
「体験活動・教育アカデミー２０１９」 

野外体験活動指導者養成講座 受講の手引き 
201９/４/２３初版 

※この資料はお断りなく修正させて頂く場合がございます。受講前に最新版をご確認ください。 

１．体験活動・教育アカデミーについて 

この度は、あばれんぼキャンプ体験活動・教育アカデミー 野外体験活動指導者養成講座にお申

込み頂き、ありがとうございます。本講座は、教育現場や生涯学習を目的とした活動、野外体験活

動の指導技術を学ぶための講習会により構成されています。受講後は子どもたちの為に、習ったス

キルをご活用ください。実践の場をお持ちでない受講生の皆さまには、あばれんぼキャンプが主催

する事業でも、ご活躍頂けるように協力させて頂きます。 

 

２．持ち物（野外体験活動実習を除いて共通・以下を参考に準備して下さい。） 

  （１）動きやすい服装    （２）履きなれた靴 

  （３）タオル        （４）筆記用具（鉛筆・消しゴム・ノート・マジック黒ほか） 

  （５）弁当・水筒 ※必要に応じて （６）その他、各自必要なもの 処方薬等 

 

３．保険・個人情報（全期共通） 

・受講費には、傷害保険料が含まれております（入院 3000 円、通院 2000 円）。安全には十分

注意して活動してまいりますが、万が一負傷された場合保険の範囲内で対処させて頂きます。 

・お申し込み時に頂いた個人情報は、当法人からの連絡・お知らせ、資格発行手続きの他には使用

いたしません。 

・事業中に撮影した映像や動画は、当法人、講師、資格発給団体が使用させて頂く場合がございま

す。不都合のある方は予めお知らせください。 

 

４．お問合せ・緊急連絡先 

遅刻、急な体調不良、講義室がわからないなどの時、また講義詳細のお問合せにもこちらの連絡先

をご利用ください。 

※講義会場に直接連絡せず、下記電話番号にお問い合わせください。 

◆担当（岩越）： ０９０-６０４４-５７９０ 

 

５．その他（資格の詳細） 

取得できる資格の詳細については、当法人講習会ページよりどうぞ。 

スマートフォンからは、右の QR コードからアクセスください。 

http://www.abarenbo-camp.com/project/project_leader/ 

また、どうしても都合がつかない日ができた場合など、資格取得について補講を設定するなど、で

きる範囲で柔軟な対応をさせて頂きます。ご忌憚なくご相談ください。 

 

主催： NPO 法人野外遊び喜び総合研究所 あばれんぼキャンプ事務局 

〒183-00３５ 東京都府中市四谷 3-27-1ウェルズ府中 96-A 

  TEL：042-364-8031  FAX：042-202-0881 

共催： NPO 法人東京都キャンプ協会 



６．受講日 

どの資格を取得される場合も以下全ての受講が必要です。 

受講日 講義名 会場（集合場所） 講師 備考 

1/１９（日） 座学講義① 府中市市民活動センター 

プラッツ第 7 会議室 

福田 豊 

池田 雅彦 

日帰り 

受講後有志懇談会を実施します 

1/２５（土） 座学講義② 府中市市民活動センター 

プラッツ第５会議室 

中能 孝則 

池田 雅彦 

日帰り 

受講後有志懇談会を実施します 

1/２６（日） 実技実習・試験 府中市四谷キャンプ訓練場 中能 孝則 

 

日帰り 

 

７．受講要領（各日共通） 

○行程  【1/１９（日）、1/2５（土） 座学講義】 

9 時開場、9 時 30 分講義開始 

18 時 30 分解散予定（12～13 時 昼休憩） 

【1/2６（日） 実技実習・試験】 

9 時開場、９時１５分イントロダクション開始 

集合・レクチャー、野外活動実施後 15 時 00 分より認定試験 

17 時 00 分解散予定（12～13 時 昼休憩） 

 

○講師  福田 豊 ：中野区キャンプ・レクリエーション協会 会長 

  池田 雅彦 ：コミュニケーションラボラトリー 代表 

  中能 孝則 ：ひの社会教育センター 元館長 

 

○会場① 1/19（日）、25 日（土）： 

ル・シーニュ６階 府中市民活動センタープラッツ 

（京王線・府中駅すぐ） 

 

○会場② 1/26（日）： 

府中市四谷キャプ訓練場 

（府中市四谷 6-54 四谷第４公園内） 

※新宿方面から中河原駅に来る場合は、必ず「京王

八王子駅」方面の電車にお乗りください（調布から

橋本方面に向かう電車に乗車されないようにご注意ください）。 

※中河原駅は各駅停車、快速、区間急行のみ停車します（特急、準急は通過）。ご留意ください。 

 

