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 2 養成講習会（旧上級指導員）開催要項
１． 目
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、広域スポーツ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

公益財団法人日本スポーツ協会
中央競技団体名

３． 主

管

都道府県体育・スポーツ協会
大阪府空手道連盟

４． カリキュラム
（１）共通科目 共通科目Ⅱ（集合講習…14 時間、自宅学習…56 時間）
各競技合同で都道府県体育協会・中央競技団体が主管して実施する。
※共通科目の実施形態が変更となりました。集合講習会受講にあたり事前学習が必須となります。
事前学習はリファレンスブックによる自宅学習及びオンラインでの知識確認テストを受講すること。
（オンラインでの知識確認テストにはインターネット環境が必要となります。スマートフォン可。）
（２）専門科目 20 時間以上（集合講習）
※ 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。
※ 講習及び試験などの免除措置については、別に定める基準による。
５． 期日・場所・日程
※共通科目Ⅱについての日程等につきましては、決定次第速やかにご連絡致します。（11 月開催予定）
（１） 開催期日：令和元年７月２１日（日）～１２月８日（日）
（２） 開催場所：<講習会> エディオンアリーナ大阪 剣道場・柔道場(日程により場所が変わります)
<検定試験> エディオンアリーナ大阪 第３．４会議室
（大阪市浪速区難波中 3-4-36 TEL 06-6631-0121
（３） 日程：〈講習会〉 受付９：００～
令和元年
７月２１日（日） ９：３０～１８：００
令和元年 １０月１４日（月祝）９：３０～１８：００

剣道場
剣道場

令和元年 １０月２７日（日） ９：３０～１８：００
令和元年 １１月 ３日（日） ９：３０～１８：００

柔道場
剣道場

※空手道着持参のこと。
<検定試験> 令和元年１２月８日（日） ９：３０～１３：００ （受付９：００～）
※筆記具持参のこと。
６． 受講者
〈受講条件〉
（１） 受講する年の 4 月 1 日現在、満 22 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者。またはこれ
から中心的な役割を担う者。
（３） コーチ１（指導員）の資格保持者。
〈受講者数〉受講者数は２０名程度とする。（特に上限は定めない）

７． 受講申込み及び納入先
（１）必要事項を記入した別紙申込書と、振込控のコピーを同封して(申込書に貼り付けないでください)
事務局まで郵送してください。※捺印が必要なため、ＦＡＸは不可です。
（２）申込書の提出期限は令和元年５月２０日（月）必着とする。
※大阪府空手道連盟へは５月２２日(水)に発送します。
※締め切り後一切受付できませんので厳守をお願いします。
（３）郵便局 振込先口座番号 ００９６０-３-３３００６９
加入者名
兵庫県空手道連盟
【事業番号】＊＊＊-１９００１５

(＊＊＊は、会員番号)

※※郵便振込用紙の通信欄に【事業番号】を記入して上記の口座に振り込んでください。

８． 受講料
共通科目：金額未定
共通科目Ⅱにつきましては、現在、消費税率変更の影響により受講金額が未決定の状況です。
金額が決定次第ご案内いたしますので、後日送付の案内に沿って受講金額を期日までにご入金くだ
さい。
専門科目：25800 円（消費税込み）＋事務手数料 500 円
合計 26300 円
※専門科目受講料のみお支払いください。

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、都
道府県体育・スポーツ協会を通じて本人に通知する。
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
会で審査し受講が取り消される。
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） 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。
（２） 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 2 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、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 2「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）
（３） 過去に何らかの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コーチ 2 資格を登録できない場合があるため注意すること。
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。

申込日
西暦
年
※必須項目を記入しないと登録できません
2019年度公認コーチ2養成講習会 受講申込書
講習会名
※必須

公認（

日

）養成講習会

＊例：公認陸上競技指コーチ2養成講習会

フリガナ
※必須

氏

月

男

名

印

※必須

女

生 ※必須
西暦
年
月
日

年

月

2019年4月1日現在の年齢

日
（

歳）

ローマ字
（大文字で記載）
※必須

連絡先
電話番号
（携帯電話）

自宅電話番号
※必須

※必須

＠

メールアドレス
※必須
※事前学習の際に必要です

郵便番号
※必須
住 所
（都道府県
から記載）
※必須
職種
※いずれか
を選択
※必須

共通科目Ⅱ
免除の有無
※必須

〒

勤務先名

・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
する

・

しない

※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。

No.

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
資格名：
登録番号：
有効期限：西暦
年
月
日

2

◆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

※証明書類の提出必要

3

資格名：
する

専門科目免除
の有無
※必須

・

しない

※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。

No.
1
2

◆免除対象資格により、免除を行う。
資格名：
◆その他の免除理由

※証明書類の提出必要
※証明書類の提出必要

資格名：
※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（コピー可）を添付すること。

スポーツ指導者の活動に関する調査
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 ⇒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

□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

⇒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

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 □２．総合型地域スポーツクラブ
すべてに☑） □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 □２．中学校スポーツ
すべてに☑） □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。

※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 □２．総合型地域スポーツクラブ
すべてに☑） □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 □２．中学校スポーツ
すべてに☑） □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

