
2022年度　山スクール講義日程　前期分 220317 ※講座項目、日程等は都合により中止または変更する場合があります。

課題 会場 課題 会場 課題 会場

入校式 セルロイド会館301 入校式 セルロイド会館301 入校式 セルロイド会館301 

座学①　 東成区民センター 東成区民センター 座学①　

登山の装備 田中 氷見 岩登り装備と基本 大石

参加推奨 ダイトレ36ｋｍ 参加推奨 ダイトレ36ｋｍ 参加推奨 ダイトレ36ｋｍ

チャレンジ登山 チャレンジ登山 チャレンジ登山

実技① 金剛山

歩行の基本 田中、谷池、松本

座学①実技① 紀泉アルプス 実技① 蓬莱峡

読図1 氷見 岩登りの基本　

座学② 座学② セルロイド会館301 

登山計画書 田中 岩登りの基本

実技② 蓬莱峡

岩登りの基本　

参加推奨 参加推奨

読図講習会 遭難対策委員会 読図講習会 遭難対策委員会

座学②実技② 蓬莱峡

岩場通過1 氷見

実技② 愛宕山

歩行技術とパーティーシップ 田中、谷池、松本、桂山

座学③ セルロイド会館 座学③ セルロイド会館301 

地図、地形図、ＧＰＳ 谷池 確保技術　

実技③ 大和葛城山

地図読み歩行 田中、谷池、松本

実技③ 蓬莱峡

確保技術　

参加推奨 参加補助 参加推奨

救急法講習会 遭難対策委員会 救急法講習会 遭難対策委員会 救急法講習会 遭難対策委員会

座学③実技③ 東六甲

ナイトハイク 氷見

座学④実技④ 赤子谷左俣

沢歩き1 氷見

座学④ 座学④ セルロイド会館301 

安全登山 岩登りの基本、沢登り

実技④ 屯鶴峯-二上山

強歩トレーニング、暑さ対策

参加推奨

沢レスキュー講習会 遭難対策委員会

研修登山① 比良山

ツエルト泊の実践 氷見

実技④

蓬莱峡

座学⑤ 座学⑤ セルロイド会館301 

夏山の危険 岩登りのシステム

参加補助 参加推奨

気象講習会 遭難対策委員会 気象講習会 遭難対策委員会

実技⑤ 大菩薩嶺

小屋泊山行

座学⑤実技⑤ 金剛山 実技⑤ 初級の沢

沢歩き2 氷見 沢登り

座学⑥実技⑥ 六甲山 実技⑥ 蓬莱峡

読図2 岩登りのシステム

座学⑥ 座学⑥ セルロイド会館301 

読図 谷池 確保技術まとめ

実技⑥ 生駒山

読図

研修登山① 近郊の岩稜

岩登り実践

29 （日）

5/7-8（土日）ハイキング・小豆島
5/15（日）P大福山・雲山峰
5/22（日）P岩トレ1
5/21-22(土日）読図講習会

２４ （日）

7/10（日）沢レスキュー講習会
7/10（日）Ｐ犬鳴山・和泉葛城山
7/31（日）金剛山・寺谷
7/31（日）Ｐ兵庫・霧ヶ滝

3 (日)

(日)

20-21

208

3

9

(土‐日)

(土)

9 （土）

10 (土)

大阪府山岳連盟の主催行事

4/10（日）チャレンジ登山
4/16（土）ハイキング・向山
4/17（日）P友ヶ島
4/24(日）P金剛山

21-22 (土-日)

12 (日)

(水)

（日）4

(土‐日)10-11

アルパイン１クラス (A1)

(土‐日)

(水)

トレッキング２クラス (T2)トレッキング１ クラス (T1)
日             程

(土‐日)

25-26 (土‐日)

23-24 (土‐日)

11 （土）

7

21 （日）

20-21

6 (水)

4

(日)

11

6

22 (日)

(日)10

6 (水)

(水)

18-19

10

17 （日）

8

7

16 (土)

（日）

(水)

15

5

7

9/23-25（金ｰ日）Ｐ立山三山

6/1（水）年次総会
6/4（土）Ｐスポーツクライミング体験
6/12（日）Ｐ倉谷山～中津川
6/18-19 （土日）  救急法講習会
6/25-26(土日）JMSCA遭難委員長会議
6/26（日）P岩トレ2

