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平成27年度公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会開催について(通知)

(公財)日本体育協会では標記講習会を別紙要項により開催いたします｡
つきましては､貴会関係者にご周知のうえ､受講を希望される方は指定された方法に

より直接日本体育協会へお申込みください｡
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公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会

受講の手引き･申込書

<目次>
1.平成27年度公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会開催要項

2.日本体育協会公認ジュニアスポーツ指導員専門科目カリキュラム

3,公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会申込みから受講の流れ

4.公認ジュニアスポーツ指導員専門科目養成講習会基本日程表

ぷ瑠鍛膵雷謡
JASA o軍艦tCIAL IIC藍NSE



平成27年度公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会

開　催　要　項

1･日豊ポ_ツクラブなどにおいて､幼.少年期の子どもたちにあそびを通した身体づくり､動きづくり

の指導を行う指導者の養成を目的とし実施する｡

2.主　催　公益財団法人日本体育協会

3_　受講者(受講条件)

1)受講条件受講を開始する年の4月1日現在､滴20歳以上の者｡

2)受講者数200名(各会場定員100名)

※各会場先着順とし､定員になり次第申込みを締め切る｡

3)受講者の決定

受講申込の申請に基づき免除等の書類審査の上､受講者を決定し､本人宛に通知する｡

4.カリキュラム

1)共通科目I 35時間【共通科目I (通信教育)I

①文化としてのスポーツ

②指導者の役割I
③トレーニング論I

④スポーツ指導者に必要な医学的知識I

⑤スポーツと栄養

⑥指導計画と安全管理
⑦ジュニア期のスポーツ

⑧地域におけるスポーツ振興

(注)共通科目IばNHK学園の通信講座を受講する｡

2)専門科目　40時間(集合講習27時間　自宅学習13時間)

①基礎
ア.ジュニア期のスポーツの考え方

ィ.ジュニアスポーツ指導員の役割

ウ.子どもの発達とコミュニケーションスキル

ェ.コーディネーション能力を高める運動

②乳幼埠期
ア.動きの発達とスキルの獲得(基本的動作の習得)

ィ.運動あそび･ゲームの実際

ウ｡コーディネーション能力を高める運動

③児童前期
ア.動きの発達とスキルの獲得(動作の習熟)

ィ.運動あそび･ゲームの実際

ウ.コーディネーション能力を高める運動



④児童後期
ア･ "動きの発達とスキルの獲得(スポーツスキルの上達)

ィ.スポーツスキル獲得の実際

ヴコーディネーション能力を高める運動

⑤青年前期
ア"動きの発達とスキルの獲得(より専門性の高いスポーツスキルの獲得)

ィ.スポーツスキル獲得の実際

ヴコーディネーション能力を高める運動

⑥指導実習

(注1)専門科目の集合講習は前期と後期に分けて実施し､前期受講修了者のみ後期講習

に参加する事ができる｡

(注2)原則として同一年度内に前期と後期の講習を受講することc

5.実施方法(開催期日･会場)

1)共通科目(共通科目I )/通信講座(NHK学園)

2)専門科目/集合講習(27時間)及び自宅学習(13時間)

<集合講習会場:2会場>

【東会場】前期:平成27年10月9日(金)～11日(日)3日間

後期:平成27年11月21日(土)～22日(日)2日間(※)

