
匝垂直重要

平成21年度　財団法人日本体育協会
公認アスレティツクトレーナー養成講習会開催要項

1.　日　的

財団法人日本体育協会公羅スポJy指導者制度に基づき､本会公認スポーツドクター及び公課

コーチとの緊密な協力のもとに､競技者の健康管理､虜害予防､スポーツ外傷僧害の救急処置､

アスレティツクリハビリテーション及びトレーニング､コンディショニング等を担当する公認ア

スレティツクトレーナーを養成する｡

2･主　催　財団法人　日本体育協会

3.後　援　　中央競技団体

都道府県体育協会

4.カリキュラム

)共通科目(152.5時間‥集合講習及び自宅学習)※公認スポーツ､ 

1)_文化としてのス示.づ13.75h 冤l)スホ`-ツの心理Ⅰ 仍�V��ﾆ�"�

2)指導者の役割Ⅰ 天"�12)スホ〇一ツ組織の運営と事業 

3)トレーニング論Ⅰ �2縱V��13)対象に合わせたスホ●JJ指導 14)指導者の役割Ⅱ 途綏��r綏��V��

4)スホ｣ツ指導者に必要な医学的知識Ⅰ 途綏��

5)スホ■-ツと栄養 �"飩魔�15)アスリートの栄養.食事 

6)'指導計画と安全管理 �2縱V��16)スホ`-ツの心理Ⅱ �����

7)ジュニア期とスホ〇一ツ 天��17)身体のしくみと働き 18)トレーニング論Ⅱ 19)競技者育成のための指導法 �����

8)地域における好一ツ振興 �2縱V���#���

9)社会の中のスホ○-o/ 天��免�"�

10)ス示しツと法 天�&�5�7ｦ�ﾒwﾘ轌;��(,儺ｸﾅ頽H�Hﾈ(ﾛ�Mｩ�ｨuR��#���

)専門科目(600時間‥集合講習及び自宅学習) 

1)アスレティツタトレーナーの役割 �3���

2)スポーツ科学 ��#���

.3)運動器の解剖と機能 田���

4)スポーツ外傷.障害の基礎知識 田���

5)健康管理とスポーツ医学(ドーピングコントロール含む) �4��

6)検査.測定と評価 田���

7)予防とコンディショニング 涛���

8)アスレティツクリハビリテーション 涛���

9)救急処置(各自日赤の救急法救急農の資格を取得する) �3���

10)スポーツと食事 �3���



(3)専門科目現場実習(180時間)

1)見学実習 �3���

2)検査.測定と評価実習､アスレティツタリハビリテ-シヨシ �3���

プログラム作成実習 

3)スポーツ現場実習 �3���

4)アスレティツクリハビリテーション実習 �3���

5)総合実習 田���

5.実施方法

(1)共通科目

･集合誇習:平成21年7月から12月にかけて､ 5日間で実施する｡

･自宅学習:集合講習受講前の3か月間程度｡

(2)専門科目

･集合常習会:以下の日程で行うが､開催期日･会場については詳細が決まり次第連絡する｡

※集合許習会は､ 1期～5期の順で受詳しなければいけない｡

1期(2日間: 9時間)平成21年10月～11月

2期(5日間:42時間)平成22年2月～3月

3期(6日間:44時間)平成22年5月～6月

4期(7日間:56時間)平成22年8月～9月

5期(7日間:58時間)平成22年10月～11月

※ 4期沫習会受溝前に､必ず日本赤十字社r救急法救急貞養成講習｣を受誇することo

※　自宅学習:集合沫習会の前後

6.受活着

(1)受講条件

受蕎する年の4月1日現在､満20歳以上の者で､日本体育協会(以下｢本会｣ )あるいは本

会加盟団体(都道府県体育協会､中央競技団体) ､又は本会が特に認める国内統帝競技団体から

推薦された者｡

(2)受講音数

100名程度とする｡

7.受講申込み

受誇希望者は所定の受溝希望者経歴書に必要事項を記載し､本会加盟団体に提出する｡

推薦団体は､推薦者名簿を作成し本人が記載した受講希望者経歴書と共に本会-提出する｡



8.受講料

78, 000　円(消費税込:受講内定時に徴収)

<内　訳> ･共通科目: 18,900円

･専門科目: 59,100円(ワークブック代15,000円含む)

