ISA Presents
一般社団法人

国際スクラップブッキング協会

スクラップブッキング
エグゼクティブ インストラクター
（ISA１級）

資格取得のご案内
一般社団法人 国際スクラップブッキング協会（ＩＳＡ）
では、
スクラップブッキング文化の更な
る普及、発展の貢献を目指し、
「スクラップブッキング エグゼクティブ インストラクター
（ＩＳＡ１
級）」認定講座 受講生の募集をしています。
当講座は、講師としてさらなるステップアップを図りたいと考えている、
ＩＳＡ２級スクラップブッ
キングインストラクターが対象の認定講座です。
「ＩＳＡ１級エグゼクティブインストラクター」
は、文化教室やホームクラスの講師としてはもちろ
ん、地域のＩＳＡ認定校としてスクラップブッキング インストラクター
（ＩＳＡ２級）
を指導育成
する事ができる資格です。

開催スケジュールについては公式ウェブサイトをご覧ください。
一般社団法人 国際スクラップブッキング協会 公式ウェブサイト

http://www.lovemymemories.com/koshi/

指導者としてステップアップ！
ご自身でインストラクターを養成！
一般社団法人 国際スクラップブッキング協会（ISA）のカリキュラムは、
日本のスクラップブッキング業界の第一人者、久米英美子が開発制作しています。
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エグゼクティブインストラクターってどんな事をするの？
ホームクラス等で、
スクラップブッキングに興味がある方を対象に、
１０回のレッスンを通して基本
知識・スキルからインストラクターになるまでの指導・育成を行います。受講者が認定試験に合格す
ると、
エグゼクティブインストラクターとして、
ご自身が国際スクラップブッキング協会（ＩＳＡ）
の資
格を発行します。協会認定の指導者として、資格講座や各種講座の教室を運営します。

カリキュラムの特徴は？
習った講座はそのまま教えられます

著作権は協会管理のもと、
インストラクター認定講座以外にも、協会が企画開発するさまざまな講
座（製本アート、
ミクストメディア、
スタンプ、
コラージュ、
カルトナージュ、
ペーパーアート、
カリグラ
フィーなど）
をご用意。
同じ教材を使ってそのままの内容でインストラクターを教えることができま
す。
また、技能・企画が認められたインストラクターは、新講座の企画開発に携わることもできます。

全国一律の料金体系
エグゼクティブインストラクター及びインストラクターが開講する講座は、全国どの教室で受けても
同じ料金。
これにより、受講者は安心して各地の教室に通えるようになります。
ホームクラスを中心
に、
日本全国に大きなコミュニティができあがりますので、受講者の増加が期待できます。

ISA１級認定講座の受講資格
・ ISAの会員であること。
・ スクラップブッキングインストラクター（ISA2級）資格を取得していること。

一般社団法人 国際スクラップブッキング協会
（ ISA）
では、
スクラップブッキング文化の更なる普及・発展のため、
次のような資格を認定しています

スクラップブッキング エグゼクティブ インストラクター(ISA1級)
エグゼクティブ
インストラクター

（主に）2級資格インストラクターの指導・育成をします。

スクラップブッキング インストラクター(ISA2級)
インストラクター

一般ユーザーにスクラップブッキングを教えます。

コース概要
技術的なスキルアップと同時に、
スクラップブッキングに関する総合的な知識を教授法として習
得し、
インストラクターの指導・育成や、
自らの人間力を高めていくことを目指します。資格取得
後は、
「スクラップブッキングインストラクター
（ISA2級）」
の資格を発行できるようになります。

資格取得までの流れ
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卒業制作課題作品を
一週間以内に郵送で提出
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カリキュラム・コース内容
Day

デザイン理論講義＆実習

Day

教室運営方法、12インチ作品制作、製本技術の基礎講義＆実習、教授法実践

Day

作品制作、教授法実践、着色剤使用の講義＆実習、
クラスアイディアの講義＆実習
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デジタル講座、販売促進作品制作のエクササイズ、
スクラップブッキング以外への応用作品制作（メニュー、
お店のポップ等）
模擬クラス
（教授法実践テスト）
＆フィードバック、
プロ講師として、指導者としてのマナー心得、
認定試験（筆記）

カリキュラム開発・制作者 プロフィール

久米英美子
ラブマイメモリーズプラス編集長
国際スクラップブッキング協会理事

1981年より米国在住。米国の愛好家と共にスクラップブッキングを
楽しむうちに本格的な研究を重ね、
インターネットや書籍を通して日
本へスクラップブッキングを紹介。
その後、
日本で2004年に共同設
立したメモリーパレットカンパニーを通じた様々な活動がスクラップ
ブッキングの普及に貢献していると評価され、2006年社団法人日
本ホビー協会から
「ホビー産業大賞」を受賞。講師育成にも力を注
ぎ、久米英美子スクラップブッキング講師養成コース2007年に開
発、指導。
このコースを核として2013年に国際スクラップブッキング
協会のカリキュラムを作成。
著書：
「大好き！ スクラップブッキング」
（学陽書房）
「はじめよう スクラップブッキング」
（誠文堂新光社）
「スクラップブッキングの基礎BOOK」
（パッチワーク通信社）
など。

