
ＯＬ(オリエンテーリング)の手引き 
１ 期待される効果 

自然・感性 克服・達成 創意・工夫 自主性・協調性 リフレッシュ・体力 

★★ ★★  ★★ ★★★ 
２ 対象及び実施時期 学校団体、自然体験活動団体、企業や子ども会などの団体 小学校高学

年以上 通年（落雷の危険性がある時は中止） 

 
３ 道具・用具  

 
 
 
 
４ プログラムの流れ 

 
             

 
             
 

 
 
 
 
 
 
             
             
５ 準備物 
 『交流の家』ＯＬマップ（参加者用・指導者用），無線機，コンパス，スコアカード，ゼッケン 等 

 『個人』４点セット（帽子，手袋，水筒（水分は通常１㍑・夏季２㍑），雨合羽），野外活動に適した
服装（長袖・長ズボン），時計，タオル，ちり紙，弁当，リュックサック，ビニール袋 筆
記用具 等 

 『引率者』救急用品，携帯電話，笛 雷探知機（交流の家からの貸し出し） 等 
  ※なお引率者は事前踏査を行ったうえで,原則５人以上指導者ポイント（別紙参照）に配置をお願

いします。 

６ 気をつけたいこと  
 ・単独で行動せず，必ずグループでそろって行動する。 
 ・民家の敷地内に入ったり，作物や施設を傷つけたりしない。 
 ・危険と思われる場所へ近づかない。 
 ・放牧中の牛に近づかない。またいたずらしない。 
 ・牧野のゲートを開けたら，必ず元通りに閉める。 
 ・車道は広がったりせず，道路の端を並んで歩く。 
 ・周りにある草花を採ったり傷つけたりしない。 
 ・ゴミを散らかさない。 
 ・スタート前に必ずトイレを済ませる。 
 ・熱中症予防やスズメバチ対策のため，必ず帽子をかぶる。 
 ・有刺鉄線をくぐったり，乗り越えたりしない。 

対象や活動のねらいに合

った内容を選ぶこと。 

 事前の踏査をして，コー

スの状況を知っておくこ

と。 

 1 グループ 5～6 人程度

が一番かかわり合いが深

まるグルーピングです。 

事前説明 40 分 

活動後 

全日コース 
半日（谷越え）コース 
半日（草原）コース 

ミニコース 

5～6 時間 
2.5～3 時間 
2.5～3 時間 
1.5～2 時間 

ポイント 

ＯＬひとくち MEMO 
ＯＬのコースは交流の

家の敷地だけでなく，牧野
組合の土地を借りていま
す。4～11 月頃は，コース
内に牛がいます。 

 ＯＬマップとシルバコンパスを

使いながら，コース内に設置してあ

るポストを探します。 

 探したポストの記号・ナンバーを

スコアカードに記していきます。 

オリエンテーリングの意義，競技方法（実施範囲・帰着時刻・地図の読み方・
コンパスの使い方等），注意事項の説明・確認 

グループごとの出発 
スコアカードに発見したポストの記号を記入 
定められた時刻までに帰着 

帰着グループ人員・健康状態確認 
得点の集計と採点・表彰 
借用物品の返却 

活動（     ） 
コースに 
応じて 

 



 
 
 
         針の中心を 自分の位置 ●に合わせ、 

めざす方向★ に矢印↑（黒）を向ける 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
       地図上の磁北線＝矢印↑（青）とコンパスのリングの線を     にする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  ↓ 
体の正面でコンパスを持つ 
（地面と平行） 
  ↓ 
360 度回転してリング内の赤い↑と 
N 極（赤）が重なるところを探す 
  ↓ 

黒い矢印の方向にポストがあります 

ホップ 

ステップ 

地
図 

自分の位置 

めざす方向 

地
図 

平行 

注意 
赤い矢印と 
青い矢印が 

同じ方向を向く 

ジャンプ 

おなか側 

国立阿蘇青少年交流の家 オリエンテーリング（ＯＬ）資料 



 

担当： 

本部： 

担当： 

担当： 

担当： 

指導ポイント等の配置を記入の上，活動前に

提出ください。また事前踏査を必ず行いまし

ょう。指導場所・危険箇所、携帯電話の電波

受信の可否の確認をしましょう。 
 

全日コースの概要 

担当： 

ＯＬ中 

ＯＬ後 

事前準備 

 
交流の家を出発場所として、約 6～７時間を使

って実施します。このコースは草原コースと谷越
えコースを合わせたもので、じっくりと時間をか
けてポイントを探すことが可能です。対象は小学
校高学年以上です。また当日の天候や火山の状況
によっては、実施できないこともありますので、
その日の天候や火山の状況を入手しておきましょ
う。なおトイレは交流の家にしかありません。体
調管理に十分気をつけて、交流の家には、グルー
プ全員で戻ってくるようにしましょう。 

 

