
  『ステージⅣ基礎理論』受検案内 
 

期  日／令和元年 12月 10日(火)～12日(木) 

会  場／国立オリンピック記念青少年総合センター  

受付はセンター棟 405 最終日は会場が変わりますので、日程表をご確認ください。 

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1 TEL 03-3467-7201 

受 検 料／32,700円 宿泊料／10,820円（2泊 6食・全員合宿制） テキスト／ 2,780円（送料込） 

合計金額／46,300円 

テキスト以外の教材／テキスト以外に、下記の書籍を使用しますので、必ず持参して下さい。 

持っていない方は、SIA事務局にお申込下さい。（※価格は全て税込） 

・SIA公式スキー＆スノーボードメソッド（芸文社）会員・認定会員割引 3,020円  

受検資格／(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）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。 

(2)公認スキー学校長の所属証明書を提出できる者。 

定  員／50名 

科  目／1.外国語 

2.技術指導法 I 

3.技術指導法 II 

4.スノースポーツ産業の現況 

5.トレーニング論・基礎と専門 

6.コンディショニング 

7.スキーの山岳と気象・雪崩 

申込方法／(１)申込用紙は、受検案内の 3頁目にある「申込書」を使用する。 
※申込用紙を SIA ホームページから入手出来ない場合は、SIA 事務局に請求して下さい。 
その際、受検希望資格「ステージⅣ」を申し出ること。 

(２)申込用紙に自筆で記人し、捺印の上、上半身の写真 2枚(2.4cm×3.0cm)を貼付する。 

(３)下記の法で申込用紙の提出と支払いを行う。 

①申込用紙を SIA事務局に提出する。 

②デジエントリーで合計金額を支払う。 

取り消し／受検料の返金はしませんが、次回に持ち越し出来ます。 

（受検料の有効期間は、初受検年より 1年以内とする） 

≪書面による理由書を提出すること。 

宿泊料は（11月 28日までの取り消し(キャンセル)の場合）返金します。≫ 

取得単位／4単位が取得できます。 

     ※再受検者を除く 

締め切り／令和元年 11月 11日(月) 当日消印有効（締め切り以降は受け付けません） 

※ステージⅣの検定は実技・指導実習からでも、基礎理論からでも受検できます。 

＜再受検者の皆様へ＞ 

申込方法／(１)申込用紙は、受検案内の 3頁目にある「申込書」を使用する。 
※申込用紙を SIA ホームページから入手出来ない場合は、SIA 事務局に請求して下さい。 

その際、受検希望資格「ステージⅣ」を申し出ること。 

(２)申込用紙に自筆で記人し、捺印の上、上半身の写真 2枚(2.4cm×3.0cm)を貼付する。 

(３)下記の法で申込用紙の提出と支払いを行う。 

①申込用紙を SIA事務局に提出する。 

②デジエントリーで合計金額を支払う。 

検 定 料／1科目 6,500円 

宿  泊／1 泊 3,670円 （希望者のみ。食事代は含まれていません。） 

そ の 他／再受検科目等、ご不明な点は SIA事務局までお問い合わせ下さい。 

https://dgent.jp/e.asp?no=1900689
https://dgent.jp/e.asp?no=1900689


●合否判定～再受検について 
・各科目について、検定・リポートそれぞれについて、別々に合否判定します。 

・不合格科目があった場合、その科目について再受検して頂きます。 

・不合格の内容・再受検については、下記のようになります。 

検定不合格→再受検（翌年の基礎理論検定会） 

リポート不合格→リポート再提出（翌年 9日 30日締め切り／消印有効） 

検定不合格＆リポート不合格→再受検＆リポート再提出 

・再受検の有効期限は初受検年を入れ３年です。 

 

 

 

