2018 年 12 月 7 日

ナヴィゲーション・インストラクター養成講座開催のお知らせ
公益社団法人日本オリエンテーリング協会
山岳遭難の 40%を占める道迷いへの対応と山の新しい楽しみの創出に向けて、日本オリ
エンテーリング協会（以下、JOA）では高レベルのナヴィゲーション技術指導ができる人
材を養成し、ナヴィゲーション・インストラクター（以下、NI）として資格認定する制度
を 2018 年度よりスタートさせました。既に NI が誕生し、ナヴィゲーションスキル検定も
実施されています。
NI 第二期生を募集する養成講座を 2019 年 3 月 30-31 日（土・日）に埼玉県で開催しま
す。登山の事故防止やナヴィゲーションスキルの普及に関心ある方の受講をお待ちしてい
ます。
【ナヴィゲーション・インストラクター（NI）とは】
アウトドアスポーツの活動者に対して、安全な活動のために必要な読図やナヴィゲーシ
ョンスキルについて一定の基準に沿った講習を提供できる方を NI として認定します。
NI に認定された方は自身が講師を務める読図講習会でナヴィゲーションスキル検定を実
施し、受講者のナヴィゲーションスキルを判定することができます。
詳細はこちらをご覧ください：http://www.orienteering.or.jp/ni/
【NI になるには】
NI として認定されるためにはまず本講座を修了してください。
その後、JOA が指定する講習会にて講師またはアシスタント講師を 1 回以上務める OJT
が課されます（※１）。
OJT を終えたら JOA に所定の申請書を送付し、認定料および登録料（※２）を指定の口
座へお振込みください。以上の手続きを終えた段階で NI として認定されます。
※１：2019 年度の日程は未定ですが 2018 年度は関東～東海地方を中心に 9 つの講習会で OJT を行いま
した。また他分野での講師経験があり、かつ本講座成績優秀者は OJT が免除（全部または一部）されます。
※２：本講座の受講料に認定料と登録料は含まれません。ご注意ください。

【参加資格・定員】
以下の条件を満たしていればご参加いただけます。
１）地図を使ったアウトドア活動が 30 日以上に相当する経験を持っているもの（※３）
２）ナヴィゲーション・読図の指導に興味を持ち、本認証の趣旨に賛同したもの
３）受講年度の４月１日現在満 20 歳以上のもの
※３：事前に書類審査を行います。審査は JOA の資格認定委員会が行い、一定の条件を満たしていないと
判定された場合は受講することができません。

【講師】
村越 真

（日本オリエンテーリング協会）ほか

【スケジュール】
（当日の天候等を考慮し順番や内容が変更となる場合もあります）
３月３０日（土）
09:30

受付開始 （飯能市民会館 会議室 201）

10:00

研修開始・イントロダクション

10:30

講義（ナヴィゲーション指導の要点およびスキル検定について）

12:00

昼食（各自用意）

13:00

事前に作成した指導案に基づく模擬屋外講習（ブロンズレベル）

17:00

終了、宿（奥むさし旅館）へ移動

18:00

夕食・入浴

19:30

屋内講習資料および指導案の添削（宿にて実施）

21:00

情報交換会（任意参加、１時間程度）

３月３１日（日）
07:30

朝食

08:30

会場（飯能市民会館）へ移動

09:00

模擬スキル検定（シルバーレベル、一部ゴールドレベル）

13:00

昼食（当日朝などに各自用意）

14:00

講義（資料や地図の作成方法、コース設定）※4

15:30

模擬講習のフィードバック、振り返り

16:00 すぎ

解散

※４：日本オリエンテーリング協会の各種指導者資格をお持ちの方は免除となります。

【事前課題】
書類選考を通過した方は以下には事前課題とハンドブックをお送りします。ハンドブッ
クを読んだ上で事前課題に取り組みご受講ください。また事前課題は各課題とも３部ずつ
印刷してご持参ください。
・ 屋外講習指導案
ハンドブックに記載してある「ナヴィゲーション・スタンダード」および別途送付す
る「指導コース図」
「指導案例」を基にブロンズレベルの指導案を用意してください。
必要だと判断した場合は講習用の地図や資料も作成してください。
・ 屋内講習用資料
ハンドブックに記載してある「ナヴィゲーションスキルのスタンダード」を基にブロ
ンズレベルで座学を行う場合の屋内講習用資料を作成してください。

