や服装、履きなれた靴 

必要に応じて常備薬・虫よけスプレー・日焼け

止め・飲み物、印鑑 

留意事項 

 

 

 

ワイルドエドベンチャースクールの活動の際に

は、スタッフ参加となるので謝金を支払います。 

740円×3時間＝2,220円 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：里地里山の再生Ⅰ（舟形町） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月２６日（土） 【１日目】６月９日（土） 

08:00  山形大学発 

09:15  舟形町役場着 

10:00～ 開講式（農村環境改善センター） 

     活動説明 

11:00～ 手倉森・湿地の保全活動 

12:00  昼 食 

13:30～ 手倉森・湿地の保全活動 

18:30～ 夕 食 

 

体験実習館 宿泊 

 

08:00  山形大学発 

09:15  舟形町役場着 

10:00～ 畑の管理活動 

12:00～ 昼 食 

13:00～ 畑の管理活動 

18:30～ 夕 食 

  

体験実習館 宿泊 

 

【２日目】５月２７日（日） 【２日目】６月１０日（日） 

7:00   起 床 

7:30   朝 食 

9:00～  畑の管理活動 

12:00   昼 食 

13:30～  畑の管理活動 

16:00  農村環境改善センター発 

16:45  舟形町役場発 

18:00   山形大学着 

7:00   起 床  

7:30   朝 食 

8:00   体験実習館 出発 

9:00～  畑の管理活動 

12:00   昼 食 

13:30～   畑の管理活動 

16:45    舟形町役場発 

18:00    山形大学着 

 

上地域内 

の移動手段 

町公車で移動 町公車で移動 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
農業体験実習館 １泊２食      4,150円 

 

農業体験実習館 １泊２食       4,150円 

 

必要経費 
昼食2回等             1,350円 

 

昼食2回等              1,350円 

 

小  計 【当日、現地で徴収】5,500円 【当日、現地で徴収】5,500円 

合  計  11,000円 

学生が準備 

するもの 

雨具、作業着（農作業ができる服装）、着替え、

洗面道具等、筆記用具 

（長靴を持参してください。） 

 

雨具、作業着（農作業ができる服装）、着替え、

洗面道具等、筆記用具 

（長靴を持参してください。） 

留意事項 天候により活動が、変更する場合があります。 天候により活動が、変更する場合があります。 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：田舎体験で考える ～豊かな暮らしをつくる生き方働き方～（真室川町） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月２日（土） 【１日目】７月７日（土） 

08：00 山形大学発 

09：30 新庄駅着 

10：20 開講式・オリエンテーション 

11：00 里山の自然と農業を知る（座学） 

12：00 昼食・休憩 

13：30 里山散策と農業体験 

15：30 森林鉄道（トロッコ列車）乗車体験 

16：00 温泉体験（地元の温泉「梅里苑」入浴） 

17：30 宿舎（農家民宿）へ移動 

18：30 夕食・休憩 

19：30 入浴 

20：30 ふりかえり 

 

08：00 山形大学発 

09：30 新庄駅着 

10：10 中央公民館着 

10：30 農業体験（野菜の収穫） 

11：00 料理体験（地元産の野菜を使って） 

12：30 昼食・休憩 

13：30 農業体験（農産加工・わら細工体験） 

16：00 ふりかえり 

17：30 夕食買い出し・休憩 

19：30 入浴 

20：30 ふりかえり 

【２日目】６月３日（日） 【２日目】７月８日（日） 

07：30 朝食 

09：00 宿舎出発 

10：00 農業体験（ひまわり農場） 

12：00 昼食・休憩（塩根川公民館） 

13：00 農業の現状について知る 

14：00 ふりかえり 

15：00 移動 

16：30 新庄駅発 

18：00 山形大学着 

 

