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令和 4年度日本スポーツ協会公認テニスコーチ 1養成講習会

開催要項

1.目  的 :

地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等でのコーチングスタッフと

して、基礎的な知識・技能に基づき、安全で効果的な活動を提供する者を養成する。

2.主  催 :公益財団法人 日本スポーツ協会

公益財団法人 日本テニス協会

3.主  管 :富山県体育協会

富山県テニス協会

4.カ リキュラム :

(1)コーチングアシスタン ト養成講座 (共通科 目I):45時 FF45(自 宅学習 )

l コーチングを理解 しよう

０
４ グッドコーチに求められる医・科学的知識

０
０ 現場 。環境に応 じたコーチング

(2)専 F電科 目 :20時間以上 (集合講習及び自宅学習 )

※集合講習 10時間、自宅学習 10時間以上。

※富山県テニス協会が主管して実施する。

※講習及び試験の免除措置については、公益財団法人日本テニス協会が定める基準による。

5。 実施方法 (開催期 日・会場):
(1)コ ーチングアシスタン ト養成講座 (共通科 目 I):NHK学園による通信講座

(2)専 F電科 目 :集合講習会 :以下の通 り実施する。

第 1日  10月 16日 (日 ).富 山市 岩瀬スポーツ公園 (ドーム・会議室 )

第 2日  10月 30日 (日 )富山市 岩瀬スポーツ公園 (ドーム・会議室)

6.受 講 者 :

公認スポーッ指導者育成の受講者受入方針 (ア ドミッション・ポ リシー)に定める内

容の他、以下受講条件に合致する者を本講習会の受講者 として受け入れる。

(1)受講条件 :

・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を

満た している者。

・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

際的指導にあたつている指導者及びこれから指導者になろうとする者。

・受講有効期間内で講習の全 日程に参カロが可能である者。

・イ ン タ ー ネ ッ トサ ー ビ ス 「指 導 者 マ イ ペ ー ジ (httpS://my.japan―



No2

sports.or.jp/1ogin)」 から申込が出来る者。(申 込用紙での受付は致 しません。)

。その他 (資格ごと)

※ 原則、他の 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格 との同時受講は認め

ない (公認スター トコーチ (ス ポーツ少年団)養成講習会の受講は除く)。

(2)受講者数 :30名   ※ 受講希望者多数の場合は先着順 といた します

7.受講申込 :

(1)申込方法 :

イ ン ター ネ ッ トサ ー ビス 「指 導 者 マ イ ペ ー ジ (httpsI〃my.japan―

sports.or`jp/1ogin)」 のアカウン ト登録手続きを行い、指導者マイページか

ら本講習会の申込手続きを行 うこと。申込方法の詳細は、下記 URLを参照のこ

と。

■hitpsy/1とw,iapan・sports.or.io/co“ h/tabid208.html

(2)受付期間 :令和 4年 5月 9日 (月 )～ 6月 24日 (金 )

8.受講に係る費用 :41,580円 (税込 :受講内定時に納入 )

<内訳> ・ コーチングアシスタン ト養成講座 (共通科 目 I):22,000円 (税込 )

※共通科 目受講料 18,700円 +リ ファレンスブック代 3,300円

※指導者マイページから支払い

・専門科 目: 19,580円 (税込 )

※共通科 目受講料 15,400円 十テキス ト代 (2冊)4,180円

※合格時に登録料 として別途 13,300円。

※免除・資格審査料等については別に定める。

※専門科 目の初 日10月 16日 (日 )講習会場での受付時に現金でおつ り

が発生 しないようにお支払いください。

9.受講有効期間 :4年 FEl

10.受講者の内定から決定までの流れ

指導者マイページから申込を行い、申込内容に不備がない者を受講者 として内定 し、

共通科 目は NIHK学園、専門科 目は都道府県体育・スポーツ協会を通 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。

