
(公益財団法人)日本スポーツ協会・公認スポーツ指導者

令和3年度(2021年 )スポーツクライミングコーチ2及びコーチ1養成議習開催案内

令和 3年 (2021年 )4月 11日

福岡県山岳連盟 。指導委員会

上記表題のとおり令和 3年度 「スポーツクライ ミングコーチ 2及びコーチ 1」 の養成講習を行います。昨年度

は「新型コロナウイルス」感染拡大により、「コーチ 2」 資格が全国 。全実施競技中止になりました。今年度は

「新型コロナウイルス感染対策」もとりながら開催されることとなりました。従いまして、スポーツクライミン

グコーチ 2及びコーチ 1養成講習受講者を募集 します。

1、 受講資格

コーチ 2受講資格 (①～③すべての条件を満たしたものでなければならない)

①年齢は、満 25歳以上のもの (令和 3年 4月 1日 現在)

②日本スポーツ協会 (JSPO)所定の共通科目 (1・ Ⅱ)を修了、あるいは修了予定のもの

③スポーツクライミングの指導実績が3年以上あること

④指導的立場にあり、知徳円満にして指導者として活動の意志があるもの

⑤岳連に所属し、同岳連が認めるもの

⑥指導能力が全国レベルに達したものと岳連会長が認めたもの

⑦グレード5.11以上をリードできると判断されたもの (必須)

③自然壁においても実績を有し、コーチ1を指導できると判断されたもの

なお、コーチ1資格の取得の有無は間わない

コーチ 1受験資格 (①～⑦すべての条件を満たしたものでなければならない)

①年齢は、満 20歳以上のもの(令和 3年 4月 1日 現在)

②JSPOの所定の共通科目 (I)を修了、あるいは修了予定のもの

③スポーツクライミングの指導実績が2年以上あること

④指導的立場にあり、知徳円満にして指導者として活動の意志があるもの

⑤岳連に所属し、岳連が認めるもの

⑥グレード5.10以上をリードできると判断されたもの(必須)

⑦人工壁において、初心者の指導実績を有し指導できると判断されたもの

2、 日程及び会場

令和 3年 (2021年 )11月 27日 (上 )・ 28日 (助 、12月 4日 (土 )・ 5日 (日 )、 11日 (土 )・ 12日 (日 )

内 5日 間、但 し、コーチ2は「自然壁」講習があり、天候の関係で延期等があります。

3、 専門科目費用 :32,000円

共通科目、及び登録費用は別途、一度振込まれた費用は不参加、不合格でも返却しません。

主催者の都合による中止については返却します。

4、 募集人員 :6人以上～ 10人程度 (最少催行人数 6人、募集定員に達しない時は中止します。)



5、 申し込み方法

日本スポーツ協会 (JSPO)HP・ マイページから(新規者は JSPOマイページ作成してから申し込みのこと)

申し込みあたっての注意事項

①共通科 目I及びⅡの受講料 (JSPO、 NHK学園)については「開催確定」後に納付のこと。中止等による受講料

の返却はありません。

②コーチ 2受講生は 「共通科目Ⅱ」受講会場選択の場合 「第 4会場 12月 11日 (土)～ 12日 (日 )」 は専

門科目受講日と「重複」していますので避けて下さい。専門科 目を優先 してください。できるだけ「第 3会場

(11月 6日・土～ 7日・ 日)」 が望ましい。

6、 問い含わせ

主管団体 l福岡県山岳連盟・指導委員会

担当 :寺 崎 良 夫  住所 :〒 807-0828 北九州市八幡西区友田3-3-18-401

電話番号 :093-776-2221(Fax兼 )

mail :mt.tera.801m@jcom.zaq.ne.jp

なお、不明な点は「問い合わせ」を。 (で きるだけmailで !!)

別紙に「(公財)日 本スポーツ協会・公認コーチ 2(共通科目Ⅱ)養成講習開催要綱」を添付します。



国庫補助事業 (予定)

令和 3年度日本スポーツ協会公認コーチ 2(共通科 目Ⅱ)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にあたる者を養成する。

2.主  催 i公益財圏法人 日本スポーツ協会

3.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. グッドコーナ (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 lヽtめ られる匡 '科学的知識

3. 現場・環境に応 じたコーチング

4,実施方法 (開催期目・会場);
本講習会は、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 ,〕Iフ ァレンスプックをこ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。講習会参カロ前にオンラインテストを修了しなかった場合、講習

会へ参カロできない。

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

諜す。

※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 を提出すること

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 (上)～ 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 ll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。



国庫補助事業 (予定)

5。 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 J'よ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。
。「ューチ.2受講の手引き́」を確認 した上で講習会の全 日程に参加可能である者。

`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 (httpSi//畔 japan―

sports.or.jp/1ogin)」 から申込が出来る者。 (申 込用紙での受付はしない)

。WEB講習 に お い て 、 Zoom VideO COmunicatiOns,Inc.が提 供 す る 「Zoom」 を利 用

することから、同アプリケーションを利用できる者。

・旦三奎L重二三三主
=三
左_笙翌屋旦型L園_⊆≧受講申込を行 う者c

※ 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会場 100名程度 ※先着順とし、複数会場への申込は認めない。

6,受講 申込 :

(1)申込方法 :

イ ン ター ネ ッ トサ ー ビス r指 導 者 マ イペ ー ジ (httpS1//my.japan―

sports.or.jp/1ogin)」 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 駅Lを参照のこ

と。

■L整堅菫墜堅壼強鮭壁ュ墜塁⊇[菫:塁
=」
上丞≧堅コ墜堕量量整:墾量童壺

7.受 講 料 120,900円 (税込 )

<内訳> ・共通科 目: 17,600円 (税込)※ リファレンスブック代別途 3,300円 (税込)

(専門科 目受講料は専門科 目講習会で別途徴収する。 )

8.受講有効期間 :4年間

9.受講者の内定から決定までの流れ

公益財回日本スポーツ協会 (JSPO)に おいて、指導者マイページからの申込を確認 し、

申込みに不備がない者を受講者 として内定し、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。
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(2)受付期間 :会場ごとに定める。 (4.実施方法参照)



国庫補助事業 (予定)

10_講習Ⅲ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。

11.検定試験 審゙査

事前学習におけるオンラインテス トでは一定以上の知識を有することを確認 し、事後

学習の課題は JSPOにおいて内容を審査する。

13.登録及び認定

(1)共通科 目Ⅱ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 lo,ooo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。

※ 競技によっては資格別登録料がかかる場合がある。

(4)資格の有効期間 }ま 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、JSP0

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)受講有魏期間内に所定のカ 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夫する。

(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 Cノ9受講申込はできない。

(4)本講習会風景の写真等は、JSPO又 は JSPO加盟団体等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。
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国庫補助事業 (予定)

(5)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、日本ス

ポーツ協会指導者育成委員会において審査 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。

(6)天災地変や伝染病の流行、講習会場 じ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 JSPO加盟団体等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 JSPO加盟団

体等ではその責任は負わない。

スポージと、望む未来へ。

%笏 ぽ蠍ポーッ協会 選留慰驚

【問い合わせ先】

スポーツ指導者育成部 育成課 コーチ 2担当

E"mail i shidOiュΩI皿2an■⊇orts,Or」腱
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