会場:スポーツ総合センター<埼玉県>

埼玉県上尾市東町3-1679スポーツ総合センター叢譲
東京都渋谷区神南1十1岸記念体育会館

【西会場】前期:平成27年10月16日(金)～18日(日)3日間

後期:平成27年12月5日(土)～6日(冒)2日間

会場:綬賀県立体育館<滋賀県>

滋賀県大津市におの浜4-2-12

※各会場先着順とし､定員になり次第申込みを締め切る｡

※各施設､宿泊施設を伴わない会場であるため､宿泊する場合は自己手配となる｡宿泊にかか

る経費は､自己負担とする｡

6.検定試験･審査

講習に基づく検定試験は､共通科目と専門科目に区分して実施する｡

1)共通科目における検定試験は､通信教育(NHK学園通信講座)課題検定ぼる判定とし､日

本体育協会指導者育成専門委員会において審査を行う｡
2)専門科目における検定試験は､後期講習会最終日に実施する筆記試験による判定とし､日本

体育協会指導者育成専門委員会において審査を行う｡
3)共通科目及び専門科目の検定試験に合格した者を｢公認ジュニアスポーツ指導員養成講習

会｣修了者として認める｡

4)不合格者には､個人成績表を発行する｡



7.受講申込

1)申込方法

ィンタ-ネットサービス｢指導者マイページ(BH/_/myj_gp-an-spqrts-t-pr-･jpiH) ｣

の登録手続きを行い､指導者マイページより本講習会の申込手続きを行いますo申

込方法の詳細については､下記のURLよりご確認くださいo

ジュニアスポーツ指導員漢日本体育協会ホームページ

http ://www･j ap an- sp orts ･ orjp/coach/tabid/2 I 4ID erault･ aspx

2)申込期間　平成27年6月1日～6月30日(予定)

※先着順とし､定員になり次第締切ります｡

8.受講料(検定料を含む)

1)共通科目: 21,600円(消費税込み)

◎共通科目免除者は不要｡

挽除対象者については､ 10･講習･試験の免除を参照1

2)専門科目: 21,600円(消費税込み)

(注)集合講習会参加のための旅費､宿泊費については別途自己負担｡

9.　受講有効期限

1)共通科目1年間(再学習料金は18,000円)

2)専門科目　4年間

10.講習･試験の免除

1)下記資格保有者(登録者)は､共通科目を全て免除する｡
指導員･上級指導員
コーチ･上級コーチ

教師･上級教師
スポーツプログラマー

フィットネストレーナー

アスレティツクトレーナー

クラブマネジャー

アシスタントマネジャー

スポーツ栄養士

スポーツリーダー

①

②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬⑫⑬⑭⑲

⑱

日本体育協会公認
肋

間

〃肋

間

肋

間

肋

間

日本スポーツ少年団認定員

日本レクリエーション協会公認レクリエーションコーディネーター
〃野外活動指導者(ディレクター1級)

健康･体力づくり事業財団公認健康運動指導士

免除適応コース共通科目修了証明書取得者
一部の免除適応コース承認校(大学)を卒業(詳細は本会HPにて確認)



ll.資格の登録及び認定

1)共通科目及び専門科目の検定試験に合格し､資格登録の手続きを完了し所定の登録料を納めた

者に､日本体育協会公認ジュニアスポーツ指導員の｢認定証｣及び｢登録証｣を交付する｡
2)登録料は4年間で10,000円(初回登録時のみ13,000円)とする｡

3)資格の登録有効期間は､ 4年間とし4年毎に更新する｡ただし､認定される公認ジュニアスポーツ

指導員資格以外に､すでに日本体育協会公認スポーツ指導者資格を登録している場合は､その

資棒の登録有効期限までを初回の登録有効期間とする(スポーツリーダーは除く) ｡資格の登録を

更新する際は､資格の登録有効期限の6ケ月前までに､日本体育協会が定める研修を受けなけれ

ばならない｡

12.注意事項

1)受講申込書に記載の個人情報は､本講習会の管理及び諸連絡以外には使用いたしません｡

2)本講習会の受講有効期限内に他の本会公認資格の受講はできないため､注意すること｡また､他

の本会公認資格を受講中の場合も受講申し込みはできない｡

13.問い合わせ先

〒150･8050東京都渋谷区神南1-1-1岸記念体育館内

公益財団法人`日本体育協会
スポーツ指導者育成部　育成課ジュニアスポーツ指導員係

TEL:03･3481-2226　払Ⅹ:03-3481-2284 Ema血:ju血o喝a堕an･S豊0㌔S.o玉里

<問合せ時間>平日9:30-17:30(12:00-13:00を除く)/土･日･祝日休み

※申込後の流れについて～6月30日:受話申込受付 

l 

l8月中旬‥受講決定通知l l9月上旬:共通科目受講開始ll10月‥専門科目前期集合講習会l 

ll 

13回の課題提出ill1月～12月‥専門科目後期集合講習会! 

