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日本体育協会は「Sportsfora”（みんなでスポqツを！）」ノの標語のもと、広（国民に「スポーツの素晴

らしさ、＼楽しさ」を呼びかけ、スポーツ実践の機運を醸成す′挙とともに、環境の整備を図り、国民一人ひと

りの楽しく安全なスポーツ活動をサポートしていくことを使命としています。

スポーツは、豊かで活力ある「生活／暮らし」を送るために欠かせない、人間にとって不可欠な文化であ

り、スポーツ活動の実践はすべての人にとっての基本的な権利であると言えます。

日本体育協会では、国民がそれぞれのスポーツへの関わり方に応じて、「安全で、正しく、楽しいスポー

ツ」ができるよう、年齢、技能レベルや志向に対応できる指導能力の高い指導者を「公認スポーツ指導者制

度」に基づき養成・認定しています。

スポーツ指導者養成講座（指導員養成講座）は、「公認スポーツ指導者制度」における「共通科目I」と

「専門科目」により構成されています。それぞれに合格すると指導員として認定されます。

また、「共通科目I」は通信講座で学習します。全国均一的に正しい知識を学べ、お仕事のかたわらボラ

ンティアとして指導活動されている方々にも受講していただけるよう、広域通信教育で実績のある「学校法

人NHK学園」と提携し、ご自宅で自由な時間に学習できるスタイルが実現したものです。本講座に合格す

ると「共通科目I」修了者として恒久的に有効な修了証が発行されます。

この講座を通じ、より多くの方が指導者資格を取得され、我が国の地域スポーツ振興の担い手となってく

ださることを願ってやみません。

公益財団法人　日本体育協会

通信講座提携：鷹凋
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受　講　条　件

受講する年の4月1日現在、満18歳以上の方
※競技によって別途条件を定めている場合があります。

受講申込期間

受講申込方法

別漆の「受講申込書」

平成24年6月1日～30日

※競技によっては申込期間が異なる場合がありますので、必ずご確認ください。

に必要事項を記入の上、専門科目 を受講する都道府県体育協会等もしく は、中央競技団

昼にお申込みください（※専門科目免除の方につきましてはお住まいの都道府県体育協会等にお申込み下さい）
に免除を証明でなお、共通科目Ⅰ（通信講座）または専門科目講習・試験の免除については「受講申込書」

きる資格登録証ま たは修了証のコピーが必要となりますので、注意事項をよくお読みください
※専門科目の養成のない競技は、受講申込ができないので、注意すること。

※本講習会の受講有効期限内に他の本会公認資格の受講申込はできないため注意すること。また他の本会公認資格を受講中の

場合も、受講できません。

受　　講　　料

■「共通科目I」通信講座

〈受講期間〉　9～11月の3か月〈受講料〉21，000円（税込）
※受講料の支払先はNHK学園となります。支払い方法など詳しくは下記をご覧ください。

■専門科目

〈受講料〉14，700円（税込）
※受講料の支払先は各「専門科目」事業実施団体となります。詳しくは各

「専門科目」事業実施団体に問い合せください。

■「受講申込書」は、日本体育協会において受講審査（免除申請審査）され、その後8月下旬頃にNHK
学園から「教材」と「通信講座受講料払込用紙」が届きます。受講料は最寄りの郵便局・銀行・コンビニ
エンスストアで10日以内に払い込みください（支払による一括払いのみ。クレジットカード、分割払い

のご利用はできません）。入金確認後、受講者として決定いたします（一旦入金された受講料はお返しで

きません）。

■通信講座では、学習の成果を3回の課題提出により模定し、合否を判定します。検定結果は1月頃に「検
定成績通知表」で発表します。合格者には「共通科目Ⅰ修了証明書」を送付します。不合格者は1回に限
り「追試」を受けることができます。

免除申請された方には、教材等は届きません。

日　　程 �概　　要 �留　　意　　点 

8月下旬 �教　　材　　発　　送 �・教材が届きましたら、全て揃っているか、ご確認ください。 
・教材到着日は地域によって多少ばらつきがあります。9月に入っ 

ても教材が届かない場合は、NHK学園までご連絡ください。 

9月1日 �学　　習　　開　　始 �・受講期間は9月1日から11月30日までの3か月間となります。 

9月30日 �第1回課題解答用紙 提出締切日 �・「消印有効」とさせていただきます。 

10月31日 �第2回課題解答用紙 提出締切日 �・「消印有効」とさせていただきます。 

11月30日 �第3回課題解答用紙 提出締切日 �・「＿消印有効」とさせていただきます。 

［至車重］ 1月頃 �積　定　成　績　通　知 �・合格者には「共通科目■Ⅰ修了証明書」を同封します。 ・不合格者には「追試課題」を同封しますので、再度取り組んでく 

