
 
 
平成２９年度 公益社団法人日本山岳ガイド協会 

 
 

自然ガイド・登山ガイド 

養成連続講座 21日間 

募集要項 
 

 

主催： 公益社団法人日本山岳ガイド協会 

実施： 公益社団法人日本山岳ガイド協会 事業委員会 

           

 

１、開催にあたって： 
  公益社団法人日本山岳ガイド協会の定める「ガイド資格認定制度規則」に準じ、自然ガイド、登山ガイ

ド資格取得を目標にした方を対象とした講習会を開催します。 
 
２、受講対象： 

①本会の自然ガイド分野の自然ガイド資格、登山ガイド資格を取得したいとの希望のある方。 
   ②自然ガイド、登山ガイドの仕事、技能に触れてみたいという方。 
     
３、講習会開催期日と募集定員 

 
第 1 回 ガイドになるための基礎講座 
講座内容 ガイドとは？ ガイド組織の解説、ガイドをいかに生業にしていくか 
実技演習 自然ガイド、登山ガイドの体験、ガイド模擬ツアー、ガイドの意味を実感する。 
平成２９年 ０５月１９日（金）～ ０５月２１日（日）の２泊３日間  
 
第 2 回 自然を解説する方法 
講座内容 自然解説技術を総括的に学習。 
実技演習 ガイドの評価を大きく左右する要素、解説技術の習得、演習。目的意識の確立。 
平成２９年 ０６月２３日（金）～ ０６月２５日（日）の２泊３日間   
 
第 3 回 歩き方、歩かせ方の基本 
講座内容 歩行技術を軸にペースメイキングの基本を習得。ガイドの装備の使い方 
実技演習 ルートガイディングの実施。安全管理の徹底した演習を行う。 
平成２９年 ０７月２０日（木）～ ０７月２２日（土）の２泊３日間   
 
第 4 回 山の安全をマネジメントする 
講座内容 ロープを使った安全管理術、ロープの固定、転倒予防の基礎的な技術 
実技演習 ロープの利用、使用法、基本的な技術の徹底演習を行う。 
平成２９年 ０８月０３日（木）～ ０８月０５日（土）の２泊３日間   
 
第 5 回 山の天気と気象の基礎 
講座内容 気象データ、天気の読み方の基本的な知識を身に着ける 
実技演習 ルートガイディングを行いながら天気、気象について観察する。 
平成２９年 ０９月０８日（金）～ ０９月１０日（日）の２泊３日間   
 
第 6 回 地形と地図を読んで歩く方法 



講座内容 地形と地形図の読み方と活用の仕方 
実技演習 地図を使う楽しさを体感、実際のナビゲーション技術につなげる 
平成２９年 １０月２７日（金）～ １０月２９日（日）の２泊３日間   
 
第 7 回 ガイドのコミュニケーション術 
講座内容 ガイド技術の重要なスキルのひとつ。ガイド業務関連法とコミュニケーション技術を学ぶ。 
実技演習 ルートガイドの実際を学び、２１日間の講習の内容を網羅し実力アップの程をはかる。 
平成２９年 １１月０３日（金・祝）～ １１月０５日（日）の２泊３日間   
 
申し込み締め切り 平成２９年４月２１日（金）   
 

   各回募集定員 １０名  最少実施人数４名 
           ※最少実施人数に至らなかった場合は、個別開催でのお申し込みをご案内する場合があります。 

   

４、開催地：公益社団法人日本山岳ガイド協会研修所 上高地「アルプス山荘」（長野県松本市安曇上高地） 

  
５、講習参加費：420,000 円  
   
  講習費に含まれるもの： 各回の講師の費用、講座費用、当日講師が提供するテキスト代、上高地「アルプス山荘」宿 

泊費各 2 泊、男女別相部屋、食事 朝 2 回、昼 3 回、夕 2 回。 

状況により一人部屋利用が可能です。その場合 2 泊で 12000 円追加となります。 

  上高地までの交通費、アルプス山荘で提供する以外の飲料代、嗜好品ほか個人的な諸費用は講習費に含ま
れません。 

  上高地「アルプス山荘」は、部屋、ラウンジ、食堂を含め、全館禁煙です。 
  周辺は、国立公園自然環境特別保護地域につき、館内および野外で火気を使用することはできません。 

