
       １ 趣  旨   新しい学習指導要領の移行措置として、来年度から小学校で実施されることになった体験活動を支援するため、長年体験活動に携わってきた青少年教育施設の教育機能を生かして、その指導者の養成事業を行う。 ２ 主  催   独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流の家 ３ 後  援   島根県教育委員会 ４ 期  日   ① 第 1 回 平成２０年１１月２９日（土）～３０日（日）（１泊２日）：前半 １２月 5 日（金）～ 7 日（日）（２泊３日）：後半    ② 第 2 回 平成 21 年 2 月 5 日（木）～ 8 日（日）（3 泊 4 日） ５ 会  場   独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流の家 ６ 参加対象   青少年教育関係者、学校教育関係者、その他自然体験活動に興味・関心のある方で、小学校の長期自然体験活動の全体指導者（２０歳以上）として、活動・協力する意思のある方 各回２０名 ７ 受講料  無料です。（以下が実費として必要になります。） ①①①①    第第第第 1111 回回回回    6,2206,2206,2206,220 円円円円（（（（1111 泊泊泊泊 2222 日分日分日分日分 2,3102,3102,3102,310 円円円円＋＋＋＋2222 泊泊泊泊 3333 日分日分日分日分 3,9103,9103,9103,910 円円円円））））    前半：１１月２９日（土）～３０日（日）（１泊２日） 2,３１０円 内訳：食事代２,１５０円（１日分 1,600 円＋昼食５５０円）＋シーツ代１６０円 後半：１２月 5 日（金）～ 7 日（日）（２泊３日）    ３,９10 円    内訳：食事代３,７５０円（２日分３,２00 円＋昼食５５0 円）＋シーツ代 160 円             ②②②②    第第第第 2222 回回回回    5,5105,5105,5105,510 円円円円（（（（3333 泊泊泊泊 4444 日分日分日分日分））））    平成 21 年 2 月 5 日（木）～ 8 日（日）（3 泊 4 日）    5,510 円    内訳：食事代５,３５０円（３日分４,８00 円＋昼食５５0 円）＋シーツ代 160 円 ８ 携 行 品   筆記用具，活動に適した服装と靴，着替え，就寝用服，スリッパ，洗面用具（石鹸・シャンプー等），健康保険証，水筒 等 ９ 指導講師   自然教育研究センター 主任研究員 古瀬 浩史氏 
 大田市消防本部救急救助係員 10 備  考 ・事前スタッフ研修会について  日 時  平成 20 年 9 月 16 日(火)１０：00～17：00  場 所  三瓶青少年交流の家第１研修室及び周辺  講 師  島根県自然保護協会事務局長 野津登美子氏 

文部科学省委託事業「平成２０年度青少年体験活動総合プラン」 

 

国立三瓶青少年交流の家 

学校長期自然体験活動指導者養成研修会 

開催要項開催要項開催要項開催要項    



10 日  程（日程・内容については変更の可能性がありますのでご了承下さい。） ①第 1回 区分 前期：1泊 2日 後期：2泊 3日 月 日 時 間 1日目 
11月 29日 2日目 

11月 30日 1日目 
12月 5日 2日目 

12月 6日 3日目 
12月 7日 

 6：30  起床  起床 起床 
 7：00  朝のつどい  朝のつどい 朝のつどい 
 9：00 
10：30 
11：00  受付 開講式 アイスブレイク ねらいの共有化 ③講義Ⅲ・演習Ⅰ ３Ｈ  受付 ④演習・実習Ⅱ １Ｈ ⑤講義・実習Ⅲ ３Ｈ ⑥講義・実習Ⅳ ３Ｈ 
12：00 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 
13：00 
15：00 ①講義Ⅰ ２Ｈ ③講義Ⅲ・演習Ⅰ ２Ｈ 解散 ④演習・実習Ⅱ ２Ｈ ⑤講義・実習Ⅲ ３Ｈ ⑥講義・実習Ⅳ ２Ｈ ふりかえり 閉講式 解散 
17：10 夕べのつどい 夕食 入浴  

