
受講希望者　各位

① 日本スポーツ協会ホームページにて、指導者マイページの作成・養成講習会受講申込み

② 専門科目参加料・専門科目講習会運営費の送金

下記の合計金額を、京都府空手道連盟へ送金してください。

※余裕を持って、申し込んでください。

≪振込先≫ 京都銀行　吉祥院支店 ３８７７１４１ 京都府空手道連盟　事務局長　三木貫嗣

受 講 料 ： 15,120円　(専門科目受講料)　／　10,000円　(運営費) 　

※申込みは日本スポーツ協会ホームページ内で完了させ、下記必要書類のみ郵送ください。

2019 年 5 月 7 日

２０１９年度公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ１(旧スポーツ指導員)
養成講習会専門科目の開催について

― 　　　受　講　方　法　　　 ―

兵庫県空手道連盟

事務局

　標記講習会が実施されますのでご案内いたします。

　インターネットでの受講申込が、実施されています。下記の手順に従い申込んでください。その後の専門科目の実施

団体は、京都府空手道連盟です。専門科目に関する手続きは、直接、日本スポーツ協会のホームページの指導員マイ

ページより手続きを行ってください。

　受講資格：公認2段以上　満20歳以上(2019年4月1日現在)　空手道歴4年以上(満10歳より数える)

日本スポーツ協会ホームページにて、指導者マイページのアカウントを作成。

　受講料：②専門科目参加料・運営費　25,120円　④ＮＨＫ共通科目Ⅰ受講料(通信教育)　19,800円
　　　　　　　※④ＮＨＫ受講にかえて、兵庫県体育協会主催のスポーツリーダー養成講習会でも、共通科目Ⅰ
　　　　　　　　　の資格をとることができます。

　　　　　　　　　　　　※日本スポーツ協会ホームページアドレス ： http://www.japan-sports.or.jp/

　　　　　　　　　　　　※マニュアルのアドレス ： http://hyokuren.jp/ntk/a-005.pdf

　　　　　　　　　　　　　　上記は、指導者マイページ作成＆受講申し込みのマニュアルです。

　　　　　　<兵庫県空手道連盟ホームページに公認スポーツ指導者　関連を、【NEWS】に掲載>

＜裏面へ＞

〒601-8314　京都市南区吉祥院井ノ口町38-1

申込受付締切日：２０１９年６月３０日（日） 必着

↓

京空連
郵送

全空連公認段位免状コピー（Ａ４に縮小）１通
全空連会員証コピー（有効期限内）　 　　１通

振込み控えのコピー

京都府空手道連盟　事務局長　三木貫嗣　　ＦＡＸ075-671-0913・携帯090-5361-3077



■ 受講について

↓ ↓
③ 専門科目受講内容 ④ 共通科目Ⅰ受講内容

＜講習内容・時間＞ ＜受講料の払込＞

専門科目40時間以上 ○ 払込用紙にて１０日以内に払込

※集合講習30時間以上 共通科目Ⅰ受講料 １９，８００円

※その他10時間以上 ＜共通科目カリキュラム＞

＜講習会実施時期＞ 共通科目35時間（通信講座）

○ １１月　計６回予定

　　　(基本的に土曜、日曜、祝日に実施)

GS・ユアサ体育館(日本電池体育館)予定 ＜学習期間・合否判定＞

京都市南区吉祥院西の庄猪之馬場町1 ○ 受講期間　：　３ヶ月間

ＪＲ西大寺下車徒歩約１０分 ○ 期間中に、３回の課題回答用紙提出

／駐車場(無料)有り

※ 別紙「開催要項」参照

※ 兵庫県空手道連盟事務局では、上記以外の詳細な情報は保持しておりませんが、質問に関しては、日本

スポーツ協会ホームページの閲覧や、マニュアル他を熟読の上、事務局へお問い合わせください。

＜表面より＞

※専門科目の日程・会場は、後日受講者本人へ連
絡。

「共通科目Ⅰ」受講 (ＮＨＫ学園)

※受講内定者本人へ直接、教材・払込用紙
送付。

「専門科目」受講 (京都府空手道連盟)



No.2 

国庫補助事業 
 

2019 年度公益財団法人日本スポーツ協会 

公認コーチ 1 養成講習会 開催要項 

 

