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(公財)日本体育協会では(公財)日本体育施設協会と共に､標記講習会を別紙要項
により開催いたします｡
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平成27年度公認スポーツプログラマー養成講習会

受講の手引き

主　催　公益財団法人　日　本　体　育　協　会

公益財団法人　日本体育施設協会

後　援　文　部　科　学　省(予　定)

独立行政法大　日本スポーツ振興センター(予定)
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平成27年度公認スポーツプログラマー養成講習会

開　催　要　項

1,日　　的

フィットネスの維持や向上についての専門的な知識と技能を持ち､個々人に適した身体づ

くりの実技指導と活動プログラムの提供ができる指導者の養成を目的とし実施する｡

2,役　　割

主として青年期以降のすべての人に対し､地域スポーツクラブなどにおいて､フィットネ

スの維持や向上のための指導･助言を行う｡

3.主　　催　　公益財団法人　日本体育協会

公益財団法人　日本体育施設協会

4,後　　援　　文部科学省(予定)

独立行政法大　日本スポーツ振興センター(予定)

5.講習期日及び会場

1)　共通科目

①　共通科目I/集合講習(2時間)及び自宅学習(ワークブックの提出)

②　共通科目Ⅱ/集合講習(14時間)及び自宅学習

<共通I +Ⅱ集合講習会場>

日時:平成27年8月7日(金) ～9日(日) 3日間　※検定試験は､9日(日)

会場: 【東京会場】

日本体育大学(世田谷キャンパス)

〒158-8508　東京都世田谷区深沢7-1-1

【大阪会場】

大阪体育大学

〒590-0496　大阪府泉南郡熊取町朝城代1番1号

2)　専門科目/集合講習(63時間)

<集合講習会場>

日時:【前期】平成27年9月15日(火) ～18日(金) 4日間

【後期】平成28年1月25日(月) ～29日(金) 5日間

※検定試験は平成28年1月29日(金)

会場:国立オリンピック記念青少年総合センター

〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園3-1

6,受講条件　受講する年の4月1日現在､満20歳以上の者｡
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7.受講定員　200名

8.受講申込み

インターネットサービス｢指導者マイページ(https://my.japan-sports.or.jphogin) ｣の登

録手続き後､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｡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｡

8日本体育協会ホームページ:スポーツプログラマー 

http:wjapan-sports.or.jplcoacⅢtabiu215lDeぬdt.aspX 

9.申込み受付期間

平成27年4月20日(月) ～ 6月5日(金) (ただし定員になり次第締切ります｡)

10,受講者の決定

書類審査の上､ 6月下旬に受講者を決定し､本人宛に通知する｡

また､併せて諸経費の納入方法等を通知し､諸経費納入者に対して､共通科目I ･ Ⅱテキ

ストおよびワークブックを送付する｡専門科目テキストは､前期初日に配布する｡ (ただし､

専門科目免除の者-は送付する｡)

ll.検定試験,審査

検定試験は共通科目と専門科目に区分し､共通科目は講習会の最終日､専門科目は後期講

習会の最終日に実施する｡

共通科目検定試験は筆記試験とし､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｡

専門科目検定試験は筆記試験とし､日本体育施設協会体育指導者審査養成委員会において

審査を行い､総合判定は両認定団体の判定結果に基づき審査する｡

1)　検定試験は､講習を全て履修した者のみ受験できる｡

2)共通科目､専門科目いずれの検定試験に合格し総合判定審査を通った者を｢公認スポー

ツプログラマー養成講習会｣修了者として認める｡

3 )不合格者(未修了者)及び講習会未受講者には､次年度開催の講習会及び検定試験の案内を

送付する｡

12,認定及び登録

1)公認スポーツプログラマー講習会修了者に修了通知を送付する｡その後､指導者登録を

完了した者を､平成28年10月1日付で公認スポーツプログラマーに認定し､ ｢認定証｣

及び｢登録証｣を交付する｡

2)資格の有効期限は､ 4年間とし4年毎に更新する｡ただし､認定される資格以外に日本

体育協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)｡

3)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､日本体育協会及び日
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本体育施設協会が定める研修を受けなければならない｡

