


会社概要／代表経歴
会社名 株式会社Real Discovery Outdoors

設立 2015年4月20日

資本金 3,600,000円

代表者 代表取締役 小澤 郷司

所在地
〒160-0007
東京都新宿区荒木町13-22 グランドメゾン四谷601

TEL 070-5543-2772

MAIL info@r-d-o.jp

事業内容

アドベンチャーレースを活用した人材育成事業
リーンシックスシグマを活用した組織改革・業務改善事業
アウトドアイベントの企画運営事業
アウトドアスポーツ講習会の企画運営事業
アウトドアイベント写真撮影、映像制作等のメディア事業
アウトドアグッズの販売レンタル事業

加盟団体
日本アドベンチャーレース協会
Mont-bellフレンドショップ

学歴
・職歴

1995年 東京都立青山高等学校卒業
2000年 東京工業大学 生命理工学部 卒業
2002年 東京工業大学大学院 生命理学研究科 修了
2002年 ノバルティスファーマ(株)へ入社 開発本部所属
2005年 Lean Six Sigmaトレーニング開始
2007年 Lean Six Sigma Black Beltテスト合格
2007年～2009年 臨床開発部および開発推進部Asia 
Pacific RegionのJapan担当としてProcess Development・業
務改善業務および全社的組織改革業務に従事
2011年 Lean Six Sigma Certified Black Belt取得
2014年 株式会社Integrated Development Associatesに入
社し、新薬開発コンサルタントDirector, Clinical Operationsと
して業務
2015年 株式会社Real Discovery Outdoors設立

アドベン
チャーレ
ース経歴

2002年 アドベンチャーレースの世界へ。初戦のAZUMINO 
2DAYsはリタイヤ
2004年 足柄アドベンチャーオープンクラス優勝
2009年 AZUMINO 2DAYs 優勝
2010年 GeoQuest参戦（オーストラリア）
2011年 XPD2011タスマニア世界選手権大会参戦（オース
トラリア）
2011年 サロモンXアドベンチャーレース 優勝（日本）
2013年 XPD2013フリンダーズレンジ大会完走（オーストラ
リア）
2013年 Xアドベンチャーレース 準優勝（日本）
2015年 GODZone参戦（ニュージーランド）
2015年 XPD2015タウンズビル大会21位（オーストラリア）
2016年 GODZone参戦（ニュージーランド）46位
2016年 XPD2016ショーヘイブン世界選手権大会67位（オ
ーストラリア）

２



アドベンチャーレースとは
チームで様々なアウトドアスポーツを駆使してゴールを目指す究極の冒険レース

トレッキング・歩き・走り キャニオニング・川歩き
クライミング・ロープワーク

カヤック・ラフティング ナビゲーション・地図読み マウンテンバイク

我々は日本におけるアドベンチャーレースのベテラン、外遊びの達人集団です。



グローバルリーダーに求められる
能力要件

リーダーシップ

ファシリテーション

チームビルディング

ディシジョンメイキング

プロジェクトマネジメント

リスクマネジメント

コミュニケーション

セルフコントロール



皆さん、
どんな子供時代を過ごしましたか？！

私は東京都新宿生まれ、新宿育ち。

新宿区内にはわき水が出ていて、沢カニがいる公園もある
じねんじょ・みかん・いちご・びわ・柿・椎の実・桑の実な
ど、四季折々取って食べられるところがあって、友達や兄弟
とよく取って食べてました。

夏休みには、信州のおばあちゃん家の川で魚を取ったり、山
で動物や虫を捕まえたり・・・
兄弟・いとこ・近所の子ども達と毎日真っ黒になって遊んで
いました。



大人になってから
いざリーダーシップスキル研修？！

思うように行きますか？

この幼少期の仲間との自然体験を通じて、

自然の中で生きる術、社会の中で生きる術、自ら考える

ということを学びました。

これらは、グローバルな環境で働いている今、

チームビルディング、プロジェクトマネジメントなど

グローバルでも通用するリーダーシップのベースとなってい
ると確信しています！



子どもは遊びの天才！

一番輝く自然の中で
子どもは遊びの天才です。
自然の中では、子どもは無我夢中に遊び、一番輝く姿が
見れるでしょう。その遊びの中で、自ら考え、発見し、
行動していきます。