※免除･資格審査料等については､別に定める｡

9.受清音の決定

(1)各団体から提出された受講希望者経歴書に基づき､本会指導者育成専門委員会アスレティツク

トレーナー部会において活動実唐等を審査の上､受講者を内定し､推薦団体及び本人宛通知す

る｡

(2)受講内定者臥所定の受講申込書に必要事項を記入し､別に定める受幕料を本会宛て納める｡

(3)本会において受韓料の入金を確認した後､受講者として決定する｡

10.講習･試験の免除

既存資格及び本会免除適応コースの履修等により､韓習･試験の一部または全部を免除することが

できる｡免除に関する詳細は別に定める｡なお､養成講習会受講者は現場実習を免除する｡

ll.検定試験･審査

(1)共通科目は理論試験､専門科目は理論及び実技試験とし､それぞれ講習終了後に実施する｡

(2)共通科目における検定試験は､理論試験の得点による判定とし､本会において審査する｡

(3)専門科目における検定試験は､専門科目誇習会を全て受講し､本会の定める救急処置等に関す

る資格を取得している者が受験できる｡

(4)専門科目における検定試験は､理論試験･実技試験の総合判定とし､本会において審査する｡

但し､実技試験は理論試験に合格した者が受験することができる｡

(5)共通科目及び専門科目の全ての検定試験に合格した者を｢公認アスレティツタトレーナー養成

コース修了者｣として認める｡

12.登録及び罷定

(1)共通科目及び専門科目の検定に合格した者に｢合格証｣を発行し､その後､指導者登録を完了し

た者に､本会公認アスレティツクトレーナー｢認定証｣及び｢登録証｣を交付する｡この際､ ｢登

録証｣は､本会公認スポーツ指導者登録規程に基づき､原則クレジット機能付となる｡

(2)資格の有効期限は､ 4年間とし4年毎に更新するoただし､認定される資格以外に本会公認ス

ポーツ指導者資格を有している場合は､その登録有効期限までとする(スポーツリーダーは除

く) 0本資格を更新しようとする者は､資格有効期限の6ケ月前までに､本会が定める研修を

受けなければならない｡

(3)過去に何らかの本会公認スポーツ指導者資格を取得し､現在その資格が有効期限切れになって

いる場合､本養成講習会を修了しても登録管理システム上で有効期限切者としてデータが保存

されているため､登録申請書を送付できないことがあるため注意すること｡



13.その他

( 1 )受講有効期限は､原則として受講開始年度を含め共通科目理論試験及び専門科目理論試験合格

まで5年間とし､最終年度の3月31日までとする｡また､専門科目総合実技試験は専門科目理

論試験に合格した後､受講有効期限に関らず2回受験することができる｡

なお､受講有効期限内に共通科目及び専門科目理論試験の全てを修了しない場合は､その時点

で受誇者としての権利をすべて喪失する｡

(2)本講習会受請に際し取得した個人情報は､本会及び推薦団体が､養成誇習会関係資料の送付お

よび本会公課アスレティツクトレーナー関係事業を実施する掛こ利用し､これ以外の目的に個

人情報を利用する際は､その旨明示し了解を得るものとする｡

(3)本会公認アスレティツクトレーナーの資格の取得前に､他の本会公認スポーツ指導者養成溝習

会を同時に受溝することは認めない｡

(4)受講者の推薦に際して臥各団体内のアスレティツクトレーナー協蔑会等の意見を十分に聴取

した上､アスレティツクトレーナーに関する担当委員会等において決定すること｡

(5)同一年度に複数の団体より推薦があった場合､一団体のみの推薦を審査対象とする｡なおいず

れの団体からの推薦を受理するかは本会アズレティツタトレーナー部会にて決定する｡

(6)受講申し込みから資格取得までの概要については､別紙参乳

(7)諌習会(共通科目･専門科目)開催にかかる経費については､原則として本会が負担する｡集

合講習会期間中の宿泊費については､共通科目に関して臥指定の宿舎に宿泊した場合には1

泊4,000円を本会が補助するoただし､前･後泊に関わる宿泊についての補助は行わない｡

(8)受講者としてふさわしくない行為があったと薄められた場合は､本会アスレティツタトレーナ

ー部会で審査し､受講が取り消されるo



受講者の募集 ��

ヰ垂加JLFl件(傭遍JRれ体書協会､中央職 友ﾄfﾂ｢��

･本金が特にkめるBl内枕積競技向件 ��

※上妃Eg件を丑じて乗れ肴を事集する. 

平成21年度F公認アスレティツクトレーナー養成計晋傘J受講の光れ

受剛者の内定 

ヰPl件から推JLのあった支離申込書を､本曇で 

+暮し.文辞書を内走(5月中tlLA) 

･内文書にr内定並知)とr先静の手引書Jを送付 

受講内定者 
･先中内丘雷は下取朋dt暮和を生え､6月5日(金) 

までに本*ヘ遭付 

支離申込暮/共益,専門科目文事帝王*4 

免職申柵(旗当肴のみ)./兼ホ科 

受講有効期鼠内(5年Pq)に共纂科目Jt曹会､専門科日義官金を受講し､それぞれで実施する検定試験を受験して下さいく共通科目.専門科目の順lま同いません).