夕べのつどい 夕食 入浴 夕べのつどい 夕食 入浴  

19：00 ②講義Ⅱ ２Ｈ  
④演習・実習Ⅱ ２Ｈ ⑤講義・実習Ⅲ １Ｈ  

21：00 入浴・休憩  入浴・休憩   

22：30 就寝準備  就寝準備 就寝準備  

23：00 就寝  就寝 就寝   



②第 2 回 区分 全期：3泊 4日 月 日 時 間 1日目 
2月 5日 2日目 

2月 6日 1日目 
2月 7日 2日目 

2月 8日 
 6：30  起床 起床 起床 
 7：00  朝のつどい 朝のつどい 朝のつどい 
 9：00 
10：30 
11：00  受付 開講式 アイスブレイク ねらいの共有化 ③講義Ⅲ・演習Ⅰ ３H ⑤講義・実習Ⅲ ３H ⑥講義・実習Ⅳ ３H 
12：00 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 
13：00 

 

15：00 ①講義Ⅰ ２Ｈ ②講義Ⅱ ２Ｈ ④演習・実習Ⅱ ３H ⑤講義・実習Ⅲ ３H ⑥講義・実習Ⅳ ２H ふりかえり 閉校式 解散 
17：10 夕べのつどい 夕食 入浴 夕べのつどい 夕食 入浴 夕べのつどい 夕食 入浴  

19：00 ③講義Ⅲ・演習Ⅰ ２H ④演習・実習Ⅱ ２H ⑤講義・実習Ⅲ １H  

21：00 入浴・休憩 入浴・休憩 懇親会  

22：30 就寝準備 就寝準備 就寝準備  

23：00 就寝 就寝 就寝  

 



①講義Ⅰ ・ 学校教育における体験活動の意義 ・ 体験学習法について 学習過程と期待される効果（過去の調査ﾃﾞｰﾀから） 国立三瓶青少年交流の家事業推進室長   講義 ②講義Ⅱ 体験活動の教育課程への位置付け ・ 学習指導要領における体験活動の位置付け ・ 教育計画への導入例 ・ 教科学習における学習計画及び学習指導案（提示・紹介）総合的な学習、特別活動、体育、理科等 国立三瓶青少年交流の家事業推進室企画指導専門職  講義 ③講義Ⅲ・演習Ⅰ 長期集団宿泊体験活動 アクションプラン作成 ・ ねらいの共有化 ・ 企画立案から評価までの流れ ・ 実施における留意点 国立三瓶青少年交流の家事業推進室企画指導専門職  講義・演習 ④演習・実習Ⅱ ・ 自然体験活動の技術 ・ 自然の中で生活・活動を行う上で必要とされる基礎的な技術を習得する。 ・ テント設営、野外炊飯 など 国立三瓶青少年交流の家事業推進室企画指導専門職  実習 自然教育研究センター 古瀬 浩史氏   演習・実習 ⑤講義・実習Ⅲ ・ 自然と子どもとの関わりを支援するファシリテーターとしてのスキルの習得 ・ 体験活動の指導法  自然教育研究センター 古瀬 浩史氏   講義・実習 ⑥講義・実習Ⅳ ・ 安全管理 ・ 野外体験活動における安全管理の基本的な理解 ・ 事故発生時の対応 ・ 救急救命法 講義  島根県大田市消防本部救急救助係 ２名   実習 11 参加申し込み 申込期限 平成 20 年 11 月 14 日（金）まで（募集定員になり次第締め切ります。） ※ 指導者養成事業修了者の氏名及び連絡先の情報は、文部科学省が指定する機関・団体等に集約し、さらに都道府県教育委員会等に情報提供されます。そのために、事前に同意書の提出をお願いします。 ※ 研修課程を修了された方は、独立行政法人国立青少年教育振興機構より修了証が発行され、「全体指導者」として登録されます。登録後、小学校等から指導を依頼されることがあります。 ※ お申込の際にいただいた個人情報は、本事業の目的以外に使用いたしません。 ※ 本事業の様子を撮影した写真などは、報告書や広報等で利用することがありますので、ご了承ください。 12 問い合わせ     独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立三瓶青少年交流の家 〒694-0002 島根県大田市山口町山口 1638-12  TEL  (0854)86-0322    FAX  (0854)86-0458 E-mail  sanbe20kikaku @niye.go.jp  担当 企画指導専門職 高田・錦織修・亀谷 



 

