
令和３年度スポーツ振興くじ (toto) 助成事業 

１．趣   旨  令和３年度スポーツ振興くじ（toto）助成事業として、義務教育におけるスポーツクラブ・学校運動

部の指導者を養成するための講習会を開催します。学校施設を使っての実技指導となるため、スポ

ーツ・運動の技術指導に加え学校教育法の知識、教員・保護者との連携、児童・生徒の発育・発達など

広範囲な実践的知識が求められます。生涯スポーツ振興のため、学校と地域スポーツクラブとの機

能的連携を推進できる指導者の育成を目指します。 

２．開 催 方 式  カリキュラムは、学校教育法・運動部活動のマネジメント・児童・生徒の理解・アンガーマネジメント

等の理論編と運動学習理論・体力トレーニング・スポーツ指導法・コーディネーショントレーニング等

の演習編の２種類を用意します。 

 理論編は、部活動指導員の資格検定を目的とし、受講者の時間的都合を配慮して配信を利用した

オンディマンド形式とし、後日筆記による検定を行います 

 演習編は、集合型対面式の講義と実技を組み合わせて実施します。受講者は、講習会後１か月間

で課題レポートを提出し、合格者には講習会認定書が付与されます。 

理論編の資格検定および演習編の講習会合格者には資格が付与されます。 

３．主 催 公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

４．後 援 （申請中）スポーツ庁 

５．期 日 演習編（対面式演習）  ２０２２年２月１３日（日）～１５日（火） 

６．講 習 会 場 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 

   センター棟研修室およびスポーツ棟体育室 

〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

７．参加対象者 児童・生徒のスポーツ・運動部指導に興味・関心・経験等のある満２２歳以上の者および 

 地域スポーツクラブ（総合型クラブを含む）において児童・生徒のスポーツ指導経験者 

８．定 員 ３０名（先着順により定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

９．費 用 

（１）講習会受講料 ４２，０００円（テキスト代・消費税含む） 

（協会賛助会員・指導者登録会員・スポーツクラブ会員は３９，０００円） 

（２）資格取得費用 １１，０００円 

（内訳 レポート審査料 2,200 円 認定料 2,200 円 登録料 6,600 円／２ヶ年度分） 

10．資格審査方法 講習会終了後、レポートを提出（詳細は講習会最終日にお伝えします） 

11．申 込 方 法 別紙申込書を協会事務局宛にメールで送付してください。 

申込書を提出後、必ず事務局宛に確認の電話（０３－５３５４－５３５１）をください。 

申込書受理後、受講通知書を送付しますので、７日以内に受講費用をお振り込みください。 

◎ 申 込 先 ：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 事務局 

学校運動部活動指導士（資格認定）養成講習会担当（月～金曜日 10：00～16：00） 

〒１５１－００５３ 東京都渋谷区代々木３－１－１０ 代々木中央ビル１０２ 

ＴＥＬ：（０３）５３５４－５３５１ ＦＡＸ：（０３）３３７３－００２１ 

E－mail ：info@jsca21.or.jp   http：//www.jsca21.or.jp  
ご質問等はメールにてご送付ください。  

※キャンセル料について 

受講通知書・払込請求書類発送後にキャンセルされる場合は事務手数料として 1,000 円 

＜入金後のキャンセル＞は、以下のキャンセル料を差し引いて返金致します。 

入金から 8 日前 受講料の 10％/7 日前～前日 16 時まで 受講料の 30％/前日 16 時以降～当日 受講料の 100％ 

連絡なし 100％

第１回学校運動部活動指導士養成（資格認定）講習会開催要項 

mailto:info@jsca21.or.jp


 ＊諸事情により内容及び講師を変更する場合があります。  

時　間 講義科目 担当講師

 9:20-10:20（６0分）
生活を豊かにする部活動指導の倫理・理念と指導者の役割行動
（フェアプレイ・アンチ・ドーピング）

友添秀則

 10:30-11:30（60分） 学校部活動の歴史と将来 友添秀則

11:40-12:20（40分） 運動学習理論（段階的指導法）＋振り返り 岡出美則

12:20-13:20(60分） ランチタイム

13:20-14:40（80分） 生徒の自主性を育む目標設定と練習計画の立案 岡出美則

14:55-16:25(90分) 部活動の継続とドロップアウト（スポーツの社会化） 山口泰雄

16:40-18:10(90分） スポーツ指導法（初心者・初級者指導のコツ） 細越淳二

18:25-19:40（75分） 部活動指導員の職務と部活動の組織運営 日比野幹生

9:00-10:30（90分） 中学生年代の体力トレーニング法（筋力・持久力） 杉田正明

10:45-12:15（90分） 中学生年代における性差とスポーツ指導法 石田良恵

