
当協会では全国各地の仲間たちとともにネイチャーゲームリーダー養成講座を開催。
1万人の仲間たちがあなたのご参加をお待ちしています。　 

ネイチャーゲーム®リーダーになろう

ジョセフ・コーネル　Joseph Cornell

ネイチャーゲームの創始者。1950年米国生まれ。野外活動インストラクターを経て、
1979年『Sharing Nature with Children』発表。現在、世界的なナチュラリストとして
活躍。米国カリフォルニア州のアナンダ村で自然と調和する暮らしを送っている。シェ
アリングネイチャーワールドワイド会長。日本シェアリングネイチャー協会名誉会長。

ネイチャーゲームをはじめとするシェア
リングネイチャー活動の普及本部として
各種事業を推進しています。

公益社団法人
日本シェアリング
ネイチャー協会

全国47都道府県に設置（設立準備会含
む）。地域に根ざした普及活動を行って
います。

都道府県
シェアリング
ネイチャー協会

地域の活動グループや加盟団体が、身近
な公園や学校、幼稚園、保育園などで活
動しています。

活動グループ

シェアリングネイチャーのネットワークは全国に広がっています。

http://www.naturegame.or.jp/qualification/lf/
❶ 全国の開催一覧から受講希望の会場を選んでください

❷ お申し込みフォームから、または、連絡先担当者へお申し込みください

❸ お申し込み後、担当者より送付する参加要項をご確認の上、
指定の口座まで参加費をお振り込みください

開催情報はこちらから

日本シェアリングネイチャー協会ホームページ／リーダー養成講座一覧

※ネイチャーゲームリーダー養成講座の連絡担当者は、主にボランティアの方が窓口を担当しています。そのため返信にお時間をいただく場合があります。
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公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会
〒160-0004  東京都新宿区四谷４–13–17 ワークスナカノ ２階
Tel. ０3–５３63–6010（土日祝日を除く10:00 〜 17:30）　
Fax. ０3–５３63–6013
http://www.naturegame.or.jp/

自然に寄りそう 未来につなぐ

このパンフレットはスポーツ振興く
じ助成金を受けて作成しています。

ネイチャーゲーム®リーダー養成講座

見る・聞く・かぐなどの五感を使って

心とからだで自然とふれあうネイチャーゲームは、

自然あそびを楽しみながら、

いのちがつむぎ出す宝ものを見つける天才力と

みんなに伝えてシェアしたくなる感動を

引き出します。

近所の公園、庭のかたすみ、

いつも通る道沿いの植え込み…

すぐそばにある自然にも、宝ものは見つかる。

ちょっとしたコツをつかめば

自然の不思議や面白さが見えてくる。

は、 どこかな…
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受講生募集中!!

参加費および 
指導員登録諸費用について

参加費は教材費・講習費・副読本代を含

みます。ネイチャーゲームリーダーの登

録には、参加費の他に登録諸費用10,480

円（内訳：『ハンドブック』・指導員報『自

然とわたし』代4,120円、会費など登録諸

費用として6,360円）がかかります。

講座の日数について

ネイチャーゲームリーダー養成講座は年

間を通して全国で開催されています。講座

日数（2～3日間）をはじめ、季節、参加者

数、フィールド、開催日程によって、体験で

きるアクティビティやその数に違いがあり

ますが、基本的な内容はどの会場でも同

じです。

『ネイチャーゲームリーダーハンドブック　 
理論編・アクティビティ編』

実践に役立つノウハウと60アクティビティが掲載さ

れたハンドブックです。

指導員登録された方は

お持ち帰りいただけます

（講座期間中は貸与）。

［環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律］
 人材認定等事業の登録事業

受 講 生 募 集 中  ！

「自然が好き！」を資格にする

日本シェアリングネイチャー協会は
ネイチャーゲーム®を通して自然と人を結び、人が自然に寄りそう未来を目指しています。

自然あそびの天才力を引き出す

公益社団法人
日本シェアリングネイチャー協会
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みんなが、
  天才！！
自然あそびの

楽しく学んで、資格をとろう！



ネイチャーゲーム®リーダー資格 を取った。毎日が、輝きだした！！
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ネイチャーゲームのことや講座のことを
　　　　もっと知りたかったらHPじゃ↓

