
体験の機会と場をつくる 魅力的な感動のあるプログラムをつくる
楽しく安全に活動を指導する それが、自然体験活動指導者です
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NEALとは、

全国体験活動指導者認定
委員会自然体験活動部会が
資格認定する自然体験活動

指導者（Nature Experience

Activity Leader）のことです。

NEALには、今回の講習会で取得でき

る「リーダー」と、さらに上級の「イ
ンストラクター」「コーディネー
ター」という資格があります。

令和４年６月１８日(土)～６月１９日(日)

参 加 費

自然体験活動や青少年教育に興味関心のある方（高校卒業以上）
※令和４年度「MYOKO法人ボランティア養成キャンプ」を受講済みの方は２日目のみの参
加も可能です。

3,000 円程度
食事代・シーツクリーニング代
保険代含む

・2日目のみの参加の方は参加費1,000円程度です。
・前泊・後泊も可能です。 その場合は別途食事代がかかります。
・欠席の場合は、６月１５日(水)までに連絡してください。 連絡がない場合は、キャンセル料金を請求させていただきます。

申込方法 以下のいずれかでお申し込みください。
①WEBフォーム
※右のQRコード、URLをご活用ください。

②メール
「参加申込書(このチラシの裏面）」 にご記入の上、PDFまたは写真で添付してください。

③FAX

募集対象

【ＮＥＡＬリーダーの登録について】
NEALリーダーの登録を希望される方は登録料が必要です。受講日当日は徴収しません。
後日、各自で「全国体験活動認定委員会自然体験活動部会」に振り込んでいただきます。詳細は、当日のガイダンスで
詳細を説明します。
※登録料（終身資格となります。） （学生）３，０００円 （一般）５，０００円

申込締切 令和４年５月２７日(金)１７：００

◎FAXでお申し込みいただいた場合は、受信確認のお電話をください。
◎定員に達した場合は抽選を行います。
◎参加決定者には、２週間前をめどに随時詳細な案内を発送します。
◎参加費は、養成研修当日、受付にて現金でお支払いいただきます。

期 日

お問い合わせ先

１５名程度

国立妙高青少年自然の家 担当：池田・成清
〒949-2235 新潟県妙高市大字関山6323-2
☎0255-82-4321 ✉myoko-ji@niye.go.jp

WEBフォーム

https://forms.office.com/r/uFLxPAABnq

https://forms.office.com/r/uFLxPAABnq


ふりがな
氏 名

生年月日 性別

（ 歳）
（2022,6,18現在）

西暦

年 月 日

男 ・ 女

住 所

〒 －

携帯番号
（無ければ自宅）

所属団体
（学校名・勤務先）

学年

送迎希望

自然の家⇔関山駅の送迎について〇でご回答ください。

無 ・ 有

（両日とも参加の方→ 往路 6/18の8：30に関山駅発 復路 6/19の19：00に自然の家発）
（2日目のみ参加の方→ 往路 6/19の7：40に関山駅発 復路 6/19の19：00に自然の家発）

その他

※アレルギーなど、特別に配慮する事項がありましたらご記入ください。

個人情報・画像等
の取り扱い

ご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な管理に関する規程」等に基
づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。
本事業で職員等が撮影した写真や映像、制作物、感想文等の著作物を、当機構の広報等に使用する目的で、報告書や刊行物、イ
ンターネット（ソーシャルメディアサービスを含む）等に掲載することがあります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物
に記事・写真を掲載することもあります。 なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、本人（又は
保護者）から削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。ただし、印刷物等については対応できかねますのでご了承ください。
※ご承諾いただけない場合は事前に事業担当者へご相談ください。

□ 承諾する

□ 承諾しない

項目
前泊
希望

送迎

希望

（6/17

夕方頃）

6/17 6/18
後泊
希望

6/19 6/20 送迎

希望

（6/20

朝方頃）

夕食 朝食 夕食 朝食

金額 660 480 660 480

レ

国立妙高青少年自然の家

＊記入した物をＰＤＦまたは写真で添付

myoko-ji@niye.go.jpMail

日程(予定)

送信日：令和4年 月 日

令和4年度 自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成研修 参加申込書

申込先 持ち物

・野外での活動がしやすい服装 ・帽子 ・軍手
・雨具(上下に分かれているタイプが望ましい)
・保険証(コピー可) ・筆記用具
・洗面用具(浴室にはボディーソープ・シャンプー完備)
・マスク ・歯磨き用コップ
・小さめのリュック(活動用) 等FAX 0255-82-4325

＊送信後に、送信確認のお電話をください。

- - メールアドレス

前泊または後泊を希望される方のみ、
右表の必要な項目にチェック（レ）
を付けてください。
これ以外の研修期間中の食事につい
ては、選択希望をとっておりません。
全てこちらで提供させていただきま
すのでご了承ください。

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

6/18
（土）

9:00
～9:30

受付

9:30
～10:00
開会式
ガイダン
ス

10:05～11:35
青少年教育における

体験活動

12:30～15:30
自然体験活動の安全管理

15:45～20:30
自然体験活動の技術①

6/19
（日）

8:00
～8:30
ガイダンス
(2日目からの
参加者のみ)

