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東日本大震災復興支援 「とどけよう スポーツの力を東北へ！」 

平成２７年度 公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会 

 開催要項(案) 

 

(当初案内用) 

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  公益財団法人日本体育協会 

公益社団法人日本カーリング協会 

３． 主  管  公益社団法人日本カーリング協会指導普及委員会 

４． 協  力  新潟県カーリング協会 

５． 実施競技  カーリング 

６． 開催期日・開催場所・日程 

 

（１） 前期講習 

期日：平成２７年１０月３日（土）～４日（日） ２日間 

会場：新潟県 新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 

950-1141 新潟県新潟市中央区鐘木 252-17                          

ＴＥＬ：０２５（２８８）１２３４ 

日程： 

第１日 （前期は基本的に座学） 

 12:15-12:45  受付 

12:45-13:00  開会行事 

13:00-14:00  基礎理論 カーリングの基礎理論(1)(1h)                   土屋土屋土屋土屋 

14:10-16:10 基礎理論 作戦とコーチング(2h)                                                    小川小川小川小川    

16:20-17:20  実  技 ウォームアップとトレーニング法(1h)      土屋土屋土屋土屋  

17:30-18:30 基礎理論 カーリングの基礎理論(2)(1h) (座学）              土屋土屋土屋土屋             

18:40-19:40  指導実習 競技規則と審判法(1)(1h)                 小川小川小川小川    

第２日 

9:00-10:00   基礎理論 指導者制度と指導者の役割(1h)                           浪岡浪岡浪岡浪岡 

10:10-12:10 指導実習 スコアーのつけ方(2h)                                                     小川小川小川小川 

12:10-13:00  昼食 

13:00-14:00 指導実技 対象に応じた指導法(1)(1h)                         土屋土屋土屋土屋    

14:10-15:10  指導実習  教室・講習会の企画と指導計画書の作成(1)(1h)            浪岡浪岡浪岡浪岡     

15:10        前期終了                    
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（２） 後期講習 

期日：平成２７年１１月２１日（土）～２３日（月） ３日間 

会場：新潟県 新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 

950-1141 新潟県新潟市中央区鐘木 252-17                          

ＴＥＬ：０２５（２８８）１２３４ 

    第１日 

12:00-12:30  受  付 

12:30-14:30  基礎理論 カーリングの歴史と組織・運営(2h)(座学）           浪岡浪岡浪岡浪岡 

14:40-15:40 基礎理論 競技規則と審判法(2)(1h) （座学）      小川小川小川小川 

15:50-17:50 実  技カーリングの基礎技術(1)(2h) （氷上氷上氷上氷上）     土屋土屋土屋土屋 持田持田持田持田    

18:00-20:00 実  技 作戦の基本と戦略(1)(2h)  （氷上氷上氷上氷上）         小川小川小川小川 

第２日 

9:00-11:00 実  技 カーリングの基礎技術(2)(2h) （氷上氷上氷上氷上） 土屋土屋土屋土屋    持田持田持田持田 

11:00-12:00  実  技 作戦の基本と戦略(2)(1h) （氷上氷上氷上氷上）      小川小川小川小川 

12:00-12:50 昼食 

12:50-13:50  基礎理論 カーリングの基礎技術(3)(1h) （氷上氷上氷上氷上） 土屋土屋土屋土屋    持田持田持田持田 

14:00-15:00 実  技 作戦の基本と戦略(3)(1h) （氷上氷上氷上氷上）      小川小川小川小川 

15:10-16:10 基礎理論 カーリングの安全対策(1h) （座学）     小守林小守林小守林小守林 

16:20-17:20  指導実習 教室・講習会の企画と指導計画書の作成(2)(1h)     浪岡浪岡浪岡浪岡 

17:30-18:30  実  技 メンタルトレーニング法(1h)         小守林小守林小守林小守林 

18:40-19:40  基礎理論 カーリングの基礎技術(4)(1h) （氷上氷上氷上氷上）     土屋土屋土屋土屋    持田持田持田持田 

 

