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東日本大震災復興支援

｢とどけよう　スポーツの力を東北-!｣

平成26年度公益財団法人日本体育協会公認上級指導員養成講習会【共通科目】

開催要項

1.日　　的

地域スポーツクラブ等が実施するスポーツ教室の指導や事業計画の立案などにおいて､クラブ内指導

者の中心的な役割を担うとともに､広域スポ-yセンターや市町村エリアにおいて､競技別指導にあ

たる者を養成する｡

2.主　　催:公益財団法人日本体育協会

3,主　　管:公益財団法人北海道体育協会

4.カリキュラム

｡共通科目　共通科目Ⅰ ･Ⅱ (集合講習-14時間･自宅学習-56時間)

(各競技合同で公益財団法人北海道体育協会が主管して実施する｡)

･専門科目40時間以上(集合講習)

平成26年度については､ ｢水泳競技｣ ｢卓球競技｣を実施する｡

5.開催期日･開催場所･日程

期　日:[講習]平成26年9月27日(土) ～28日(日)

[検定]平成26年10月26日(:那

会　場:北海道立総合体育センター　北海きたえーる/2F　講堂.視聴覚室

札幌市豊平区豊平5条11丁目1･1 TEI. : 011･820-1706

6.受講者

【受講条件】

(1)受講する牢の4月1日現在､満22歳以上の者(競技により異なる)で､実施競技団体が定め

る条件｡

(2)地域スポーツにおいてスポーツ活動を実施しているスポーツクラブ等において年齢､競技レベ

ルに応じた指導にあたるとともに､事業計画の立案などクラブ内指導者の中心的な役割を担っ

ているもの｡または､これから中心的な役割を担う者｡

【受講者数】

受講者数は､共通科目50名程度･専門科目20名程度



FAXでの

7.受講申込み

共通科目

【共通科目】公益財団法人北海道体育協会　生涯スポーツ課

〒062-8572　札幌市豊平区豊平5条11丁目1･1北海道立総合体育センター内

TEL : 011･820-1706

8.受講者の決定

公益財団法人北海道体育協会から提出された申込書などの関係書類に不偏がない者を受講者と'-て

内定し､本人に通知する｡

(1)受講有効期限　　　　　　　　､

受講者は原則として受講有効期限内(受講開始年度を含め4年間)に共通科目と専門科目の全て

を修了しなければならない｡

なお､期限内に修了しない場合は､その時点で受講者としての権利を喪失するが､専門科巨講習

会が有効期限内に実施されな･<､場合はこの巧員りではない-I

l'､2)受講取消し

受講者としてふさわしくない行為があったと認めらIT7_たときは､公益財団法人≡本捧育寓会育

成専門委員会で審査し受講が取り消される0

9.講習･試験の免除

養成講習会の講習･試験の免除にあたっては､以下の条件に該当する者は共通科目免除とするo

免除希望者は､受講申込書の｢免除串請｣項削こ必要事項を記入し､免除に該当する証明書類の写し

を添付の上申込むことD　なお､ 請は一切認めない

【共通科目丁のみ免除】

○　公益財団法人日本体育協会公認指導員

EL　クラブマネジャー

･gjtI　アシスタントマネジャー

･①　ジュニアスポーツ指導員

_S)公益財団法人日本体育協会免除適応コース共通科削彦了証明書取得者

･③　スポーツリーダー

⑦　スポーツ少年団認定員

･③　野外活動指導者(ディレクター1級)

⑨　レクリエーションコーディネーター(H13年度以降取得者)

･⑬　一部の免除適応コース承認校(大学)を卒業(※詳細は日体協HPにて確認)

【共通科目I ･ 71免除】

⑪　公益財団法人日本体育協会公認上級指導員
･⑫　公益財団法人日本体育協会公認コーチ･上級コーチ



-ij)公益財団法人日本体育協会公認教師｡上級教師

⑭　スポーツプログラマー

､迅　フィットネストレーナー

･′珍　アスレティツクトレーナー

g)スポ-ツ栄養士

⑬　レクリェ-ションコ-ディネ-タ- (H12年度以前取得者)

(fSBT　健康運動指導士

⑲　公益財団法人日本体育協会免除適応コース共通科目修了証明書取得者

iO.検定･審査

講習に基づく､検定･審査は､共通科目と専門科目に区分して実施するD

(1う共通科削二おける検定試験は､笠記試験による半瞳とし､公益財団法人日本体育協会指導者育成

専門委員会において審査する｡

2)専門科削こおける検定は､翫摘定を主体に筆記試験などを加えた総合半瞳とし､各中央競技団

酎旨尊者育成担当委員会において審査する｡

･′3)共通科目､専門科目のいずれもの検定に合格した者を｢公認指導員養成講習会修了者｣として認

める｡

ll.登録及び認定

･'1)共通科目及び専門科目の検定に合格し､指導者登録機録申請書の提出及び登録料の納入)を完

了した者に､公益財酎去入日太体育協会公認指導員←認定証｣及び←登録証｣を交付する｡

(2)登録による公認資格の有効期限は4年間とし､本資格を更新しようとする者は､資格有効期限内

に､公益財団法人日本体育協会あるいは当該中央競技団体の定める研修を受けなければならない｡

(3)過去に何らかの公益財団法人日本体育協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れ登録申請書を送付出来-ことがあるため注意すること｡