8/20 （土）気象講習会
8/20-21（土日）ハイキング・大菩薩嶺
8/27-28（土日）Ｐ沢登り・前鬼



2022年度　山スクール講義日程　後期分  ※講座項目、日程等は都合により中止または変更する場合があります。

課題 会場 課題 会場 課題 会場

座学⑦実技⑦ 六甲山

岩場通過2 氷見

座学⑦ 座学⑦ セルロイド会館301

秋山の注意点

実技⑦ 岩湧山-紀見峠

長距離歩行

参加補助 実技⑦

ハイキング・クライミングレスキュー講習会 遭難対策委員会 ハイキング・クライミングレスキュー講習会 遭難対策委員会

座学⑧ 座学⑧ セルロイド会館301

冬山の装備、危険 冬山登山

参加推奨 参加推奨

安全登山の集い 安全登山の集い

座学⑧実技⑧ 大岩ヶ岳

読図3 氷見

実技⑧ 屯鶴峯～二上山

冬山の生活

実技⑧ 蓬莱峡

アイゼンワーク、ツエルト

実技⑨ 蓬莱峡

アイゼントレーニング、確保技術応用練習

座学⑨ 座学⑨ セルロイド会館301

寒冷期登山対応 アイゼン、ピッケル

実技⑨ 蓬莱峡 座学⑨実技⑨ 蓬莱峡 交流会（参加推奨） 蓬莱峡

アイゼンワーク アイゼンワーク 氷見

座学⑩ 座学⑩ セルロイド会館301

寒冷期登山の危険 冬山の技術、滑落停止、確保技術

研修登山① 未定

座学⑩実技⑩ 比良山

雪山登山1 氷見

実技⑩ びわ湖バレイ

雪上確保、滑落停止

実技⑩ 三峰山

積雪期登山の実践

座学⑪ 座学⑪ セルロイド会館301

ステップアップと山岳会 田中 雪上技術、冬山の危険

参加推奨 参加推奨

冬山レスキュー講習会 遭難対策委員会 冬山レスキュー講習会 遭難対策委員会

座学⑪実技⑪ 比良山

雪山登山2 氷見

参加推奨 実技⑪

冬山講習会 遭難対策委員会 冬山講習会 遭難対策委員会

実技⑪ 高見山

雪山登山

研修登山② 御在所岳

小屋泊雪山登山 氷見

座学⑫ 座学⑫ セルロイド会館301

実技、研修の確認、総括 アルパインのまとめ

研修登山② 生徒による企画

総括-1

座学⑫実技⑫ 未定 実技⑫ 蓬莱峡

総括 氷見 総括

研修登山②日程未定 生徒による企画

雪山登山

実技⑫ 金剛山

総括

閉校式 セルロイド会館 閉校式 セルロイド会館 閉校式 セルロイド会館301

大阪府山岳連盟の主催行事

(水)

5

(土)

トレッキング１ クラス (T1)

2 （日）

アルパイン１クラス (A1)

10/1（土）Ｐスポーツクライミング体験
10/2（日）ハイキング六甲山
10/2-4（日-火）栃木国体
10/4（火）Ｐ山スキー講習会
10/9（日）Ｐ六甲山
10/16(日）ハイキング・クライミングレスキュー講習会
10/29ｰ30（土日）Ｐ弥山川・双門ルート

1/21（土））ハイキング天見富士
1/22（日）Ｐ奈良の山

11/6（日）Ｐ京都の山
11/12（土）指導員研修会・安全登山の集い
11/19-21（土-月）ハイキング・霧島
11/20(日）近畿地区山岳連盟登山技術合同研修会
11/20（日）Ｐアイゼントレーニング
11/27（日）Ｐアイゼントレーニング

トレッキング２クラス (T2)

(土)17

(水)

26 (土)

1

15

9

11

（日）

10

日             程

3

23

11-12 （土-日）

(木)

14 （土）

19 (日)

18-19 （土-日）

18-19 （土-日）

12

1 （水）

14-15

5

12
12/4（日）Ｐ兵庫の山
12/10（土）大岩ヶ岳

(日)22

4-5 （土-日）

1

（土-日）

(日)

(土)

7 (水)

28

（水）

11-12 （土-日）

2

12-13 （土-日）

3/5（日）Ｐ比良山
3/25（土）Ｐリクエスト
3/26（日）技術検証会

2/4-5（土-日） 冬山レスキュー講習
2/5（日）Ｐ霧氷の山
2/11-12（土-日）／冬山講習会
2/25（土）Ｐアイゼントレーニング3

11 (水)

4 (日)

13 (日)

(日)

12

(日)

15 (日)

12 (土)

16


