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３名〜開催可

ネイチャーゲームリーダー養成講座
「出前開催」のご案内
汎用性が高く、高い効果も期待できる自然体験活動プログラム「ネイチャーゲーム」につい
て、実践的に学ぶ場をオーダーメイドでご用意いたします。
出前講座では、ネイチャーゲームリーダー資格取得を希望する18歳以上の方３名〜を対象
に、ご希望の日程、会場、講師で開催する講座です。講座に使う教材類は日本協会および講
師にて用意いたしますので、特別な講座準備物なしで講座を開催できます（講座教材以外の
必要な備品類等はご準備ください）。
また、事前打ち合わせにて詳細をお聞きした上で、課題・目標に合わせて「ネイチャーゲー
ムリーダー養成講座」をカスタマイズも可能ですので、ネイチャーゲームリーダー資格取得と即
戦力となるノウハウの取得を目指すことが可能です。

出前講座 開催例 １
小さな子どもと接する現場の方向け（保育・幼児教育・森のようちえんなど）
小さな子どもを対象にすぐに使えるアクティビティを中心とした実習と、幼児の自然体験の
様子をどう評価するかの視点を含めた講義で構成します。
出前講座 開催例 ２
小学校の先生向け
思考の土台となる「体験」を、校庭などの身近な自然や教室内でできる活動を通して、いか
に授業に取り入れていくか、汎用性の高いアクティビティを交えながら学びます。
出前講座 開催例 ３
野外活動施設・ペンション・リゾート施設等のスタッフ向け
宿泊者向けに提供予定のプログラムの概要をお聞きした上で、講座内で実際に「プログラ
ム案」を体験いただきます。また講座内において「プログラム作成」と「実践実習」まで行い、
すぐ現場に活かせるアイデアを持ち帰っていただきます。
出前講座 開催例 ４
SDGsプログラム担当者向け
施設利用者等を対象に「体験型SDGsプログラム」の提供にすぐに使える「SDGsネイチャー
ゲーム」を軸に構成できます。また講座日数・時間により、フィールドに合わせたオリジナル
のSDGsネイチャーゲームプログラムの作成を目指せます（3日間推奨）。
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（1）本講座で取得できる資格

公認ネイチャーゲームリーダー
ネイチャーゲームは、キャンプや子ども会、スカウト活動や、保育、幼児教育、学校
教育、さらには日々の暮らしの中や友人やご家族とのかかわりにおいても活用いただ
ける自然体験活動で、さまざまな場面に活かしていただけます。ネ
イチャーゲームリーダー養成講座を受講し、資格を取得いただく
と、あなたの活動や仕事、暮らしにさらに彩りを加えられます。
(公社)日本シェアリングネイチャー協会は、全国のシェアリングネ
イチャー組織の協力のもと、ご登録いただいた方のネイチャーゲー
ムの活用、シェアリングネイチャーライフをサポートします。

指導員限定ハンドブック

季節のお便り

環境教育促進法認定

『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』は
公 認 ネ イチャ ー ゲ ー ム
指導員の みが持つ こと
ができます。

年４回、シェアリングネイ
チャーについての話題
を掲載した情報誌「シェ
アリングネイチャ ーライ
フ」をお送りします。

ネイチャーゲームリーダー養
成講座は「環境教育等促進
法人材認定事業」の登録事
業です。

履歴書に書ける公認資格！

充実のスキルアップ研修

内閣府所管の(公社)日本シ
ェアリングネイチャー協会が
認定する、日本国内におけ
るネイチャーゲームに関する
唯一の資格です。履歴書等
に記入いただけます。

ネイチャーゲームフォロ
ーアップセミナーをはじ
めシェアリングネイチャ
ー 組 織 が 主催 す る 「 指
導員対象の研修会」に
ご参加いただけます。

*環境教育等による環境保全の取組の促
進に関する法律（旧 環境教育推進法）

毎年届く新マニュアル
毎年春に、新しいネイチ
ャーゲームアクティビテ
ィマニュアルや、お役立
ち情報を満載した、指導
員 報 『 自 然とわ た し』 を
お送りします。

ニ ー ル

NEALリーダー（自然体験活動リーダー）（条件あり*）
全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会が認定する資格で
す。自然体験活動指導者として、さまざまなフィールドで自然の素晴
らしさを伝えることができるとともに、全国の指導者が集う研修会や
交流会に参加でき、活動団体や専門分野を超えたネットワークづくり
や情報交換につながります。
・ネイチャーゲームリーダーとは別に登録費5,000円が必要となります。
・NEALリーダーは終身制です。一度取得されましたらずっとお持ちいただけます。
・ネイチャーゲームリーダーに登録せずに、NEALリーダーのみに登録することはできません。
・講座終了後、後日、各自での登録手続きが必要です。
詳細はNEALのホームページをご覧ください（http://www.neal.gr.jp）
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(2)概要（共通）
項

目

概

要

ネイチャーゲームリーダー資格取得を希望する18歳以上の方。
1.対象

※原則として一般から参加者を公募する形での開催はできません
のでご注意ください。

2.最小催行人数

３名
主任講師：ネイチャーゲームトレーナー

3.講師

サブ講師：研修を受講済みのネイチャーゲームインストラクター
※サブ講師は参加者数に応じて配置します。20名程度までならネ
イチャーゲームトレーナー１名で対応します。

