
 

 

財団法人ＪＫＡ 

競輪補助事業 

平成 20年度 財団法人日本体育協会公認 

「指導員」養成講習会 専門科目（バレーボール競技） 開催要項 

 

１．目  的 

地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に、競技別の専門的な

知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたるとともに、施設開放において利用者の

指導支援を行う者を養成する。 

２．主  催    財団法人日本体育協会  財団法人日本バレーボール協会 

３．主  管    財団法人岡山県体育協会 岡山県バレーボール協会 

４．後  援    文部科学省       岡山県 

５．実施競技    バレーボール 

６．カリキュラム  ３０時間以上（３０時間以上、その他２時間以上） 

          （１）種目の特性に応じた基礎理論 : ６時間 

（２）実  技 ： ２０時間 

（３）指導実習 ：  ６時間 

※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。 

※岡山県バレーボール協会が主管して実施する。 

７．開催期日・開催場所 

（１）開催期日 

     平成２０年１１月２２(土)、２３(日)、２９(土)、３０(日)の４日間  

 

（２） 開催場所 

１）１１月２２(土)、２３(日) 岡山県立岡山東商業高等学校    

〒７０３－８２８１ 岡山市東山３丁目１－６   Tel（０８６－２７２－１２３７） 

 

     ２）１１月２９(土)、３０(日) 山陽女子高等学校          

〒７０３－８２７５ 岡山市門田屋敷２－２－１６ Tel（０８６－２７２－１１８１） 

 

８．受講者 

〈受講条件〉 

（１）受講する年の４月１日現在、満１８歳以上の者で、実施競技団体が定める条件。 

（２）地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実際的指導にあたって

いる指導者及びこれから指導者になろうとする者。 

〈受講者数〉 

今年度のバレーボール競技の受講者数は、１４名です。 

 

９．受講料 

１１月２２日（土）受付時に受講料専門科目：14,700 円（消費税込み）を集金いたします。 

※ 免除・資格審査料については別に定める。 

 

 

 

 



１０．受講者の決定 

各都道府県体育協会から提出された申込書などの関係書類に不備がない者を受講者として内定し、学校法人

日本放送協会学園（NHK 学園）または各都道府県体育協会を通じて本人に通知する。 

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。 

(1) 受講有効期限 
受講者は原則として受講有効期限内（受講開始年度を含め 4年間）に共通科目と専門科目のすべてを

修了しなければならない。 

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。 

(2) 受講取消し 
受講者としてふさわしくない行為があったと認められたときは、本会指導者育成専門委員会教育研修

部会で審査し受講が取り消される。 

 

１１．講習・試験の免除 

既存資格及び本会免除適応コースの履修等により講習・試験の一部また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。 

 

１２．検定・審査 

講習に基づく、検定・審査は、共通科目と専門科目に区分して実施する。 

（１） 共通科目における検定試験は、通信教育（ＮＨＫ学園）課題検定による判定とし、本会指導者育成専門

委員会において審査を行う。 

（２） 専門科目における検定は、技能検定を主体に筆記試験などを加えた総合判定とし、各中央競技団体指導

者育成担当委員会において審査する。 

（３） 共通科目、専門科目のいずれもの検定に合格した者を「公認指導員養成講習会修了者」として認める。 

 

１３．登録及び認定 

（１） 共通科目及び専門科目の検定に合格した者に「合格証」を発行し、その後、指導者登録を完了した者に、

本会公認指導員「認定証」及び「登録証」を交付する。この際「登録証」は本会スポーツ指導者登録規

程に基づき原則クレジットカード機能付となる。 

（２） 登録による公認資格の有効期限は 4年間とし、本資格を更新しようとする者は、資格有効期限内に、本

会あるいは当該中央競技団体の定める研修を受けなければならない。 

（ただし、既に公認スポーツ指導者資格を有する者については、既所有資格の有効期限となる） 

 

１４．その他 

本講習会受講に際し、取得した個人情報は、本会及び各都道府県体育協会、各中央競技団体、各都道府県競

技団体が本講習会の受講管理に関する連絡（資料の送付等）及び関係事業を実施する際に利用し、これ以外の

目的に個人情報を使用する際は、その旨を明示し了解を得るものとする。 

 

１５．問い合わせ先 

   〒７０９－２１２１  

岡山県岡山市御津宇垣１２２７ ＴＥＬ（０８６７－２４－０５４１） 

   岡山市立御津中学校 市川 善隆 （岡山県バレーボール協会 指導普及委員長） 

携帯電話番号：０９０－２８０４－７６５８ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ｚｇｔｒ１７１０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 



