
岡バレー協指普委発 Ｎｏ１ 
平成２４年４月１３日（金） 

 受講希望者 様 
                                 岡山県バレーボール協会 
                                指導普及委員長 市川 善隆 
 
 
 

平成２４年度 公益財団法人 日本体育協会 
 

公認「指導員」養成講習会の開催について 
 
 
 
 陽春の候、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、岡山県バレーボール協会では、今年度も公益財団法人日本体育協会公認「指導員」養成講習会を下
記により開催いたします。 
  つきましては、受講を希望される方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号を、下記Ｅメールアドレスまで
ご送信下さい。メールのできない方は、勤務先まで必要事項をご記入の上ＦＡＸでお申し込み下さい。 
 お申し込みを頂いた方には、後日申込用紙（複写式）と開催要項をお送りいたします。 
 申し込み締め切り日は、平成２４年６月２５日（月）必着です。記入もれがないようご注意ください。 
 
 
 

記 
 
 
 
（１）申込先        Ｅメールアドレス    ｚｇｔｒ１７１０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐｚｇｔｒ１７１０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐｚｇｔｒ１７１０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐｚｇｔｒ１７１０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 
 
   勤務先  〒７０３－８２０６ 
        岡山市中区賞田１９０－１          ＴＥＬ（０８６）２７５－２８８２ 
        岡山市立高島中学校  市川 善隆    ＦＡＸ（０８６）２７５－２８１１ 
 
（２）申し込み締め切り  ６月２５日（月）６月２５日（月）６月２５日（月）６月２５日（月）必着必着必着必着    期日厳守期日厳守期日厳守期日厳守でお願いします。 
 
（３）６月２５日（月）の時点で、受講希望者が１２名以下の場合は残念ながら講習会は中止いたします。１２名以下の場合は残念ながら講習会は中止いたします。１２名以下の場合は残念ながら講習会は中止いたします。１２名以下の場合は残念ながら講習会は中止いたします。 
 
（４）講習会 期日・場所 
 
  （都合により、期日、場所を変更することがあります。変更が入ったとしても設定日の前後の週です。）（都合により、期日、場所を変更することがあります。変更が入ったとしても設定日の前後の週です。）（都合により、期日、場所を変更することがあります。変更が入ったとしても設定日の前後の週です。）（都合により、期日、場所を変更することがあります。変更が入ったとしても設定日の前後の週です。） 
 
    １）前期２日間 
      ①期 日  平成２４年 ９月２２日（土）、２３日（日）   
 
    ②場 所  御津スポーツパーク     
 
    ２）後半２日間  
    ①期 日  平成２４年１２月 １日（土）、 ２日（日） 
 
       ②場 所  調整中 
 
 後半２日間の開催場所が未確定でのご内容です。決まり次第、岡山県バレーボール協会ホームページの
「指導普及委員会」でお知らせいたします。 
 今後ホームページでお知らせするもの。（６月下旬から７月上旬の予定） 
  １）開催要項（開催期日・場所が正式に決まったもの）   
  ２）日程表 （４日間の時間割表） 
 

 
（５）必要経費 
 
  共通科目 ３５時間 ＮＨＫ学園通信教育 ２１，０００円（申込用紙） 
 
  専門科目 ３０時間以上         １４，７００円（講習会１日目に集金します。） 
 
（６）問い合わせ先 
      岡山県バレーボール協会 指導普及委員長 市川 善隆 
                               ｚｇｔｒ１７１０＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 
                               ０９０－２８０４－７６５８ （非通知拒否設定） 



岡バレー協指普委発 Ｎｏ２ 

平成２４年４月１３日（金） 
 受講希望者 様 
                                 岡山県バレーボール協会 
                                指導普及委員長 市川 善隆 
 
 
 

平成２４平成２４平成２４平成２４年度年度年度年度    公益財団法人日本体育協会「公認」バレーボール指導者養成講習会公益財団法人日本体育協会「公認」バレーボール指導者養成講習会公益財団法人日本体育協会「公認」バレーボール指導者養成講習会公益財団法人日本体育協会「公認」バレーボール指導者養成講習会 
 

専門科目における講習・試験の免除及び義務研修について専門科目における講習・試験の免除及び義務研修について専門科目における講習・試験の免除及び義務研修について専門科目における講習・試験の免除及び義務研修について 
 
 
 

《《《《    公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    日本バレーボール協会日本バレーボール協会日本バレーボール協会日本バレーボール協会    指導普及委員会指導普及委員会指導普及委員会指導普及委員会    関係関係関係関係    》》》》 

 
１．公益財団法人日本バレーボール協会が、主催した（定める）指導者講習会・研修会を受講した者。１．公益財団法人日本バレーボール協会が、主催した（定める）指導者講習会・研修会を受講した者。１．公益財団法人日本バレーボール協会が、主催した（定める）指導者講習会・研修会を受講した者。１．公益財団法人日本バレーボール協会が、主催した（定める）指導者講習会・研修会を受講した者。 
 
（１）平成２５年度までは、までは、までは、までは、全国小学生指導者研修会（一次研修）を修了した者は、次に挙げる指導員の専 
  門科目の講習（１０時間）を免除する。 
 