文部科学省委託事業「平成２０年度 青少年体験活動総合プラン」 

「学校長期自然体験活動指導者養成研修」 参加申込書   国立三瓶青少年交流の家 どちらかに○をつけてください  第１回目に参加する  第２回目に参加する  性 別 血液型 フリガナ     氏 名      生年月日 年  月  日 住 所  〒      TEL(携帯)  FAX E-mail   勤務先（学校名）   所属団体 交通手段（いずれかに○をつけてください）  １ 自家用車   ２ JR・路線バスを利用   ３ JR 大田市駅より青少年交流の家まで送迎を希望                         ※大田市駅 9:40 発（交流の家 10:10 着） 前・後泊についてどちらかに○をつけてください □前泊希望    あり    なし □後泊希望    あり    なし 前・後泊ご希望の方で、食事について必要な場合は○をつけてください □ 前日夕  開始日朝 □ 最終日夕 最終日翌朝 ※追加料金になります  
平成 20年度「学校長期自然体験活動指導者養成研修」にむけて （気軽にお答えください） 参加の動機 あなたの考える自然体験活動とは 自然体験活動指導者とは この研修に期待していること          

  

 その他 （普段している自然体験活動などがあれば記入してください）    国立三瓶青少年交流の家 〒694-0002 島根県大田市山口町山口 1638-12・ＦＡＸ（0854）86-0458・Ｅ－ｍａｉｌ（sanbe20kikaku@niye.go.jp）  ＜個人情報については、本事業においてのみ使用させていただきます＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

学校長期自然体験活動学校長期自然体験活動学校長期自然体験活動学校長期自然体験活動    

指導者養成研修会指導者養成研修会指導者養成研修会指導者養成研修会    

平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度    文部科学省委託事業文部科学省委託事業文部科学省委託事業文部科学省委託事業「「「「平成平成平成平成２０２０２０２０年度青少年体験活動総合年度青少年体験活動総合年度青少年体験活動総合年度青少年体験活動総合プランプランプランプラン」」」」    

子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに学校教育学校教育学校教育学校教育にににに対応対応対応対応したしたしたした体験活動体験活動体験活動体験活動をををを提供提供提供提供するためにはするためにはするためにはするためには、、、、    

専門的専門的専門的専門的ななななスキルスキルスキルスキルとととと情熱情熱情熱情熱をををを持持持持ったったったった指導者指導者指導者指導者がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

国立三瓶青少年交流国立三瓶青少年交流国立三瓶青少年交流国立三瓶青少年交流のののの家家家家はははは、、、、    

指導者指導者指導者指導者をををを育成育成育成育成しますしますしますします。。。。            青少年教育関係者青少年教育関係者青少年教育関係者青少年教育関係者、、、、学校教育関学校教育関学校教育関学校教育関係者係者係者係者、、、、そのそのそのその他自然体験活動他自然体験活動他自然体験活動他自然体験活動にににに興興興興味味味味・・・・関心関心関心関心のあるのあるのあるのある方方方方でででで、、、、小学校長期小学校長期小学校長期小学校長期自然体験活動自然体験活動自然体験活動自然体験活動のののの全体指導者全体指導者全体指導者全体指導者((((２０２０２０２０歳以上歳以上歳以上歳以上))))としてとしてとしてとして活動活動活動活動するするするする意思意思意思意思ののののあるあるあるある方方方方    
参加対象者参加対象者参加対象者参加対象者    

〒６９４－０００２ 島根県大田市山口町山口１６３８－１２   ＴＥＬ（０８５４）８６－０３１９ ・ ＦＡＸ(０８５４)８６－０４５８   国立三瓶青少年交流国立三瓶青少年交流国立三瓶青少年交流国立三瓶青少年交流のののの家家家家      http://sanbe.niye.go.jp/  
第第第第１１１１回回回回    平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））        第第第第２２２２回回回回    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年    ２２２２月月月月    ５５５５日日日日((((木木木木))))～～～～    ８８８８日日日日((((日日日日))))    

                    （（（（１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日））））                            （（（（３３３３泊泊泊泊４４４４日日日日））））    

    平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１２１２１２１２月月月月    ５５５５日日日日((((金金金金))))～～～～    ７７７７日日日日((((日日日日))))    

                    （（（（２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日））））    

※※※※    研修課程研修課程研修課程研修課程をををを修了修了修了修了されたされたされたされた方方方方はははは、、、、独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構よりよりよりより修了証修了証修了証修了証がががが発行発行発行発行されされされされ、、、、「「「「全体指導者全体指導者全体指導者全体指導者」」」」としてとしてとしてとして登録登録登録登録されますされますされますされます。。。。 
つどいの広場より見た男三瓶山 

