
＜対 象＞ ２０歳以上で、下記の受講要件①または②を満たしている方

★受講要件 ①キャンプインストラクター資格をお持ちの方で、インストラクター資格取得後、

10 泊以上のキャンプ指導経験があり、かつ、ＢＵＣ事業に１回以上参加していること。

②キャンプディレクター２級（ＭＤ）資格をお持ちの方で、ディレクター２級ＭＤ資格取得後、

10 泊以上のキャンプ指導経験があり、かつ、ＢＵＣ事業に１回以上参加していること。

＜定 員＞ ３０ 名（最少催行人数 15 人、応募人数が満たない時は中止となる場合もあります）

＜受講料＞ ３６，０００円 （宿泊代・食事代６食分[夕２・朝２・昼２]・講習料・受験料含む）

※テキスト「キャンプディレクター必携」をお持ちでない方は、テキスト代２，０００円が別途必要です。

※修了試験合格後、ディレクターの資格登録には別途費用が必要です。（裏面参照）

＜申込み方法＞ 大阪府キャンプ協会に受講要件を問合せの上、ＦＡＸまたはメールで「受講申込書」をお送り下さい。

＜申込み〆切＞ 2013 年 1 月 11 日（金）必着
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キキャャンンププデディィレレククタターー養養成成講講習習会会はは、、

