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吉備高原の自然の中で

様々な体験活動を通して、

たくましく心豊かな青少年

の育成を図ることを目的と

した教育施設です。

平成24年に開所30周年を

迎え、これまでに300万人以

上の方にご利用いただいて

います。

国立吉備青少年自然の家とは



3 4

食費（レストラン） 朝食 昼食 夕食

中学生以上・引率者 440円 590円 670円

小学生 430円 580円 650円

幼児（4歳以上） 320円 410円 460円

利用できる人

利用できる日

経費

2名以上であれば、どなたでもご利用いただけます。

（成人の引率者 1名を含む）

年末年始（12月28日～ 1月 4日）を除き、年中無休 （※１）

施設使用料・・・青少年団体（※２）の利用は無料

一般利用者（企業研修等）は 1人 1泊810円

シーツ等洗濯料・・宿泊棟 1人300円（シーツ 2枚、枕カバー 1枚）

（※３） ロッジ／キャンプ場 1人120円

（シュラフ用シーツ 1枚）

活動費（指導料・材料費等）

・・・Ｐ7～10「おもな活動プログラム」参照

※１ 施設整備やイベント等で利用できない場合があります

※２ 利用者の過半数が29歳以下（学校・子ども会・クラブ活動等）

※３ 5泊以上でシーツの交換が発生します

③

国立吉備青少年自然の家では、施設の見学を受け付けています。

見学をご希望の方は、

（0866）56-7231 【事業推進係】

までご連絡下さい。

職員による施設案内も可能です。

（職員の勤務状況により、受け入れられない場合があります。）

施設の見学について

ウォークラリーのコース

を歩いてみたいな

部屋の広さは

どれぐらいかな

どんな設備を

使えるのかな
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③

④

事前打合せ（合同／個別来所／電話）

提出書類の作成
施設に提出する書類を作成し、

当日の食事や必要な物品を注文します。

「利用の手引き」かＨＰに掲載されて

いる様式を使います。

「食事・野外炊事材料等申込書」

「物品申込書」

「食品アレルギー事前確認票」

「利用者名簿」 など

「調整プログラム（確定版）」が届きます

（利用日の２週間前）

お気をつけて

お越しください！

⑤利用日

○4月～9月利用団体

→合同打合せ会（利用月の2か月前に開催）で、同

じ日に利用する団体間で活動場所の調整を行います。

○合同打合せ会に不参加の方／10月～3月利用団体

「利用の手引き」が届きます

（利用月の４か月前～）

①

②

空き状況の確認・申し込み

「利用の手引き」やＨＰを

参考に活動計画書を作成し、

自然の家に送付します。

宿泊の申込みは、利用月の 1年前（※）から可能です。

電話かＨＰで施設の空き状況を確認し、利用申込みを

行います。

※日帰り利用について

日帰りで利用する場合、利用日の1か月前

（11月～2月利用は2か月前）から申し込み可能です。

活動計画書の作成
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薪を組んで火をおこし、

カレーや豚汁などの料理

を作ります。

対象年齢…制限なし

指導 …始めの

安全指導のみ

実施期間

…通年

※要食材費等（HP参照）

みんなでひとつの

焚き火を囲み、親睦

を深めます。

対象年齢…制限なし

指導 …なし

実施期間…通年

マウンテンバイクで所

内のコースを回ります。

対象年齢

…小学5年生以上

指導

…始めの安全指導のみ

実施期間…通年

コース …3種類

所内のコースを巡り、

文字が書かれたポストを

探して得点を競います。

対象年齢

…小学4年生以上

指導…なし

実施期間…通年

コース …4種類

色々な種類の変わった自

転車に乗って遊びます。

対象年齢

…小学生以下

指導 …なし

実施期間…通年

大勢で協力して艇を漕ぎ、

目的地を目指します。

対象年齢

…小学4年生以上

指導…あり

実施期間

…3月中旬～11月中旬

※要指導料

3時間／5,300円
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小さな木の板を積み上

げて、お城や塔などの

作品を作ります。

対象年齢…制限なし

指導 …なし

実施期間…通年

小さなブロックを手掛か

り・足掛かりにして壁を

登ります。

対象年齢…小学生以上

指導 …始めの

安全指導のみ

実施期間…通年

ロープを使って高い木に

登ります。

対象年齢…幼児以上

指導 …あり

実施期間…通年(要相談)

※要指導料 15,000円～

（参加者・インストラク

ターの人数により異なる）

バーナーで焼いた板に、

専用の絵の具で絵や文字

を書きます。

対象年齢…小学生以上

指導 …なし

実施期間…通年

※要材料費 1人410円～

天体望遠鏡をつかい

星や月を観察します。

対象年齢…制限なし

指導 …あり

実施期間…通年

※要指導料

1.5時間／3,000円～

自分自身を大切に思う

心や他者との協調性や

信頼感を高めるプログ

ラムです。

対象年齢…小学生以上

指導 …あり

実施期間…通年

※要指導料

講師１人１単位

（１時間）／1,000円～
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レストラン

ロッジ

宿泊棟

キャンプ場

・宿泊棟…大浴場60名、小浴場30名

・ロッジ…大浴場30名、小浴場20名

・キャンプ場…シャワー室

男女各8名

野外炊事場

河川敷

キャンプファイヤー場

多目的グラウンド

野外活動

・キャンプ場…3ヵ所／96～120名

・ロッジ …3ヵ所／各80名

・チャレンジルーム …48名

木製アスレチック

対象年齢…小学生以下

・9ヵ所／60～200名

※プレイホールのファイヤー

場は雨天利用可（400名）

・川遊び

・フライングディスク

など

・90m×60m

・サッカーゴール、

テント等あり

・有料（P.4参照）

・ビュッフェ方式（配膳食対応可）

・収容人数256名

・宿泊棟…52名×4部屋

・小部屋に分かれている

・ロッジ…25名×4部屋

・床にシュラフ（寝袋）を敷く

キャンプ場

…6名×テント約50梁

宿泊場所

浴 室

ウーリーのぼうけんひろば
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プレイホール

ふれあいホール

いこいの間

チャレンジルーム

多目的ホール

屋内スポーツ・文化活動・レクリエーション

・35m × 25m（約400名）

・各種スポーツ、講演会等

・屋内キャンプファイヤー可

・19m × 14m （約200名）

・レクリエーション、演奏会等

・ピアノ、エレクトーンあり

・16m × 12m （約100名）

・クラフト、調理

（かまど・ガスコンロ）等

・茶室（6畳）＋和室（17.5畳）

（約20名）

・茶道、華道、筝曲等

・19m × 13m（約180 名）

・レクリエーション、講習等

・視聴覚設備、ピアノ等あり

オリエンテーション室

学習室

講義・学習活動

・14m × 13m （約200名）

・レクリエーション、講習等

・ホワイトボード、

ピアノ等あり

・3部屋 10m × 7m～15m×9m

（約50～150名）

・講習、勉強会等

・ホワイトボード、

ピアノ等あり

宿泊予約・一般的な相談 …（0866）56-7231

【事業推進係】

日帰り予約、プログラムについての相談・変更

…（0866）56-7232

【企画指導専門職】

空室確認・書類ダウンロード

（自然の家ＨＰ） …https://kibi.niye.go.jp/           

お申込み・問合せ先



※ 印刷方法

① 「はじめてのしおり.pdf」を開き、

ファイル→印刷 より を開く。
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変更し、必要な部数印刷する。