講師は自然教育研究センターの古瀬浩史さんです。古瀬さんは、日本エコツアーリズム協会「このガイドさんに会いたい１００人」にも選ばれています。 



講師紹介 

 

古瀬浩史（ふるせ・こうじ） 

 1980 年代から、東京都等の自然公園施設にインタープリター（教育普及の担当職員）として

勤務、自然解説や環境教育の普及の業務に従事。現在は（株）自然教育研究センターにて、環境教

育やインタープリテーションに関する企画やプログラム開発、指導者の養成等に携わる。特に、地

域におけるインタープリテーション全体計画、海域の環境教育プログラムの開発や普及に取り組ん

でいる。 

 

●現在 

（株）自然教育研究センター取締役・主任研究員 

 東邦大学非常勤講師 

 委員等：NPO 法人日本安全潜水教育協会副会長 

 NPO 法人海に学ぶ体験活動協議会（CNAC）理事 

 海辺の環境教育フォーラム幹事代表 など 

 

●環境教育、自然教育関係の最近の業務実績（主なもの） 

・環境省自然解説担当者研修会（1993 年〜2008 年） 

・国土交通省自然体験活動指導者養成セミナー（2003 年〜2007 年） 

・環境省／文科省環境教育指導者養成事業講師（2006 年） 

・環境省自然保護管養成研修会講師（2002、2003 年） 

・東京都自然ガイド「核となるガイド」（小笠原地域）講習会講師（2003〜2007 年） 

・宮崎県森林環境教育推進員養成研修（2004〜現 2006 年） 

・照葉樹林ガイドボランティア養成講座（宮崎県綾町）（2004〜2006 年） 

・千葉大学非常勤講師(2001 年) 

・東邦大学非常勤講師（2005 年〜現在） 

・NTT コミュニケーションズ職場リーダー研修（2006 年） 

・島だて学校（沖縄県竹富町）講師（2006〜2007 年） 

・東京都自然ガイド能力向上講習（2004〜2006 年） 

・八丈町インタープリター講習会（2002〜2005 年） 

・ＣＥＳインタープリタートレーニングセミナー（1992 年〜現在） 

・ＣＥＳチーフインタープリタートレーニングセミナー（1993 年〜現在） 

・海のインタープリターｉｎ鹿児島（B&G 財団）（2006 年） 

・奄美大島龍郷町環境教育プロジェクト研修（2006 年） 

・台東区環境ふれあい館職員研修（2006〜2007 年） 

・千葉県自然体験活動リーダー研修会（2003 年） 

・福井県海浜自然センタースノーケリング指導者養成講座（2003 年）  

・静岡県森づくりリーダーズキャンプ（2002 年） 

・滋賀県湖西里山案内人講習会講師（2002 年） 

 他多数 

＜環境教育プログラム開発等＞（主なもの） 

・環境省普及啓発計画策定調査（石西礁湖自然再生事業）（2005〜2007 年） 

・「始めようサンゴの島の環境学習」（編集・執筆 2006 年、環境省） 

・体験的に学ぶ「サンゴ礁」ティーチャーズガイド（編集・執筆、2001 年、環境省） 



・宮崎県森林環境教育ティーチャーズガイド（編集・執筆、2004 年、宮崎県） 

・宮崎県森林環境教育ティーチャーズガイド２（監修、2005 年、宮崎県） 

・八丈町インタープリターズハンドブック（編集・執筆、2002,2003 年、八丈町） 

・サンゴブック（編集・執筆、2001 年、2007 年改訂、環境省） 

・プランクトンワークブック（編集・執筆、2005 年、海辺の環境教育フォーラム） 

・環境学習としての釣り入門（編集・執筆、2006 年、海辺の環境教育フォーラム） 

・漁港を使った環境学習の試み（執筆、2006 年、NPO法人 JCUE） 

 

その他 

＜自然解説・環境教育業務＞ 

・東京都奥多摩ビジターセンター環境教育業務（1988〜1990 年） 

・東京都小峰ビジターセンター環境教育業務（1991 年） 

・東京都山のふるさとビジターセンター環境教育業務（1991〜1992 年） 

・東京都八丈ビジターセンター環境教育業務（1992〜1999 年） 

・東京都高尾ビジターセンター環境教育業務（2000〜） 

・東京都小笠原ビジターセンター特別展示解説業務（2000 年、2001 年） 

・埼玉県あらかわビジターセンター解説業務総括（2002 年〜現在） 

 など  