キキャャンンププのの「「提提供供者者」」ととししててのの知知識識・・技技術術をを学学ぶぶ講講習習会会でですす。。

キキャャンンププイインンスストトララククタターー資資格格ををおお持持ちちのの皆皆ささんん、、

「「ププロロググララムムのの企企画画・・運運営営・・評評価価方方法法」」やや「「指指導導法法」」をを学学びび、、

視視野野をを広広げげてて、、スステテッッププアアッッププししまませせんんかか。。

吉野宮滝野外学校は、旧吉野町立中荘小学校を改装した
大阪府青少年活動財団運営の“人を育てる野外学校”です



キャンプディレクター２級講習会（PDコース）プログラム（予定）

1 日目 2日目 3日目

（起床） （起床）

朝食 朝食

講義

対象の理解 実習準備

実習

指導者と指導技術④

講義・実習

プログラムの企画・運営・評価①

プログラムの企画・運営・評価②

「プログラム運営と評価」

「プログラムの企画と立案」

ａｍ ａｍ ａｍ

受付開始 昼食 昼食

開講式

講習会のねらいについて

実習

指導者と指導技術①

（引き続き）

「プログラムの企画と立案」

講習のまとめ

修了試験

「人間関係づくり」

実習

閉講式／事務連絡

解散

ｐｍ

指導者と指導技術②

「野外炊事」

ｐｍ ｐｍ

（夕食） 夕食

講義・実習

指導者と指導技術③

「野外炊事のふりかえり」

（引き続き）

「プログラムの企画と立案」

情報交換会 終了

Night

就寝 (宿舎泊）

Night

就寝 (宿舎泊）

※講習内容は、天候や

受講生の状況に応じて、

変更することがあります。

資格登録申請とその費用について

・レポート課題と講習会全日程を受講、最終日に実施する修了試験に合格し、所定の手続きを完了すると、

公益社団法人日本キャンプ協会公認キャンプディレクター２級（プログラムディレクター）資格を

取得することができます。

・資格登録には７，０００円（公認料、登録料）が別途必要になります。

（キャンプディレクター２級［ＭＤ］資格をお持ちの方は、２，０００円（登録料）のみ必要となります）

・参加費に含まれる受験料は、試験で不合格になった場合でも返金できませんのでご了承下さい。



公益社団法人日本キャンプ協会 

キャンプディレクター２級（ＰＤ） 

プログラムディレクター養成講習会（大阪会場）開催要項 

１．期 日 ２０１３年２月９日（土）～１１日（月・祝）２泊３日 

 ※全日程の参加が必要です 

２．会 場 吉野宮滝野外学校 奈良県吉野郡吉野町宮滝103 

３．主 催 大阪府キャンプ協会 

４．公 認 公益社団法人日本キャンプ協会 

５．協 力 近畿ブロックキャンプ協会（滋賀県,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県） 

６．講 師 公益社団法人日本キャンプ協会 キャンプディレクター1級指導者 

７．対 象 ２０歳以上で、以下の要件を満たしている方 

【キャンプインストラクター資格をお持ちの方】 

キャンプインストラクター資格取得後、10 泊以上のキャンプ指導経験があり、BUC 事業に１回以上参加している 

こと。 

【キャンプディレクター２級（ＭＤ）資格をお持ちの方】 

キャンプディレクター２級（ＭＤ）資格取得後、10 泊以上のキャンプ指導経験があり、BUC 事業に１回以上参加 

していること。 

８．定 員 ３０人（最少催行人数１５人） ※最少催行人数に満たないときは中止になる場合もあります 

９．参加費 ３６,０００円  ※宿泊費、食費（６食）、教材費、受験料、保険料、消費税等を含む 

※修了試験合格後、資格登録には別途費用が必要です（下欄参照） 

10．内 容 【実講習】 １６時間 

キャンプと社会、対象の理解、キャンプの指導者と指導技術、キャンプの企画・運営・評価 

【レポート課題】（日本キャンプ協会が提供する教材で行う内容） ２０時間 

対象の理解、キャンプ指導者と指導技術、キャンプの企画・運営・評価 

※「レポート課題」は講習会前に送付いたします。解答を済ませて講習会会場に持参してください。 

【修了試験】 

11．持ち物 着替え、防寒着、雨具、軍手、洗面用具、懐中電灯、健康保険証、筆記用具、室内履き 

マイカップ、水筒、その他必要と思われる物 

12．申込み ＦＡＸ、郵送またはメールでお申し込みください。 

問合わせ 〒556-0021大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3 大阪府キャンプ協会事務局 

ＴＥＬ：06-6561-7800 

ＦＡＸ：06-6561-7801  Email：osaka@camping.or.jp 

13．締切日 ２０１３年１月１１日（金）必着 

 

 

 

 

 

 

 

資格登録申請とその費用について 

レポート課題と講習会全日程を受講し、最終日に実施する修了試験に合格すると、（公社）日本キャンプ 

協会公認キャンプディレクター２級（プログラムディレクター）資格を取得することができます。合格後、 

資格登録には、７，０００円（公認料、登録料）が別途必要になります。（キャンプディレクター２級（MD） 

資格をお持ちの方は２，０００円（登録料）のみ必要となります。） 

また、試験で不合格になっても参加費に含まれる受験料はご返金できません。 



キャンプディレクター２級（ＰＤ）養成講習会受講申込キャンプディレクター２級（ＰＤ）養成講習会受講申込キャンプディレクター２級（ＰＤ）養成講習会受講申込キャンプディレクター２級（ＰＤ）養成講習会受講申込書（２０１２年度）書（２０１２年度）書（２０１２年度）書（２０１２年度）    

キャンプディレクター２級（ＰＤ）養成講習会 大阪会場大阪会場大阪会場大阪会場  の受講を申し込みます。 

『キャンプディレクター必携』（第３版）の有無 どちらか一方を○で囲む （ 有 ・ 無 ） 

氏名

フリガナ

 
性別 男・女 

指導者資格番号（会員番号） 

 I－ 

D2M－ 
年齢    歳 

住所 〒                       T E L： 

                           Email： 

●ＢＵＣの参加実績について 

 あなたが参加したＢＵＣについて、お書きください。 （受講には１回以上の参加が必要です。） 

①主催協会名           事業名                    受講年     年 

②主催協会名           事業名                    受講年     年 

●指導経験について 

 あなたが指導したキャンプについて、お書きください。 

 （受講には１０泊以上の指導経験が必要です。どの団体でも構いません。書ききれない場合は別紙に記載されても結構です。） 

①主催団体名            事業名                 年月      年   月     泊 

②主催団体名            事業名                 年月      年   月     泊 

③主催団体名            事業名                 年月      年   月     泊 

④主催団体名            事業名                 年月      年   月     泊 

⑤主催団体名            事業名                 年月      年   月     泊 

⑥主催団体名            事業名                 年月      年   月     泊 

●下記のアンケートについてお答えください ※グループ編成等の参考にします。当てはまる項目にチェックを入れてください。 

YES NO 

□ □ ①主な収入はキャンプの指導・企画である。 

□ □ ②キャンプを実施する団体や施設などの職員である。 団体名・施設名称（                        ） 

□ □ ③キャンプ指導の場を持っている（地域活動、サークルなど） 団体名・施設名称（                    ） 

□ □ ④キャンプでのプログラム（例：ゲームやキャンプファイヤーなど）を企画したことがある 

□ □ ⑤キャンプ全体の企画をしたことがある 

□ □ ⑥ここ１年間で都道府県キャンプ協会が実施する事業に参加したことがある 

□ □ ⑦日本体育協会・日本レクリエーション協会・日本オリエンテーリング協会・日本サイクリング協会 

      日本ユースホステル協会が発行する指導者資格を持っている 資格名称（                        ） 

日本キャンプ協会、大阪府キャンプ協会、近畿ブロックキャンプ協会では、講習中、記録や広報活動に使用するために写真・動画での撮影をいた

します。このことについて、ご了解いただけない場合は、右の欄にチェックを入れてください。 写真撮影について承諾しない  → □ 

ＦＡＸ ０６－６５６１－７８０１                       大阪府キャンプ協会 


