平成２８年度

茨城県ＪＢＡ公認コーチ養成講習会開催要項
公認スポーツ指導員（ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ）養成講習会
本年度は、開催しません。指導員（ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ）を目指す方は、下記の要領でスポ
ーツリーダーの資格を取得しつつ、ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会を受講して下さい。共通科
目と専門科目の免除申請によって、平成27年度より日体協公認指導員（ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ）
の資格が得られます。
＜スポーツリーダー（通信講座コース）＞
受講条件 ：受講する年の4月1日現在 満18歳以上
カリキュラム：共通科目I
35h（通信講座）
実施方法 ：学校法人日本放送協会学園（NHK学園）の通信講座：3ヶ月 年4回募集
申込期間 ：春期 2月1日～ 4月30日
夏期 5月1日～ 7月31日
秋期 8月1日～10月31日
冬期11月1日～ 1月31日
申込方法 ：申込書を取り寄せ、必要事項を記入し、NHK学園へ申込む。
電話やFAX、ホームページからも申込み可能。
受講料：通信講座コース 24,680円（教材費も含みます）
検定・審査：3回にわけて課題を提出。原則として満点の６割以上を合格とする。
資格認定料：受講料に含まれます。
受講修了後、認定証を交付します。資格更新はありません。
※ この資格を取得した後に、競技別指導者資格等の講習会を受講する場合、共通科目 I 部分の
講習および試験が免除されます。
申込・問合せ：学校法人日本放送協会学園（NHK学園） TEL：042-572-3151
※ 体育系大学・教育系大学体育系コース・スポーツ系専門学校で免除適応コースとなっている
学校に在籍している方は、卒業時に申請するとスポーツリーダーの資格が得られます。詳し
くは、各学校でお問い合わせ下さい。
※ 「スポーツ少年団 認定員」の資格をお持ちの方は、日本体育協会から自動的に「スポーツ
リーダー」として認定されます。ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会（専門科目）を修了して
いる方は、都道府県体育協会へ「免除・免除申請」をすると公認スポーツ指導員（ＪＢＡ公
認Ｃ級コーチ）の資格が得られます。

ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会
ＪＢＡ公認Ｄ級コーチとなるコース。18歳以上（高校生不可）。ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ（公認ス
ポーツ指導員）になる場合、専門科目の免除が受けられます。
＜受講条件＞ 受講する年の4月1日現在 満18歳以上（高校生不可）
＜カリキュラム＞ 専門科目
40h（集合講習32h，通信講座8h）
＜日程・会場＞
平成 28 年 12 月 4 日（日）8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）講義室 講義
12 月 11 日（日）8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）体育館 実技
12 月 18 日（日）8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）体育館 指導実習
12 月 25 日（日）8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）体育館 指導実習
＜受講料＞ 20,020円（ ４日間全32時間分：ﾃｷｽﾄ上下巻・通信教育・検定料・傷害保険料含む）
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※テキストを書店でお求めになった方は4,500円引き

ＪＢＡ公認Ｅ－１級コーチ養成講習会
ＪＢＡ公認Ｅ－１級コーチとなるコース。ＪＢＡ公認Ｄ級コーチになる場合、講義と実技（合
計１６時間）が免除されます。
＜受講条件＞ 受講する年の4月1日現在 満18歳以上（高校生不可）
＜カリキュラム＞ 専門科目
24h（集合講習16h，通信講座8h）
＜日程・会場＞
平成 28 年 12 月 4 日（日）8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）講義室 講義
12 月 11 日（日）8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）体育館 実技
＜受講料＞ 7,200円 （２日間全16時間分：ﾃｷｽﾄ上巻・通信教育・検定料・傷害保険料含む）
※テキストを書店でお求めになった方は2,000円引き
＜ステップアップ＞
・JBA公認D級コーチに変更する方は、受講料の差額12,820円が必要です。

