公認コーチ２
受講希望の皆さま方へ
兵庫県空手道連盟
事 務 局

令和３年度日本スポーツ協会公認コーチ２養成講習会

のお知らせ

いつもお世話になり誠にありがとうございます。
表題の件のご案内をお送りいたします。お申込期間が短く、誠に申し訳ございま
せん。
今回より、指導者マイページよりのお申し込みのみとなります。また、共通科目
もＷＥＢ講義となります。詳細につきましては、同送の開催要項をご覧ください。
合わせて下記にご記入いただき、ご送金後、期日までにご連絡をお願いいたしま
す。
＜指導者マイページについて＞
今回より、インターネットでの(公財)日本スポーツ協会の指導者マイページより
のお申込みのみとなりました。
指導者マイページをお持ちでない方は、指導者マイページをお作りいただき、申
込手続きを行ってください。パソコンに不慣れな方は、お知合いで堪能な方にお尋
ねください。
例外はございませんので、必ずインターネットよりお申し込みください。
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令和３年度日本スポーツ協会公認コーチ２養成講習会

＜ 払込取扱書 控 貼付欄 ＞
郵便振込用紙の通信欄に【事業番
号】を記入して下記の口座に振り込

受講申込書

兵空連
会員番号

会員
氏名

んでください。（○○○は、評議員
番号、【事業番号】記入で、明細記
入は不要です。）

送金金額 ： 26,500円
口座番号
加入者名
【事業番号】

００９６０-３-３３００６９
兵庫県空手道連盟
○○○-２１０００-２

※事務局使用欄
受付

ＨＰ

✔

No.2
国庫補助事業

令和 3 年度日本スポーツ協会公認コーチ 2（専門科目）養成講習会 開催要項
１．目
的：
地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等の監督やヘッドコーチ等の責任者として、
安全で効果的な活動を提供するとともに、指導計画を構築、実行、評価し監督することと併せて、コ
ーチ間の関わり及び成長を支援する者を養成する。
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： 公益財団法人大阪府スポーツ協会
大阪府空手道連盟

４．カリキュラム：
（１）共通科目：135 時間（講習会及び自宅学習）
※公認スポーツ指導者養成講習会共通科目Ⅱ
1.

グッドコーチ（日本スポーツ協会公認スポーツ指導者）に求められる人間力

2.

グッドコーチに求められる医・科学的知識

3.

現場・環境に応じたコーチング

（２）専門科目：40 時間以上（講習会及び自宅学習）
※ 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．実施方法（開催期日・会場）：
（１）共通科目：①事前学習、②WEB 講習、③事後学習で構成され、①～③の順番で受講することと
し、原則、部分受講は認めず単一年度内にすべての課程を修了する必要がある。
① 事前学習：リファレンスブックによる自宅学習及びオンラインテストを実施する。
※ 講習会参加前に必ずオンラインテストを修了（リファレンスブック目次「1 章」「2 章」
「3 章」それぞれ「正解率 60%以上」）すること。
講習会参加前にオンラインテストを修了しなかった場合、講習会へ参加できない。
② WEB 講習：2 日間で実施する。
③ 事後学習：リファレンスブック等による振り返り、現場実践を踏まえた課題提出を課す。
※ 講習会で学んだ内容等に基づく課題を所定の期限までに取組み、レポートを作成・提出
すること
WEB講習会場

開催期日

申込期間

第1会場
令和3年7月31日(土)～8月1日(日)
令和3年4月19日（月）～6月18日（金）
第2会場
令和3年8月21日(土)～22日(日)
令和3年4月19日（月）～7月9日（金）
第3会場
令和3年11月6日(土)～7日(日)
令和3年4月19日（月）～9月17日（金）
第4会場
令和3年12月11日(土)～12日(日)
令和3年4月19日（月）～10月22日（金）
※WEB 講習については、上記会場のいずれかに参加すること。

（２）専門科目：40 時間以上（集合講習会：以下の通り実施する。）
エディオンアリーナ大阪 大阪府立体育会館
（大阪市浪速区難波中 3-4-36
TEL 06-6631-0121）
①講習会 受付９：００～ エディオンアリーナ大阪
令和３年 ７月２２日（木祝） ９：３０～１８：００
剣道場
令和３年 ８月２９日（日）
９：３０～１８：００
剣道場
令和３年１０月１７日（日）
９：３０～１８：００
剣道場
令和３年１０月２４日（日）
９：３０～１８：００
柔道場
※空手道着持参のこと。
②検定試験 受付９：００～ エディオンアリーナ大阪
令和３年１２月１９日（日）
９：３０～１５：００ 第３・４会議室
※筆記具持参のこと。
６．受講者
公認スポーツ指導者育成の受講者受入方針（アドミッション・ポリシー）に定める内容の他、以下受講
条件に合致する者を本講習会の受講者として受け入れる。
（１） 受講条件：
・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。
・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。
・受講有効期間内で講習の全日程に参加が可能である者。
・本講習の受講に支障がない健康状態である者。
・インターネットサービス「指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）」から申込
が出来る者。（申込用紙での受付は致しません。）
・同一年度に共通科目Ⅱ集合講習会の申込を行う者。
・コーチ１（指導員）の資格保持者
※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。
（２） 受講者数：
①共通科目 1 会場 100 名程度 ※先着順とし、複数会場への申込は認めない。
②専門科目 40 名程度（特に上限は定めない）
７．受講申込：
（１）申込方法：共通科目、専門科目ともに指導者マイページから申込みをしますが、専門科目は兵庫
県空手道連盟にも受講申込書（別紙）を送ってください。
実施団体の認証コードが必要ですので以下を入力してください。
認証コード：３３０１（コーチ２）
共通科目の受講料は指導者マイページから支払い、専門科目の受講料は大阪府空手道
連盟の口座に振り込みになります。
①共通科目
インターネットサービス「指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）」のア
カウント登録手続きを行い、指導者マイページから本講習会の申込手続きを行うこと。
申込方法の詳細は、下記 URL を参照のこと。認証コード：３３０１（コーチ２）
■https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid209.html