しっかり学べて、とっても楽しい！

ネイチャーゲームリーダー養成講座は “体験第一、解説は後で” スタイル。まずはネイチャーゲームを思いっきり楽しんでください！

同じ時間を過ごす仲間たちや先輩リーダーとの出会いも、きっとプラスになるはず。

講座の最後におこなわれる筆記試験の出題内容は、講座の中でしっかり学ぶことができますから、事前の勉強は必要ありません。

楽しみながら、講座後すぐに使えるスキルを身につけることができます！

　ネイチャーゲームを通して、自分の中の何かが

変わってゆく─。

　「これまで何気なく通り過ぎていた身近な自然

の風景が、イキイキと輝きだした」、「自然を大切

にする心がうまれ、他者との違いを受け入れる考

え方ができるようになった」。ネイチャーゲームを

体験した人たちからは、このような感想が聞かれ

ます。自然のあるがままを見ること・聞くこと・

ふれる事・匂いをかぐことでうまれる感動が、私

たちを心豊かに育んでくれるのです。

　自然のおもしろさや不思議を楽しむネイチャー

ゲームは現在170種類以上。森や里山だけでなく、

園庭や校庭、公園などの身近な自然でも楽しむこ

とができるほか、年齢に合わせた展開や、知識に

とらわれない楽しみ方ができるのも、ネイチャー

ゲームの大きな魅力です。

　自然と人を結ぶ "自然案内人"としてのノウハウ

やスキルを身につけられるのが「ネイチャーゲー

ムリーダー養成講座」。この講座ではネイチャー

ゲームの実習で自然とのふれあいを楽しみ、講義

でその背景にある理念や実践における具体的なポ

イントを学びます。

　この講座を受講してネイチャーゲームリーダー

の資格を取得した登録メンバーは、現在全国で約

10,000人。保育や教育、介護の現場、子ども会や

スカウト活動、森のようちえんに取り入れるほか、

家族や友人と過ごす時間に楽しむなど、リーダー

の資格は身のまわりのさまざまなシーンで活用さ

れています。

　「自然が好き」という気持ちを何かに活かした

い方におすすめです。

私たちを心豊かに育んでくれる 
自然への気づき　

リーダーの資格をとって 
いろいろなシーンに活かそう！ 　

最 初 の 顔 あ わ せ は ネ イチャー
ゲームから。楽しく盛りあがる雰囲
気のなかで、初対面の緊張感も吹
き飛びます。出会ったばかりの人
たちともすっかり打ち解け、あっと
いう間に笑いあえる仲間に。

1日目

午後もネイチャーゲーム体験から
スタート。五感を使って、心とから
だで自然とふれあいましょう。講義
では、その体験をふりかえりなが
ら、ネイチャーゲームのポイント
を楽しく学びます。

2日目も、もちろんネイチャーゲー
ムをさらに体験。リーダー役にも
挑戦し、ネイチャーゲームの実践
を通して、すぐに使えるスキルを
身につけます。

2日目

さらにネイチャーゲームを体験し
ながら、共に過ごした仲間たち、
そしてまわりの自然すべてと、“今”
というかけがえのない時間を共有。
まとめの講義が終わったら、筆記
試験にチャレンジ！ 

まずは体
験から

スタート！
リーダー役も
体験！

かけがえのない

時間をシェアしよう！
心とからだで

自然にタッチ
！

講座スケジュール（2日間の場合）

あそびにいこう、もり
へ！

ちょこっとネイチャーゲーム体験！　↓こんなカタチを探してみよう。

も〜、
楽しくて

　　笑
顔キラ

キラ！

渡邉 敦子さん
会社員

ネイチャーゲームは
生活そのもの

森のようちえんなどのイベント開催にあたって
の会場の下見から準備、イベント本番、そし
て終了後のミーティングまで、とにかく楽しい
んです。仲間同士がお互いにありのままを受け
入れ、感動をシェアできる。そのこと自体が
うれしい！ 今は、手話サークルやヨガ教室で
の活動にも取り入れ、ネイチャーゲームは生
活そのものになっています。

司　涼さん
会社員

子ども時代の
原体験を再体験

“感
動”
の

連続
なん

です
！

講座を受けた時、自分が子どもの頃味わったこ
とがある、自然の原体験がよみがえりました。
自分にとってネイチャーゲームは、自然の不思
議を再確認する機会であり、他者性を重んじら
れるもの。趣味であると同時にライフスタイルそ
のものです。これからもネイチャーゲームを通し
て、人々が自然とわかちあえる機会をつくってい
きたいです。

若狭 朋広さん
自営業

「自然大好き」の輪が
広がっています

ご近
所さん集

めて
、

さぁ、体
験会

だ！！

講座は、植物の種類などに詳しくなくてもすご
く楽しめる内容で、参加者同士、すぐに意気
投合できる雰囲気でした。その時に一緒だっ
た講座仲間でコミュニティをつくったのですが、
今もさかんに活動しています。最近では、パパ
友やママ友を集めて近所の公園で体験会を企
画するなど、ネイチャーゲームを楽しむ機会を
積極的につくっています。

上林 とも子さん
元児童館職員

毎日がとても
充実しています

生き
がい

、

　　発
見！

21年前にリーダーになり、新しいことを知りたい、
学びたいと思う気持ちが前より強くなりました。好
奇心や物事に対する意欲があると、いつも前向き
でいられるし、生きがいにもつながりますね。週末
には活動の予定がいっぱいです。もちろん孫たち
と遊ぶ時にもネイチャーゲームを楽しんでいます。
充実した毎日を送っています。

髙梨　舞さん
幼稚園教諭

共感・感動する
大切さを発見！

資格をとっ
て

よかっ
た！！

職場で色々なアクティビティを試していますが、
３歳でもできることがたくさんあることに気づ
かされたり、子どもたちに「知識を教える」こ
とから「共感・感動する」方向へ意識がシフト
されていったり。ネイチャーゲームを通じて自
分自身が成長していることを感じるたび、リー
ダーの資格をとって本当によかったと思ってい
ます。

渡辺 峰夫
日本協会 事務局長

たった２日で
現場デビュー！

ネイチ
ャーゲ

ームの
　　　　

　　　力
を実感

！

私の現場デビューは講座の翌日だったんです！
その不安を抱えたまま講座に臨んだのですが、
いつの間にかネイチャーゲームを楽しんでいま
した。イベント当日、参加者のみなさんがすごく
喜んでくれて…。「ネイチャーゲームが人をひき
つける力って、これなんだ」と実感！ あの日の子
どもたちの笑顔が忘れられません。

www.naturegame.or.jp

ギ

ザ
ギ
ザ

ハ

ー
ト
形

顔に
み
え
る