           
◆受講申込みについて 
① 受講希望者は申込用紙（別紙１）と誓約書（別紙２）にご記入・捺印の上、銀行振込にて受 

講料をご入金頂き、「入金明細のコピー」を同封して締切日必着にて郵送してください。（ＦＡＸ 
は不可） 
申込書着信と受講料入金確認をもって正式な受付とします。 

    
申込書郵送先： 公益社団法人日本山岳ガイド協会  

             〒160-0008 東京都新宿区三栄町 18 番地 丸藤ビル 201 号 
   講習費振込先： 三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷(よつや）支店 普通預金口座 １１１９０２９ 

名 義 ： 公益社団法人日本山岳ガイド協会 

② 申込締切日  平成２９年４月２１日（同日必着） 
         先着順に受付け、募集定員になり次第締切日前であっても募集を締め切ることがあり 

ますのでご了承願います。 

③ 申し込み後、やむを得ない事情で参加できなくなった場合は、以下の取消料をお支払いいただきます。 

    ・実施日の当日の取り消し・・・参加費の７０％ 

     ・実施日の８日前から前日までの取り消し・・・参加費の５０％      

・実施日の１５日～９日前までの取り消し・・・参加費の２０％ 

・実施日の１６日以前・・・２，０００円 

・講座開催後および無連絡取り消し・・・全額 

    取り消し発生日が休日にあたるなどの理由で直接事務局と連絡が取れない場合は、ファックス送信または留守番 

     電話への録音で対応してください。 その場合、送信日、録音日を取消日といたします。 

 

     全講座お申し込み者の受講のキャンセル料につきまして 

ご都合により全 7 回の講座の一部または、全部をキャンセルされる場合は、お振り込みいただいた受講料を所定のキ

ャンセル規定によって返金いたします。この際、各回ごとの参加費を 60,000 円と計算させていただきます。 

所定のキャンセル規定とは、各回ごとの講座キャンセル料規定となります。 

 

６、  保険について 



本会で下記の補償内容の傷害保険に加入します。補償内容に 不足がある場合には、別途、任意での傷害 

保険に加入すること。必要な場合には、保険会社を紹介することができます。   

    

主催者側の傷害保険の補償内容： 死亡後遺障害    1500 万円  入院治療費日額   4500 円 

通院日額           2340 円     賠償責任     3000 万円 

救援者費用         100 万円 

（引受会社：東京海上日動保険株式会社 代理店：株式会社アトラストレック） 

 

７、 集合案内について 

    各開催日の１０日から一週間前までに郵送いたします。内容は、「集合案内、現地連絡先、携行品

確認リスト、講師氏名、講座日程詳細」等々となります。 

 

８、 講座で使用する教科書を事前にご購入ください。（いづれも本会発行） ご購入方法は別紙をご覧ください。 

     百万人の山と自然 講座登山基礎 1400 円+税 

ガイドの基礎的知識教本（3,000 円） 

自然・登山ガイドの専門的知識教本（3,000円） 

講座ごとのテキスト（こちらは、当日無償で配布します） 

 

参考例 本講座実技に必要な装備    

品  名 備  考 品  名 備  考 

ザック（50ℓ以上） 

登山靴 

ロープ使用時用皮手袋 

スタッフバッグ 

ゴミ袋 

ヘッドランプ 

ツェルト 

ツールナイフ 

国土地理院 1/25000 地形図 

 

 

コンパス 

高度計 

時計 

ファーストエイドキット 

テーピングテープ 

基本衣類一式 

雨具兼防風着 上・下 

ロープ(登山用)  

ハーネス（ダイアパータ

イプ） 

 

登山用ストック 

１ 

１ 

１ 

適当数 

適当数 

電球・電池の予備必要 

2～3 人用（１人用不可） 

１ 

該当地区のもの 

（上高地、穂高岳、焼岳） 

 

１ 

腕時計式可 

１ 

１式 

38mm 程度のもの 

１式（季節の工夫を） 

１式（季節の工夫を） 

８mm×３０ｍ以上 

１ 

 (自然ガイド志望者は、

スワミベルトでも可） 

１セット 

スリング 

 

 