１． 目  的 

地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に、競技別の

専門的な知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたるとともに、施設開放

において利用者の指導支援を行う者を養成する。 

 

２． 主  催  公益財団法人日本スポーツ協会 

        公益財団法人全日本空手道連盟 

 

３． 主  管  公益財団法人京都府スポーツ協会 

４．       京都府空手道連盟 

 

4. カリキュラム 

（１） 共通科目 35 時間（通信講座） 

（２） 専門科目 40 時間 

※ 時間数は競技団体によって異なる。 

※ 各競技別に各都道府県競技団体が主管して実施する。 

※ 講習及び試験の免除措置については、当該中央競技団体が定める基準による。 

 

５． 期日・場所・日程 

（１）期日：２０１９年１１月の期間内、６日間（基本的に土曜、日曜、祝日に実施予定） 

（２）場所：ＧＳ・ﾕｱｻ体育館（日本電池体育館）京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１（予定） 

      JR 西大路下車徒歩約１０分 駐車場有。(無料) 

（３）日程：会場および講師の都合により未定 

 

６． 受講者 

〈受講条件〉 

（１）受講する年の 4 月 1 日現在、満 20 歳以上の者で、実施競技団体が定める条件。 

（２）地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実際的指導にあた

っている指導者及びこれから指導者になろうとする者。 

（３）全日本空手道連盟公認弐段以上の者。 

〈受講者数〉 

受講者数は５０名程度とする。 

 

７． 受講申込み 

（１）受講申込みは各都道府県競技団体を通じて各都道府県体育協会へ行う。 

（２）受講希望者は、指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）より申込を

行い、免除該当者は所定の必要書類を添付し、6 月 1 日～30 日までに提出する。 

 

８． 受講料 

共通科目：19,800 円（税込） 

専門科目：14,000 円（税別）+10,000 円 

令和元年 10 月からの税制改正により８％から１０％になる 

（運営費として専門科目受講料と一緒に下記振込先に振り込む） 

専門科目振込先：京都銀行 吉祥院支店 普）３８７７１４１ 

口座名義：京都府空手道連盟 事務局長 三木貫嗣 



 

 

９． 受講者の決定 

都道府県体育・スポーツ協会から提出された申込書などの関係書類に不備がない者を受講者として内

定し、NHK 学園または都道府県体育・スポーツ協会を通じて本人に通知する。 

受講内定後、受講料の支払いを完了したものを受講者として決定する。 

原則として、他の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格との同時受講は認めないこととする。 

（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す

べ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すべて喪失するが、専門

科目講習会が有効期限内に実施されない場合はこの限りではない。 

（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れたときは、日本スポーツ協会指導者育成

専門委員会で審査し、受講資格及び受講済みの科目を全て取り消す場合がある。 

 

１０． 講習・試験の免除 

既存資格及び日本スポーツ協会免除適応コースの履修等により講習・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。 

 

１１． 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。 

（１） 共通科目における検定試験は、通信教育（ＮＨＫ学園）課題検定による判定とし、日本スポーツ

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は、技能検定を主体に筆記試験などを加えた総合判定とし、各中央競技団

体指導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「公認コーチ 1 養成講習会修了者」として

認める。 

 

１２． 登録及び認定 

（１） 共通科目及び専門科目の検定に合格し、その後、指導者登録（登録申請書の提出及び登録料の納

入）を完了した者に、日本スポーツ協会公認コーチ 1「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、資格有効期限の

6 か月前までに、日本スポーツ協会又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。

（ただし、既に公認スポーツ指導者資格を有する者については、既所有資格の有効期限となる） 

 

１３． その他 

（１）本講習会風景の写真等は、日本スポーツ協会ホームページ及びその他関連資料へ掲載する場合が 

ある。 

  （２）天災地変や伝染病の流行、講習会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の日本ス 

ポーツ協会が管理できない事由により、講習内容の一部変更及び中止のために生じた受講者の損 

害については、日本スポーツ協会ではその責任を負いかねる。 

（３）本講習会受講に際し取得した個人情報は、日本スポーツ協会、都道府県体育・スポーツ協 

会、各中央競技団及び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）及び関係講習会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、 

その旨を明示し了解を得るものとする。 

 

１４． 問合せ先 

     担当：三木貫嗣  連絡先：０９０－５３６１－３０７７ 

 



様式ダウンロードURL
https://www.japan-sports.or.jp//Portals/0/data/ikusei/doc/shidoin/2019/03-04coach1_mousikomi.xlsx

※必須項目を記入しないと登録できません

フリガナ
※必須

生

男 年 年 月 日

印 月

女 日 （　　　　歳）

〒

No.