12:15-13:00(45分) ランチタイム

13:０0-15:00（120分）
部活動と学校のルール（規則・人間関係）・ステークホルダーマネジ
メント

菅原淳一・
桑田健秀

15:15-16:45（90分） 安全確保と成長期におけるケガ等の救急処置 野田哲由

16:45-18:00（75分） 振返り＋休憩

18:00-19:30 (90分) コーディネーショントレーニングの理論と実践（リードアップゲーム） 東根明人

9:10-10:5０  （100分） 総合型地域スポーツクラブと学校部活動
川西正志・
柳沢和雄

11:05-12:2０ （７５分） 中学生年代に必要なスポーツ栄養学（含む休息） 本田由佳

12:20-13:00(40分) ランチタイム

13:00-14:15 （75分） 生徒カウンセリング／ アンガーマネジメント・ストレスマネジメント 倉盛美穂子

14:3０-15:45 （７５分） コーチングの心理学（モチベーション） 岩崎由純

16:0０-17:1５ （７５分） チームビルディング 芳地泰幸

17:3０-1８:4５ （75分） 学校スポーツ施設・設備・用具の安全管理 瀬戸口祐剛

２月１３日（日）
第1日目

２月１４日（月）
第２日目

２月１５日（火）
第3日目

第1回学校運動部活動指導士(資格認定)養成講習会　時間割



第 1 回学校運動部活動指導士養成（資格認定）講習会 
送信先 ＦＡＸ（03-3373-0021）・メール info@jsca21.or.jp 

申込書は写真のメール送信でも受け付けます。郵送・メール後、着確認のため必ず電話連絡（03-5354-5351）ください 

資格取得 する  ・  しない 宿泊案内 
必要  ・  不要 

オリンピック記念青少年総合センターへご自身で申し込みが必要です 

フリガナ  性別 年齢 

氏  名  男 ・ 女  

生年月日 （西暦）        年   月   日          

E-mail  

※メールでの連絡を行うことがあります 

自宅連絡先 

（〒     －        ） 

住所 

TEL（       －          －           ）  FAX（       －          －           ） 
携帯（       －          －           ）※緊急連絡に必要なため、お持ちの方は必ず記載してください 

ご希望の支払方法／領収証のご希望をお知らせください 

□ コンビニ・ゆうちょ銀行決済 ※お支払いされた際にコンビニ、郵便局にて渡される受領書は領収書として有効です。 

□ 銀行振込（三菱 UFJ 銀行） 

□ 領収証を希望します。  別途領収証をご希望の場合は、チェックし宛名をお知らせください 

宛名（                                                                   ） 

※所属先名 
（                                        ） 
※名札に記載します、勤務先と異なる場合ご記入ください。記入なしの場合、名札には勤務先名を記載いたします。無記入の場合は何も記載しません 

勤務先名  

勤務先 

連絡先 

（〒     －        ） 

住所 

TEL（      －          －           ）  FAX（         －          －           ） 

１． 本協会が授与する資格の中で取得されている資格（マスターを含む）に○をつけてください。 

（個人 ID：                    ）分かる場合はご記入ください。 
ア．スポーツインストラクター 

ウ．スポーツクラブマネジャー 

オ．子ども身体運動発達指導士 

キ．中高老年期運動指導士 

ケ．介護予防運動スペシャリスト 

サ．健康・スポーツサプリメントアドバイザー 

ス．高齢者体力テスト指導士 

イ．上級スポーツインストラクター 

エ．上級スポーツクラブマネジャー 

カ．上級子ども身体運動発達指導士 

ク．上級中高老年期運動指導士 

コ．上級介護予防運動スペシャリスト 

シ．上級健康・スポーツサプリメントアドバイザー 

セ．持っていない 

２．維持会員・賛助会員の方は、下記のいずれかに○を付け、会員名を記入してください。 
ア．法人         イ．スポーツクラブ       ウ．個人 
登録会員名 （                              ）   

３．認定校の方は学校名を記入し、ア～ウの該当する記号に○を付けてください。 
認定校名 （                                             ） 

ア． 教育職員        イ．事務職            ウ．学生 
注１） この個人情報は、参加者名簿及び協会から参加者ご本人への事務連絡のみに使用いたします。 

注２） 講習会終了後は、参加者名簿として厳重に保管します。 

注３） 受講にあたり部活動との関係や指導経験を WEBフォームにて伺う予定です、ご協力ください。 
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