ださい。3回分の課題提出がなされなかった方は、「追試」を受 

けられませんのでご注意ください。 
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3回の合計出題数「100問」の内、60問以上が正答であること

●文化としてのスポーツ
・スポーツの概念と歴史

・文化としてのスポーツ

●指導者の役割
・スポーツ指導者とは

・指導者の心構え・視点

・競技者育成プログラムの理念

●トレーニング論Ⅰ
・体力とは

・トレーニングの進め方

・種類

●スポーツ指導者として必要な医学的知識Ⅰ
・スポーツと健康

・スポーツ活動中に多いケガ・病気

・応急処置

●スポーツと栄養

●指導計画と安全管理
・指導計画のたて方

・スポーツ活動と安全管理

●ジュニア期のスポーツ
・身体的特徴・心理的特徴

・発育発達期のスポーツプログラム

●地域におけるスポーツ振興
・振興対策と行政のかかわり

・スポーツクラブの役割

●その他
・指導者制度について

・指導者育成推進計画について

・「指導員」資格を取得する場合の「専門科目講習会」は40時間以上となります。

・「専門科目講習会」については、事業実施団体よりそれぞれ別途、受講案内が送られます。

また専門科目の判定結果については、事業実施団体に問い合せください。

・専門科目講習会の受講有効期限は4年間です。



指導員養成講習会の共通科目を修了されますと「公認スポーツ指導者制度　共通科目カリキュラム」に

おける「共通科目I」を修了されたこととみなされます。

またこの「共通科目I」合格は恒久的に有効ですので、今後他の資格を受講される際には、「共通科目

I」の受講は免除されることとなります（表参照）。

資　　格 �共通Ⅰ �共通Ⅱ �共通Ⅲ �共通Ⅳ 

スポーツリーダー �○ � � � 

指導員 �○ � � � 

上級指導員 �○ �○ � � 

コーチ �○ �○ �○ � 

上級コーチ �■○ �○ �○ �○ 

教師 �○ �○ �○ � 

上級教師 �○ �○ �○ �○ 

ジュニアスポーツ指導員 �‾　○ � � � 

スポーツプログラマー �○ �○ � � 

アスレティツクトレーナー �〇　一 �○ �○ � 

アシスタントマネジャー �○ � � � 

クラブマネジャー �○ � � � 

スポーツ栄養士 �○ �○ �○ � 

指導員養成講習会受講申込み
（平成24年6月1日～6月30日）

◆
共通科目Ⅰ受講開始

（8月下旬頃）

，
課題提出

（9～11月3回分）

◆
共通科目Ⅰ受講結果通知

（平成25年1月）

◆

※専門科目の詳細については、申込都道府県体
育協会等（競技団体）よりご案内いたします。

十一

合格者には登録の案内送付（6月末～7月末）
（未修了者には成績通知を送付6月上旬頃）

資格登録手続き

◆
平成25年10月1日付登録

平成25年度受講申込み

◆
受講



・「登録申請のご案内」を送付（6月末～7月末）いたしますので、登録申請案内に従って手続きをして

ください。登録手続きを行いませんと、資格は付与されません。

・登録が完了すると、10月1日付けで「指導員」として認定され、「認定証」および「登録証」が交付され

ます。

・登録者には別途、指導者向け情報誌と「スポーツ指導者手帳」が送られます。

・指導者としての登銀有効期限は4年間となります。資格を更新する場合には、有効期限の6ケ月前までに

日本体育協会または当該中央競技団体の定める研修会を受ける必要があります。

・初回登録時の登録料　　13，000円（4年間）

・4年後の更新時の登録料10，000円（4年間）

※これら基本登銀料の他に、競技団体登諒料が

別途定められている競技があります。

下記免除を申請される方は、「受講申込書」に必要事項を記載の上、必要書類を涛付してください。

詳細は「受講申込書」をご覧ください（免除の場合、受講料は不要です）。

（D　指導員・上級指導員

②　コーチ・上級コーチ

③　教師・上級教師
（彰　ジュニアスポーツ指導員

⑤　スポーツプログラマー

⑥　フィットネストレーナー

（ヨ　アスレティツクトレーナー

⑧　アシスタントマネジャー

（卦　クラブマネジャー

⑬　スポーツ栄養士

⑪　レクリエーションコーディネーター