2

資格名：

No.

資格名：

連絡先
電話番号

（携帯電話）
※必須

3

メールアドレス
※必須

　　　　　　　　　　　　　　　　＠

1

◆日本スポーツ協会公認指導者有資格者（※スポーツリーダーは除く）として免除を行う

専門科目免除
の有無
※必須

※免除をする場合、下記のいずれの資格で免除を行うか番号に○をつける
※専門科目免除は必ず各競技団体に確認して下さい。
※受講予定、受講中の方は免除できません。

1
資格名：

申込日

する　　　・　　　しない

・小学校教員　・中学校教員　・高校教員・大学・高専教員　・公務員　・会社員(団体職員含む)
・工員・商店員　・農業・漁業　・医師 ・自由業(弁護士・僧)　・団体役員・商工自営・主婦
・学生　・無職　・その他

職種
※いずれか

を選択
※必須

講習会名
※必須

自宅電話番号
※必須

2

※共通科目・専門科目の免除を行う際には、申込書の裏面に各々証明できる証明書類（コピーで可）を添付するこ
と。

登録番号：

有効期限：西暦　　　　　年　　　　月　　　　日

※証明書類の提出必要

◆免除適応コース共通科目修了証明書取得者として免除を行う ※証明書類の提出必要

◆その他の免除理由（スポーツリーダー、スポーツ少年団認定員を含む）

ローマ字
（大文字で記載）

※必須

郵便番号
※必須

◆免除対象資格により、免除を行う。 ※証明書類の提出必要

◆その他の免除理由 ※証明書類の提出必要

共通科目Ⅰ免除
の有無
※必須

する　　　・　　　しない

資格名：

※免除をする場合、下記のいずれの資格で免除を行うか番号に○をつける
※受講予定、受講中の方は免除できません。

西暦　　　　年  　　月　　　日

※必須
西暦

平成31（2019）年4月1日現在の年齢

勤務先名

公認（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）コーチ1養成講習会

＊例：公認陸上競技コーチ1養成講習会

2019年度公認コーチ1養成講習会　受講申込書

氏　　名
※必須

住　　所
（都道府県
から記載）

※必須

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/shidoin/2019/03-04coach1_mousikomi.xlsx


Q1　あなたが講習会を受講する理由は何ですか。（あてはまる番号すべてに☑）
□１．自身の資質向上のため
□２．社会的認知を得るため
□３．周りの人からの薦めで
□４．競技団体の薦めで
□５．大会出場に必要なため
□６．指導対象者に認めてもらうため
□７．将来のスポーツ指導のため
□８．その他（　　　　　　　　　　　　　）
------------------------------------------------------------------------------------
上記1～8の中で本講習会受講の最大の理由を1つ選び、その項目の番号をお答えください。
最大の理由・・・（　　　　）

Q2　過去1年間に少なくとも1回以上、スポーツ指導を行いましたか。
□A.行った　　　

□B.行っていない
（過去1年間には行っていないが、それ以前に行っていた）
□C. 行っていない

Q3　下記項目について、Q2でAを選択した方は「現在の指導状況」を、B・Cを選択した方は「今後どの
場所・領域で活動することを想定しているか」についてお答えください。

指導場所 □１．公共の施設　　
（あてはまるものすべてに☑）□２．総合型地域スポーツクラブ

□３．小・中・高校の学校施設
□４．大学・高専等の学校施設
□５．民間の施設
□６．職場の施設
□７．個人宅（自宅を含む）
□８．福祉・医療施設

指導領域 □１．地域スポーツ　［少年団・総合型地域スポーツクラブを含む］
（あてはまるものすべてに☑）□２．中学校スポーツ

□３．高校スポーツ
□４．大学・高専等スポーツ
□５．プロスポーツ　［チーム・個人を含む］
□６．企業スポーツ　［実業団契約社員・嘱託等を含む］
□７．商業スポーツ　［フィットネスクラブ・スイミングスクール・体操教室等］
□８．スポーツ組織・施設運営　［体育協会、体育館・スポーツセンター等］
□９．福祉・医療関係

