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「自然体験活動指導者（NEAL）認定制度」の概要 

 

◆自然体験活動指導者（NEAL）とは 

 自然体験活動には、キャンプ、登山、ハイキング、カヤック、

自然観察、農林漁業体験など、多様なフィールドで様々な活動が

あります。自然の中で感性を磨いたり、土地の伝統文化や食文化

に触れたりと、専門的な知識と技術をもって自然体験活動の普及

や振興に貢献するのが「自然体験活動指導者」です。 

 自然体験活動指導者として、様々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が可能です。 

 

◆指導者の種類と役割 

認定する指導者資格は以下の３種類となります。 

○自然体験活動指導者（NEAL リーダー） 

 役割：①プログラムのねらいを理解し、参加者及び担当するグループのメンバーの

支援を行う。 

②プログラムの実施の際、基礎的な指導にあたる。 

③参加者及び担当するグループのメンバーの安全に留意する。 

 更新：終身制 

登録料：５千円（学生は３千円） 

 受講資格：16 歳以上（年度末年齢） 

 ※18 歳未満のリーダーは「補助的役割」に限定する 

 ※インストラクター養成講習の受講は満 18 歳以上のリーダー 
 

○自然体験活動上級指導者（NEAL インストラクター） 

 役割：①自然体験活動におけるプログラムを企画・運営・評価する。 

②リーダーに対して、自然体験活動におけるプログラムのねらいを伝え、指

導方針の共通理解を図る。 

③自然体験活動におけるプログラムを直接指導する。 

④自然体験活動におけるプログラムの安全管理を行う。 

 更新：3 年毎の更新制 

登録・更新料：６千円（３年間） 

 受講資格：18 歳以上の NEAL リーダー資格取得者＋演習Ｉを修了した者 
 

○自然体験活動総括指導者（NEAL コーディネーター） 

 役割：①自然体験活動事業を企画・運営・評価する。 

②リーダー及びインストラクターに対して、自然体験活動事業のねらいを伝

え、指導方針の共通理解を図る。 

③自然体験活動事業全体の安全管理を行う。 

 更新：3 年毎の更新制 

登録・更新料：６千円（３年間） 

 受講資格：NEAL インストラクター資格取得者 
 

※登録証の再発行料は２千円 



【2023.4.6 版】 

2 

 

 

◆養成カリキュラム 

養成カリキュラムは「概論」（講義および実技）と「演習」（実務経験）で構成されて

おり、総時間数は 135 時間となっています。 

「概論」では養成講習終了時に認定試験を実施し、「演習」では自然体験活動の指導

的経験（いわゆる OJT）を積んだ上で履修表を提出します。 

 

国公立青少年教育
施設・民間団体・
地 域 社 会 の 指 導
者・ボランティア
等

概論Ⅰ

概論Ⅱ

概論Ⅲ

演習Ⅰ

演習Ⅱ

演習Ⅲ

自然体験活動指導者
（NEALリーダー）

自然体験活動上級指導者
（NEALインストラクター）

自然体験活動総括指導者
（NEALコーディネーター）

 
 
○自然体験活動指導者（NEAL リーダー） 

No 科目 主な内容 概論Ⅰ 
 演習Ⅰ 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

受講に必要 

 ガイダンス  1.0   

1 青少年教育における体験活動 
・青少年教育における体験活動 

の意義 1.5 
 

  

2 自然体験活動の特質 
・地域の自然体験活動の特色 

・自然体験活動の意義と課題 3.0  3.0 

3 対象者理解 ・対象者理解の方法 1.5  3.0 

4 自然体験活動の指導 ・指導者としての基本的な心構え 1.5  3.0 

5 自然体験活動の技術 
・様々な自然体験活動の体験 

・自然体験活動の基本的な技術 

・自然体験活動の構成 
6.0 

 
6.0 

6 自然体験活動の安全管理 
・自然体験活動における基本的 

な安全管理 

・応急処置 
3.0 

 
3.0 

 認定試験  0.5   

  合計時間 18.0  18.0 

※リーダーについては、概論Ⅰの修了により資格を付与します。ただし、インストラク

ター養成講習を受講するには演習Ⅰを修了する必要があります。 

※科目互換制度に関しては「自然体験活動指導者（NEAL リーダー）養成事業の科目

互換に関するご案内」をご参照ください。 

科目互換制度の適用によ

り、最大 9 時間の時間数の

免除が可能 

https://neal.gr.jp/download/neal_kamokugokan.pdf
https://neal.gr.jp/download/neal_kamokugokan.pdf
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○自然体験活動上級指導者（NEAL インストラクター） 