「エグゼクティブ インストラクター
（ISA1級）
」
資格を取得すると、
こんなメリットがあります。
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「スクラップブッキング インストラクター（ISA2 級）」を育成し、
ご自身の手で資格が発行できます。
一般社団法人 国際スクラップブッキング協会認定の
「スクラップブッキング インストラクター
（ISA2 級）」
を育成
し、
エグゼクティブ インストラクター自ら資格が発行できるスクラップブッキング教室を、
ご自宅等で開講できます。
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協会が魅力的な教室運営をサポート。
講師は「教える」ことに集中できます。
安心のサポート体制

●教室運営のノウハウを協会が伝授。
生徒募集パンフレット等のツールも含めて教室運営をサポート。
教材及び商品を特別価格にてご購入いただけます。

●多彩な講座であなたの教室の魅力をアップ。
協会ではさまざまな講座を企画開発していきます。
資格取得後は、協会認定の多彩な講座をあなたの教室で開講することができるので、
レッスンの幅がぐんと広が
ります。

●継続したサポートをご提供します。
教室を運営し講座を開講するなかでお困りのことがあれば、協会へご相談ください。
適切なアドバイスで不安を解消していきます。
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こんな活躍のチャンスが待っています！
Chance 1

Chance 2

Chance 3

地域を代表する
スクラップブッキング講師に！

新講座の企画開発への参加も！

世界での活躍も
夢ではありません！

全国各地のホビー・クラフト展や

コンテストなどを通じて技能・企

韓国、
タイ、
台湾、
中国などアジア

デパート催事等への参加、
地域を

画力が認められたエグゼクティブ

諸国の提携校にて開講するチャン

代表するイベント等を主催できる

インストラクターには、
新講座の企

スも。
希望される方には世界を舞

チャンスがあります。

画開発に携わるチャンスをご用意

台に活躍する機会が訪れるかもし

します。

れません。

業界最大級のコンテストを開催！
エグゼクティブインストラクターはもちろん、
インストラクター、一般ユーザーを対象に、
技術の向上支援やスクラップブッキング文化の啓蒙を目的にコンテストを開催。
世界にも評価される国内最大級のコンテストを目指します。

スクラップブッキング エグゼクティブインストラクター(ISA1級)認定講座
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下記の質問にご回答ください。
●質問 1 スクラップブッキングインストラクター(ISA2級)認定日
●質問 ２ 現在講師活動をしていますか？

年

はい

いいえ

●質問 ３ （「はい」
とお答えの方）詳細を教えて下さい。
頻度

活動場所

活動内容
●質問 ４ その他スクラップブッキングに関連する仕事をしていますか？

はい

いいえ

●質問 ５ （「はい」
とお答えの方）具体的に何をされていますか？

●質問 ６ 今回講座にお申込頂いた理由

※「スクラップブッキング エグゼクティブインストラクター(ＩＳＡ1級)」認定講座受講には、先に
「スクラップブッキングインストラクター(ＩＳＡ2級)」の認定が必要です。
一般社団法人 国際スクラップブッキング協会では、
お申込用紙などにご記入いただく個人情報を国際スクラップブッキング協会からの資料のお届け、最新情報のE-mailやTELによるお知らせなどの目的
以外には使用しません。
なお、
ご提供いただいた個人情報は、国際スクラップブッキング協会の個人情報保護方針に従って大切に保管され、
同意なく第三者へ提供することはありません。

FAX: 03-5953-2292
E-mail: isa@memorypalette.com

お申込み方法
申込書に必要事項を記載の上、E-mail・ファックス・郵送、
いずれかの方法にてお申込ください。
【 E - m a i l 】 isa@memorypalette.com
【 F A X 】 03-5953-2292
【 郵 送 】 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷1-5-4 アーバンパーク護国寺B1F
一般社団法人 国際スクラップブッキング協会
応募締切

講座開催2週間前

（開始日についてはウェブサイトをご覧下さい。）

費用・お支払方法
●費用
税
内

受講料

訳

教

別

8%税込

140,000 円

151,200 円

材

48,000 円

51,840 円

認定料

21,000 円

22,680 円

取 得 費 用

209,000 円

225,720 円

ISA年会費：17,000円
（税別）／18,360円
（8%税込）※初年度無料
ISA2 級インストラクターとしてディプロマ講座を受講／ディプロマ取得された方は、ISA1 級エグゼクティブ・インスト
ラクターとしてディプロマ講座を教えるためにディプロマの切り替えが必要となり、審査・費用が別途発生します。
詳しくは事務局へお問い合わせください。

●お支払方法

お支払方法は、下記のいずれかよりお選び頂けます。

【ゆうちょ銀行振込】

・ゆうちょ銀行からお手続きの場合
記号：10160 番号：58229801
・他銀行からお手続きの場合
店番（支店）：018（ゼロイチハチ）普通口座 番号：5822980
加入者名：一般社団法人 国際スクラップブッキング協会
※振込手数料はご負担くださいますよう、
お願いいたします。

【クレジットカード】

ご利用可能なクレジットカード：VISA, MASTER
お電話またはメールにて確認後、
お手続きをさせて頂きます。

[お問合せ]

一般社団法人 国際スクラップブッキング協会
TEL 03-5944-9318 （平日10:00〜17:00） isa@memorypalette.com

