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2014 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  

専門科目における講習の免除について  

 

                                             公益財団法人日本バレーボール協会 

                                                              指導普及委員会 

                                  

         

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）指導者講習会を受講した者。 

      （１）2014 年度までに全国小学生指導者研修会（一次講習会）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 

        ３．初心者導入法               （集合２時間） 

                ４．バレーボールの技術論（攻撃・守備）    （集合２時間） 

              指導実習 

                １．ウオ－ミングアップとク－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）2014 年度までに全国小学生指導者研修会（二次講習会）を修了した者は、 

（１）に加え、次に挙げる指導員の専門科目の講習（１８時間）を免除する。 

種目の特性に応じた基礎理論 

        ２．日本バレーボールの歴史          （集合２時間） 

       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） 

               

      （３）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       

専門科目のうちの、種目の特性に応じた基礎理論（４）の「６・９人制の        

ル－ル」（集合２時間）を免除する。 

 

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－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 

      

      ２．その他（１）（２）については、公益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。 

             

                                      以上 

 

 