12.受講料･振込先

*共通科目I+Ⅲ : 15,120円(消費税込み)

☆共通科目Ⅰ免除者‥8,640円偶費税込み)

【振込先】金融機関‥北海道銀行

支店名:豊平支店

口座番号:普) 0307330

口座名義‥養護鏑完投鵠蓋擢蓄敵釜ゝ峯等窺蓮遠
※申込書

華甲､込蚤一二



13.その他

本講習会受講に際し､取得した個人情報は､公益財団法人日本体育協会及び公益財団法人北海道体

育協会､各中央競技団体､各都道府県競技団体が本講習会の受講管理に関する連絡(資料の送付等

及び関係事業を実施する際に利用し､これ以外の目的に個人情報を使用する際は､その旨を明示L

了解を得るものとする｡

※共通科目

ご来館下

必ず公共の交

0地下鉄‥東豊線｢豊平公固駅｣地下通路直結

○バ　ス:札幌駅方面より乗車-中央バス｢豊平3条10丁勘停留所より徒歩5分

平岡･白石方面より乗車-中央バス｢豊平3条12丁目｣停留所より徒歩5分

14.お問い合わせ克

公益財団法人北海道体育協会　生涯スポーツ課./1'鈴未)

〒062-8･572　札幌市豊平区豊平5条11T旨1･1北港道立総合体育センタ-再

TEL : Oil-820-1706



平成26年度　公益財団法人日本体育協会公認上級指導員養成講習会【共通科目】日程表(秦)

第3日 10月26日(日) ��
第1日第2日 

･..一一1 剴�#����

期日9月27日く土) 劔 ��
A-こ,払rttf.r±ヨ 

== 任所.会場汲苛駅./{ス粋 偖ｨ�+�腦g倡9dﾉ[ﾘｾb�囘ﾉ[ﾓX��mｩ)ｩm｣�ﾓ�ﾜXｯ�耀ﾙ&陋ｩ598ﾂ�豊線豊平公園駅 ��

9:00 45 10二00 30 11こ00 30 12:00 45 13:00 3 14二00 3 15:00 30-4 16:00 3 17二00 40-5 18こ00 5 19二00 鳴�� ��

受付(9:00-9二30) 剋�t(9:00-9:30) 假9WBン｣��ﾓ謄3���

開講式(9:30-9:45) 劼スポー-ツ鯛織の運営と事業｣ �;5�%U���ｺI,ｨuRツ�Z｢等?�3�ﾓ��｣3��ｺI,ｨuBｸuR��#�Z｢涛｣3�ﾓ���C3��

｢スポーツの心理王｣ 

OHL 

昼食 12:30-13こ30 
昼食 12二45-13:30 

｢スポ-ツと法J 决対象に合わせたスポ-ツ指導｣ 

休軸 

0 �(��檍,ﾉ(h,ﾈ5�7ﾈ�ｸ6:2�

I6H 

休憩 
｢スポーツ組織の運営と事業｣ 

講轟時間数 宿泊の有無 �8日 無 冖2�ﾓ�ﾒﾘ痔､X��C｢ﾆ坪�ｲ籀耳而闔ｩ?�ﾒﾒﾙ/�+sr�無 ��

※講義科目につ ※時間数､講師- 凾｢ては､『オフィシャルブック2014』に記載さ 名､検定員名を必ず明記するC※合宿形食 �.､8*"�著ｾi8�陷盈ｩMCsｶ坪,�+YUﾉI$ﾂﾇH�ﾕR�5ﾘ/�,h,�+ﾘ�ｨﾘx,ﾚH･�9h+x.蝿,ﾊ(�I�,ﾉtﾉk9{ﾈｷ(+�+ｸ,ﾉtﾉk8/�ｴﾉ?ﾈ+rﾅ6��



平成26年　　月　　B

平成26年度公益財団法人日本体育協会公認上級指導員養成講習会

こ共通科目】受講申込書 

フリガナ ��i�ﾉ~���ｹ¥｢�&｢顋r�*ﾘ蜒#�s9D紵�hﾇﾈﾋｸﾝﾒ�?ｨﾜ篦�

氏名 

住所 稗�����8�ﾘ8ｸ4�6�8ﾈ5��H6ﾒ�

(携帯TEL)TEL 

勤務先 �<YGF��丁 

所在地 
}苧する.しない 習誤欝｢訂 ※専門科目免除は必ず各競技卸本に確認して下さい-= 

専門科目名 

丑通科目jするしない 

免除申請の有無 朝liVﾉI)�(/�+x.��ｨﾘx,ﾘ岑ｴﾉ���ｸ��ｧﾆｦ�YIZｨ,鎚�ｸ��=x,(*ⅸ�洩顋�ﾜ���,ﾈ5(78�ｸ/�5儻H+x.�+�,h�｢�

NO, 倬�ｦ冖ﾈ益lh�怏m｢�

1 侘�;�酬ﾂ���8�7X7ﾘ6ﾈ5x88�ｲ��4�5h5�5�986x7ﾘ6ﾈ5x8Bﾒ�ux6ｨ4�5�7ﾈ�ｸ68轌;�蹴��曳ｹ�ﾈ支ｺh檠lh�4ｸ呵5(�ｸ5絢I,ｨ怏mｨ�9{��洩顋�靖;竟)zy,ｨuH,ﾈ-ﾙlh��

2 

3 

4 

5 

6 �5�7ﾈ�ｸ688ｨ�ｸ5��ｲ�

7 �8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x985(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ閏ﾙ�ﾃ�9D�7�為韶i;�72� 

8 冢ﾈ､��:韈y;��#�ｸ��

9 �5�7ﾈ�ｸ68晳D�&9Di.�R�

10 壷YH,ﾉlh�4ｸ呵5(�ｸ5胤9DhﾕｩWﾘｧr�/��(ｼh�h�ｨﾝx,ﾙ?ｩ�ﾈｺd��,�,Hｦﾘｪ��

ll ��8ｸ倡y;�蹴�共通t+Ⅱともに 免除 

12 �5(�ｸ6�ﾈ�8ｸ�5(�ｸ6��

13 仆8蹌��8ｸ仆8蹌�

14 �5�7ﾈ�ｸ687h8ﾘ4�8�7ﾘ�ｲ�

15 �7H4(6(6x6ﾈ5�6x8ﾈ�ｸ6��ｲ�

16 �4�5�8ﾈ6X4(684�6x8ﾈ�ｸ6��ｲ�

17 �5�7ﾂﾘ68哩wｸ贅�

18 �8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x985(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ閏ﾙ�ﾃ�)D�7����i;竟"��

19 佶(ﾔ阨�:韈y;�贅�

20 �?ｩgｹ�ﾈ支ｺh檠lh�4ｸ呵5(�ｸ5絢I,ｨ怏mｨ�9{��洩顋�靖;竟"�

免除申請について

①免除申請をする場合は､必ず証明できる修了証等のコピーを添付して下さいo (共通･専門とも)

②本資格の受講に関するお問い合わせ･ *し込みは､養成講習会実施団体にお患いします〇



平成26年　　月　　B

平成26年度公益財団法人日本体育協会公認上級指導員養成講習会

こ共通科目】受講申込書 

フリガナ ��i�ﾉ~���ｹ¥｢�&｢顋r�h純#�ｳ9D紵�d$(ﾋｸﾝﾒ�?ｨﾜ竰�

氏名 

T 住所(メ-ルアドレス:) 

(携せTEL)TEL 

! i 勤務先 ��苛 

丁 

所在地 
iTEL する.しない 郡聖柑慧資格名 

三門科目名書 i 

※専門科目免除は必ず各競 刹Z≡引本に確認して下さい-3 
i it通科目jするしない 

免除申請の有無 朝lh��ﾉ��/�+x.��ｨﾘx,ﾘ岑ｴﾉ���ｸ��ｧﾃ�雜y�ｨ,鎚�ｸ��=x,(*ⅸ�洩顋�ﾜ���,ﾈ5(78�ｸ/�5儻H+x.�+�,h�｢�

N⊂), 倬�ｦ冖ﾈ益lh�怏m｢�

1 侘�;�X��*�8�7X7ﾘ6ﾈ5x88�ｲ��4�5h5�5�986x7ﾘ6ﾈ5x8Bﾒ�

2 

3 

4匡ユニアスポーツ指導員 

5匝本体育協会免除適応コース共通科目修了証明書取得者丑通Ⅰのみ免除 

6 刄Xポーツリーダー 

7 刄激Nリエーションコーディネーター(平成13年度以降取得都 ��

8 剿�O活動指導者1級 

!9 刄Xポーツ少年団認定員 

10 �-部の免除適応コース承認校く大学)を卒業※詳細は副本伽pにて確認. l 

ll 剌繼猿w導員 仄I,ｨ*(uX,h.�,��lh��

12 刄Rーチ,上級コーチ 

13 刹ｳ師.上級教師 

14 ��スポーツプログラマー 

15 刄tィットネストレーナー 

16 刄Aスレティツクトレーナー 

17 刄Xポ-ツ栄養士 

18 刄激Nリエーションコーディネーター(平成12年度以前取得者) 

19 剏注N運動指導士 

20 剴坙{体育協会免除適応コース共通科目修了証明書取得者 

免除申請について

①免除申請をする場合は､必ず証明できる修了証等のコピーを添付して下さいo (共通･専門とも)

②本資格の受講に関するお問い合わせ･ *し込みは､養成講習会実施団体にお蔽いします〇