②専門科目（共通科目の申込みページと同じところにあります。）
インターネットサービス「指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）」のア
カウント登録手続きを行い、指導者マイページから本講習会の申込手続きを行うこと。
申込方法の詳細は、下記 URL を参照のこと。認証コード：３３０１（コーチ２）
■https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid209.html
①②の申込みに追加して
受講申込書（別紙）に必要事項を記入し、専門科目の受講料の払込取扱書控を添付してＦＡＸ等
でお申込みください。
（２）申込みの期限は令和３年５月３０日(日)とする。
※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。
８．受講料：共通科目と専門科目は別々に納入する。
・共通科目：20,900 円（17,600 円（税込）＋リファレンスブック代 3,300 円(税込)）
指導者マイページの振込先指示に従って支払い
・専門科目：26,500 円（11,000 円（税込)＋15,500 円（事務手数料））
兵庫県空手道連盟の口座に振込み ・・・ 受講申込書(別紙)記載の口座へのお振込み
９．受講有効期限：4 年
１０．受講者の内定から決定までの流れ
(1) 指導者マイページから申し込み後、大阪府空手道連盟で申込内容の確認を行う。
(2) 大阪府空手道連盟の確認後、JSPO において最終確認を行い、兵庫県空手道連盟に受講料を支払
った者を受講者として正式に決定する。
１１．講習･試験の免除
既存資格及び JSPO 免除・適応コースの履修等により、講習･試験の一部又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。（インターネットサービスで各自確認、受講の手引き参照）
１２．検定試験･審査
集合講習会最終日に実施する検定試験等による判定とし、大阪府空手道連盟において審査する。
※共通科目は別途実施。
１３．登録及び認定
（１）共通科目及び専門科目の全ての検定試験に合格するなど、所定のカリキュラムを修了し、公認コ
ーチ 2 として必要な資質能力を修得した者を修了者（「新規登録」対象者）と認め、修了通知と
登録案内を送付する。
（２） 公認スポーツ指導者登録規程に基づき、登録手続き（登録料の納入等）を完了した者を公認コー
チ 2 として認定し、「認定証」及び「登録証」を交付する。
※ JSPO 倫理規程第４条に違反する行為があったとして JSPO が認めた時は、登録の権利を失い認定
されない場合がある。
（３） 登録料は 4 年間で 10,000 円（初回登録時のみ 13,000 円）とする。

※ すでに公認スポーツ指導者資格を取得している場合は、登録料が異なる場合がある。
（４） 資格の有効期間は 4 年間とし、4 年毎に更新する。ただし、公認コーチ 2 以外に公認スポーツ指
導者資格（スポーツリーダーは除く）が認定されている場合、初回の有効期間は、新規認定期日
からすでに認定されている資格の有効期限までとする。
（５） 有効期間満了に伴う「更新登録」にあたっては、有効期限の 6 カ月前までに、JSPO 又は JSPO 加
盟団体等の定める更新研修を修了するなどの要件を満たさなければならない。
１４．注意事項
（１）受講有効期間内に所定のカリキュラムを修了しない場合は、その時点で受講者としての権利を
すべて喪失する。
（２）本講習会受講に際し取得した個人情報は、本講習会受講者の管理及び諸連絡以外には使用しな
いものとする。
（３）本講習会の受講有効期間内に他の公認スポーツ指導者養成講習会の受講はできない。また、受
講申込時点で他の JSPO 公認スポーツ指導者資格養成講習会の受講有効期間内又は未修了の場
合は、本講習会への受講申込はできない。
（４）受講者としてふさわしくない行為（日本スポーツ協会公認スポーツ指導者処分基準等において
違反行為と規定された行為）があったと認められたときは、JSPO 指導者育成委員会または加
盟団体等において審査し、受講資格の取消しないしは停止、受講済科目の一部ないしは全部の
取消し、資格登録権利の停止等の処分を行う場合がある。なお、処分内容については、日本ス
ポーツ協会公認スポーツ指導者処分基準等の関連規程に照らし合わせるとともに、受講状況等
に応じて検討する。
（５）本講習会風景の写真等は、JSPO 又は大阪府スポーツ協会の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。
（６）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 JSPO
又は大阪府スポーツ協会が管理できない事由により、講習会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、JSPO 又は大阪府スポーツ協会ではその責任は負わない。
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。