⑫　野外活動指導者（ディレクター1級）

⑬　健康運動指導士

⑭　免除適応コース共通科目修了証明書取得者

⑮　スポーツリーダー

⑬　スポーツ少年団「認定員」

⑰　一部の免除適応コース承認校（大学）を卒業

（※詳細は本会HPにて確認）

※①～⑬、⑮は日

本体育協会公認資

格です。

①　日本水泳連盟基礎水泳指導員

②　全日本スキー連盟準指導員・指導員

③　日本テニス協会普及員

④　日本セーリング連盟アシスタント指導員

⑤　日本バレーボール協会専門科目修了者

⑥　日本体操協会一般体操指導員

⑦　日本バスケットボール協会JBA公認コーチ

⑧　日本ソフトボール協会準指導員

⑨　全日本剣道連盟社会体育指導員

⑬　日本ラグビーフットボール協会準指導員

⑪　日本山岳協会専門科目修了者

⑫　全日本銃剣道連盟専門科目修了者

⑬　日本ゲートボール連合準指導員

⑭　日本パワーリフティング協会公認準指導員

⑮　日本グラウンド・ゴルフ協会1級普及指導員〈マスター〉

⑬　日本トライアスロン連合公認中級指導者

⑰　社会スポーツセンターの認定する「指導員」の資格保有者

）霊

全日本弓道連盟専門科目修了者

全日本なぎなた連盟錬士、教士、範士

⑳　日本バウンドテニス協会専門科目修了審査証明書を有する者

⑪JAAFジュニアコーチ専門科目修了者

⑳　日本相撲連盟指導員専門科目修了者

⑳　日本アイスホッケー連盟専門科目修了者

⑳　日本プロゴルフ協会・日本女子プロゴルフ協会ティーチング資格A級保持者



l随　一．体一一　‾名 �芸当許腔韮穿‡ �所在地 �瀕葦　榊 

財団法人　北海道体育協会 �062－8572 �札幌市豊平区豊平5条目丁目1－1北海道立総合体育センター内 �011－820－1701 

財団法人　青森県体育協会 �038－0021 �青森市大字安田字近野234－7 �017－766－2141 

財団法人　岩手県体育協会 �020－0133 �盛岡市青山4－13－30　（財）岩手県体育協会会館 �019－648－0400 

財団法人　宮城県体育協会 �980－0011 �仙台市青葉区上杉1－2－3　宮城県自治会館3階 �022－726－4211 

財団法人　秋田県体育協会 �010－0974 �秋田市八橋運動公園1－5　秋田県スポーツ科学センター �018－864－8090 

財団法人　山形県体育協会 �990－2412 �山形市松山2－11－30　山形県スポーツ会館内 �023－625－5740 

財団法人　福島県体育協会 �960－8065 �福島市杉妻町5－75　県庁棄分庁舎3号館 �024－521－7896 

財団法人　茨城県体育協会 �310－0911 �水戸市貝和1－356－2　水戸生涯学習センター分館内 �029－226－9972 

財団法人　栃木県体育協会 �320－0057 �宇都宮市中戸崇1－6－3　スポーツ会館内 �028－622－7677 

財団法人　群馬県スポーツ協会 �‾371－0047 �前橋市関根町800　県総合スポーツセンター内 �027－234－5555 

財団法人　埼玉県体育協会 �362一0031 �上尾市東町3－1679　スポーツ総合センター �048－779－5895 

財団法人　千葉県体育協会 �263－0011 �干葉市稲毛区天台町323　千葉県総合スポーツセンター2階 �043－254－0023 

財団法人　東京都体育協会 �150－8050 �東京都渋谷区神南1－1－1　岸記念体育会館内 �03－3481－2422 

財団法人　神奈川県体育協会 �221－0855 �横浜市神奈川区三ッ沢西町3－1　県立スポーツ会館内 �045－311－0653 

財団法人　山梨県体育協会 �400－0836 �甲府市小i頼町840 �055－243－3111 

財団法人　新潟県体育1癌会 �950－0933 �新潟市中央区清五郎67－12　東北電力ビックスワンスタジアム内 �025－287－8600 

財団法人　長野県体育協会 �38〇・0872 �長野市大字南長野字聖徳545－1　県スポーツ会館内 �026－235－3483 

財団法人　富山県体育協会 �939－8252 �宮山市秋ケ島183　富山県総合体育センター �076－461－7138 

財団法人　石川県体育協会 �920－0355 �金沢市稚日野北222番地 �076－268－3100 