●基礎理論検定会～結果通知のタイムスケジュール 
(１)基礎理論検定会（12月 10日(火)～12日(木)）講習・検定 

↓ （通信教育期間（リポート作成）） 

(２)リポート提出締め切り（1月 14日(火)／消印有効） 

↓ （講師による採点） 

(３)教育部による審査判定（2月上旬予定） 

基礎理論の合否について審査判定 

↓ （基礎理論結果通知発送） 

ステージ Ⅳ の資格認定について審議 

（認定通知発送） 

(４)理事会への報告 



外国語
技術指導法
スノースポーツ産業の現況
トレーニング論・基礎と専門
コンディショニング
スキーの山岳と気象・雪崩

※価格は全て税込みです。

公認スキー学校所属証明書

　受検NO． 　　　　　　　　
年　　月　　日

　氏名 　　　　　　　　　　 　校長名：　　　　　　　印

6,500円
（　　） 6,500円

12/10 3,670円

（　　） 6,500円

公益社団法人 日本プロスキー教師協会
ステージⅣ基礎理論検定会

合計 　　　　　　　　　円　 

真

3×2.4

受検票

上記の者が、当スキー学校に所属していること
を証明いたします。

写

（　　）

再受検 宿　　泊
（　　）

（　　） 6,500円

再受検科目
（　　） 6,500円
（　　） 6,500円

（　　） 12/11 3,670円

（　　）

連　　絡　　先

携帯電話 　　　　　－　　　　　－　　　　　　　

E-mail

参加会費 （ ○ ）４６，３００円
（　　）

新　規

（　　）右記住所　　 電話（　　　　　－　　　　　－　　　　　）

生　年　月　日 西暦　　　　　年　　　月　　　日生　　　現在　　　才 真

所属公認学校名
3×2.4

領収書送付先（所属スクール、協会登録住所の方は○印だけで結構です）

（　　）所属スクール 〒　　　　　－

（　　）協会登録住所

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　ステージⅣ基礎理論検定会　申込書

ふ　り　が　な

男　・　女

写真及び捺印の無いものは無効

氏　　　　　名 　印　 写



ステージⅢ・Ⅳ基礎理論検定会

＜受講にあたっての御案内＞

公益社団法人 日本プロスキー教師協会

教 育 部

［集合・解散について］

１．集合／初 日 9:30～ 9:55（受付/センター棟405）

２．解散／最終日 12:15頃

３．再受検者集合／再受検科目の講義及び検定の15分前

［受検票について］

１．受検票は受付でお渡しします。

［会場について］

１．受検者の車の使用はなるべくご遠慮願います。（地下駐車場がありますが有料です。）

２．講習会場は「禁煙」を厳守して下さい。タバコは喫煙所をご利用下さい。

３．ゴミは必ず屑入れに入れて下さい。

［宿泊について］

１．初日の夕方にシーツ（２枚）、枕カバー（１枚）を配布します。最終日の朝、回収しますので、

きれいに使用して下さい。

２．宿泊棟では他団体の迷惑になるような行為は止めて下さい。

３．門限は基本的にありませんが、常識の範囲で行動して下さい。

４．アメニティー（タオル・ハブラシ等）の用意はありませんので、各自で用意して下さい。

（浴室にはシャンプー・ボディーソープの用意あり）

５．施設の空調が利きにくい場合があります。多少の暑さや寒さに対応出来る衣服を用意して下さい。

［食事の場所について］

１．センター棟２階食堂（食券利用）

［受講について］

１．講義・検定中の服装は襟付きのものを着用して下さい。

（Ｔシャツ・短パン・帽子・サングラス・サンダル履き等は不可）

※講義・検定中に、思わしくない服装、態度（私語、飲食、ガムなど）が認められた場合は、

受講・検定を中止して頂く場合があります。

２．検定会スケジュールは日程表をご参照下さい。

３．講義開始５分前には着席して下さい。遅刻は原則として認めません。

４．ネームプレート（受検票）は、講習期間中、必ず胸につけて下さい。

５．受講時間中の出入りはご遠慮下さい。

６．講義・検定中は携帯電話の電源は切るか、マナーモードにして下さい。

７．講義内容を出来るだけ「メモ」しておくことが、リポートを書く際に役立ちます。

「メモ」を取ることをおすすめします。

又、リポートの課題は講師によって講義内容と関係のない課題（テキストの中で講義しなかった

項目や、講師が別に指定する教材などから出題する）が出される場合もあります。

８．施設の空調が利きにくい場合があります。多少の暑さや寒さに対応出来る衣服を用意して下さい。



［テキスト以外の教材について］

１．テキスト以外に、下記の書籍を使用しますので、必ず持参して下さい。

持っていない方は、SIA事務局にお申込下さい。（※価格は全て税込）