07：30 朝食 

09：00 宿舎出発 

09：30 発表会準備 

12：00 昼食・休憩 

13：30 発表会会場準備 

14：00 発表会 

15：20 閉講式 

16：30 新庄駅発 

18：00 山形大学着 

上地域内 

の移動手段 

教育委員会バス 

公用車 

教育委員会バス 

公用車 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
農家民宿 

6,400円 

梅里苑コテージ 

3,000円 

必要経費 
食事代・飲物代・体験経費・活動経費 

1,600円 

食事代・飲物代・体験経費・活動経費 

5,000円 

小  計 【当日、現地で徴収】8,000円 【当日、現地で徴収】8,000円 

合  計  16,000円 

学生が準備 

するもの 

野外活動や農作業があるため汚れてもいい長袖長ズボンの服装と活動しやすい靴、筆記用具、着替

え、洗面道具、ドライヤー、パジャマ、雨具、帽子、軍手、長靴、タオル、健康保険証（遠隔地健

康保険証等）、学生証、現金、常備薬、虫よけスプレー・虫さされ薬、その他各自必要と思われる

もの。（※宿泊施設にアメニティグッズはついておりません） 

 

留意事項 

・天候によりプログラムの変更がある場合があります。 

・食物アレルギー等がありましたら、事前にご連絡ください。 

 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：子どもの体験活動支援講座１（真室川町） 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月９日（土） 【１日目】７月７日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 神室少年自然の家着・入所式 

    オリエンテーション 

    シュラフ・テント設営 

12:00  昼食 

    自然体験活動① 

16:00  野外炊飯Ⅰ 

  自然体験活動②～夜～ 

 リスクマネジメント研修・ふりかえり 

    テント泊 

08:00 山形大学発 

10:00  神室少年自然の家着・入所式 

   「わんぱく探検隊」であいのつどい 

    シュラフ・テント設営 

12:00  昼食 

    自然体験活動① 

16:00  野外炊飯Ⅰ 

    自然体験活動②～夜～ 

    スタッフミーティング・ふりかえり 

    テント泊 

 

【２日目】６月１０日（日） 【２日目】７月８日（日） 

6:00  起床 

シュラフ・テント干し 

 7:00  朝食 

 8:00  シュラフ・テント撤収 

 9:00  自然体験活動③ 

10:00  野外炊飯Ⅱ    

12:00  昼食 

後片付け 

    ふりかえり 

16:00  神室少年自然の家発 

18:00 山形大学着 

6:00  起床 

シュラフ・テント干し 

 7:00  朝食 

 8:00  シュラフ・テント撤収 

 9:00  自然体験活動③ 

 

12:00  昼食 

わかれのつどい 

    後片付け・ふりかえり 

16:00  神室少年自然の家発 

18:00 山形大学着 

上地域内 

の移動手段 

自然の家まで山形大学のバス 

 

自然の家まで山形大学のバス 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
 

                    620円 

 

                    620円 

必要経費 
・シュラフシーツ代 ・食事代 など  

                  2,880円 

・シュラフシーツ代 ・食事代 など 

                                   2,880円 

小  計 【当日、現地で徴収】3,500円 【当日、現地で徴収】3,500円 

合  計                    7,000円 

学生が準備 

するもの 

・野外活動に適した服装 ・ズック ・長くつ 

・リュック ・着替え ・タオル ・洗面用具 

・ヘッドランプまたは懐中電灯 ・カッパ 

・水着（活動によって必要） ・水筒 ・軍手 

・野外活動に適した服装 ・ズック ・長くつ 

・リュック ・着替え ・タオル ・洗面用具 

・ヘッドランプまたは懐中電灯 ・カッパ 

・水着（活動によって必要） ・水筒 ・軍手 

留意事項 

２回目に実施する主催事業「わんぱく探検隊」

における子どもの自然体験活動支援のために、

まずは自分たちでキャンプ生活を体験し、支援

にあたって必要なことやリスクマネジメント

について研修します。 

 

１回目のキャンプ生活経験と研修内容を活か

し、小学校３・４年生を対象とした事業「わん

ぱく探検隊」の班付きスタッフとして、事業の

ねらいを意識しながら子どもたちの自然体験活

動支援にあたります。 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

プログラムテーマ：大蔵村の生活と伝統の継承（大蔵村） 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月２６日（土） 【１日目】６月２日（土） 

