
Ｎ.Ｉ.Ａ.Ｊ. スキルアップアカデミー
登山・自然ガイド養成コース

２０１９年度 募集要項
※公益社団法人日本山岳ガイド協会認定養成指導者

ネイチャー・インストラクターズ・アカデミー・オブ・ジャパン（N.I.A.J.）が、主催するスキルアップアカデミーは、

公益社団法人 日本山岳ガイド協会（ＪＭＧＡ）の実施する登山・自然ガイド資格検定試験の受験生を主な対

象とした講習会です。

一部の講習会では、検定内容に則した講習を行った後に、希望者に対して「免除規定適用検定」を実施し

ます。この「免除規定適用検定」に合格し、当アカデミーが推薦する受講者は、ＪＭＧＡが実施する「登山ガイ

ド」「自然ガイド」資格検定の実技検定試験（二次試験）の当該科目が免除（書類審査のみ）となります。

なお、免除規定のない科目（安全管理技術、雪の安全管理技術）においても、実際の講習、検定に則した

講習を行いますので、検定前の事前準備として受講頂けます。

また、資格検定試験の受験生以外でも、一般の山岳団体でリーダーとして活動されている方、あるいはす

でに登山・自然ガイドとして活動されているガイドなど、ガイド協会の定める内容に則した技術を、再確認して

自身のスキルアップに役立たせるために受講することも可能です。

１）主 催 ： ネイチャー・インストラクターズ・アカデミー・オブ・ジャパン (N.I.A.J)

