
インストラクター候補生情報とトレーニング記録

 AIのみ   OWSIのみ   IDC

いずれかをチェック:

 5スターダイブセンター  5スターダイブリゾート  特別地域   職業志向大学ダイビング・プログラムDC   CDC  

 5スターIDセンター   5スターIDリゾート   

楷書で記入

候補生氏名 ______________________________________________________________________________________   PADI No. _______________

前条件確認  イニシャル・チェック 事務手続き  イニシャル・チェック

1. PADIダイブマスター、PADIアシスタント・イン
ストラクター、または認可を受けたリクリエー
ション指導団体のリーダーシップ・レベルもし
くは正規インストラクター・メンバーであること

 ________ 1. 必要事項がすべて記入され署名されたインストラ
クター・コース参加申込書

 ________
  

 

2. 最低年齢 – 18歳  ________ 2. 免責同意書（危険の告知書）に署名 ________
    

3. スクーバ・ダイビングに適した健康体であること
を証明する医師の署名入りで過去12か月以内の病
歴／診断書

 ________ 3. 写真の添付  ________
  

4. 認定ダイバーとして6か月と60本のオープンウォー
ター・ダイブの経験（IE受験前までに100ダイブが
必要）

 ________ 4. 申込金払込済 ________
  

 5. コース受講料全額払込済 ________

すべてのトレーニング部分は有資格担当コースディレクターまたは、
AIコース担当の有資格のIDCスタッフ・インストラクターが照合しなくてはならない

 

候補生プレゼンテーション

トピック スコア 日付 評価者  確認

知識開発

1. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

2. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

3. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

4. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

限定水域プレゼンテーション

1. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

2. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

3. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

4. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

オープンウォーター・プレゼンテーション

1. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

2. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

3. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

4. ______________________________________________ _________________ ____________ ____________ ____________

AI／OWSIプログラム／IDCを修了し、IEへの参加資格を得るには、知識開発で2回 (AI／OWSIでは1回) 3.5以上、限定水域で2回 (AI／OWSIでは1回) 
3.4以上、オープンウォーターで組み合わされたスキルのプレゼンテーションの各スキルの両方で1回3.4以上を得点しなくてはなりません。
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オンライン – 自習  候補者から受け取ったeレコード   修了日 ____________   確認 ____________

またはクラスでプレゼンテーションされたオンライン・トピック 修了日 プレゼンテーション・
スタッフ名

 確認
     

1. 学習、インストラクション、PADIシステム _____________ _____________________ ___________

2. 一般規準と手続き - パート1  _____________ _____________________ ___________

3. リスク・マネージメント - パート1 _____________ _____________________ ___________

4. ダイビングのマーケティング _____________ _____________________ ___________

5. スタート・ダイビング _____________ _____________________ ___________

6. PADIスペシャルティ・ダイバー・コースを教える _____________ _____________________ ___________

7. ビジネス・オブ・ダイビング _____________ _____________________ ___________

8. キープ・ダイビング _____________ _____________________ ___________

9. RDPの教え方（PADIメンバーはオプション）  _____________ _____________________ ___________

  修了日 プレゼンテーション・
スタッフ名

 確認
スタッフ・プレゼンテーション   

1. コース・オリエンテーション _____________ _____________________ ___________

2. 知識開発プレゼンテーション  _____________ _____________________ ___________

3. 限定水域での講習  _____________ _____________________ ___________

4. オープンウォーター・トレーニング・ダイブの実施 _____________ _____________________ ___________

 a. ディスカバー・スクーバ・ダイビング・ワークショップ _____________ _____________________ ___________

5. 一般規準と手続き - パート2  _____________ _____________________ ___________

6. リスク・マネージメント - パート2 _____________ _____________________ ___________

 a. ケアの義務ワークショップ（オプション） _____________ _____________________ ___________

7. オープン・ウォーター・ダイバー・コース _____________ _____________________ ___________

8. アドベンチャー・イン・ダイビング・プログラム _____________ _____________________ ___________

 a. アドベンチャー・ダイブ・ワークショップ _____________ _____________________ ___________

9. レスキュー・ダイバー・コース _____________ _____________________ ___________

 a. レスキュー練習ワークショップ _____________ _____________________ ___________

10. ダイブマスター・コース _____________ _____________________ ___________

AI規準エグザム _________          800メートル マスク・スノーケル・フィンスイム ___________             24スキル ___________

または候補生から12ヶ月以内に修了したダイブ・セオリー・オンラインのeレコードを受け取った。   修了日 _______ 確認 _______

ダイビング理論エグザム:    物理 _______  生理 _______  RDP _______  スキルと環境 _______ 器材 _______

コース・ディレクター／IDCスタッフ・インストラクター（AIコースのみ）
私はPADIコース・ディレクター・マニュアルで述べられたように、候補生が必要とするすべてを修了したことと、この候補生がPADIインストラク
ター候補生ワークブックの必要とされるすべてを修了したことを証明します。

氏名 _________________________________________________________________________________________ 日付 ___________________

署名 _________________________________________________________________________________________ PADI No. _______________

ストア名 ______________________________________________________________________________________ ストアNo. _______________

インストラクター候補生声明
私はIDC／OWSIプログラムを修了し、PADI IEで行なわれるすべての評価分野、ならびにPADIオープン・ウォーター・スクーバ・インストラクター
としての認定に対し、これらの分野でPADIが要求する達成度を了解しました。または、AIコースすべてを修了し、IE参加にはOWSIプログラムを修
了しなければならないことを理解しました。

候補生署名 ____________________________________________________________________________________ 日付 ___________________
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