8:00     山形大学発 

10:00     赤松生涯学習センター着 

10:30～11:30 オリエンテーション 

       （村の歴史と文化説明） 

11:30～13:00 昼食・移動 

13:00～17:00 村の歴史と文化（合海～肘折） 

17:00～17:30 赤松生涯学習センターへ移動 

17:30～18:00 休憩 

18:00～19:00  夕食 

19:00～19:30 休憩 

19:30～21:00 合海田植え踊り体験 

22:00      消灯 

8:00     山形大学発 

10:00     赤松生涯学習センター着 

10:00～10:30  オリエンテーション 

10:30～11:30 笹採り 

11:30～13:00 昼食・休憩 

13:00～13:30  肘折へ移動 

13:30～16:00 肘折温泉の学習 

16:00～17:00 入浴 

17:00～17:30  赤松生涯学習センターへ移動 

18:00～19:00 夕食 

19:30～21:00  レポート記入 

22:00         消灯 

 

【２日目】５月２７日（日） 【２日目】６月３日（日） 

7:30～ 8:30  朝食 

8:30～ 9:30 準備 

9:30～10:00 四ケ村の棚田へ移動 

10:00～12:00 ほう葉めし作り・棚田田植え体験 

12:00～13:00 昼食 

13:00～13:30  赤松生涯学習センターへ移動 

13:30～14:00 休憩 

14:00～15:30 レポート記入 

16:00～       赤松生涯学習センター発 

18:00     山形大学着 

7:15～ 8:30  朝食 

8:30～10:00  笹巻き作り 

10:00～12:00 合海田植え踊り見学 

12:00～13:00  昼食 

13:30～15:30 レポート記入・村レポート提出 

16:00～    赤松生涯学習センター発 

18:00     山形大学着 

  

 

 

 

上地域内 

の移動手段 
村マイクロバス 村マイクロバス 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 食事代              4,500円 

温泉入浴代              500円 

食事代               4,500円 

温泉入浴代              500円 必要経費 

小計 【事前に大学で徴収】5,000円 【事前に大学で徴収】5,000円 

合計 10,000円 

学生が準備 

するもの 

・屋外で活動するための衣服、靴 

（5/27 田植え体験時は上下ジャージに長靴着用でお願いします。ハーフパンツも持参してくださ

い。6/2肘折温泉の学習時は森林散策を行いますので、長靴着用をお勧めします。） 

・洗面用具 ・着替え ・屋外活動用バッグ（リュックサック等） 

・筆記用具 ・雨具 ・汗拭きタオル ・デジカメ（班で１台）（スマホでも可） 

留意事項 荒天の場合、スケジュール変更あり 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：鮭川の歴史・文化探訪（鮭川村） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月９日（土） 【１日目】６月１６日（土） 

08:00 山形大学発 

09:45 鮭川村中央公民館着 

10:00 開講式 

10:15 鮭川歌舞伎の成り立ちについて 

10:45 鮭川歌舞伎定期公演準備（会場設営等） 

12:00 昼食 

13:00 定期公演準備、館内清掃、練習（見学） 

16:00 村文化財見学 

（庭月観音、曲川の大杉） 

17:50 羽根沢温泉到着 

08:00 山形大学発 

09:50 米地区公民館到着  

10:00 オリエンテーション 

10:30 鮭川村・米の自然について（講話） 

12:00 昼食 

13:00 米湿原まつり準備（湿原保全作業等） 

16:00 村文化財見学（向居薬師堂） 

17:00 まつ乃 

 

 

 

【２日目】６月１０日（日） 【２日目】６月１７日（日） 

08:00 羽根沢温泉出発 

08:30 鮭川村中央公民館到着 

08:45 七所明神（京塚）見学 

10:00 歌舞伎化粧、着付け見学 

11:00 定期公演受付等手伝い 

12:00 昼食、鮭川歌舞伎定期公演見学 

16:15 鮭川村中央公民館出発 

18:00 山形大学着 

 