<共通科目講習会>

①自宅学習
･弗丑科目l､正と共丑科目皿

の一部を自宅事Vする

<専門科目講習会> ※1期-2期

②共漣科目講習会
140時HL S泊8 J3

･金丸3地区10*+で卯七

･7月～11月

-3耕一4期-5期の岬で受講し､

･9時冊､2日耶

11虫斗で押稚

ヰ成21年11月7日(土)-8日(日)

･ 1期♯7台を先Plしないql合は.

2期tly金を受講できない｡

･書鶴tIJk200Pl ( lll合格)

･全印3嶋BでMqi

･2月､3月､5月

受験すること

②専門科目2期講習会
･42舟帆5日耶

･1金gLで開催

･平成22年2月1 t] -SEj (a)

･2期麟7台を丑かしないgl合は.

3期計y会を受*できない.

<専門科目検定試放>斌専門科日韓曹会をす 

①理論拭験 
r平成22年11月下旬(予定) 

専dL式 几����ﾉ'(��

･客観式(200問のマークシート式) 啖�ﾙ�����

※理bFt麟合格までの有効期krが年間とする｡

成績縮果 
･本会より各支所者に通れただし､共通 

科目.書円科Elいずれも受験していない 

文辞者には逆知しない. 

･T---I-･･-->

ベて先耕した着が兼Jkできる.

※JI鎗賦膿に合格していないと
給食美技嵐Akを先験できない｡

修　7　着

･合格征､登録手枕さに朋する

*科書を送付

未　修　了　者

･成績漣知を何封

･再杖JAの集内(対*肴のみ)

③専門科目3期講習会
･41時Ml. 8日仰

･1*4で帥≠

･平成22年6-8月(予定)

･3期すf虫を先構しないqt合は.

l期dtV*舌先構できない｡

･51PI冊. 7日榊

･1*嶋で村瀬

･平成22年8-9月(千乗)

･4耕■f*を支離しない1台は.

6期tAY*を受講できない.

鞘E] **十事牡rkA法kAA暮AulT*)

を*辞したもののみlt■可*

※社台美技RJAの史麟機射ま書物期限にBlわらす2Blとする.

登録中計 
･土鉄申請カ-ドに土dt科(23.000円)杏 添えて本会にJt隷手続きをする. 

受講者の決定 
ヰ*よtJ下位粥珠暮叛を送付 

先tB決定iL知/失職力-ド 

テキスト(共連科目.専門科目) 

･58時冊.7日佃

･1*JAで卵価

･平成22年10月-11月(干走)

･S期す甘*毛先Ptしない叫合は.

専門科目牧丘拭JAを糞Jkできない｡

登録社定
･本会よtJ坪定柾.土井柾を送付

t丑1恥か年与に王斬



共通科目Ⅱ_･Ⅱ集合講習会受講会場一覧

てこ;<tさ三二-:-57,芸澱;.■;蓬.去一 ㌢-≡ 啖粢�末ﾇ�ｦ椿ｩOｩ(h蕀Iﾓｲﾄ畔6粳zﾂ菁58�"粫辻ﾒ�?�v�ﾗｳs�ﾒﾘvh�胄ﾈ��Iu粫透�+��+�蔦ﾙ�ｲ韲Iz8恵萇�+8+*B謫ﾖ頭HvB钁����WDﾂ籀ﾚ篦ﾂﾘ6ﾒ賈X2粳�2粐� 

- ��i.?,:'鰍茎数.諾讃卦′芸､i鞘-U,:輔榊i-IiI,iF掛'd≡㌻1こ:/::範.i..≡:i....3≡≡l:;V戚総L'?達■船式.,m.HJはi■=志学羊.湖舶 透ﾘ�9l��ﾓｲﾉZ�-hｷｸ,Bﾘ,JH耳ﾇﾇD｣ｨ+�bﾈ轌�f�ｲﾗ%H�C｣､討�'������u��ΕBﾘ錥X-4｢�����*8鐵耨ｨ,Hｷﾂﾖ棉"���蚌ﾓS�?�ﾂﾔ�聒6ﾓ､g��6ﾓﾒ粐闔ｩ��譴ﾒﾒ粨��籀.b粐ﾘ4ﾈｭ�ﾕ�娩+8*ﾒﾃﾓｩJﾘ棈ｸ7"羇ﾒ��

第1会場. �8ﾈｹ�� �� 7月26日(日)-7月30日(木) 閥d87ｨ�ｸ8ｲ為X�檍�｢���s�3bﾓ��sR�8ﾈｹ�79f�68ｾh��mC�#bﾓ��DTﾄ�2ﾓSc��ﾓS�����h耳7ｨ6X8ｹ{ﾈﾙ�因迂��b���s�3bﾓ��sR�8ﾈｹ�79f�68ｾh��mC�ﾓbﾓ��ﾆ�2ﾓSc��ﾓイ釘��h�I�,�,(*(,H,ﾘ+�+�.x,ﾉMHﾘh,�*��*�*�*ﾘ+�+8*"�

第2会場 8月15日(土)～8月19日(水) 

第3会場 8月29日(土)～9月2日(水) 

第4会場 �9月27日(日)～10月1日(木) 

第5会場 11月16日(月)～1~1月20日(金) 

第6会場 ��Xﾞ2�8月8日(土)～8月12日(水) �6�5H987ｨ6X8ｹ�i�Xﾞ2��sS3"ﾓ������Xﾞ8�9xI�ﾈｾi�ﾉ(i8sbﾓ"ﾓ�B�EDTﾄ�ﾓc3�"ﾓSSs��

第7会壇 �9月5日(土)～9月9日(水) 

第8会場 �10月23日(金)～10月27日(火) 

第9会場 兀�｢�7月29日(水)～8月2日(日) �6�5H987ｨ6X8ｹH��ﾒ��s��"ﾓ�����Y�ｨ�9H��ﾘｾiH��ﾘ遥��"ﾓへﾆﾂ�DTﾄ�"ﾓC�6s3#���

第10会場 �10月16日(金)～10月20日(火) 



平成21年度(財)日本体育協会公認アスレティツクトレーナー養成講習会

受講希筆者経歴書
こ†==一

迦 ��一一≡栂 ��停粫h-B粨ｬ�+8-ﾂﾙoB褪� 辻� 

窯 ��∴.- ���&ｨ耳��年月日(義) 

･∵- �� 辻鉅�ﾙ.X�ﾂ��T 

TEL() 

++. 栃ｼ駝��ikﾃ罐ｵ��%��

･+ ��跳B�諷��T 

TEL() 

;撹. � 

-十 ･.:潔 ��b�必ず 主査 偃i?ﾂ��ｨ,b� 

'.'が■'㌘三芳.-I-モ5-に一一第J'nX-I ��� 凭ﾙTﾙd%��飃2�

■"p■X_..__§郡配薄謝宗野室...〟..ノ閥､)..> �� � ��

東京.捕.福岡】 �8ﾈｹ粳�Xﾞ2餾�｢�剪�

※共通科目受講希望会場については､受講が決定した辞に必要となりますので別紙会場一覧にて日程等を確定の上.ご紀入ください｡
■■

1これまでのトレーナー活動についてお答え下さい
浮L貞L■. �� �������鉅�ﾈｩ�"�:ぷ 

+ ㌔.責:花市唯一~ �*ﾘﾚﾉ?ﾉ~��"�[ﾔ･(ﾋ9D籌俤ﾒ�ラグビー日本代表 仄ﾘ嶌ﾘx�,�:�2�合宿及び競技会時に同行し､テ-ビング やアスレティツクリハビリテーションを担当 

:｣ 兌ﾙ�ﾃ�9D���ﾈ��00黒遵法∧●スわは●-A,チ-A 亊異��トレーナーとして同行 
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1現在のトレーナー活動について具体的にお答え下さい

Ql :あなたの現在のトレーナー活動は下記のうちどれにあてはまりますか｡該当する番号に△印をつけ
てください(複数回答可) ｡なお､特に中心として行っているものにはその手号に○印をつけてください｡

1.マッサージ　　　　　2.轄灸

5.アスレティツクリハビリテーション

7.トレーニング指導　　8.テーピング

10.その他具体的に(

3.物理療法　　4.健康管理
6.コンディショニング指導

9.トレーナー活動は特に行っていない
)

Q2 :上紀で回答のあったトレーナー活動の具体的な内容についてご取入ください｡

琳 

Q3 :現在､あなたがトレーナーとして中心的に携わっている点技(種目)についてご記入ください｡

(複数競技可｡ 『球技系』､ 『格闘技系』等でも可｡また､病院勤務等で競技を特定できない場合
『病院勤 務のため特になし』と記入してください凸) 

■下記事項で該当する箇所がありましたら､ご記入ください｡

銀髪-¢独;蔓'-崇拝l揃..■■■｢鞍W■{■■]な~~′ ��･煎 ■去il. 

∃宗 督｣駑�^竸幽��H���b�7ﾘ6(5H�ｸ5x��蒿�D�6x8ﾈ�ｸ6��ｺH��馼��x�7傚�� ��

句'述~､澄.__｡■■■≡りJ'顎済撒鼻.:■. 白ﾗ艷ｧE�耳耳蓼璽ﾒ紕ﾂﾇ�刪ﾟ#ﾈ��｢粨��ｧ����

年月～年月 ��

※保有資格の監走番号､監走団体名は必ずご監入ください｡