ll 

巨月下旬:共通科目合否判定ll専門科目合否判定l t総合判定結果l 

l 

!平成28年10月_1日登録l 



ジュニアスポーツ指導員資格専門科目ガ｣キュラム

科目名 �>�vXﾎｨｶ��ﾉｹn(ｶﾈﾇb�

ジュニア期のスポーツの 倡�,x.�+ﾘ+�/�竧.穐ｨ*ﾙn)��5�,h暮:粨5�7ﾈ�ｸ68,ﾉTｹwi�ｲ�

考え方 宙��檍ｬ(ｺｺI�ﾉ|ﾘ暮:颱ﾉ|ﾘ,ﾉ.�妛I�8,ﾉn)�ｒ�ﾚ�?ｨ,ﾈ��,x.�5�7ﾈ�ｸ68轌;�,ﾉn)��5�,h+ｸ,ﾉ�鞜B�

基礎 

憫違った指導による傷害.疾病..心理的障害) 本来のスポーツのもつ人間-の影響 

(幼少年期のスポーツ.運動経験が及ぼす影響)I.51.53 大人のスポーツと子どものスポーツの違い 

(保護者の子どもスポーツに対する考え方) スポーツのやりすぎ､燃えつき 望ましいライフスタイルと運動.スポーツの関係 

コーディネーション能力を高める運動の必要性 

ジュニアスポーツ指導員の 役割 倬hｼh,ﾉGxﾆ�,iyﾙD�gｸﾗX�檍*ｩmｨ輾+x.�,ﾂ��

本事業が目指すジュニアスポーツ指導員像1.51,53 

ジュニアスポーツ指導員に求められる能力 

子どもの発達と コミュニケーションスキル 侘)�ﾈﾛx,ﾉvYDb�$�,�,X.�+x�,i%ｨ�*ｨ*�.�+�,h/�Dh-�.鋳�

対象者の目線に立つ(一緒に楽しむ) ｢コミュニケーションの3V｣の法則 積極的傾聴(質問､聴く､ペーシング､承認､深める､まとめろ､沈黙など)426 観察､洞察 アドバイス リクエスト 

■■■園■獲臆漢書88 

乳幼児 期 �:�*ｸ,ﾉJﾙ$(,h5�4ﾈ8ｸ,ﾈｦﾉ;��旭馮ｹ4�:鞐ﾈ,ﾈ�;竰�移動系の運動スキル(這う､歩く､走る､跳ぶ､泳ぐ滑る) 平衡系の運動スキル(転がる､ぶら下がる､よじ登る､まわる) 操作系の運動スキル(掴む､投げる､捕る､打つ､蹴る) 親子のあそび.ゲーム325 1人でできるあそび.ゲーム グループでのあそび〟ゲーム 
運動あそび.ゲームの実際 

※コーディネーション能力を高める運動を含む 

児童前､ 期 児童後 �:�*ｸ,ﾉJﾙ$(,h5�4ﾈ8ｸ,ﾈｦﾉ;���:鞐ﾈ,ﾈ����移動系の運動スキル(這う､歩く､走る:跳ぶ､泳ぐ滑る) 

平衡系の運動スキル(転がる､ぶら下がる､よじ登る､まわる) 操作系の運動スキル(掴む､接げる､捕る､打つ､蹴る) 運動組合せ あそびや運動(ごっこあそぴ､ゲーム､運動あそび､スポーツ)の種類と325 

運動あそび.ゲームの実際 動きの発達とスキルの獲得 (スポーツスキルの上達) スポーツスキル獲得の実際 動きの発達とスキルの獲得 (より専門性の高いスポーツ スキルの習得) スポーツスキル獲得の実際 指導実習 垂価 筆記 