    種目の特性に応じた基礎理論  
       ２．初心者指導法                （集合２時間） 
       ３．バレーボールの技術論（基本）              （集合２時間） 
 
      指導実習 
       １．ウオーミングアップとクーリングダウン実習   （集合１時間） 
       ２．基本技術（守備・攻撃）の指導実習           （集合３時間） 
       ４．練習計画の立案                             （集合２時間） 
 
（２）公益財団法人日本バレーボール協会公認審判員の資格を有する者は、指導員の専門科目のうち、種目 
  の特性に応じた基礎理論（４）の「６・９人制のルール」（集合２時間）を免除する。 
 
２．その他２．その他２．その他２．その他 
 
（１）国際大会等で特に優秀な成績を収めた者で、コーチとしての資質、能力が優れていると認められた者 
 
（２）国外での資格取得者 
 
（３）公益財団法人日本バレーボール協会が認定した研修会を終了した者 
    上記の者については、財団法人日本体育協会と公益財団法人日本バレーボール協会指導普及委員会が 
  内容・程度を審査の上、免除項目を決定する。 
 
 
 

《《《《    公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    日本体育協会日本体育協会日本体育協会日本体育協会    関係関係関係関係    》》》》 
 
１１１１    その他の研修会を終了した者の、公益財団法人日本体育協会公認バレーボール指導者養成講習会その他の研修会を終了した者の、公益財団法人日本体育協会公認バレーボール指導者養成講習会その他の研修会を終了した者の、公益財団法人日本体育協会公認バレーボール指導者養成講習会その他の研修会を終了した者の、公益財団法人日本体育協会公認バレーボール指導者養成講習会 

        「専門科目における講習・試験の免除」について「専門科目における講習・試験の免除」について「専門科目における講習・試験の免除」について「専門科目における講習・試験の免除」について 
 
（１）バレーボール指導員養成講習会専門科目「講習・試験の全免除」 
 
  ①静岡県バレーボール協会公認上級コーチ養成講習会 
 
    ②全国私学バレーボール指導者資格取得中央講習会 
 



（２）バレーボール指導員養成講習会専門科目の講習免除 （１０時間） 
   ＪＶＡ公認ビーチバレーリーダーの資格取得者  
      全国小学生指導者研修会（一次研修）を修了した者  （平成２５年度まで） 
  
     種目の特性に応じた基礎理論  
          ２．初心者指導法            （集合２時間） 
          ３．バレーボールの技術論（基本）       （集合２時間） 
 
          指導実習 
            １．ウオーミングアップとクーリングダウン実習    （集合１時間） 
            ２．基本技術（守備・攻撃）の指導実習            （集合３時間） 
            ４．練習計画の立案                              （集合２時間） 
 
  （３）バレーボール指導員養成講習会専門科目の講習免除 （８時間） 
     全国小学生指導者研修会（二次研修）を修了した者 （平成２５年度まで） 
 
        実 技 
         ４．基本技術実習（攻撃）        （集合３時間） 
         ５．基本技術実習（守備）        （集合３時間） 
         ７．日本バレーの歴史          （集合２時間） 
 
 
（４）全国小学生指導者研修会（三次研修）全国小学生指導者研修会（三次研修）全国小学生指導者研修会（三次研修）全国小学生指導者研修会（三次研修）を修了した者は、バレーボール指導員養成講習会専門科目 
 
   （４０時間以上、集合講習は３０時間以上）のすべてが免除される。   
 

 
 
 
 

    公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    日本バレーボール協会が主催する日本バレーボール協会が主催する日本バレーボール協会が主催する日本バレーボール協会が主催する 

        全国大会におけるベンチ入りの資格について全国大会におけるベンチ入りの資格について全国大会におけるベンチ入りの資格について全国大会におけるベンチ入りの資格について 

 
 
（１）財団法人日本体育協会公認バレーボール指導者（指導員・上級指導員・コーチ・上級コーチ） 
  資格取得者 
   受講中の者は、ベンチ入りの資格にはならない。   
 
 
（２）平成２５年度までの移行処置について（ベンチ入りの資格とする） 
 
      ①全国小学生指導者研修会修了者 
 
      ②ＪＶＡ公認ビーチバレーリーダー資格取得者 
 
 
（３）その他 
 
   ①公益財団法人日本体育協会からカードが届く前でも、専門科目合格修了証と共通科目合格修 
   了証のコピーを提出すればベンチ入りができる。 



競　技　名　バレーボール競技 平成２４年６月１５日（金）現在

 第 １ 日 第 ２ 日 第 ３ 日 第 ４ 日

期 日 ９月２２（土） ９月２３日（日） １２月１日（土） １２月２日（日）

会　場 岡山県立岡山東商業高等学校 山陽女子高等学校

住所・会場最寄駅
岡山市中区東山３丁目１－６

ＪＲ山陽本線　岡山駅
岡山市中区門田屋敷２－２－１６

ＪＲ山陽本線　岡山駅

　受　付 基礎理論　４　　（２Ｈ）基礎理論　４　　（２Ｈ）基礎理論　４　　（２Ｈ）基礎理論　４　　（２Ｈ） 基礎理論　３　　（２Ｈ）基礎理論　３　　（２Ｈ）基礎理論　３　　（２Ｈ）基礎理論　３　　（２Ｈ） 実技　８　　（２Ｈ）実技　８　　（２Ｈ）実技　８　　（２Ｈ）実技　８　　（２Ｈ）
　開　講　式 「６．９人制のルール」 バレーボールの技術論 救急法実習