 子どもの頃から自ら考える
頭の柔らかい小学生時期は、自然に対峙し自らの力で生
きる力（協調性・社会性・判断力など）を身に着けるに
は最適です。

大人が提供するルールは最小限！
自ら遊びを開拓する力を身に着けてほしい！



キャンプの流れ

1日目

09:00～奥多摩駅集合・受付

10:00 自由に遊ぶ！

ボルタリング、かぼちゃランタンつくり。

11:00 テント設営

12:00 BBQランチ

13:00 オリエンテーリング de 
アウトドアクッキング

4人1チームになり、スラックライン、木
登り、などで食材探し！

集めた食材を下ごしらえし調理開始。ど
うやったら美味しくできるか？！

18:00 夕食＆後片付け

21:30 就寝

２日目

07:30 起床

08:00 朝ごはん

ホットサンドを自分たちで

09:00 ウォーターチュービング

大きなゴムチューブを使ってリレー方式
で川下り。おやつもゲット！

11:00 ドラム缶風呂で一休み

12:00 魚のつかみどり

4人1チームで協力してお昼ご飯の魚を
ゲットしよう！

13:00 ランチ

16:00 キャンプの思い出タイム

17:30 想い出を発表



• 山登り

• アウトドアクッキング

– 火おこし、炊飯

• カヤック体験

• オリエン de クッキング

– 地図読みで食材ゲット

– スラックライン

– 木登り

– 火おこし、炊飯

– 魚のつかみ取り・捌き

• ウォーターチュービング

• ドラム缶風呂

一般的なキッズキャンプ アドベンチャーキッズキャンプ



Photos



1日目：自由に遊ぶ時間

ハロウィン用に

かぼちゃでランタン作り

ボルタリングで

ウォーミングアップ

初対面なのにもう仲良し



1日目：キャンプ設営

雨の中でしたが

みんな協力して

テント設営できました！



1日目：オリエンdeクッキング



1日目：オリエンdeクッキング



アウトドアクッキ

ングの食材をCPで

ゲット！

1日目：オリエンdeクッキング



1日目：スラックライン・木登り

一見難しそうでも

みんなの応援を受

けてチャレンジ！



こんなに自信に

満ちた顔に！

1日目：スラックライン・木登り



1日目：アウトドアクッキング

女の子、男の子

それぞれ役割分担して

火おこし・野菜切り

率先して動きだします



1日目：みんなで夕食



2日目：朝ごはん
材料を自分たちで

組み合わせて作る朝ごはん。

スタッフの分まで

作ってくれる女の子も！

男の子も率先して洗い物。



2日目：ウォーターチュービング



2日目：ウォーターチュービング

https://www.facebook.com/RealDiscoveryOutdoors/videos/629162733853017/

https://www.facebook.com/RealDiscoveryOutdoors/videos/629162733853017/


2日目：ドラム缶風呂



2日目：魚のつかみどり

追い込み漁という

戦略たてて

見事ゲット！



2日目：魚のつかみどり

さばくのも自分たちで

塩のふりかた

焼き方も完璧です！



2日目：想い出を発表



親御様への報告について

• Real Discovery Outdoors 

Facebook にて随時Update

→ 親御さんも随時チェック

されていて安心されていました

• 終了後、RDOスタッフのプロカメ

ラマンが撮影した写真を親御さ
んへプレゼント



親御様からの感想①

今回のキャンプでは、木登りにランタン作り、チューブスラ

イダーが彼の中で印象に残ったらしく、特に木登りでは最

初出来なかったけれど頑張って最後は登れたんだよ！と帰

り道に自慢気に、嬉しそうに、私に教えてくれました。

また写真も拝見しましたが、様々なアクティビティを子供も
大人も一緒に楽しんでいる様子が伝わり、ドラム缶風呂な
ど普段経験できないようなことも沢山させて貰い、親とし
てはとても有難く思いました。

来年の夏にまたキャンプがあるということで、親子共々楽しみ
にしております。

では、ありがとうございました。



親御様からの感想②

1泊2日という短い期間でしたが、娘はとても楽しい時

間を過ごす事が出来たようでした。

たくさん初めての経験をして帰って来て色んな話をしてく

れる姿を見て、改めて参加させて良かったなと思いまし

た！

ありがとうございました。

写真楽しみにしています。

機会さえあれば、又是非参加したいと思っています。

その際は又どうぞよろしくお願い致します。



親御様からの感想③

素晴らしい経験をありがとうございました！

今日片付けをしながら、出しっぱなしの宝の地図

を「これどうする？」って聞いたら二人して「絶

対とっておくに決まってる！」ってあわててしま

いこんでました。

また、ふとした瞬間にキャンプの事を思い出して

色々語ってくれるので楽しいです。


