SAJ 公認スキー準指導員検定会
開 催 要 項
1. 主催 公益財団法人全日本スキー連盟

( 実技)

2. 主管 公益財団法人北海道スキー連盟

会期 2022 年 2 月 25 日( 金) ～ 27 日( 日)

3. 受検資格

会場 ぴっぷスキー場

(1)2022 年度の SAJ 登録会員であること。
(2)2022 年 4 月 1 日時点で満 18 歳以上であること。
(3)2021 年度までに級別テスト 1 級( プライズテ
ストを含む) を取得した者。
(4) 加盟団体（地区連）が主催する養成講習を検
定会までに修了し、養成講習修了報告書によっ
て証明された者。
・基礎理論 15 時間・指導実習 6 時間とし有効
期間は２か年とする
・実技実習 22 時間とし有効期間は受講年度の
みとする
・
「養成講習修了報告書」の書式は、道連 HP
よりダウンロードすること。
4. 合格手続
合格者は期日までに各種公認・登録料金一覧表
に定める公認料・年次登録料及びバッジ代をシク

上川郡比布町北 7 線 17 号
6. 申込み
シクミネット
2021 年 10 月 15 日～ 11 月 5 日まで
・シクミネットの URL
https://ski-japan.shikuminet.jp/login
・手順書
http://www.ski-japan.or.jp/generals/member/
関係書類＞ [SAJ 操作マニュアル] 会員用＞
13 頁以降を参照
7. 受検料
30,000 円
SAH 認定スキー指導員資格保有者( 要 1 級資
格)は 20,000 円。
・SAH 認定スキー指導員保持者は、初回受検に
限る。

ミネットで決済することにより資格が認定され

・申込み後のキャンセルでの返金は行なわない。

る。

・申込み後に受検資格に満たない場合も返金は行

5. 会期・日程
○南会場

8. 合格

( 理論)
会期 2021 年 12 月 12 日( 日) 集合 13 時
会場

なわない。

北海道立総合体育センター
( 愛称: 北海きたえーる) 大研修室
札幌市豊平区豊平 5 条 11 丁目 1-1
最寄駅: 東豊線豊平公園駅

( 実技)

総合判定は、同一年度内において、理論検定と
実技検定の合格をもって総合合格とする。
8-1. 理論検定
合格基準は満点に対して、60% 以上をもって
合格。( マークシート方式)
8-2. 実技検定
各種目とも、75 ポイントを基準とし、基礎課

会期 2022 年 2 月 18 日( 金) ～ 20 日( 日)

程 4 種目中 3 種目が 75 ポイント以上、実践課程

会場 ルスツリゾートスキー場

4 種目中 3 種目が 75 ポイント以上とし、合計が

虻田郡留寿都村泉川 13 番地
______________________________________________
○北会場

600 ポイント以上取得をもって合格。
9. 合格手続詳細
スキー準指導員公認料

15,000 円

( 理論)

年次登録料

1,000 円

会期 2021 年 12 月 12 日( 日) 集合 13 時

バッジ代

2,000 円

会場 旭川市民文化会館( 大会議室)

以上を期日までにシクミネットからの通知に従

旭川市 7 条通 9 丁目
旭川市役所隣り

い納入すること。

10. 理論出題範囲

スキー準指導員受検者で不合格になった者が希

・
「日本スキー教程」

望する場合は、以下の合否判断により、SAH

・
「日本スキー教程安全編」

スキー認定指導員資格を取得することができる。

・
「2022 年度 SAJ 教育本部オフィシャルブック」
又は SAH 教育本部メモ( 青本)
・
「2022 年度資格検定受検者のために」
・
（公財）全日本スキー連盟 HP ライブラリー
掲載 「規約・規程」

①スキー準指導員検定（理論）で、満点に対し
50％以上取得。
②スキー準指導員検定（実技）で、８種目の
合計 560 ポイント以上取得。
③ SAH 認定スキー指導員資格を希望する者は、

http://www.ski-japan.or.jp/library_cat/terms_

SAH 認定スキー指導員合格手続きを行なう

and_agreements/

こと。

11. 実技種目

14. 問い合せ先

＜基礎課程＞

検定部

〇プルークボーゲン
緩斜面・整地
〇 滑走プルークから基礎パラレルターンへの
展開
緩斜面・整地
〇基礎パラレルターン 小回り
中急斜面・ナチュラル
〇横滑りの展開
中急斜面・ナチュラル
＜実践課程＞
〇シュテムターン
中急斜面・ナチュラル
〇パラレルターン

大回り

急斜面・ナチュラル
〇パラレルターン

小回り

中急斜面・不整地
〇総合滑降
総合斜面・ナチュラル
12. 養成講習
〇基礎理論
15 時間( 集合講習 6 時間・自主学習 9 時間)
基礎理論の養成講習修了報告書は 12 月 11 日
必着で郵送すること。
〇指導実習 6 時間(集合 2 時間・自主学習 4 時間)
〇 実技実習 22 時間( 集合 20 時間・自主学習 2
時間)
養成講習の講師は、SAJ 教育本部専門委員・
SAJ スキー技術員・SAJ スキーパトロール技
術員・等とする。
13. SAH 認定スキー指導員資格取得

荒川 弘明