財団法人　福井県体育協会 �918－8027 �福井市福町3－20　福井県営体育館内 �0776－34－2719 

財団法人　静岡県体育協会 �422－8004 �静岡市駿河区国吉田5－1－1 �054－265－6464 

財団法人　愛矢口県体育協会 �460－0007 �名古屋市中区新栄1－49－10　県教育会館内 �052－264－1010 

財団法人　三重県体育協会 �510－0261 �鈴鹿市御薗町1669　県営鈴鹿スポーツガーデン内 �059－372－3880 

財団法人　岐阜県体育協会 �502－0817 �岐阜市長良福光大野2675－28　岐阜メモリアルセンター内 �058－297－2567 

財団法人　滋賀県体育協会 �520－0037 �大津市御陵町4－1　滋賀県立スポーツ会館2階 �077－521－8001 

財団法人　京都府体育協会 �601－8047 �京都市南区棄九条下殿田町70　京都府スポーツセンター内 �075－692－3455 

財団法人　大　阪　体　育　協　会 �556－0011 �大阪市浪速区難波中3－4－36　大阪府立体育会館内 �06－6643－5234 

財団法人　兵庫県体育協会 �650－0011 �神戸市中央区下山手通4－16－3　兵庫県民会館6階 �078－332－2344 

財団法人　奈良県体育協会 �630－8501 �奈良市登大路町30　奈良県くらし創造部スポーツ振興課内 �0742－22－5791 

社団法人　和歌山県体育協会 �640－8262 �和歌山市湊通丁北1－2－1 �073－43ト3982 

財団法人　鳥取県体育協会 �680－0944 �鳥取市布勢146－1　コカ・コーラウェストスポーツパーク内 �0857－28－1288 

財団法人　島根県体育協会 �690－0015 �松江市上乃木10－4－2　島根県立水泳プール内 �0852－21－5364 

財団法人　岡山県体育協会 �700－0012 �岡山市北区いずみ町2－1－3　桃太郎アリーナ広域スポーツセンター内 �086t256－7101 

財団法人　広島県体育協会 �730－0011 �広島市中区基町4－1　県立総合体育館内 �082－22ト4600 

財団法人　山口県体育協会 �753－8501 �山口市滝町1－1　県政資料館2隋 �083t923－3764 

財団法人　香川県体育協会 �760－0004 �高松市西宝町2－6－40　県教育会館4階 �087－833－1580 

財団法人　徳島県体育協会 �770－0939 �徳島市かちどき橋1－41 �088－655－3660 

公益財団法人　愛媛県体育協会 �790－0843 �松山市道後町2－9－14　愛媛県県民文化会館別館内 �089－911－1199 

財団法人　高知県体育協会 �780－0850 �高知市丸ノ内1－7－52　高矢口県庁西庁舎 �088－873－6263 

財団法人　福岡県体育協会 �812－0852 �福岡市博多区棄平尾公園2－1－4　県立スポーツ科学情報センター内 �092－629－3535 

財団法人　佐賀県体育協会 �849－0923 �佐賀市日の出2－1－11県スポーツ会館内 �0952－30－7716 

財団法人　長崎県体育協会 �852－8118 �長崎市松山田丁2－5　県営野球場内 �095－845－2083 

財団法人　熊本県体育協会 �86ト8012 �熊本市平山町2776　県民総合運動公園陸上競技場内 �096－388－1581 

公益財団法人　大分県体育協会 �870－0908 �大分市青葉町1番地　大分県立総合体育館スポーツ交流館内 �097－504－0888 

財団法人　宮崎県体育協会 �889－2151 �宮崎市熊野字畠山1443－12　県総合運動公寓都市公園総合事務所2隋 �0985－58－5633 

財団法人　鹿児島県体育協会 �890－0062 �鹿児島市与次郎1－4－20 �099－255－0146 

財団法人　沖縄県体育協会 �900－0026 �那覇市奥武山町51－2　体協会館内 �098－857－0017 

●お問い合わせ先

公益財団法人日本体育協会　スポーツ指導者育成部

℡03－3481－2226（平日9：30～12：00・13：00～17：30）

都道府県体育協会等（上記一覧参照）
※各都道府県によって取り扱いが一部異なりますので、ご確認ください。


