ＳＩＡ認定スノースポーツ教師検定規程
(ア ル ペ ン ス キ ー ・ ス ノ ー ボ ー ド ・ テ レ マ ー ク ス キ ー )
1.

目

的

こ の規程は 、公益 社団法人 日本プロ スキー 教師協会 （以下 「協会」 という） 定款第 1 章
第 4 条 (1)項 及び第 2 章第 7 条(2)項及び 国際ス キー教師 連盟最低 基準に基 づき、 スキー を
はじ めとする スノー スポーツ 教師の育 成・指 導及び検 定を行 うために これを定 める。
2.
(1)

ス テージⅠ (ア ルペンス キー･スノー ボード ･テ レマーク スキー)の検 定を次の ように 定める。
検定内容
イ ．検定は 基礎理 論、実技 ・指導実 習の集 合講習と 地区講 習（公認 スキー学 校）に おける
実技・指 導実習 よる総合 判定とす る。
ロ ．所定の 基礎理 論、実技 ・指導実 習の検 定に合格 した者 は、協会 の正会員 ステー ジⅠ(ア
ルペン スキー ･スノ ーボー ド･テ レマー クスキー )と して入会 できる。

(2)

実

施

協会の主 催で教 育部また は教育部 管理の 下に支部 が実施 する。
(3)

検 定 員
会長から 委嘱さ れた講師 またはイ グザミ ナーがこ れに当 たる。

(4)

会

期

イ ．集合講 習は原 則として 実技・指 導実習 講習会と 基礎理 論講習会 を同会期 に実施 する。
ロ ．実施計 画の詳 細につい ては、受 検者数 、天候状 況、そ の他特別 の事情が あると きは、
これを変 更する ことがで きる。
(5)

講習実施 要綱、 検定基準
講習実施 要綱、 検定基準 は別に定 める。

(6)

受検資格
イ ．受検を 開始す る年の4月2日から 翌年4月1日迄に 、満18歳以上（ 高校在学 者は除 く）で、
受検する 種目で 協会の準 会員登録 をし、 これから スノー スポーツ 教師(アルペ ンスキ ー･
スノーボ ード･テレマ ークス キー)になろ うとする 者。
ロ ．公認ス キー学 校におけ る、実技 <29時間>・指導 実習<25時間 >の 講習修了 証明書 を提出
できる者 。
ハ ．合格後 3 ヶ月 以内に、 公認スキ ー学校 長の所属 証明書 を提出で きる者。

(7)

受検手続
イ ．所定の 書類に 自筆で記 入し、捺 印の上 、上半身 の写真 (2.4cm × 3cm) を添付 し、受
検料と共 に協会 に提出す る。
ロ ．受検料 の有効 期間は、 申込の年 より 1 年以内と する。 ただし、 理由の如 何を問 わず受
検料の払 い戻し はしない 。

(8)

再 受 検
イ ．基礎理 論、実 技・指導 実習それ ぞれ合 格点に達 しない 科目の再 受検がで きる。
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ロ ．再受検 の有効 期限は初 受検年を 入れ 3 年とする 。ただ し、その つど該当 する科 目の受
検料をあ らたに 納入しな ければな らない 。
(9)

結果の手 続
イ ．資格委 員長は 、検定実 施の結果 を所定 の報告書 に記入 の上、教 育部長に 報告す る。
ロ ．教育部 長は、 検定の結 果を、理 事会に 報告する 。

(10)

合格の手 続
イ ．合格者 は、合 格発表時 に入会申 込書を 提出し、 定めら れた入会 金と年会 費を納 入しな
ければな らない 。ただし 、他の種 目で入 会済みの 場合は この限り ではない 。
尚、事情 のある 場合は、 発表後30日以内 に限り、 納入期 限を延ば すことが できる 。
ロ ．合格者 の年会 費は、そ の年度分 とする 。
ハ ．会長は 、合格 した者に 認定証及 び会員 証を交付 する。

3.
(1)

ス テージⅡ (ア ルペンス キー･スノー ボード ･テ レマーク スキー)の検 定を次の ように 定める。
検定内容
イ ．検定は 基礎理 論、実技 ・指導実 習の集 合講習と 地区講 習（公認 スキー学 校）に おける、
実技・指 導実習 の講習及 び通信講 習のリ ポート評 価によ る総合判 定とする 。
ロ ．所定の 基礎理 論、実技 ・指導実 習の検 定及び通 信講習 のリポー ト評価に 合格し た者は、
協会の正 会員ス テージⅡ (ア ルペンス キー･スノー ボード ･テレ マークス キー)と認 める。

(2)

実

施

協会の主 催で教 育部また は教育部 管理の 下に支部 が実施 する。
(3)

検 定 員
会長から 委嘱さ れた講師 またはイ グザミ ナーがこ れに当 たる。

(4)

会

期

イ ．集合講 習は原 則として 実技・指 導実習 講習会と 基礎理 論講習会 に分けて 実施す る。
ロ ．実施計 画の詳 細につい ては、受 検者数 、天候状 況、そ の他特別 の事情が あると きは、
これを変 更する ことがで きる。
(5)

講習実施 要綱、 検定基準
講習実施 要綱、 検定基準 は別に定 める。

(6)

受検資格
イ ．ステー ジⅠ資 格取得者 で、公認 スキー 学校にお いて指 導にあた っていて 、受検 を開始
する年の 4月 2日 から翌年 4月 1日迄 に、満 20歳以上 の者。
ロ ．公認ス キー学 校長の所 属証明書 を提出 できる者 。
ハ ．公認ス キー学 校におけ る、実技 <110時 間>・指導実 習<15時間>の講習 修了証 明書を 提出
できる者 。