２）概 要 ： 登山・自然ガイド受験者向けカリキュラム

第１回 ２０１９年０８月２３日（金）～２５日（日） ２泊３日 志賀高原周辺

無積雪期ルートガイディング ＊登山・自然ガイド受験者のための免除規定適用検定あり

第２回 ２０１９年０９月０７日（土）～０８日（日） １泊２日 志賀高原周辺

安全管理技術 基礎

第３回 ２０１９年１０月１２日（土）～１４日（月） ２泊３日 丹沢周辺

無積雪期ルートガイディング ＊登山・自然ガイド受験者のための免除規定適用検定あり

第４回 ２０１９年１２月１３日（金）～１５日（日） ２泊３日 丹沢周辺

無積雪期ルートガイディング ＊登山・自然ガイド受験者のための免除規定適用検定あり

第５回 ２０２０年０１月１７日（金）～１９日（日） ２泊３日 志賀高原周辺

積雪期ルートガイディング ＊登山・自然ガイド受験者のための免除規定適用検定あり

第６回 ２０２０年０１月２５日（土）～２６日（日） １泊２日 志賀高原周辺

雪の安全管理

第７回 ２０２０年０２月０８日（土）～０９日（日） １泊２日 丹沢周辺

安全管理技術 基礎

第８回 ２０２０年０２月２２日（土）～２４日（月） ２泊３日 志賀高原周辺

積雪期ルートガイディング ＊登山・自然ガイド受験者のための免除規定適用検定あり

第９回 ２０２０年０２月２９日（土）～０１日（日） １泊２日 志賀高原周辺

雪の安全管理

第１０回 ２０２０年０３月２０日（金）～２２日（日） ２泊３日 丹沢周辺

無積雪期ルートガイディング ＊登山・自然ガイド受験者のための免除規定適用検定あり



３）募集対象 ： 公益社団法人日本山岳ガイド協会認定ガイド資格検定試験受験予定者

日本山岳ガイド協会正会員および準会員 （職能資格は問いません）

山岳団体のリーダーなどで、自身の登山技術のスキルアップをされたい方

４）募集人員 ： 各回 先着１０名 （最少催行人員は４名とします）

５）受講料 ： 無積雪期ルートガイディング ２泊３日 ￥３８，０００．

積雪期ルートガイディング ２泊３日 ￥３８，０００．

安全管理技術 １泊２日 ￥２９，０００．

雪の安全管理技術 １泊２日 ￥２９，０００．

６）受講申込 ： 各講座、開催初日の１４日前までに、受講申込書に必要事項を記入の上、NIAJ 事務局に

メール、ＦＡＸ等でお送り頂くとともに、受講料を指定の銀行口座にお振込み下さい。

なお、金融機関発行の【振込控え】をもって領収の証とさせていただきます。

※１４日前以降の申込みでも受け付けできる場合がございます。お問合せ下さい。

＜送信先＞ Ｎ．Ｉ．Ａ．Ｊ．事務局 メール office@niaj.info ＦＡＸ ０３－３２８８－３２１１

＜振込口座＞ 三菱 UFJ 銀行 神保町支店 （普）０３５８１３１ N.Ｉ.Ａ.Ｊ.会長 天野博文

７）最終案内 ： 講習１０日前に送付する最終案内書にて集合場所、必要装備、講習項目等をお知らせします。

８）諸注意 ※各回とも現地集合、現地解散で、宿泊費・食費は別途自己負担となります。

（宿泊場所の予約はＮＩＡＪ事務局にて行います。１泊、２食付 8,000～9,000 円程度）

※各回とも開催の１４日前が申込期限です。（期限を過ぎた場合でも受付できる場合もございます。）

※日程・開催地は変更することがありますので、申込時にご確認ください。

※同一科目は全て同じ内容の講習です。１回のみの受講で検定することができます。

※最少催行人員に達しなかった場合で中止する時は、講習の１３日前に連絡致します。

※「免除規定適用検定」について

ＪＭＧＡの定める「検定免除規定」に基づき、実技検定試験（二次試験）の免除規定に該当

する講習科目については講習中に検定を実施し、この検定に合格した者にガイド協会の実技

検定試験受験申請書の「認定養成指導者推薦欄」に、推薦する旨の記名押印をいたします。

受験者はこの推薦によりガイド協会が実施する実技検定試験（二次試験）の当該科目につい

て免除（書類審査、ただしガイド協会に対する審査料 10,000 円は必要）されます。

※受講者は、アイゼン・ピッケル・ザイルなどの登山用具を使用する山登りにおける遭難等に対

して保険金が支払われる、いわゆる「山岳保険」に必ず加入してください。

保険を講習と同時に申し込む場合は、保険料として 1,500 円を加算してお振込み下さい。

ＮＩＡＪが代表として団体加入します。（引受会社：あいおいニッセイ同和損保）

補償内容 ：死亡・後遺傷害保険金額 4013 千円、入院日額 1,000 円、通院日額 500 円、

救援者費用 500 千円、遭難救助費用 500 千円。

すでに同等の保険に加入している方は、受講申込時にその証書の写しをＮＩＡＪ事務局にメー

ル、ＦＡＸ等でお送りください。

※参加申込後、やむを得ない事情で参加できなくなった場合は、以下の取消料が発生します。

開催当日の取消 受講料の 100％相当額

開催初日の８日前以降の取消 受講料の 50％相当額

開催初日の１４日前から９日前までの取消 受講料の 30％相当額

上記以前の取消 2,000 円

９）連絡先 ： Ｎ.Ｉ.Ａ.Ｊ事務局 東京都千代田区飯田橋４－５－４ 山和ビル３階

TEL：０３－５２１２－４６５６ FAX：０３－３２８８－３２１１ URL：http://www.niaj.info



N.I.A.J「登山ガイド」「自然ガイド」スキルアップアカデミー受講申込書

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名

性

別

生年

月日

19 年 月 日生

（年齢 歳）

連絡先

〒

住所

TEL FAX

携帯 tel E-mail

緊急時

連絡先

氏名 続柄

TEL FAX

受講科目の選択 ※あなたの受講したい講座に○印をつけて下さい。

第１回 ８月２３日～２５日 ２泊３日 志賀高原 無積雪期ルートガイディング ３８,０００円

第２回 ９月０７日～０８日 １泊２日 志賀高原 安全管理技術 ２９,０００円

第３回 １０月１２日～１４日 ２泊３日 丹沢 無積雪期ルートガイディング ３８,０００円

第４回 １２月１３日～１５日 ２泊３日 丹沢 無積雪期ルートガイディング ３８,０００円

第５回 １月１７日～１９日 ２泊３日 志賀高原 積雪期ルートガイディング ３８,０００円

第６回 １月２５日～２６日 １泊２日 志賀高原 雪の安全管理技術 ２９,０００円

第７回 ２月０８日～０９日 １泊２日 丹沢 安全管理技術 ２９,０００円

第８回 ２月２２日～２４日 ２泊３日 志賀高原 積雪期ルートガイディング ３８,０００円

第９回 ２月２９日～０１日 １泊２日 志賀高原 雪の安全管理技術 ２９,０００円

第 10 回 ３月２０日～２２日 ２泊３日 丹沢 無積雪期ルートガイディング ３８,０００円

上記の○印をつけた講座の受講を申し込み、

その受講料として 円を振り込みます。

氏 名 ㊞

※ 山岳保険に加入を希望する方は、１講座につき保険料 1,500 円を付加した金額をお振込み下さい。

※ すでに同等の保険に加入している方は、証券の写しをこの申込用紙と共にメール、FAX でお送りください。

※ 振込用紙の控えをもって領収の証とさせていただきますので、大切に保存してください。

目標とするガイド資格（必ずお書き下さい）

１．登山グループにおいてリーダーを経験したことはありますか？ あり ・ なし

２．過去の登山歴を教えてください。

３．ここ一年間のおもな登山歴を教えてください。

４．重点的に学びたいことやご要望がありましたらお書きください。