No 科目 主な内容 概論Ⅱ 演習Ⅱ 

 ガイダンス  1.0  

1 学校教育における体験活動 ・学校教育における体験活動の意義 1.5   

2 自然体験活動の特質 
・地域の自然環境、文化、歴史、産

業 1.5 3.0 

3 対象者理解 
・対象者への配慮と対応方法 

・特別な配慮を要する対象者の理解

と対応 
3.0 3.0 

4 自然体験活動の指導 
・自然体験活動の指導方法 

・自然体験活動の指導技術 3.0 3.0 

5 自然体験活動の技術 
・自然体験活動の専門的な技術の体験 

・自然体験活動の専門的な技術の理解 
3.0 4.5 

6 自然体験活動の安全管理 
・安全管理の意義と方法 

・活動場所とプログラムにおける安

全管理 
3.0 7.5 

7 自然体験活動の企画・運営 

・自然体験活動におけるプログラム

の企画・運営 

・自然体験活動におけるプログラム

の評価 

6.0 6.0 

 認定試験  0.5  

  合計時間 22.5 27.0 

 

 

○自然体験活動総括指導者（NEAL コーディネーター） 

No 科目 主な内容 概論Ⅲ 演習Ⅲ 

 ガイダンス  1.0  

1 青少年教育における体験活動 ・青少年期を支える体験活動の理解 1.5   

2 学校教育における体験活動 ・学校教育における体験活動の展開 1.5  

3 自然体験活動の特質 
・地域社会と自然体験活動の関わり 

・地域との連携方法 3.0 3.0 

4 対象者理解 

・多様な対象者に対する効果的な理

解と対応方法 

・グループ活動を通じた個人の理解

方法 

・スタッフ等に対する効果的な対応

方法 

4.5 4.5 

5 自然体験活動の指導 ・自然体験活動事業の指導体制 3.0 3.0 

6 自然体験活動の安全管理 
・安全管理体制づくり 

・安全管理上の関係法規と保険 3.0 3.0 

7 自然体験活動の企画・運営 
・自然体験活動事業の企画 

・自然体験活動事業の運営 

・自然体験活動事業の評価 
9.0 9.0 

 認定試験  0.5  

  合計時間 27.0 22.5 

※インストラクター／コーディネーターについては、概論および演習の履修により資格を

付与します。また資格の更新には、有効期限内に「更新講習」を受講する必要があります。
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◆資格申請の方法 

資格の要件を満たし、資格登録を希望する場合は、自然体験活動指導者資格取得申請

書（様式 10）を提出する必要があります。団体を通じて取りまとめる場合と、個人で

申請する場合がありますので、養成団体の指示に従ってください（できるだけ手書きで

なくデータで提出願います）。 

また、併せて指導者登録料も必要です。資格取得申請書と同時に指定の振込先にお振

り込みください（個人で申請する場合、登録料を当該個人と異なる名義で振り込む際は

事務局まで連絡ください）。 

・リーダー登録料：5,000 円（学生は 3,000 円※） 

・インストラクター／コーディネーター登録料：6,000 円（３年間） 

・登録証再発行料：2,000 円 

※学生のリーダー登録の場合、確認のため、申請時に学生証の写しを添付してください。 

※科目互換適用の場合、対応する資格の免許状や登録証の写しを添付してください。 

※指導者資格の審査に時間を要するため、登録証の発行には 2～3 か月程度かかる可能

性がありますこと、ご了承ください。 

 

◆組織の内容と構成 

本制度では、全国体験活動指導者認定委員会（認定委員会）を設け、その下に自然体

験活動部会（自然部会）を設置しています。 

 

全国体験活動指導者認定委員会（認定委員会） 

青少年をはじめとする多くの人々の体験活動を推進するため、体験活動にかかる指

導者の資質と指導力の向上を図ることを目的とします。 

国立青少年教育振興機構をはじめとした体験活動に関する関係機関・団体、有識者

等からなり、主に養成団体・指導者の資格認定や登録証の発行を行います。 

 

自然体験活動部会（自然部会） 

全国体験活動指導者認定委員会が設置し、主に養成団体や指導者資格の認定審査、

自然体験活動指導者の登録、有資格者の活動促進等の業務を行います。 

自然体験活動部会は自然体験活動推進協議会をはじめとした自然体験活動に関す

る関係機関・団体、有識者等から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会 事務局 

（NPO 法人自然体験活動推進協議会内） 

TEL：03-5452-4058 FAX：03-6407-8241 

Mail：info@neal.gr.jp  URL：https://www.neal.gr.jp/ 

 

【振込先】 

・三菱ＵＦＪ銀行 代々木上原支店 普通 ００７８００２ 

全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会 部会長 岡島成行 

・郵便振替 ００１２０－８－５５０４６９  ＮＥＡＬ自然体験活動部会 