8:30～11:30
自然体験活動の特質

12:15～13:45
対象者理解

13:50～15:20
自然体験活動の指導

15:25～17:25
自然体験活動の技術②

17：30
～18：00
ガイダンス

18：00
～18：30
認定試験

18：30
～18：45

閉会式

※送迎区間は妙高自然の家と関山駅との区間になります。送迎時間については相談させていただきます。



 

令和４年度 指導者養成研修事業 

                                         

自然体験活動指導者（NEALリーダー）養成研修 開催要項 

         

１．趣  旨  全国体験活動指導者認定委員会が制定した「自然体験活動指導者（NEAL）養成カリキュ

ラム」に則り、自然体験活動指導者を養成することにより、青少年向け自然体験活動プロ

グラムにおいて、子どもの発達段階に応じ、適切かつ安全に指導ができる自然体験活動指

導者を育成する。 
※ＮＥＡＬ（ニール）とは、全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会が資格認定する自然体験活動指導者 
（ＮＡＴＵＲＥ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＬＥＡＤＥＲ）のことです。ＮＥＡＬには、今回

の講習会で取得できる「リーダー」と、さらに上級の「インストラクター」「コーディネーター」といった資格が

あります。 

 

２．主  催  独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立妙高青少年自然の家 

 

３．後  援 妙高市教育委員会、上越市教育委員会、糸魚川市教育委員会 

 

４．期  日 令和４年６月１８日（土） ～ ６月１９日（日） １泊２日 

 

５．会  場 独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立妙高青少年自然の家 

 

６．対  象 自然体験活動や青少年教育に興味関心のある方（高校卒業以上）  

 

７．募集人数 １５名程度 

 

８．講  師 （五十音順）  

      ・大澤 実 氏 (一般社団法人アウトドアソリューション 代表理事) 

・澤田 賢一 氏（NPO法人妙高山麓自然体験活動指導者会 自然観察指導員） 

・瀧 直也 氏（国立大学法人信州大学教育学部 講師） 

・室井 修一 （ＮＥＡＬ主任講師、国立妙高青少年自然の家 次長） 

・国立妙高青少年自然の家 職員 

 

９．申込方法 Web申込フォーム又は参加申込書に必要事項を明記いただき、お申込みください。 

①Webフォーム  

②申込書をメール（写真添付） 

③FAX 

 

10．申込締切り 令和４年５月２７日（金） １７：００まで 

 

11．日  程  (予定) 

期日 時間 内容 

6月 18日（土） 9:00～ 9:30 

9:30～10:00 

10:05～11:35 

12:30～15:30 

15:45～20:30 

■受付 

■開会式・ガイダンス(0.5ｈ) 

■青少年教育の体験活動（1.5ｈ） 

■自然体験活動の安全管理(3ｈ) 

■自然体験活動の技術①（①、②併せて 6ｈ） ※夕食含む 

 

 



6月 19日（日） 8:00～ 8:30 

8:30～11:30 

12:15～13:45 

13:50～15:20 

15:25～17:25 

 

17:30～18:00 

18:00～18:30 

18:30～18:45 

■ガイダンス（0.5ｈ）【講師：ＮＥＡＬ主任講師】（単位互換参加用） 

■自然体験活動の特質（3ｈ） 

■対象者理解(1.5ｈ)  

■自然体験活動の指導(1.5ｈ)  

■自然体験活動の技術②（①、②併せて 6ｈ） 

 

■ガイダンス(0.5h) 

■認定試験(0.5ｈ) 

■閉会式 

 

12．参 加 費  3,000円 ※食堂利用の有無で前後します。 

   食費・シーツ等洗濯費用・保険料・飲み物・ファイル代等     

＊NEALリーダーの登録を希望者は、別途登録料が必要。学生は、登録に学生証が必要。 

登録料は学生 3,000円、一般 5,000円で終身資格。詳細は、ガイダンスで説明。 

 

13．個人情報の取り扱いについて 

ご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な管

理に関する規程」等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合

を除いて第三者に開示することはありません。 本事業で職員等が撮影した写真や映像、制作物、感想文

等の著作物を、当機構の広報等に使用する目的で、報告書や刊行物、インターネット（ソーシャルメデ

ィアサービスを含む）等に掲載することがあります。また、新聞社、雑誌社等が発行する刊行物に記事・

写真を掲載することもあります。 なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、

本人（又は保護者）から削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。ただし、印刷物等については対

応できかねますのでご了承ください。    

 

14．そ の 他 

・研修期間中に発生したけが等については、当所において応急処置及び病院への搬送を行います。 

・欠席の場合は、6月 15日（水）までに連絡してください。連絡がない場合は、キャンセル料金を請

求させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

担当 池田・成清  

【住所】〒949-2235  

新潟県妙高市大字関山6323-2 

【電話】0255-82-4321 

【F A X】0255-82-4325 

【mail】myoko-ji@niye.go.jp 