【養成講座 修了要件および OJT について】
・ すべての事前課題に取り組んでいることおよび一定のレベルに到達していること
・ 模擬スキル検定で一定レベルに達していること
・ 上記２点を満たした方は OJT に進めます。なお他の分野で指導者経験があり、かつ事
前課題や模擬講習が優秀だった方は OJT が免除（全部または一部）されます。
【参加費】
・ 受講料：
（資料代・送料・保険代・会場費込み）
①JOA 登録者（指導者登録済）

16,000 円

②JOA 登録者（競技者登録済）

18,000 円

③その他

21,000 円

・ 宿泊費（２食付き）

7,500 円（決まり次第お知らせします）

・ 情報交換会（参加希望の方のみ）

1,000 円

【研修会場・受付】
埼玉県飯能市民会館 会議室 201
〒357-0063 埼玉県飯能市飯能２２６−２（駐車場あり）
https://www.city.hanno.lg.jp/hall/city
【宿泊場所】
奥むさし旅館
〒357-0038 埼玉県飯能市仲町２４-８（駐車場あり）
http://www6.plala.or.jp/Okumusashi/
【持ち物】
・ 低山で行動できる服装・靴・雨具（なお、小雨の場合でも外での研修を行います）
・ 筆記具、コンパス（ベースプレートコンパス）
・ 昼食および飲料、講座中の行動食（２日目の昼食は現地コンビニエンスストアで調達可
能です）
・ その他、高度計、GPS 受信機など、各自が模擬講習上必要だと思うもの
・ 事前課題
・ ハンドブック
※ 研修に利用する地図、資料は主催者で準備します
【お申込み方法】
①別紙申込書に必要事項をお書き添えの上、下記お申込み先へメールでお送りください。
件名（ヘッダー）は【養成講座申し込み】としてください。
②書類審査ののち受講資格があると判定された方には、受講料と振込先口座をメールでお
知らせします。書類審査合格のお知らせ後 1 週間以内に受講料および宿泊費をお振込みく
ださい。

③3 月 10 日頃までハンドブックを送付し、事前課題の詳細をお知らせします。事前課題の
印刷物は講座当日までに用意してください。
【お申込み期間および定員】
申込み受付期間：2019 年 1 月 15 日（火）～2 月 28 日（木）
定員

：15 名（期間内でも定員になり受付を締め切ります）

【その他】
＊ いかなる理由でも振り込まれた受講料の返金は致しかねます。ただし 3 月 24 日以
前であれば宿泊費は返金いたします（振込手数料はご負担ください）
。3 月 24 日以
降のキャンセルについては宿泊費の返金もできませんのであらかじめご了承くだ
さい。
＊ 領収書が必要な方は申込書の備考欄にご記入ください。
＊ 申込者には受講資格判定結果や詳細案内を逐次ご連絡いたします。
【お申込み先・お問い合わせ】
（公社）日本オリエンテーリング協会 事務局
ni@orienteering.or.jp
03-3467-45483-

ナヴィゲーション・インストラクター養成講座申込書
※印は必須項目です。文字サイズや行数は適宜変更してください。

ふりがな※

名前※

姓

名

生年月日※

年

月

日

年齢※

歳（2019 年 3 月末現在）
住所※

〒

メールアドレス※

＠
電話番号※
JOA 登録

（当日連絡が取れる番号）

競技者登録 なし
指導者登録 なし

・ あり
・ あり

所属団体
地図を使った

例１）ナヴィゲーションスポーツ歴 10 年（主な種目や大会での成績を書き添えてください）

アウトドア活動歴

例２）山岳での地図利用歴（主な利用例や期間を書き添えてください）

※

読図・ナヴィゲー

例１）アウトドアショップ XX での地図読み講習会講師

ション指導歴

例２）XX 山岳会での読図講習会講師

備考