・SIA公式スキー＆スノーボードメソッド（芸文社）会員・認定会員割引 3,020円

［検定について］

１．検定にあたっての留意事項

①退室は検定開始から２０分後以降、検定役員から指示があった後とします。

②検定中受検票を必ず机の上に提示して下さい。

③受検番号、氏名をはじめに記入して下さい。

④検定中、テキスト・ノート類は机の上に置かないで下さい（持ち込み可の科目を除く）。

⑤不正行為があった場合は、その時点で退場とし、全ての検定を無効とします。

２．①各科目とも６０点以上が合格となり、不合格の場合再受検による検定となります。

※再検定料 １科目６，５００円

②全科目において検定・リポートの両方

に合格した場合、基礎理論終了となります。

③合否の結果、及びその後の手続きについては、1月下旬に通知します。

［リポートについて］

１．リポートの課題及び用紙は、全講習終了時にお渡しします。

２．リポートの採点は、60点以上が合格となります。

＊不合格の場合は、再リポートとなります。

３．全リポートをまとめて、必ず簡易書留で提出して下さい。

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-2-9 ｺﾊﾞｷﾝﾋﾞﾙ3Ｆ ℡03-5542-5907

公益社団法人 日本プロスキー教師協会 教育部 宛

４．今回のリポートの締切日は令和 2年1月14日（火）（当日消印有効）となっております。

締切日以降は無効となりますのでご注意下さい。

５．受検番号、氏名を忘れずに記入して下さい。

６．リポートを書く際には、市販の原稿用紙や用紙原本のコピー等に１度下書きして、文章がまとま

ってから提出用リポート用紙に書くようにしてください。

７．郵便トラブル等に備え、下書きやコピー等を必ず保管しておいてください。

８．必ず横書きで書いて下さい。ボールペン、万年筆でも結構ですが、失敗した場合でもきれいに訂

正出来るよう、なるべく鉛筆でお書き下さい。

９．採点結果の通知は、2月上旬の予定です。

10．他人のリポートを写したりすると、双方が不合格となります。ご注意下さい。

11．内容がテーマに沿っていないという理由から不合格になる場合があります。

よくテーマを理解したうえでリポートをお書き下さい。

12．字数が少ないという理由から不合格になる場合があります。

提出用リポート用紙の注意事項に「8 0 0字程度にまとめて」とあります。

誤字脱字にも注意してください。



ステージⅣ日程
12/10(火) 12/11(水) 12/12(木)

 9:00～ 9:50
外　国　語  　     試験

受　付　 9:30 ～ 9:55  9:30～10:20
スノースポーツ産業の現況　試験

開講式（合同)  10:00 ～ 10:00～10:50
10:15～12:15 ｽｷｰの山岳と気象　  試験

10:30～11:20
[スノースポーツ産業の現況］ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ論・基礎と専門　試験

11:00～11:50
(有)サービスペック 技術指導法Ⅰ・Ⅱ　　試験

11:30～12:20
代表  田口昌雄 コンディショニング　　試験

閉講式  12:00 ～（311）
12:15～13:00 12:20～13:00

昼　　　　　　食 昼　　　　　　食

13:00～15:00 13:00～15:00

[ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ論・基礎と専門］ [ｽｷｰの山岳と気象･雪崩］

国立スポーツ科学センター 駒澤大学
スポーツ科学研究部  文学部地理学科

主任　石毛勇介 非常勤講師 平井史生
PP　PC持参 PP　PC持参

15:15～17:15 15:15～17:15

[コンディショニング］ [技術指導法 Ⅰ］

国立スポーツ科学センター 日本体育大学
スポーツ科学研究部 スポーツマネジメント学部

主任　石毛勇介  准教授  竹腰   誠
PP　PC持参 PP　PC持参

※宿泊棟へ荷物移動 17:15～18:30

17:45～18:30 フリータイム　＆
夕　　　　　　　食 夕　　　　　　　食

18:30～20:30 18:30～20:30

[外　国　語］ [技術指導法 Ⅱ］

ＳＩＡ講師 ＳＩＡ・教育部　

講師　北神有理
PP　PC持参

※受付＆開講式はセンター棟　405 で行います。

講習室 センター棟－405 センター棟－405 センター棟－311

18:00

:30

19:00

:30

20:00

:30

15:00

:30

16:00

:30

17:00

:30

12:00

:30

13:00

:30

14:00

:30

9:00

:30

10:00

:30

11:00

:30