担当： 

担当： 

◆非常時の連絡方法 
◆救急用品・備品の準備 
◆指導ポイント配置計画 
◆帽子・手袋・水筒・雨合羽の確認 
◆救急用の真水準備 
◆トイレットペーパー 

◆指導ポイント通過時に，グループ番号・人数 
・健康状態の確認･･･本部へ逐次報告 

◆雷鳴が聞こえたときや疾病者が出たときは， 
無線で交流の家に連絡し，対策を練る。 

◆道に迷ったときは，わかるところまで戻る。 
◆適切に休憩を取る。 
◆グループ全員で活動する。 

◆人数・健康状況等の確認 

 



 

担当： 

本部： 

担当： 

担当： 

担当： 

指導ポイント等の配置を記入の上，活動前に

提出ください。また事前踏査を必ず行いまし

ょう。指導場所・危険箇所、携帯電話の電波

受信の可否の確認をしましょう。 
 
 

草原コースの概要 

担当： 

担当： 

ＯＬ後 

ＯＬ中 

事前準備 

◆非常時の連絡方法 
◆救急用品・備品の準備 
◆指導ポイント配置計画 
◆帽子・手袋・水筒・雨合羽の確認 
◆救急用の真水準備 
◆トイレットペーパー 

◆指導ポイント通過時に，グループ番号・人数・
健康状態の確認･･･本部へ逐次報告 

◆雷鳴が聞こえたときや疾病者が出たときは，無
線で交流の家に連絡し，対策を練る。 

◆道に迷ったときは，わかるところまで戻る。 
◆適切に休憩を取る。 
◆グループ全員で活動する。 

◆人数・健康状況等の確認 

 

 
交流の家を出発場所として、約 2.5～3 時間を使

って実施します。このコースは比較的歩きやすく、
周りの景色を眺めながら、ポイントを探すことが可
能です。対象は小学校高学年以上です。また当日の
天候や火山の状況によっては、実施できないことも
ありますので、その日の天候や火山の状況を入手し
ておきましょう。なおトイレは交流の家にしかあり
ません。体調管理に十分気をつけて、交流の家には、
グループ全員で戻ってくるようにしましょう。 

 



 

担当： 

本部： 

担当： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当： 

担当： 

担当： 

谷越えコースの概要 

指導ポイント等の配置を記入の上，活動前に

提出ください。また事前踏査を必ず行いまし

ょう。指導場所・危険箇所、携帯電話の電波

受信の可否の確認をしましょう。 
 

事前準備 

ＯＬ中 

ＯＬ後 

◆非常時の連絡方法 
◆救急用品・備品の準備 
◆指導ポイント配置計画 
◆帽子・手袋・水筒・雨合羽の確認 
◆救急用の真水準備 
◆トイレットペーパー 

◆指導ポイント通過時に，グループ番号・人数・
健康状態の確認･･･本部へ逐次報告 

◆雷鳴が聞こえたときや疾病者が出たときは，無
線で交流の家に連絡し，対策を練る。 

◆道に迷ったときは，わかるところまで戻る。 
◆適切に休憩を取る。 
◆グループ全員で活動する。 

◆人数・健康状況等の確認 

 

 
交流の家を出発場所として、約 2.5～３時間を

使って実施します。このコースは草原コースに比
べて、険しい箇所があります。まさに谷コースで
す。短めの時間で、少し難しいコースがよいと思
われる方におすすめのコースです。対象は小学校
高学年以上です。また当日の天候や火山の状況に
よっては、実施できないこともありますので、そ
の日の天候や火山の状況を入手しておきましょ
う。なおトイレは交流の家にしかありません。体
調管理に十分気をつけて、交流の家には、グルー
プ全員で戻ってくるようにしましょう。 

 



 
 

本部： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当： 

担当： 

指導ポイント等の配置を記入の上，活動前

に提出ください。また事前踏査を必ず行い

ましょう。指導場所・危険箇所、携帯電話

の電波受信の可否の確認をしましょう。 

ミニコースの概要 

 
交流の家を出発場所として、約 1.5～２時間を使

って実施します。このコースの多くのポイントは、
交流の家の中に存在するので、短い距離で安全に実
施することができます。また池の周りの鳥や植物、
花なども見ながら活動をすすめることができます。
対象は幼稚園生以上です。また当日の天候や火山の
状況によっては、実施できないこともありますの
で、その日の天候や火山の状況を入手しておきまし
ょう。なおトイレは交流の家にしかありません。体
調管理に十分気をつけて、交流の家には、グループ
全員で戻ってくるようにしましょう。 

 

ＯＬ後 

ＯＬ中 

事前準備 

◆非常時の連絡方法 
◆救急用品・備品の準備 
◆指導ポイント配置計画 
◆帽子・手袋・水筒・雨合羽の確認 
◆救急用の真水準備 
◆トイレットペーパー 

◆指導ポイント通過時に，グループ番号・人数・
健康状態の確認･･･本部へ逐次報告 

◆雷鳴が聞こえたときや疾病者が出たときは，無
線で交流の家に連絡し，対策を練る。 

◆道に迷ったときは，わかるところまで戻る。 
◆適切に休憩を取る。 
◆グループ全員で活動する。 

◆人数・健康状況等の確認 
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