ＪＢＡ公認Ｅ－２級コーチ養成講習会
ＪＢＡ公認Ｅ－２級コーチとなるコース。 16 歳以上（高校生可 ）。８時間の講義。ＪＢＡ公認
Ｅ－１級コーチになる場合、講義が免除されます。
＜受講条件＞ 受講する年の4月1日現在 満16歳以上（高校生可）
＜カリキュラム＞ 専門科目
16h（集合講習8h，通信講座8h）
＜日程・会場＞
平成 28 年 12 月 4 日（日） 8:00 ～ 18:00 茨城大学（水戸キャンパス）講義室 講義
＜受講料＞ 4,100円（１日８時間分：ﾃｷｽﾄ上巻・通信教育・検定料・傷害保険料含む）
※テキストを書店でお求めになった方は2,000円引き
＜ステップアップ＞
・JBA公認E-1級コーチに変更する場合は、受講料の差額3,100円が必要です。
＜申し込み期日＞
平成２８年１０月１日（土）～１１月２３日（水）
＜申し込み方法＞
（１）TeamJBA に新規登録する http://team-jba.jp/
・TeamJBA（ http://team-jba.jp/）トップにある「役員・審判・コーチ新規登録ガイド」を読む。
（既に審判などで個人 ID をお持ちの方はその ID 番号でログインして下さい）
ステップ 1：メールアドレスの入力（必ずパソコンからのメールを拒否しないように設定
にしておいてください。）
ステップ 2 ： 確認メール受信、URL クリック
ステップ 3 ： 登録先加入コード（ 1108629 ※）の入力
※注意！

茨城県専用の講習・研修会受講資格用番号です。

ステップ 4 ： メンバー情報の入力
ステップ 5 ： 入力内容の確認 → ID 取得＆申請完了となります。
（２）メンバートップの下段にある「講習・研修会検索一覧へ」をクリックし、 2016 年度茨城県主
催の養成講習会をマークし検索する（次ページの一覧表参照）。
「 平成 28 年度茨城県 JBA 公認○級→○級コーチ養成講習会」のうち該当する講習会をクリックし、
所定の指示にしたがって申し込む。
注意１ ）「参加上限日数：１日」とありますが 、「すべて選択」を選んでください。事前に欠席することがわか
っている場合は、その日はチェックしないでください。来年度の同日、受講することなります。
注意２）E-1・ E-2 級はテキスト上巻、 D 級はテキスト上下巻が必要です。テキストを書店等で購入済ですでに
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保有している方以外は、必ず上下巻テキストの「支払う」欄にチェックを入れてください。
なお、E-1・ E-2 級の方でも下巻を購入したい場合は、チェックすれば、割引価格で購入することができ
ます。

（３）登録したメールアドレスにコンビニなどから受講料を支払うためのメールが送られてくるので
その指示にしたがってお金を振り込む。
（４）11月25日以降、こちらから受講案内をメールし、必要に応じてテキスト等をお送りします。
注意３）お申し込み後、30 日以内か 11/23 までにコンビニ等から受講料等のお支払いをしないと無効となりま
す。また、11/23 まではキャンセルすることができます。

茨城県JBA公認コーチ養成講習会

午
前

9:00
～
11:00

11:00
～
13:00
昼休み

午
後

14:00
～
16:00
16:00
～
18:00

時間割

第１日目

第２日目

第３日目

第４日目

基礎理論①

実技①
遊びを使った
導入法

指導実習①
シュートの指導

実技②
得点を取る技
術の指導（シュ
ーティング）

指導実習②
１対１の攻防の
指導①
（with ball）

指導実習⑤
協力してｼｭｰﾄ
ﾁｬﾝｽを作る指導
（2対2）
指導実習⑥
協力してｼｭｰﾄ
ﾁｬﾝｽを作る指導
（2対2,3対3）

13:00～14:00
基礎理論③
特性＆ルール
の理解

実技③
ボールコントロ
ールの指導

基礎理論⑦
外傷予防
（救急処置）

実技④
ミニゲームを使
った指導

指導実習③
１対１の攻防の
指導②
（without ball）
指導実習④
１対１の攻防の
指導③
(postup,contact)

指導者の役割
基礎理論②
育成年代特有
の指導指針

指導実習⑦
トランジションの
指導
指導実習⑧
ﾏﾝﾂｰﾏﾝﾃﾞｨﾌｪﾝｽ
の基礎

問い合わせ先（電話でのお問い合わせはご遠慮下さい）
Ｅメール：ibskjbacoach@gmail.com
ホームページ：http//teamwork.edu.ibaraki.ac.jp/bskoff/coachcommittee/
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通信教育
（レポート）
基礎理論④
コーチング
フィロソフィー
基礎理論⑤
練習計画

基礎理論⑥
フィジカルトレ
ー
ニング
基礎理論⑧
技術・戦術論