13,経　　費

1)　受講料(検定料を含む)

①　共通科目: 21, 600円(税込み)

(注) ◎共通科目I免除者は17-　280円(税込み)

◎共通科目全免除者は不要

②　専門科目: 54, 000円(税込み)

(注) ◎健康運動指導士有資格者は25, 700円(税込み)

[(注)共通科目･専門科目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と

なります｡]

2)　登　録　料　23,000円(4年間)

<内訳>　日本体育協会登録料13,000円(初回)

※ただし､更新時からは10,000円とする｡

日本体育施設協会登録料1 0,000円

※ただし､他資格で日本体育協会公認スポーツ指導者として既に登録済みで有

効期限のぬる場合は､残りの有効期限に応じて案分された｢資格別登録料｣

および｢初期登録手数料(3,000円)｣が必要となる｡

14,講習,試験の免除

1)下記有資格者は､共通科目を全て免除する｡

①　日本オリンピック委員会(JOG)ナショナルコーチアカデミー修了者

②　日本体育協会公認教師･上級教師

③　　　II　　　　コーチ･上級コーチ

④　　　II　　　　上級指導員

⑥　　　II　　　　フィットネストレーナー(SP2種)

⑥　　　II　　　　アスレティツクトレーナー

⑦　　　　〃　　　　スポーツ栄養士

⑧　日本レク甚-ション協会公認レク胆-ションコーディネーター(H12年度以前取得者)

2)下記有資格者は､共通科目Iを免除する｡

①　日本体育協会公認スポーツリーダー

②　　　II　　　　　　　指導員

③　　　II　　　　　　　ジュニアスポーツ指導員

④　　　lI　　　　　　　アシスタントマネジャー

⑤　　　II　　　　　　　クラブマネジャー

⑥　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(H13年度以降取得者)

⑦　野外活動指導者(ディレクター1級)

⑧　日本スポーツ少年団認定員
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3)体育系大学･短期大学及び社会体育系専門学校における免除適応コース履修者は､日本

体育協会が発行した共通科目修了証明書により､共通科目を免除する｡また､一部の免

除適応コース承認校を卒業した者については､卒業証明書をもって共通科目Iを免除す

る(詳細については日本体育協会HPにて確認)｡

4)健康運動指導士有資格者は､共通科目I ･ Ⅱの講習･試験を全て免除し､専門科目につ

いてはI ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅵのカリキュラムを免除する｡ (専門科目Ⅴのみ履修)

ただし､専門科目の検定試験は､専門科目カリキュラムのすべてを受験しなければなら

ない｡

15,その他

1)受講有効期限は､申込み年度を含め4年間とする｡期限内に全て修了できなかった場合

は､履修した科目は全て無効となるため､注意すること｡

2)本講習会の受講有効期限内に他の日本体育協会公認資格の受講はできないため､注意す

ること｡

◎本講習会に対する問合せ先

<共通科目>　公葬財団法人　日本体育協会　スポーツ指導者育成部

血　03-3481-2226　Fax 03-3481-2284

問合せ時間:平日9:30-17:30 (12:00-13:00を除く)

<専門科目>　公益財団法人　日本体育施設協会　事業部

血　03-5972-1983 _Fax 03-5972-4106

問合せ時間:平日9:00-17:00

※本講習会に際し取得した個人情報は､本講習会の受講管理および諸連絡以外には使用 
いたしません○ 
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"受講申込みから資格取得まで''の流れ