08:30 まつ乃出発 

09:00 米湿原まつり（湿原保全作業） 

12:00 昼食 

14:00 オカリナコンサート 

15:30 感想発表 

16:00 米地区公民館出発 

18:00 山形大学着 

上地域内 

の移動手段 

公用車 ２台 

 

公用車 ２台 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 6,500円 6,500円 

必要経費 
昼食代 1日目            500円 

    2日目           1,000円 

昼食代 1日目            500円 

    2日目            800円 

小  計 【当日、現地で徴収】8,000円 【当日、現地で徴収】7,800円 

合  計  15,800円 

学生が準備 

するもの 

 

動きやすく汚れてもいい服、着替え、洗面用具

（洗顔料等）、タオル、飲み物等を買うお金 

※出演者はＴシャツ、ハーフパンツ 

 

 

動きやすく汚れてもいい服、着替え（予備の着

替え含む）、長靴、カッパ、帽子、タオル、洗面

用具（洗顔料等）、飲み物等を買うお金 

 

留意事項 

 

参加者の中から出演者を２名決めてください。 

 

 

荒天の場合、活動内容に変更が生じる可能性が

あります。 

 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：戸沢村の超元気印！幸齢者集団の生きざまに学ぶ（戸沢村） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月２６日（土） 【１日目】６月２３日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 古口公民館着 

10:15 開校式 

11:00 座学（地域の活動、歴史） 

12:00 昼食（地域の皆さんと） 

13:00 炭窯づくり又はメダカ池整備 

17:00 入浴（ぽんぽ館） 

19:00 夕食交流会（地域の皆さんと） 

20:30 振り返り 

22:00 就寝 

 

08:00 山形大学発 

10:00 古口公民館着 

10:15 開会式 

11:00 ほたる祭り準備又は笹巻づくり 

12:00 昼食（地域の皆さんと） 

13:00 ほたる祭り準備、リハーサル等 

17:00 夕食 

18:30 ほたる祭り開会 

19:45 ほたる祭り終了 

20:00 もらい湯（地域の方の家で入浴） 

21:30 振り返り 

22:00 就寝 

 

【２日目】５月２７日（日） 【２日目】６月２４日（日） 

06:00 起床（朝食作り） 

07:30 朝食 

08:30 炭窯づくり又はメダカ池整備 

12:00 昼食（地域の皆さんと） 

13:00 ほたる祭り企画会議 

15:30 閉会式 

16:00 古口公民館発 

18:00 山形大学着 

06:00 起床（朝食作り） 

07:30 朝食 

08:30 炭窯周辺整備等 

    ピザ作り 

12:00 昼食（地域の皆さんと） 

13:00 ものづくり（わら細工等） 

15:00 閉講式 

16:00 古口公民館発 

18:00 山形大学着 

 

 

最上地域内 

の移動手段 

公用車 

 

公用車 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 （4回の食事代、入浴代、お茶代含む）6,000円 （4回の食事代、入浴代、お茶代含む）6,000円 

必要経費   

小  計 【当日、現地で徴収】6,000円 【当日、現地で徴収】6,000円 

合  計 12,000円 

学生が準備 

するもの 

野外活動もあるので雨具、軍手、帽子、汚れて

もよい服装、洗面道具、お風呂用具等 

 

 

同  左 

 

留意事項 

プログラムが変更になる場合もあります。 

 

 

 

同  左 

 

 

 



山形大学フィールドワ－ク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：里山保全と山菜料理（戸沢村） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】５月１９日（土） 【１日目】６月２３日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター到着 

10:10 オリエンテーション 

   （自己紹介、角川地域の概要説明、体験プ

ログラム・日程の説明） 

10:30 そば打ち体験 

12:00 昼食 

13:00 里山自然観察・山菜採り（わらび、こごみ 

    うど、ウルイ等） 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

08:00 山形大学発 

10:15 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 体験プログラム・日程説明 

10:20 山菜採り（みず・ふき等） 

11:20 山菜料理つくり（みず汁、みずのたたき、

ふきの肉巻き、たけのこ御飯） 

12:20 昼食 

13:20 杉林の除伐・間伐（手のこぎり使用、杉林

の中の雑木の伐倒、杉の間引き） 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

 

