
スキー・スノーボード指導者養成講習カリキュラム 
指導員・準指導員検定受検予定者を対象に下記の養成講習を実施いたします。 

 

 

Ⅰ. 指導員養成講習会（理論） 

１. 日  時 ２０２１年１２月５日（日） 受付 ９：３０～９：５０ 

２. 会  場 瀬戸公民館 第一研修室  〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸」54-1  

３. 受 講 料 ３,０００円（受付時にお支払いください。） 

４. 申 込 み 不要（直接受付へお越しください。） 

５. 持 参 物 ≪共通≫2022年度ＳＡＪ会員証, 教育本部オフィシャルブック 2022, 資格検定受検者 
        のために 2022, 日本スキー教程「安全編」, スキー岡山 2022   

               ≪スキー≫日本スキー教程  ≪スノーボード≫日本スノーボード教程 

 ６.参加資格 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。 

             【問い合わせ先】久保木 美代子  携 帯：090-4893-6656 

     ※「新型コロナウイルス感染症予防対策のお願い」(２１頁)を確認した上で、会場にお越しの際は

健康チェックシート(２４頁)を必ず提出してください。 

Ⅱ. 技術強化特別講習  別紙要項参照 

Ⅲ. 特別講習会・指導員養成講習会  別紙要項参照 

Ⅳ. 指導員養成合宿講習会（ＳＫＩ） 

１. 期  日 ２０２２年２月５日（土）～６日（日）※詳細日程は受付時に公式掲示をご覧ください。 

 ２. 会  場 だいせんホワイトリゾート 

３. 受 講 料 ６,０００円 

４. 申 込 み 所定の申込用紙（教Ｎｏ,1）に必要事項を記入の上, 受講料の振り込み明細票の写し 

を添付して, １月７日（金）までに下記申込先へ郵送又はメールで申し込むこと。 

       【申込先】〒702-8042  岡山市南区洲崎 1-7-37 
            久保木 美代子 宛  アドレス：miyoko4280@gmail.com 
       【振込先】中国銀行 福浜支店 口座番号 1402747 
            口座名義 久保木 美代子（くぼき みよこ） 
             【問い合わせ先】久保木 美代子  携帯：090-4863-6656 

 ５. 受  付 ２０２２年２月５日（土） ９：００ 中の原スキーセンター 

 ６. 持 参 物 Ⅰ. 指導員養成講習会（理論）と同様 

 ７. 参加資格 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。 

 ８．宿  舎 鳥取県西伯郡大山町大山 とやま旅館 TEL：0859-52-2431 
        ※２月５日（土）の宿泊は県連で一括予約する。宿泊料の清算は各自で行うこと。 
        ※新型コロナウイルス感染症対策により宿泊は各自とする。 

スキー養成講習履修時間・単位一覧表                      ★印の講習は必修 
 

区分・集合講習履修時間 
期日・養成講習 

基礎理論 指導実習 実技実習 

12/5 （日） ★Ⅰ. 養成講習（理論） ５Ｈ ―― ―― 

1/2 （日）～ 3（月）  Ⅱ. 技術強化特別講習 １Ｈ １Ｈ １０Ｈ 

1/8 （土）～ 9（日）  Ⅲ. 特別講習 １Ｈ １Ｈ １０Ｈ 

2/5 （土）～ 6（日） ★Ⅳ. 養成合宿講習 ２Ｈ ２Ｈ １０Ｈ 

養成講習修了に必要な集合講習履修時間 ６Ｈ ２Ｈ ２０Ｈ 

※養成講習修了に必要な履修時間 43時間のうち, 集合講習 28時間は上記の通り, 自主学習 15時間（基礎理論 9時間、指
導実習 4時間, 実技実習 2時間は各自で行うこと。 

※養成講習修了の有効期間は, 指導員は３ヵ年, 準指導員は基礎理論及び指導実習のみ２ヵ年とし, 実技実習は受講年度
のみとする。 

※「新型コロナウイルス感染症予防対策のお願い」(２１頁)を確認した上で、会場にお越しの際は健康チェッ
クシート(２４頁)を必ず提出してください。 

スキー指導員・準指導員 



 

 

 

Ⅰ. 指導員養成講習会（理論） 

 スキー指導員・準指導員のⅠ. 指導員養成講習会（理論）を参照 

 

Ⅱ. スノーボード特別講習会 

 別紙要項参照 

 

Ⅲ. 指導員養成合宿講習会（ＢＯＡＲＤ） 

１. 期  日 ２０２２年２月５日（土）～６日（日）※詳細日程は受付時に公式掲示をご覧ください。 

 ２. 会  場 だいせんホワイトリゾート 

３. 受 講 料 ６,０００円 

４. 申 込 み 所定の申込用紙（教Ｎｏ,1）に必要事項を記入の上, 受講料の振り込み明細票の写し 

を添付して, １月７日（金）までに下記申込先へ郵送又はメールで申し込むこと。 

       【申込先】〒702-8042  岡山市南区洲崎 1-7-37 

           久保木 美代子 宛  アドレス：miyoko4280@gmail.com 

       【振込先】中国銀行 福浜支店 口座番号 1402747 

            口座名義 久保木 美代子（くぼき みよこ） 

              【問い合わせ先】久保木 美代子  携帯：090-4863-6656 

 ５. 受  付 ２０２２年２月５日（土） ９：００ 中の原スキーセンター 

 ６. 持 参 物 Ⅰ. 指導員養成講習会（理論）と同 

 ７. 参加資格 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。 

 ８. 宿  舎 鳥取県西伯郡大山町大山 とやま旅館 TEL：0859-52-2431 

       ※２月５日（土）の宿泊は県連で一括予約する。宿泊料の清算は各自で行うこと。 

       ※新型コロナウイルス感染症対策により宿泊は各自とする。 

 

スノーボード養成講習履修時間・単位一覧表 

 

区分・集合講習履修時間 

期日・養成講習 
基礎理論 指導実習 実技実習 

12/5 （日） Ⅰ. 養成講習（理論） ３Ｈ ―― ―― 

1/8(土)1/23(日)1/30(日)   Ⅱ. 特別講習 ―― １Ｈ １２Ｈ 

2/5（土）～6（日） Ⅲ. 養成合宿講習 ２Ｈ １Ｈ ８Ｈ 

養成講習修了に必要な集合講習履修時間 ３Ｈ １Ｈ ８Ｈ 

※養成講習修了に必要な履修時間 18 時間のうち, 集合講習 12 時間は上記の通り, 自主学習 6 時間（基礎理論 1 時間、指

導実習 1時間, 実技実習 4時間は各自で行うこと。 

※指導員受検者はⅠ. 指導員養成講習会（理論）を必修とする。 

※準指導員受検者はⅠ. 指導員養成講習会（理論）及びⅢ. 指導員養成合宿講習会を必修とするが, 特別な事情がある場

合に限り,  

実技実習４時間以下であれば, 他日程で習得することを認める。 

※養成講習修了の有効期間は, 指導員は２ヵ年, 準指導員は受講年度のみとする。 
※「新型コロナウイルス感染症予防対策のお願い」(２１頁)を確認した上で、会場にお越しの際は健康チェッ
クシート(２４頁)を必ず提出してください。 

 

  

スノーボード指導員・準指導員 