(3)概要（開催パターンごと）
開催
パターン

３日間講座
実習
講義
その他

1.履修時間

２日間講座

12時間
6時間

実習
講義

2時間
計20時間

9時間（10時間以上を推奨）
5時間

その他 2時間
計16時間

・その他の時間は「開講式・学習内容の確認・登録手続き・閉講
式」です。食事など生活にかかわる時間は含まれていません。
・上記は最小パッケージの時間です。オーダーに合わせて講座時間
の追加を相談させて頂く場合があります。

2.実習で扱うア
クティビティ数
3.副読本
4.テキスト
（講座中は貸与）

5.取得可能資格

6.申請締切り

12以上

概ね12程度

『シェアリングネイチャー 自然のよろこびをわかちあおう』または
『アクティブラーニング実践書！体験と学びを深めるネイチャーゲーム』
『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）』
・ネイチャーゲーム
リーダー

・ネイチャーゲームリーダー

・NEALリーダー*条件
あり

開催２ヶ月前まで

* 3日間講座については、NEALリーダー資格取得要件を満たすことができます。ただし、
対応可能な主任講師が限られますので、講師に直接お尋ねいただくか、日本協会まで
お問い合わせください。（受講費に、お一人1,000円加算されます）。
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(4)受講費（開催パターンごと）
受講費は参加人数、施設費、講師交通費、講師宿泊費等によって変わります。講師と相談
いただきながら金額を決めます。下記が参考価格です。講座のカスタマイズにあたり別途
企画費を加算させていただく場合があります。

受講費

３日間講座

２日間講座

参加者3名の場合

39,590円/人

32,590円/人

参加者4名の場合

38,590円/人

31,590円/人

参加者5名の場合

37,590円/人

30,590円/人

参加者6名の場合

36,590円/人

29,590円/人

35,590円/人

28,590円/人

（1人あたり）
※目安の金額です
※副読本代（1,760
円）を含む
※ネイチャーゲーム
リーダー登録諸費用

（10,590円）を含む 参加者7名〜の場合

上記の金額は消費税10％を含む価格です

参考）ネイチャーゲームリーダー登録諸費用の内訳
ネイチャーゲーム 入会金
リーダー登録諸経 当協会普通会員費
費*
（1人あたり

500円/人
4,000円/人・年

リーダー登録費

1,890円/人・年

『リーダーハンドブック』
（2冊セット）代

3,150円/セット

10,590円）
指導員報『自然とわたし』代
1,050円/冊
上記の金額は消費税10％を含む価格です（入会金および日本協会普通会員費は非課税）

(5)受講費のお支払い方法
下記の方法からお選びいただけます。
□各自でお振り込み（振込先は参加要項にてお知らせします）
□御請求書払い
※団体メンバーを対象に開催いただく場合など「団体一括払い」をご希望の際には講
座終了後の御請求書発行も可能です。ご相談ください
※登録諸経費は、原則的には上記受講費に含めて取りまとめてのお支払いをお願いして
います。ただし、ご事情により個人負担で、本人からの支払いとなる場合には、後日、
振込またはカード決済でのお支払いが可能です （例外対応は応相談）
(6)ネイチャーゲームリーダー登録と更新
登録日：講座終了日の翌月１日より約１年間
更

新：毎年更新制（5,890円／年）
※更新費用の団体一括払いはご相談ください
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(7)企画〜開催までの流れ
参加希望者3名以上（または団体）

ネイチャーゲームトレーナー

1. ネイチャーゲームトレーナーにご相
談ください
2.相談の上、日程と会場を決めます
3.参加費を決めて開催準備をすすめ
ます（日本協会への申請を含む）
4.参加要項を作成します
5.参加要項と参加者配布資料を受け取
ります（取りまとめる場合には、参加さ
れる皆様に配布をお願いします）
6.参加費をお支払いください（(5)参照）
各自でお振込みいただく場合は入金
予定者リストをトレーナーに共有してく
ださい

7.日本協会と入金状況を確認します
8.日本協会に教材発送を依頼します

9.教材をお受取りください
10.講座を開催します

(8)サブ講師・運営スタッフの配置
参加者数が多い場合などには、運営スタッフ・サブ講師を配置させていただく場合が
あります。追加費用はかかりません。
(9)開催にあたっての注意事項
・最少催行人数は３名です。３名を下回る場合にはトレーナーにご相談ください。
・開催キャンセルをする場合には。講師の航空券をはじめ、キャンセルに伴う実費負担程
度は発生する場合がありますので、その際はご負担ください。
・開催にあたり当協会との契約または契約に準ずる手続きが必要な場合には、一般管理
費として「登録諸費用を除く経費の15％」を加算させていただきます。
・この他、天候により交通への影響から講師の迂回移動のため交通費に変動がある場合
など個別の事例については個々に相談をさせていただく場合があります。

公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会

藤田航平

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-13-17 ワークスナカノ２Ｆ
TEL
03-5363-6010（土日祝日を除く11:00〜16:00）
FAX
E-mail

03-5363-6013
fujita@naturegame.or.jp
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