【２日目】５月２０日（日） 【２日目】６月２４日（日） 

09:00 戸沢村農村改善センター集合 

09:10 山菜料理の説明 

09:20 山菜料理つくり（うどの炒めもの、灰汁だ 

    しわらびのおひたし、ぜんまいの炒めも

の、わらびたたき、こごみの和え物、う

るいの味噌汁、うるい・きゅうりの漬物） 

12:00 昼食 

13:00 原木キノコの菌植え（しいたけ） 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター出発 

18:00 山形大学着 

09:00 戸沢村農村環境改善センター集合 

09:10 体験内容・日程説明 

09:20 炭焼き材料調達 

（ならの木の伐倒、小間切り、木割り、材

料運搬） 

炭窯へ材料投入 

12:00 昼食 

13:00 間伐材利用による炭小屋つくり 

15:20 振り返り 

15:45 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 

 

最上地域内 

の移動手段 

当団体所有のハイエ－ス及び借上げ車両 

 

 

当団体所有のハイエ－ス及び借上げ車両 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 
5,000円 

 

5,000円 

 

必要経費 体験指導料 （昼食・諸材料費含む）4,000円 体験指導料（昼食・諸材料費含む）  4,000円 

小  計 【当日、現地で徴収】9,000円 【当日、現地で徴収】9,000円 

合  計 18,000円 

学生が準備 

するもの 

エプロン、三角布、タオル、ペットボトル 

 

エプロン、三角布、タオル、ペットボトル 

留意事項 
服装は長そで・長ズボンで来てください。 服装は長そで・長ズボンで来てください。 

 

 



山形大学フィールドワーク授業プログラム（説明会用） 

 

プログラムテーマ：創作太鼓と伝承野菜栽培（戸沢村） 

 

日   程 

１回目 ２回目 
【１日目】６月９日（土） 【１日目】７月７日（土） 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 オリエンテ－ション、自己紹介、角川地域

の概要説明、体験プログラムの説明） 

10:30 太鼓基礎練習 

12:00 昼食 

13:00 太鼓基礎練習 

16:20 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

 

 

08:00 山形大学発 

10:00 戸沢村農村環境改善センター着 

10:10 日程説明 

10:30 えごま加工場の見学 

12:30 昼食 

13:30 えごま苗の定植 

16:00 振り返り 

17:00 宿泊先へ移動 

【２日目】６月１０日（日） 【２日目】７月８日（日） 

08:30 戸沢村農村環境改善センター集合 

08:40 日程説明 

09:00 ヒメサユリ観察会 

12:00 昼食 

14:00 伝承野菜苗定植（からとり芋） 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 

09:00 戸沢村農村環境改善センター集合 

09:10 日程説明 

09:20 太鼓曲練習 

12:00 昼食 

13:00 太鼓曲練習 

    発表会 

15:20 振り返り 

16:00 戸沢村農村環境改善センター発 

18:00 山形大学着 

 

 

最上地域内 

の移動手段 

当団体所有のハイエース及び借上げ車両 

 

当団体所有のハイエース及び借上げ車両 

 

事前

経費 
実習経費 【事前に大学で徴収】2,000円 

当日

経費 

宿泊料金 5,000円 5,000円 

必要経費 
体験指導料（昼食・諸材料費含む） 

4,000円 

体験指導料（昼食・諸材料費含む） 

4,000円 

小  計 【当日、現地で徴収】9,000円 【当日、現地で徴収】9,000円 

合  計 18,000円 

学生が準備 

するもの 

エプロン・三角布・タオル・ペットボトル・簡

易雨合羽 

 

エプロン・三角布・タオル・ペットボトル・簡

易雨合羽 

 

 

留意事項 

野外活動の服装は長そで・長ズボンで活動して

ください。 

 

野外活動の服装は長そで・長ズボンで活動して

ください。 
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