(7)

受検手続
イ ．所定の 書類に 自筆で記 入し、捺 印の上 、上半身 の写真 (2.4cm × 3cm) を添付 し、所
属証明書 、実技 ・指導実 習の講習 修了証 明書と共 に、受 検料を添 え協会に 提出す る。
ロ ．受検料 の有効 期間は、 申込みの 年より 1 年以内 とする 。ただし 、理由の 如何を 問わず
受検料の 払い戻 しはしな い。

- 63 -

(8)

再 受 検
イ ．基礎理 論、実 技・指導 実習及び 通信講 習それぞ れ合格 点に達し ない科目 の再受 検がで
きる。
ロ ．再受検 の有効 期限は初 受検年を 入れ 3 年とする 。ただ し、その つど該当 する科 目の受
検料をあ らたに 納入しな ければな らない 。

(9)

結果の手 続
イ ．資格委 員長は 、検定実 施の結果 を所定 の報告書 に記入 の上、教 育部長に 報告す る。
ロ ．教育部 長は、 検定の合 否の結果 を理事 会に報告 する。
ハ ．教育部 長は、 検定の合 否の結果 を受検 者に通知 する。

(10) 合格の手 続
会長は、 合格し た者に認 定証並び にＩＳ ＩＡスタ ンプを 交付する 。
(11) 公益財団 法人日 本体育協 会公認ス ポーツ 指導者制 度の免 除
ステージ Ⅱ(アルペン スキー )認定 者は、 公認スキ ー教師 の専門科 目Ⅰ・Ⅱ が免除 される。
4.
(1)

ス テージⅢ (ア ルペンス キー･スノー ボード ･テ レマーク スキー)の検 定を次の ように 定める。
検定内容
イ ．検定は 基礎理 論、実技 ・指導実 習の集 合講習と 地区講 習（公認 スキー学 校）に おける、
実技・指 導実習 の講習及 び通信講 習のリ ポート評 価によ る総合判 定とする 。
ロ ．所定の 基礎理 論、実技 ・指導実 習の検 定及び通 信講習 のリポー ト評価に 合格し た者は、
協会の正 会員ス テージⅢ (ア ルペンス キー･スノー ボード ･テレ マークス キー)と認 める。

(2)

実

施

協会の主 催で教 育部が実 施する。
(3)

検 定 員
会長から 委嘱さ れた講師 またはイ グザミ ナーがこ れに当 たる。

(4)

会

期

イ ．集合講 習は原 則として 実技・指 導実習 講習会と 基礎理 論講習会 に分けて 実施す る。
ロ ．実施計 画の詳 細につい ては、受 検者数 、天候状 況、そ の他特別 の事情が あると きは、
これを変 更する ことがで きる。
(5)

講習実施 要綱、 検定基準
講習実施 要綱、 検定基準 は別に定 める。

(6)

受検資格
イ ．ステー ジⅡ資 格取得者 で、公認 スキー 学校にお いて指 導にあた っていて 、受検 を開始
する年の 4月 2日 から翌年 4月 1日迄 に、満 22歳以上 の者。
ロ ．公認ス キー学 校長の所 属証明書 を提出 できる者 。
ハ ．公認ス キー学 校におけ る、実技 <200時 間>・指導実 習<70時間>の講習 修了証 明書を 提出
できる者 。

(7)

受検手続
イ ．所定の 書類に 自筆で記 入し、捺 印の上 、上半身 の写真 (2.4cm × 3cm) を添付 し、所
属証明書 、実技 ・指導実 習の講習 修了証 明書と共 に、受 検料を添 え協会に 提出す る。
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ロ ．受検料 の有効 期間は、 申込みの 年より 1 年以内 とする 。ただし 、理由の 如何を 問わず
受検料の 払い戻 しはしな い。
(8)

再 受 検
イ ．基礎理 論、実 技・指導 実習及び 通信講 習それぞ れ合格 点に達し ない科目 の再受 検がで
きる。
ロ ．再受検 の有効 期限は初 受検年を 入れ 3 年とする 。ただ し、その つど該当 する科 目の受
検料をあ らたに 納入しな ければな らない 。

(9)

結果の手 続
イ ．資格委 員長は 、検定実 施の結果 を所定 の報告書 に記入 の上、教 育部長に 報告す る。
ロ ．教育部 長は、 検定の合 否の結果 を理事 会に報告 する。
ハ ．教育部 長は、 検定の合 否の結果 を受検 者に通知 する。

(10)

合格の手 続
会長は、 合格し た者に、 認定証を 交付す る。

(11)

公益財団 法人日 本体育協 会公認ス ポーツ 指導者制 度の免 除
ステージ Ⅲ(スキー)認定 者は、公 認スキ ー教師の 専門科 目Ⅰ・Ⅱ ・Ⅲ・Ⅵ が免除 され
る。

(12)

ステージ Ⅲ認定 者で、所 定の「安 全講習 」と「Ｉ ＳＩＡ テスト」 に合格し た者に は、
国 際スキー 教師連 盟よりＩ ＳＩＡカ ードが 交付され る。

附則

この規程 は、公 益社団法 人日本職 業スキ ー教師協 会の設 立登記の あった日 から
施 行する。

附則

この規程 は、一 部改訂し 平成24年 10月17日から施 行する 。

附則

この規程 は、一 部改訂し 平成28年 3月24日から施 行する 。

附則

この規程 は、一 部改訂し 平成28年 7 月21日から施 行する 。
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