実技　２　　（２Ｈ）実技　２　　（２Ｈ）実技　２　　（２Ｈ）実技　２　　（２Ｈ）
バレーボールに必要な 　講師　：　寺岡　謙治 　講師　：　岡本 孝士 　講師　：　倉敷第一病院

　  　体力トレーニング 　　　　　　　　竹内　龍三
（審判員資格取得者免除）（審判員資格取得者免除）（審判員資格取得者免除）（審判員資格取得者免除） （一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）

　講師　：　寺岡　謙治
　　　　　　　市川　善隆

理論（２Ｈ）理論（２Ｈ）理論（２Ｈ）理論（２Ｈ） 指導理論　４　　（２Ｈ）指導理論　４　　（２Ｈ）指導理論　４　　（２Ｈ）指導理論　４　　（２Ｈ） 実技　３　　（２Ｈ）実技　３　　（２Ｈ）実技　３　　（２Ｈ）実技　３　　（２Ｈ）
日本バレーの歴史 練習計画の立案 基本フォーメーション（６・９人制）

実技　２　　（１Ｈ）実技　２　　（１Ｈ）実技　２　　（１Ｈ）実技　２　　（１Ｈ）
バレーボールに必要な 　講師　：　三尾　健一 　講師　：　岡本　孝士 　講師　：　藤島　一樹

　　体力トレーニング 　　　　　　　市川　善隆 　　　　　　　小野　雅彦
　講師　：　寺岡　謙治 （一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）

（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）

実技　２　　（１Ｈ）実技　２　　（１Ｈ）実技　２　　（１Ｈ）実技　２　　（１Ｈ）
バレーボールに必要な

　　体力トレーニング 実技　４　　（２Ｈ）実技　４　　（２Ｈ）実技　４　　（２Ｈ）実技　４　　（２Ｈ） 指導理論　２　　（３Ｈ）指導理論　２　　（３Ｈ）指導理論　２　　（３Ｈ）指導理論　２　　（３Ｈ） 実技　３　　（２Ｈ）実技　３　　（２Ｈ）実技　３　　（２Ｈ）実技　３　　（２Ｈ）
　講師　：　寺岡　謙治 基本技術実習（攻撃） 基本技術（攻撃・守備）の指導実習 基本フォーメーション（６・９人制）

実技　５　　（３Ｈ）実技　５　　（３Ｈ）実技　５　　（３Ｈ）実技　５　　（３Ｈ） 　       　

基本技術実習（攻撃） 講師　：　三尾　健一講師　：　三尾　健一講師　：　三尾　健一講師　：　三尾　健一 　講師　：　藤島　一樹
　講師　：　石田　慎

　講師　：　川田　博久 （一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）

　　　　　　　宮野　欣也 （一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）

（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除） 基礎理論　２　　（２Ｈ）基礎理論　２　　（２Ｈ）基礎理論　２　　（２Ｈ）基礎理論　２　　（２Ｈ） 筆記試験筆記試験筆記試験筆記試験
初心者指導法

　講師　：　市川　善隆 実技試験実技試験実技試験実技試験
実技　４　　（１Ｈ）実技　４　　（１Ｈ）実技　４　　（１Ｈ）実技　４　　（１Ｈ） 　検定員　：　市川　善隆

（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除） 基本技術実習（攻撃） 　検定員　：　寺岡　謙治
指導理論　１　　（１Ｈ）指導理論　１　　（１Ｈ）指導理論　１　　（１Ｈ）指導理論　１　　（１Ｈ） 　講師　：　三尾　健一　　小野　雅彦 　検定員　：　石田　慎

ウォーミングアップとクーリングダウン実習 （一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除）（一次・二次研修修了者免除） 　検定員　：　川田　博久
　講師　：　川田　博久

（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）（一次研修修了者免除）

時間数 ８　Ｈ ８　Ｈ ８　Ｈ ６　Ｈ（資格検定２Ｈは除く）

宿泊の有無 無 無 無 無

平成２４年度　　指導員養成講習会　　　日　程　表　　　　平成２４年度　　指導員養成講習会　　　日　程　表　　　　平成２４年度　　指導員養成講習会　　　日　程　表　　　　平成２４年度　　指導員養成講習会　　　日　程　表　　　　（会場・講師の都合により、急遽日程変更をすることがあります。）（会場・講師の都合により、急遽日程変更をすることがあります。）（会場・講師の都合により、急遽日程変更をすることがあります。）（会場・講師の都合により、急遽日程変更をすることがあります。）

９：００

御津スポーツパーク

岡山市北区御津高津１５６６番地　・　ＪＲ津山線　金川駅

１０：００

１１：００

※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