 第 １ 日 第 ２ 日 第 ３ 日 第 ４ 日

期 日 １１月２２日（土） １１月２３日（日） １１月２９日（土） １１月３０日（日）

会　場

住所・会場最寄駅

８：３０ 　受　付

８：４０ 　開　講　式

基礎理論（１Ｈ） 基礎理論（２Ｈ） 指導理論（２Ｈ） 実技（２Ｈ）
４－（１） ２ ４ ２－（２）

　講師　：　寺岡　謙治 　講師　：　浪指　岡司 　講師　：　久保  義人 　講師　：　寺岡　謙治

実技（２Ｈ）
４－（２）

　講師　：　三尾　健一

実技（１Ｈ） 基礎理論（２Ｈ） 実技（２Ｈ）
４－（１） ３ ７

　講師　：　三尾　健一 　講師　：　久保  義人 　講師　：　三尾　健一
　　　　　　　小野　雅彦 　　　　　　　小野　雅彦

実技（３Ｈ） 指導理論（１Ｈ）
５ １

　講師　：　早瀬　直紀 　講師　：　川田　博久
　　　　　　　小野　雅彦

指導理論（３Ｈ） 基礎理論（１Ｈ） 実技（２Ｈ）
２ ４－（２） ８

　講師　：　石田　慎 　講師　：　寺岡　謙治 　講師　：　岡山市旭東消防署

実技（２Ｈ）
３－（２）

　講師　：　市川　善隆　

実技（２Ｈ） 筆記試験
３－（１）

　講師　：　早瀬　直紀
　　　　　　　小野　雅彦 実技試験

実技（２Ｈ） 　検定員　：　市川　善隆
２－（１） 　検定員　：　寺岡　謙治

　講師　：　寺岡　謙治 　検定員　：　石田　慎
　　　　　　　小野　雅彦 　検定員　：　川田　博久

時間数 ８　Ｈ ９　Ｈ ７　Ｈ ６　Ｈ（資格検定２Ｈは除く）

宿泊の有無 無 無 無 無
※科目名、時間数、講師名、検定員名を必ず明記する。　※合宿形態をとった場合は、該当する日の「宿泊の有無」の欄にその有無を記入する。

１８：００

１２：００

１３：００

１４：００

１５：００

１６：００

１７：００

１０：００

１１：００

平成20年度　　指導員養成講習会　　  日程表

　９：００

岡山市東山３丁目１－６　・　ＪＲ山陽本線　岡山駅 岡山市門田屋敷２－２－１６　・　ＪＲ山陽本線　岡山駅

岡山県立岡山東商業高等学校 山陽女子高等学校

平成２０年１０月１０日現在  岡山県体育協会競　技　名　バレーボール競技
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事 務 連 絡
平成２０年１０月２７日

受講者 様

岡山県バレーボール協会
会 長 中島 博
指導普及委員長 市川 善隆

秋冷の候、貴殿におかれましては益々ごご健勝のことお慶び申し上げます。
さて、平成２０年度（財）日本体育協会公認「指導員」養成講習会専門科目（バレーボ

ール競技）の関係書類をご送付いたします。
つきましては、日程表等をご確認下さいますようよろしくお願いいたします。
開催場所は、岡山県立岡山東商業高等学校（２日）と山陽女子高等学校（２日）で行い

ます。高校の都合や、講師の方の都合により開催場所や時間割を変更することがございま
す。その場合は、事前にご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。

記

送付資料・準備物

○ 平成２０年度 財団法人日本体育協会公認「指導員」養成講習会
専門科目（バレーボール競技）開催要項 → 送付済み

○ 開催場所

１１／２２（土）・２３（日） 〒７０３－８２８１
岡山市東山３丁目１－６

岡山県立岡山東商業高等学校 ＴＥＬ（０８６－２７２－１２３７）

１１／２９（土）・３０（日） 〒７０３－８２７５
岡山市門田屋敷２丁目２－１６

山陽女子高等学校 ＴＥＬ（０８６－２７２－１１８１）

○ 日程表

○ 講習会参加費：１４，７００円をおつりのないようにご準備下さい。
１１月２２日（土）に集金いたします。

○ 運動のできの服装・体育館シューズ等ご持参下さい。

○ 上記講習会に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
連絡先 岡山県バレーボール協会 指導普及委員長 市川 善隆

勤務先 岡山市立御津中学校
ＴＥＬ（０８６７）２４－０５４１
ＦＡＸ（０８６７）２４－０５３４
携帯電話 ０９０－２８０４－７６５８