第３日 

9:00-10:00 実  技 審判法の実践(1h) （氷上氷上氷上氷上）        小川小川小川小川    持田持田持田持田    

10:00-12:00 実  技 対象に応じた指導法(2)(2h) （氷上氷上氷上氷上）  土屋土屋土屋土屋    小守林小守林小守林小守林    

12:00-12:50 技能検定試験                        (氷上氷上氷上氷上) ) ) ) 土屋土屋土屋土屋    小川小川小川小川    浪岡浪岡浪岡浪岡 

13:00-      閉会行事 

 

＊ この講習は集合講習の他に、その他講習として「カーリングの基礎技術」「作戦の基本と戦略」

「スコアーのつけ方」は各２時間。「対象に応じた指導法」は３時間を各地元において実習を

行うものとする。 

＊ 「現場における救急措置」は各地の消防本部が主催する「普通救命講習会」修了証をもって単

位履修とするので、各自で必ず受講し修了証の写しを JCA 指導普及委員長に提出すること。 

＊ 本講習は、Ｃ級審判員養成講習の科目も履修しますので、希望者はＣ級審判員の資格も取得で

きます。 

＊ 公認審判員の有資格者は、単位履修と見なしますのでその時間帯の受講を免除します。 

＊ 専門科目の筆記試験は、後期講習最終日に試験問題を配付し、２週間以内に解答書を送付して

頂きます。 

７． 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。 
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（２）（公社）日本カーリング協会の登録会員でカーリングを３年以上実施し、指導者としての

活動を希望する者、或いは将来指導者を目指す者。（所属クラブや会長の推薦する者） 

〈受講者数〉 

受講者数は、２０名程度とする。 

 

８．受講申込み 今年度より申込方法がかわりました。 

    公益社団法人日本カーリング協会（以下ＪＣＡ）受講申込書は土屋長雄指導普及委員長まで

送ってください。 

    公益財団法人日本体育協会（以下日体協）の申し込みは日体協のホームページより申し込み

をしてください。 

 

（１） 受講希望者は、指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login） より

申込を行い、免除該当者は所定の必要書類を添付し、6月 1日～30日までに提出する。 

（２） マイページより申し込みができない方は、ＪＣＡ受講申込書に必要事項を記入の

上、６月２０日（期日厳守のこ）までに提出すること。 

 ＪＣＡ事務局にてマイページより代理申し込みをします。 

 

申込書送付先 

 

〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉５４５ 

土屋 長雄 宛（ＪＣＡ指導普及委員長） 

９．受講料 

（１） 講習会参加費 

・共通科目 ２１．６００円（消費税込み）ＮＨＫ学園に受講者本人が支払う 

・専門科目日体協受講料   ：１５,１２０円（消費税込み） 

・ＪＣＡ受講料 ：１２,０００円（消費税込み） 

日体協受講料とＪＣＡ受講料は、申し込み時にＪＣＡに振り込む。 

振込手数料は受講者負担でお願いします。 

振込先 

公益社団法人日本カーリング協会 

みずほ銀行  渋谷支店 普通 ２８６６５５６ 

ゆうちょ   ００８  普通 ５６３４９０７ 

 

（２） 参加に要する経費 

参加に要する交通費、宿泊費等は受講者負担となります。 

10．受講者の決定 

 指導者マイページにて申し込んだ内容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）、ＪＣＡより本人に通知する。（７月中） 

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。 

原則として、他の本会公認スポーツ指導者資格との同時受講は認めないこととする。 

(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、
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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、日体協指導者育成専門委

員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、日体協指

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、（社）日

本カーリング協会専門科目検定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、その後、指導者登録（登録申請書の提出及び登録料の納

入）を完了した者に、日体協公認指導員「認定証」及び「登録証」を交付する。 

（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、日体協あるいは日本カーリング協会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、日体協及び（社）日本カーリング協会が本講習会の

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 

ＪＣＡ指導普及委員長 土屋 長雄 にメールにて問い合わせください。 

電話      ：０９０－３１４８－０４００ 

電子メール nagao@curling.or.jo 