公認スポーツプログラマー養成講習会 

受講申込み 

受講決定通知等の到着 

受講料払込み 

共通科目1,Ⅱテキスト､ 

ワークブック到着 <自宅学習期間> 

7月下旬～共通科目I,Ⅱ集合講習 

共通科目1,Ⅱ集合講習受講 

専門科目前期集合講習受講 

専門科目後期集合講習受講 

成績結果通知到着 

公認スポーツプログラマー養成講習会 

登録申請関係書類到着 

登録車請手続き

I.期　間　平成27年4月20日(月)～6月5日(金)必着

2.申込先　　日本体育協会

I.期　日　　平成27年6月下旬

2.送付物　受講決定通知､納入額明細､免除通知､会場案内図

I.期　日　　平成27年7月下旬

2.送付物　共通科目1,Ⅱテキスト､ワークブック

※但し､共通科目Iが免除の場合､共通科目Hのテキスト､ワークブックのみ送付

3.その他　1)教材が届きましたら､テキストを熟読し､ワークブックを用いて

自宅学習してください｡

2)レポート等の提出はありません｡

ただし､共通科目1 , Hの検定試験範囲には､自宅学習部分の内容も含まれます｡

1.期　日　平成27年8月7日(金)一g白く日)

2.会　場　①東京会場(日本体育大学世田谷キャンパス)

②大阪会場(大阪体育大学)
3.その他　日本体育協会より受講案内をお送りしますので､案内に従って受講してください

1.期　日　平成27年9月15日(火)～18日(金)

2.会　場　国立オルピック記念青少年総合センター

3.その他　日本体育施設協会より受講案内をお送りしますので､案内に従って受講してください

1.期　日　　平成28年1月25日(月)～29日(金)

2.会　場　国立オルピック記念青少年総合センター

3.その他　1)日本体育施設協会より受講案内をお送りしますので､案内に従って受講してください

2)講習最終日に検定試験を実施いたします｡

3)専門科目前,後期していないと検定試験を受験できません｡

1.期　日　　平成28年2月～3月(予定)

2.送付物　合格者-は修了通知､不合格者へは次年度開催の検定試験案内が送られます｡

1.期　日　　平成28年7月下旬

2.送付物　登録車諸関係書類

公認スポーツプログラマー資格認定 
平成28年10月l日付 

認定証､登録証到着
平成28年10月下旬
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共通科目カリキュラム

01

区分 �盈ｩkﾂ�内容 倬隴I�B�集合 俾��隗x��計 

共通科目I 兌h嶌,h+X,H,ﾈ5�7ﾈ�ｸ62�スポーツの概念と歴史 ���3.75 �2縱R�

文化としてのスポーツ 

指導者の役割I �5�7ﾈ�ｸ68轌;��(,h,ﾒ�2 �2�5 
スポーツ指導者の倫理 

指導者の心構え.視点 
世界の舞台をめざすアスリートの発掘.育成の重要性と指導者の役割 

トレーニング論I ��ﾉ|ﾘ,h,ﾒ�0 �2縱R�3.75 

トレーニングの進め方 
トレーニングの種類 

スポーツ指導者に必要な 医学的知識I �5�7ﾈ�ｸ68,hﾉ(ﾔ��0 途絣�7ー5 
スポーツ活動中に多いケガや病気 
救急処置 

スポーツと栄養 �5�7ﾈ�ｸ68,h哩wｲ�0 �"絣�2.5 

指導計画と安全管理 倡y;�ﾇh柯,ﾉzx,I_ｲ�0 �2縱R�3.75 
スポーツ活動と安全管理 

ジュニア期のスポーツ 價ﾘ孜Jﾙ$(ｯｨ,ﾉ�y�ﾉ4�<�*ZI�9yﾙ4�<�*R�0 迭�5 

発育発達期に多いケガや病気 
発育発達期のプログラム 

地域におけるスポーツ振興 �&闔h,�*�*�.�5�7ﾈ�ｸ69�Xｻｹ_ｸﾟH,hﾗ9�ﾘ,ﾈ*�*�.ﾘ.��0 �2縱R�3.75 
総合型地域スポーツクラブの必要性と社会的意義 
地域におけるスポーツクラブとしての｢スポーツ少年団l 