それらの発展のプロセス 幼少年期に必要とされる動きと､それらの動きを用いた連動の仕方 運動あそぴやゲームの実際 

※コーディネーション能力を高める運動を含む 

時間的調整､空間的調整､力量的調整からなるスポーツスキルの習得 蹴る 

投げる､打つ､捕る 

泊る325 

期 青年前, 導実` 剪@く 

走る､跳ぶ 

泳ぐ巻く､漕ぐ- 

たたきつける､引いて押す 

※コーディネーション能力を高める運動を含む 

運動組合せのスムーズな展開 基本的な運動組合せ3251 

スポーツ種目特有のスキル(サッカー､野球､スキ.-､テニス､陸上競技､ 

水泳､柔道､ダンス) 

※コーディネーション能力を高める運動を含む 808 

｢ー~一一~一一-27 ��13 ��40 



公認ジュニアスポーツ指導員専門科目養成講習会基本日程表

漢第-日日

Il:45--12:15

12:15-13:00

13:00-17:00

17:00--18:30

18:30一一19:00

漢第二日日

9:00-13:00

13:00-14:00

14:00-18:00

受付

開講式･オリエンテーション･情報提供

◇基礎:子どもの発達とコミュニケーションスキル(講義)

◇基礎:ジュニア期のスポーツの考え方(講義)

◇指導実習:指導計画表作成の説明

◇乳幼児期･児童前期(講義および実習)

昼食休憩

◇児童後期･青年前期(講義および実習)
音第三日日

9:00-13:00　◇コーディネーション能力を高める運動(講義および実習)

※　講義中も適宜休憩を取る予定｡

※　実習を伴う講義では､運動のできる服装･室内履きが必要となります｡

けが等されている場合については､事前にご相談ください｡

時間 9:00 10:00 ll:00 12:00. 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 ��bﾙ?ｩ?｢�第二日日 ��h蕀?ｩ?｢�

◇乳幼児期.児童前期 ���5"ﾘ6h486ﾊ(5h8�99Eﾉ|ﾘ/��

(4h) 動きの発達とスキルの獲得 (基本的動作の習得) (動作の習熟) 運動あそび.ゲームの実際 俘(-�.��:��ェｒ�

集合.受付 

開講式.オリエンテーション 情報提供 

◇子どもの発達と コミュニケーションスキル �(ｹ���解散 

(4h) 中ﾆｒ�

◇児童後期.青年前期 (4h) 動きの発達とスキルの獲得 (スポーツスキルの上達) (より専門性の高い スポーツスキルの習得) スポーツスキル獲得の実際 

◇ジュニア期の スポーツの考え方 (1.5h) 

◇指導計画表作成の証明 (0.5h) 



閉閥雪合請琶A
^

〇〇〇●○

I#-EE
9:45-10:15

10:15-10:30

10:30-12:30

12:30-13:30

13:30-ノ19:00

受付

開講式･オリエンテーション

◇ジュニアスポーツ指導員の役割(講義)

昼食休憩

◇指導実習･評価(講義･実習)

講義中も適宜休憩を取る予定｡

実習を伴う講義では､運動のできる服装･室内履きが必要となります｡
けが等されている場合については､事前にご相談ください｡

書籍二日目

9:00-ll : 30　検定試験(筆記試験)

暗闘 ��bﾙ?ｩ?｢�第二日目 �*"�

9:00 10:00 ll:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 �� 
試験説明〝.筆記試験 9:00-ll:30 

集合.受付 

開講式〃オリエンテーション 

◇ジュニアスポーツ指導員の役割 (2h) 

昼食 (lh) ��

◇指導実習.評価 (5.5h) (途中適宜休憩) 