11.講習。試験の免除

既存資格及び JSPO免除・適応 コースの履修等により、講習・試験の一部又は全部を免

除することができる。免除に関する詳細は別に定める。      _



12. 検定試験・審査

共通科日と専門科目に区分して実施する。

(1)コ ーチングアシスタント養成講座 (共通科目I):
NHK学園の通信講座を受講し、課題 1回の提出で 6割以上の正答をもつて修了

とする。

(2)専門科目 :

集合講習会最終日に実施する検定試験等による判定とし、筆記テス トおよび

実技検定において審査する。

登録及び認定

(1)コ ーチングアシスタント養成講座及び専門科目の全ての検定試験に合格するな

ど、所定のカリキュラムを修了し、公認コーチ 1と して必要な資質能力を修得し

た者を修了者 (「新規登録」対象者)と 認め、修了通知と登録案内を送付する。

(2)公認スポーツ指導者登録規程に基づき、登録手続き (登録料の納入等)を完了し

た者を公認コーチ 1と して認定し、「認定証」及び「登録証」を交付する。

※ 」SPO倫理規程第 4条に違反する行為があつたとして JSPOが認めた時は、登

録の権利を失い認定されない場合がある。

(3)登録料は 4年 FH5で基本登録料 10,000円 十資格別登録料 (競技によつて異なる)

とする。なお、初回登録時のみ初期登録手数料 3,300円 (税込)が別途必要とな

る。

※ すでに公認スポーツ指導者資格を取得している場合は、登録料が異なる場合

がある。

(4)資格の有効期間は 4年間とし、4年毎に更新するしただし、公認コーチ 1以外に

公認スポーツ指導者資格 (ス ポーツリーダーは除く)が認定されている場合、初

回の有効期間は、新規認定期日からすでに認定されている資格の有効期限までと

する。

(5)有効期間満了に伴う「更新登録」にあたつては、有効期限の 6カ月前までに、JSPO

又は JSPOカロ盟団体等の定める更新研修を修了するなどの要件を満たさなければ

ならない。

14.注意事項

(1)受講有効期間内に所定のカリキュラムを修了しない場合は、その時点で受講者と

しての権利をすべて喪失する。

(2)本講習会受講に際し取得した個人情報は、本講習会受講者の管理及び諸連絡以外

には使用しないものとする。

(3)本講習会の受講有効期間内に他の公認スポーツ指導者養成講習会の受講はでき

ない。また、受講申込時点で他の」SPO公認スポーツ指導者資格養成講習会の受講

有効期間内又は未修了の場合は、本講習会への受講申込はできない。

13.
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(4) 受講者としてふさわしくない行為 (日 本スポーツ協会公認スポーツ指導者処分基準等

において違反行為と規定された行為)があつたと認められたときは、」SPO指導者育成

委員会または加盟団体等において審査し、受講資格の取消しないしは停止、受講済科

目の一部ないしは企部の取消し、資格登録権利の停止等の処分を行う場合がある。な

お、処分内容については、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者処分基準等の関連

規程に照らし合わせるとともに、受講状況等に応じて検討する。

本講習会風景の写真等は、JSPO又 は 」SPO加盟団体等のホームページ及びその他

関連資料へ掲載する場合がある。

天災地変や伝染病の流行、講習会場 。輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の

指示等の」SPO又は JSPO加盟団体等が管理できない事由により、講習会内容の一

部変更及び中止のために生じた受講者の損害については、JSPO又 は 」SPO加盟団

体等ではその責任は負わない。

【問い合わせ先】

富山県テニス協会

普及・指導者育成委員会

委員長 米山 秀則

テニステクニカルスクール Wish

富山県高岡市上伏間江 136番 2

電話   0766・ 28‐ 8606

メール wish@pl.coralnet.or.jp

内

スポーツと、望む未来へ。

隕笏露零険ポーッ協会 JSPO

(5)

(6)

Ja“ n Sport Association