2 �32�35 

区分 �盈ｩkﾂ�内容i 倬隴I�B�集合 俾��隗x��計 

共通科目Ⅱ 倆�檍,ﾉ(h,ﾈ5�7ﾈ�ｸ62�社会の中のスポーツ �"�3 迭�

我が国のスポーツプロモーション 
スポーツと法 �5�7ﾈ�ｸ68馼ﾌﾈ,�*�*�.�5�7ﾈ�ｸ68轌;��(,ﾉd�4��9D2�2 �2�5 

スポーツと人権 
スポーツの心理I �5�7ﾈ�ｸ68,i�2�3 釘絣ﾒ�7.5 

スポーツにおける動機づけ 
コーチングの心理 

スポーツ組織の運営と事業 ��ﾘﾘxﾅ�&闔h5�7ﾈ�ｸ684�8�7X,ﾈ孜�ﾈ,h戊�2�4 澱�10 
スポーツ組織のマネジメントと事業のマーケテイング 
スポーツ事業のプロモーション 

対象に合わせたスポーツ指導 �(hﾘ)D竟(,h5�7ﾈ�ｸ62�3 釘絣�7,5 

女性とスポーツ 
障害者とスポーツ 

148 �#��135 



専門科目カリキュラム

科目名 �>�vR�剋條ﾔ 敬 集合 

I運動と健康 ��阨�:�,hﾉ(ﾔ��僮 
2.スポーツプログラマーの役割 

Ⅱ7位トネス.ユタ輝イ京の 理論と実際 ���7H4(6(6x6ﾈ5り6x8ﾈ�ｸ6ｨ984��冤O 

①全身持久力.身体組織系 

②筋力/筋持久力系 

③柔軟性系 

④調整力系 

2.マシーントレーニング 剴B�

①マシーンの特性 

②マシーントレーニングの実際 

3.ヘルス∴エクササイズ 剴�"�

①体操系 

ア.体操 

ィ.ストレッチング 

②エアロビクス系 

ア.ウオーキング.ジョギング 

ィ.水泳.水中運動 

ウ.エアロビツタダンス 

③レクリエーション.スポーツ系 

ア.軽スポーツ 

ィ.運動ゲーム 

Ⅲフィットネス.エクササイズと 健康管理 ���7H4(6(6x6ﾈ5り4x4�5H5H485�,i�ﾉ+"��3 

①体調チェックの意義と方法 

②スポーツと疲労回復(栄養と休養) 

2.フィットネス.エクササイズと安全 剴R�

①ウオーミングアップ､ 

②クーリングダウン 

Ⅳ体力測定と評価 ����ﾉ|ﾙ�ｩ.�,ﾉ_ｹd���6 2.測定結果の処理 

3.体力評価とスポーツプログラム 

Ⅴフィット椋プログラムの実際 ���7H4(6(6x6ﾈ5�7h8ﾘ4�8�8�,ﾈｮ馮ｹ4兩ｹd���16 

2.子どものフィットネスプログラム 

3.壮年(中年)のフィットネスプログラム 

4.高齢者のフィットネスプログラム 

5.女性のフィットネスプログラム 

6.障害者のフィットネスプログラム 

7.上記2-6から選択科目 

Ⅵスポーツ相談の実際 ���5�7ﾈ�ｸ69�ｩ&ｸ,ﾈ�8ｶ���6 
2.スポーツ相談の実際 

63 
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平成27年度公認スポーツプログラマー養成講習会日程表(共通科目)

公益財団法人日本体育協会 

時刻 偖xﾘxﾗX�橙�8月7日(令) 劔劔劔嶋ﾈ繪?｢�7鋳�劔劔�8月9日(冒) 

9:00 ��劔劔劔賀臆○○臆賀"鵜臆鵜SS■ 劔剪�剪�劔� �� � 剪�
∴ ��� ���� �� �� ��������僊I. 