指導対象(世代等)□１．～幼児　□２．小学生　□３．中学生　□４．高校生
　（あてはまるものすべてに☑）□５．大学生・専門学校生　　□６．社会人　□７．高齢者
指導対象(性別) □１．男性　 □２．女性
　（あてはまるものすべてに☑）
指導対象(レベル) □１．初心者　 □２．初級者　 □３．中級者　 □４．上級者
（あてはまるものすべてに☑）

Q2でB・Cを選択した方は終了です。Q2でAを選択した方はQ4をお答えください。

スポーツ指導者の活動に関する調査

⇒Q4については、“今後どの

現場で活動することを想定し

ているか”についてお答えく

ださい 

⇒Q4では“現在の活動”、Q5では“今後どの現

場で活動したいか”についてお答えください 

⇒Q4については、“今後どの

現場で活動することを想定し

ているか”についてお答えく

ださい 

⇒Q4では“現在の活動”、Q5では“今後どの現

場で活動したいか”についてお答えください 



※Q2でAを選択した方のみご回答ください。
Q4　下記項目について、「今後どの場所・領域で活動したいか」をお答えください。

指導場所 □１．公共の施設　　
（あてはまるものすべてに☑）□２．総合型地域スポーツクラブ

□３．小・中・高校の学校施設
□４．大学・高専等の学校施設
□５．民間の施設
□６．職場の施設
□７．個人宅（自宅を含む）
□８．福祉・医療施設

指導領域 □１．地域スポーツ　［少年団・総合型地域スポーツクラブを含む］
（あてはまるものすべてに☑）□２．中学校スポーツ

□３．高校スポーツ
□４．大学・高専等スポーツ
□５．プロスポーツ　［チーム・個人を含む］
□６．企業スポーツ　［実業団契約社員・嘱託等を含む］
□７．商業スポーツ　［フィットネスクラブ・スイミングスクール・体操教室等］
□８．スポーツ組織・施設運営　［体育協会、体育館・スポーツセンター等］
□９．福祉・医療関係

指導対象(世代等)□１．～幼児　□２．小学生　□３．中学生　□４．高校生
　（あてはまるものすべてに☑）□５．大学生・専門学校生　　□６．社会人　□７．高齢者
指導対象(性別) □１．男性　 □２．女性
　（あてはまるものすべてに☑）
指導対象(レベル) □１．初心者　 □２．初級者　 □３．中級者　 □４．上級者
（あてはまるものすべてに☑）

本講習会受講希望者個人調書に記載いただいた個人情報は、公認スポーツ指導者育成団体が共同利用す

ることとし、本講習会の運営・管理および諸連絡に使用します。  

また、スポーツ指導者の活動に関する調査にて取得した情報は、個人が特定されないで集計し、個人名

が特定されるような公表をすることはいたしません。 

日本スポーツ協会は、本講習会における受講管理を業務委託いたします。業務委託先とは、個人情報保

護に関する覚書を締結し、個人情報の取扱いについては、十分注意を払っております。  

本会個人情報取り扱いについて⇒http://www.japan-sports.or.jp/privacypolicy/tabid/102/Default.aspx 

本講習会受講希望者個人調書に記載いただいた個人情報は、公認スポーツ指導者育成団体が共同利用す

ることとし、本講習会の運営・管理および諸連絡に使用します。  

また、スポーツ指導者の活動に関する調査にて取得した情報は、個人が特定されないで集計し、個人名

が特定されるような公表をすることはいたしません。 

日本スポーツ協会は、本講習会における受講管理を業務委託いたします。業務委託先とは、個人情報保

護に関する覚書を締結し、個人情報の取扱いについては、十分注意を払っております。  

本会個人情報取り扱いについて⇒http://www.japan-sports.or.jp/privacypolicy/tabid/102/Default.aspx 