ＨＭＳカナビラ 

安全環付カラビナ 

カラビナ 

登山用ヘルメット 

行動食・非常食 

水 筒 

ﾃ ﾙ ﾓ ｽ（軽量魔法瓶） 

飲料水容器 

コッフェル 

携帯ガスストーブ 

カートリッジ（250ｇ） 

ライター 

筆記用具・ノート 

洗面用具 

健康保険証 

着替え 

ペーパー 

地域の図鑑 

 

150～180cm  １本 

120 ㎝ 2 本以上 

60 ㎝   2 本以上 

１枚以上 

２枚以上 

２枚以上 

１ 

適量 

１ 

１ (無くても可) 

適量 

１  

１  

１（燃料満タン） 

１ 

適当数 

適量 

１（コピー可） 

適量 

適量 

適量 

 

 参加する講座により必要とされる装備が異なります。各回ごとの集合案内をご参照ください。 



 （別紙 １） 

公益社団法人日本山岳ガイド協会  
平成２９年度自然ガイド・登山ガイド養成連続講座受講申込書 

一括申し込み専用 
 

公益社団法人日本山岳ガイド協会 

理事長  磯野 剛太 殿 

                  平成   年   月   日 

開催日 
平成２９年 ５月１９日（金）～ １１月 ５日（日） 

全 7 回 合計 21 日間 

講座名 自然ガイド・登山ガイド養成連続講座 21 日間 

氏 名 

ふりがな 

 

                                 ㊞ 

                            ※必ず捺印してください                    

生年月日 西暦 １９   年   月   日生 （    歳） 

性 別 男    女 血液型     型 

現住所 〒    － 

  

 

EMAIL                     携帯電話 

 

 

電   話               ＦＡＸ 

緊急連絡先 氏名 続柄・関係 

 
〒        － 

 
 

 

電   話               ＦＡＸ 

 

事務局確認欄 

受付日 誓約書  入金確認 案内発送  修了証発送 

 

 



（別紙 ２） 

公益社団法人日本山岳ガイド協会 

理事長  磯野 剛太 殿 

 

 

養成連続講座受講誓約書 

 

私は、公益社団法人日本山岳ガイド協会が実施する養成連続講座受講に際し、下記の条件を理解、了承のう

え、これに従って受講することを誓約いたします。 

 

参加コース名： 自然ガイド・登山ガイド 養成連続講座 ２１日間 

 

参加日程   ： ①平成２９年  ５月 １９日（金）～ ５月 ２１日（日） 

         ②平成２９年  ６月 ２３日（金）～ ６月 ２５日（日） 

③平成２９年  ７月 ２０日（木）～ ７月 ２２日（土） 

④平成２９年  ８月  ３日（木）～ ８月  ５日（土） 

⑤平成２９年  ９月  ８日（金）～ ９月 １０日（日） 

⑥平成２９年 １０月 ２７日（金）～１０月 ２９日（日） 

⑦平成２９年 １１月  ３日（金）～１１月  ５日（日） 

  

平成   年   月   日 

 

 

受講者氏名                       ○印  ※必ず捺印をしてください 

現住所 

     ☎     

 

 

 

講習会参加に際しての条件： 

１、実技の安全を最優先に考え、講師の指示に従います。また、これらの指示により、講習中に途中離脱をして、

講習の継続が出来ない場合でも、貴協会に対し、参加費の返金や補償を求めません。 

２、養成連続講座を受講するにあたり、貴協会加入の傷害保険の補償内容（下記）を十分に理解しています。補償

内容に不足がある場合には、別途、任意での傷害保険に加入することを約束します。 

３、地震、火山爆発などの天変地異、不可抗力による事故、および受講者本人の過失による事故、及び傷害につい

て、貴協会に対し一切の補償を請求しません。 
 

主催者側の傷害保険の補償内容：死亡後遺障害     1500 万円、   入院治療費日額    4500 円 
通院日額                2340 円,           賠償責任     3000 万円 
救援者費用             100 万円 

 

（引受会社：東京海上日動保険株式会社 代理店：株式会社アトラストレック） 

 

平成２９年度自然ガイド登山ガイド養成連続講座



 

自然ガイド・登山ガイド養成連続講座使用テキスト案内 

 