【会場３・中河原駅からのバス】 
〈往路時刻〉 
・【京王バス】のりば：1 
「中 02 都営泉二丁目行」に乗車・「四谷泉」下車・徒歩５分 

  ① 8:14 中河原駅発-8:23「四谷泉」着 
  ② 8:34 中河原駅発-8:43「四谷泉」着 

・【ちゅうバス】のりば：0 
四谷循環・四谷六丁目ルートに乗車して三屋下車（毎時２本）、徒歩５分 

① 8:02 中河原駅発-8:14「三屋」着 
   ② 8:32 中河原駅発-8:44「三屋」着 



 
 
〈復路時刻〉 
・【京王バス・ちゅうバス】 
京王バス：バス停「三屋」から「中 02 中河原駅行」に乗車・「中河原駅」下車(20 分に 1 本) 
       ①17:17 「三屋」発-17:31「中河原駅」着 
       ②17:37 「三屋」発-17:51「中河原駅」着 
       ③17:57 「三屋」発-18:11「中河原駅」着(以降 20 分に 1 本) 
 
ちゅうバス：バス停「三屋」から「四谷六丁目ルート 中河原駅行」に乗車・「中河原駅」下車 
       ①17:14 「三屋」発-17:26「中河原駅」着 
       ②17:44 「三屋」発-17:56「中河原駅」着 

③18:14 「三屋」発-18:26「中河原駅」着(以降 30 分に 1 本) 

 

＜四谷キャンプ訓練場・バス停＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行程 ※終了時間が前後する場合がございます。             

時間 プログラム 

9:00 開錠・集合 

9:15 イントロダクション 

10:00 実技実習 

11:00 

12:00 昼食（カレーライスを提供） 

13:00 調理器具片付け 

14:00 フィードバック講義 

1４:３0 認定試験・懇談会 

16:30 閉会式 

17:00 解散 

 

  

○持ち物（１）動きやすい服装 （２）着替え 

（３）履きなれた靴（運動靴、スニーカー等） 

     （４）タオル （５）筆記用具 

（鉛筆・消しゴム・ノート・マジック黒ほか） 

     （６）水筒 ※必要に応じて  

（７）その他、各自必要なもの 処方薬等 

※昼食はカレーライスを調理します。 

京王バス 「四谷泉」 

「三屋」 

講習会会場 

※テントが目印 



 

８．受講費・テキスト代・資格登録費について 

下表をご覧の上、取得されたい資格を決定し、受講費およびテキスト代の合計金額をお振込みくだ

さい。資格の認定登録費につきましては、認定試験に合格された後、当日現金徴収させて頂きます。 

 

取得資格 受講費 

（一般） 

受講費 

（学割） 

テキスト費 

※受講費とともに事前振込 

認定登録費 

※最終日試験後に現金納入 

備考 

キャンプ 

インストラクター 

 

 

\10,000 

 

 

￥９,000 

\2,000 \15,000,  

NEAL リーダー 

 

- 一般：\5,000 

学生：\3,000 

 

リスクマネジメント

講習会（CONE） 

\1,500 ※テキスト費に含む  

 

○受講費のお支払い方法 

・合計金額を 1/８（水）までに下記口座に納入ください。 

・学割を利用される場合、当日学生証のコピーをご提出願います。 

・連絡なく上記期日までにお振り込み頂けない場合、受講頂けない場合がございます。 

・お申し込み後、キャンセルによる受講費の返金はしかねます（他受講者への譲渡は可）。テキス

ト費用につきましては振込手数料を差し引いて返金させて頂きます。 

・資格認定団体による登録費・テキスト費の変更があった場合、差額の調整をさせて頂きます。 

 

振込口座：三菱ＵＦＪ銀行 府中支店 普通 １５７９０４９ 

あばれんぼキャンプ 代表 中嶋信（アバレンボキャンプダイヒョウナカジママコト）  

 

 

９．資格について 

資格の詳細については、発行団体のホームページを参考になさってください。 
 

◆キャンプインストラクター（日本キャンプ協会） 

http://www.camping.or.jp/leader/index02.html 

 

◆NEAL リーダー（全国体験活動指導者認定委員会） 

http://neal.gr.jp/about.html 

 

◆リスクマネジメント講習会（自然体験活動推進協議会 CONE） 

http://cone.jp/ 

本項集を受講修了することで、自然体験活動推進協議会（CONE）のリスクマネジメントディレ

クター資格、リスクマネージャー資格を取得するための講習受講要件を満たすことができます。 

 

http://www.camping.or.jp/leader/index02.html
http://neal.gr.jp/about.html
http://cone.jp/