∴∴∴∴∴ 劔 �� �� 剪����� ��剪��� � 

10:00 劔劔劔� �� �� ����剪� � �� �� �� � �� �� 

∴∴∵∴∴ � � 劔 �� � �� �� ����� ��

ヽ �� �� ����� ��

ll:00 劔劔劔� �� �� 剪� 剪� � �� �� �� � 剪�

よし ��

12:00 假9WC�#｣��ﾓ�#｣3���hｺI,｣�8��ｸ4�7X6(4�,ﾈ����劔劔劔 ��:∵∴ �� �� ��h��� � 栃ｷ鞍S���#｣��ﾓ�3｣���

12:30 ��#｣3�4�8ｨ4x986X�ｸ5h8x92���Z｢���#｣C�ｺh裴���饑�/�ｹ�3�Z｢��劔劔劔��∴∴ 傚Bw糘�-∴∴- ∴ 劍�������� �� 

13:00 劔劔劔�<休憩> 13:00-14:00 劔劔剴�3｣����ﾉ�.郁靈�,ﾉ��k窿�YZ｢���佶�.郁靈��｣�3｣�Rﾓ�S｣�R�ｺI,ｨuR��3｣�Rﾓ�C｣�R��ｺI,､茶�C｣�Rﾓ�S｣�R��

13:10 栃ｷ鞍S���3｣��ﾓ�3｣#��

13:20 ��3｣#�ﾒﾓ��刮ﾄ空i 劔亦ﾄ辻��兪､二一 ~一∴ 

14:00 14:30 ���� 偃I}��翻I(2舶 劔 ���/JJ. ∴∴-∴ ノナJ='､ �� 鼎｣��ﾓ�c｣���劔��������i∴ ∵∴ ∴∴一十千 

-∴∴ 劔� � ��

∴∴ 劔�� 剪�� 

15:20 栃ｷ鞍S���S｣#�ﾓ�S｣3��劔劔劔 隆��� ���+�+��ﾉ��� ��

∴∴∴ 

15:30 16:00 ��� 劔��剪� ���� 剪���

<休憩> 16:00～16:10 こヽ- ∴∴ 劔 

16:10 ���� �� �� ����������1 田｣��ﾗﾓ�Ε���劔����

∴∴ �� � � 凵諱�� � ��押 剪�凵�-∴ 

- 劔� 

17:20 ���� ��� ����� 潮2�冤��隘xｶ8稗�剪�

18:00 ���� ����∴∴ ���� � ��ﾈ������ｨ�ｨ�ｨ�｢�劔�� 

二∵∵ ��

めづン,一､J′). 

18:30 ��劔劔劔 

-8-



平成27年度公認スポーツプログラマー養成講習会日程表(専門科目)

公益財団法人　日本体育施設協会

時 塔｣3�謄��ﾄ�����｣���#｣���3｣���C｣���S｣���c｣���s｣���Ε���謄��#�｣��#�｣���

日 姪��CCR�9:15 免ﾂﾒ� ��)?｣Vﾂ�13:15l 亦�･5‥15l � 冓lー � 免ﾆ鳴�

前期 假2�WB�I運動と健康.Ⅵスポーツ相談の実際Ⅵスポーツ柵淡の災陳 劔劍昆:��刧Uヘルス.エクササイズ (水泳.水中連動). 16:30-18:30 (野村先生) (国立代々木競技場室内水泳場) � 

平成27年 9月15日 (火) 剽バ嵩)15昼食13(:i55%悪霊:i)15 

9月16日 ��Ⅳ体力測定と縛価 9:00-12:00 劔(ｹ���Ⅳ体力測定と評価 13:00～16:00 劔休 �X7x8ｸ5り4x4�5H5H485���4x4�8ﾘ7(685�5�985ｒ��c｣�Rﾓ�Ε�R��(i�ｩ�i�b����

(求) �(青木先生) 劔(青木先生) 劔憩 

(501室) 劔(501室.大体育室) 劔 茶S�����Y�ﾈ支���

9月17日 ��Ⅱマシーントレーニング 劔生食 �X7x8ｸ5り4x4�5H5H485��刮ｿ ��5�7ﾈ�ｸ69�ｩ&ｸ,ﾈ�������9:00-13:00 劔宙4X4��ｸ4ﾈ984�5x8x4ﾘ984���C｣��ﾒ��c｢����亥)�ﾉ�i�b��剴�c｣�Rﾓ�Ε�R�

(木) �(山西先生.矢野先生) 劔劔悲 忠(i8y�i�b��

(501室.大体育室) 劔茶S��岐��Y�ﾉV8ﾜr��剪ゴ�����

9月18日 ��Ⅱフィットネス.トレーニング 劔昼食 �h4X4��ｸ7�984�4�6(7h,h4��ｸ8ｨ984�5�4X92�劔剪�9:00-13:(鳩 劔��C｣�ﾓ�謄���

(i金) �(尾騙先生) 劔忠I)m��i�b��

(501室.大体育室) 劔茶S�ﾈ���Y�ﾈ支���

8:309:00lO:00ll:0012:0013:0014:0015:0016:(畑17:0018:0019:0020:0021:00 

i ��llー ��12:2申2‥50 ����I 亦���c｣�R���ｴ鳴���19‥151-20:15-i 

後期 假9���劔Ⅱヘルス.エクササイズ(体操系ー 劔価 �X7x8ｸ5り4x4�5H5H485��劔 

平成i褐年 劔�13:00～16:00 劔宙8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x92�5�7ﾈ�ｸ68ﾆ竰��c｣�Rﾓ�謄�R�淫ﾉ�)�i�b��ゴ���ﾉ�Y�ﾈ支���

1月25日 (局) 儻ILｲ�劔(荒木先生) (501華.大体南蛮) 劔憩 

1月26日 ��Ⅴフィットネスプログラム 劔¥r)}��Ⅴフィットネスプログラム 刹x ���x*ｨ*(�(,ﾈ7H4(6(6x6ﾈ5�7h8ﾘ4�8�8��9:00～12:00 劔13:00-15:m 剴�S｣�Rﾓ#�｣�R�

(火) �(山両先生i) 劔(山囲先生) 剴[ー 窒委hﾞ��8ﾈｹ�78��･��(5�7ﾈ�ｸ68ｺh橙��

(501室,大体育室) 劔(50l室.大体育室) 凵蛍ヽ 茶S�����Y�ﾈ支���

1月27日 ��Ⅴ高齢者のフィットネスプログラム 劔(ｹ���Ⅴ女性のフィットネスプログラム 劔休 �h7H4(6(6x6ﾈ5り4x4�5H5H485�,i�ﾉ+"�劔 9:00-12:00 劔13:(調-16:00 劔��c｣�Rﾓ�謄�R�

(求) �(武井先生) 劔(武井先生) 劔告白 宙ﾞ)gｹ�i�b��

(501室.大体育室) 劔(501室.大体育室) 劔It>1 茶S�����

1月28日 ��Ⅱフィットネス.トレーニング 9:00-12:00 劔(ｹ���Ⅱフィットネス.トレーニング 13:00-16:00 劔 

(木) �(尾懸先生) (501室.大体育室) 劔(尾煤先生) (501室,大体育室) 

1月29日 (金) ��受諾 付籍 �� 
〟検定試験! i .9;30-ll:30 (50l室) 

i �9:20 免ﾂﾒ� 亦�～ ����i � 冓-- � ��ｶ綿�ｲ�

8:30　　9:00　　　　　　10:00　　　　　11:00　　　　　12:00　　　　　13:(調　　　　　14:00　　　　　15'00　　　　　　16:00　　　　　17:00　　　　　18:00　　　　　　19:00　　　　　　20:(調　　　　　　21:00