ガイドの基礎的知識教本（3,000 円） 
 

目 次 
はじめに 
序章 めざせ！自然ガイド・登山ガイド 
第１章 基礎的知識 
 １．自然環境保全に関する知識 
 ２．宇宙と地球の基礎的知識 
 ３．気象の基礎的知識 
 ４．生物の基礎的知識 
 ５．地形と地質の基礎的知識 
 ６．登山のスポーツ科学の基礎知識 
 ７．農山村の歴史、民族、経済に関する基礎知識 
 ８．里地・里山に関する基礎知識 
 ９．森林・林業に関する基礎知識 
第２章 ガイド業務に関する知識と法律 
 １．ガイドが持つ倫理 
 ２．ガイド業務に関する法律 
 ３．エコツーリズムに関連する法律 
第３章 自然解説技術基礎 
 １．自然解説技術の必要性 
 ２．自然解説の基本技術 
 ３．基本的な解説の展開技術 
 ４．タイプ別解説方法の技術            
 ５．まとめ 

 
自然・登山ガイドの専門的知識教本（3,000 円） 

 
目 次 
はじめに 
第１章 ルートガイディングに関する知識 
 １．山の天気を判断する知識 
 ２．地形の読み方と読図の知識と技術 
 ３．無積雪期におけるルートガイディング 
 ４．積雪期におけるルートガイディング 
 ５．自然観察と解説の基礎的知識と観点 
 ６．自然体験ツアーの実施 
 ７．自然解説技術 
第２章 ガイドに必要なロープ技術 
 １．ロープの結び方 
 ２．ロープの固定 
 ３．自然・登山ガイドのためのセイフティ・ロープ技術 
 ４．ロープを使った引き降ろし技術 
 ５．ロープを使った引上げ技術 
第３章 ガイドの安全管理技術 
 １．安全管理 
 ２．危険の予測と認知 
 ３．登山における健康管理 
 ４．危急時の対応技術            



 ５．応急処置の基礎知識 
 ６．搬出・搬送技術 
 ７．不時露営技術 
 ８．リスクアセスメントの導入 
 ９．山岳事故の分析 
第４章 雪山の安全管理技術 
 １．雪山の危険要素とは 
 ２．積雪期・残雪期の気象に関する知識 
 ３．雪崩に関する知識 
 ４．積雪期（残雪期を含む）特有の傷病 
 ５．計画の立案（冬山装備について・行動時間・体力・気象条件） 
 ６．危急時対応 
第５章 コミュニケーションの技術 
 １．ガイドに必要なコミュニケーションスキル 
 ２．ガイドに必要なサービス・ホスピタリティ 
 ３．ガイドに必要なビジネス・スキル 
第６章 ガイド業務とは 
 １．ガイドに必要な経験と技能・技術 
 ２．ガイド資格と業務形態 
 
 
 
 

百万人の山と自然 講座 登 山 <基礎> 増補改訂版 
   

第１章  山登りを始めるために         

第２章  山登りの計画と立案                     

第３章  山の歩き方 

第４章  地図を読む 

第５章  天気を読む 

第６章  季節の山々を楽しもう 

第７章  雪山に登る 

第８章  安全登山のために 
カラー１３２ページ  定価 1,400 円＋税（税込 1,512 円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

自然ガイド・登山ガイド養成連続講座テキスト購入申込書 

 

公益社団法人日本山岳ガイド協会 御中 

 

購入希望テキスト  □をレしてください。 

□ ガイドの基礎的知識教本      （3000 円） 

□ 自然・登山ガイドの専門的知識教本  （3000 円） 

□ 百万人の山と自然 講座 登山<基礎> 増補改訂版（税込 1、512 円） 

 

ＦＡＸ 03-3358-9780    ＴＥＬ 03-3358-9806 

 

氏 名                                                        

                     

連絡先（送付先）〒 

 

                                 

 

Tel                Fax                             

 

＊代金先払いとなります。 

代金を銀行振り込みいただいた後に、この申込書を事務局へお送りください。 

       入金確認後に送付いたします。 

       お振り込み先： 三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷支店 普通１１１９０２９ 

               名義・公益社団法人日本山岳ガイド協会 

↓  ＦＡＸ ０３－３３５８－９７８０ ↓ 

 

平成２９年度上高地自然登山ガイド養成連続講座参加者用 

 