一一一-*基本日は事により更る可能 凾ｪありますので予めご了承だ 



公認詳主エアスポーツ指導員養成講習会申込みから受講の流れ

公認ジュニアスポーツ指導員資格の取得希望者は､ 6/I-6/30までの間にインターネットサービス

｢指導者マイページ(https://my. japan-sports. or, jp/login) ｣の登録手続きを行い､指導者マイ

ページより本講習会の申込手続きを行ってください｡申込方法の詳細については､下記のU鵬より

ご確認ください｡

看日本体育協会ホームページ:ジュニアスポーツ指導員 

ht巾:〃wwwjapan-sports.or.jplcoac航abiu214lDeぬult.aspX 

受講会場等の調整後､日本体育協会(以下｢本会｣)から受講希望者宛に受講決定通知を送付しま

す｡受講決定通知の内容は､以下のとおりとなります｡

受講会場決定通知(日程表･講習会場案内図｢受講料納入の案内等)

1)納入方法

共通科目 NHK学園から9月上旬に届く教材の中に振込用紙が同封されておりますので､

案内に基づきお支払いただきます(受講料: 21,600円)｡

※共通科目が免除される場合は､受講料壮必要ありません(教材送付なし)｡

専門科目:本会から受講決定通知が届き次第､案内に基づき指定の期日(受講決定通知の際

に連絡)までに､日本体育協会へお振込み下さい｡ (受講料: 21,600円)｡

2)受講有効期限について

共通科目: 1年間｡検定試験不合格時の次年度以降の再学習料金は18,000円(1年)です｡

専門科目:4年間｡

3)受講のキャンセルについて

共通科目､専門科目受講料について一度振込まれた受講料は､返金する事はできません｡

また､振込み前の受講キャンセルについては､教材が未使用の場合に限り返品を受け付け､

受講をキャンセルする事ができます｡

1)共通科目

9月上旬に教材が届きますので､教材を基に学習を開始してください｡

3回の課題提出があり､それぞれの提出期限までに課題を提出する必要があります｡

2)専門科目

教材が届き次第､自宅学習を開始してください｡ 9月から始まる前期･後期集合講習会を受

講し､後期集合講習会の最終日に検定試験を受験します｡

後期集合講習会は前期集合講習会を受講していなければ受講する事ができません｡また､

検定試験は前期･後期集合講習会を全て受講していなければ受験できません｡



講習会の学習効果を高めるため､同一毎度に前期集合講習会と後期集合講習会を受講して

ください｡前期集合講習会と後期集合講習会の受講会場については､同一会場で受講する必

要はありません｡

基本日程表に基づき講義を実施します｡諸事情により講義日程が変更(講義科目の入れ替え等)

する場合がありますので､ご了承ください｡集合講習会の詳細については､別途ご連絡いたしますo

なお､宿泊についてば　自己手配となります｡

1)共通科目結果

3回の課題提出者に対して､ NHK学園から1月初旬に受講結果を通知いたします｡

全体で6割以上の正答で共通科目合格となります｡

合格者には､共通科目修了証明書を送付し､不合格者に対してば､追試課題のご連絡をい

たします｡

2)専門科目結果

後期集合講習会時に行なわれる検定試験結果で､合否判定をいたします｡

3月下旬までに､本会から総合判定結果として､専門科目検定の結果を通知いたします｡

共通科目､専門科目検定結果を総合した判定結果については3月下旬に本会から受講者本人に対

し通知いたします｡

(1)合格者　修了通知を送付します｡

(2)保留者　共通科目については､ NHK学園の再学習をお申込ください｡

専門科目については集合講習会を受講､もしくは検定試験を受験してくださいo

登録料のお支払いのご案内を7月下旬に送付いたします｡資格の登録に関する手続きを終了(登録

申請書の提出､登録料の納入)した方を､平成28年1･0月l日付で公認ジュニアスポーツ指導員とし

て認定いたします｡

看申込に関するお問合せ先

公益財団法人日本体育協会　スポーツ指導者育成部　ジュニアスポーツ指導員係
●

TEL : 03-3481-2226　FAX : 03-3481-2284　E-mail : i聖上_聖堂鎚'apan-SPOrtS" Q_エー嘘

<問合せ時間>平日9:30-17‥30 (12:00-13‥00を除く) /土･日･祝日休み

〟
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