
令和３年度スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会開催要項 

 
１ 目 的 

本講習会は、「公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度」に基づき、スポーツ少年団をは

じめ、総合型地域スポーツクラブ・学校運動部活動等において、必要最低限度の知識・技能に基づき、安

全で効果的な活動を提供する「スタートコーチ（スポーツ少年団）」の養成を目的に、日本スポーツ少年団

と静岡県スポーツ少年団との共催により開催する。 

 

２ 主  催 

公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団 

公益財団法人静岡県スポーツ協会 静岡県スポーツ少年団 

 

３ 主  管   

   公益社団法人袋井市スポーツ協会 袋井市スポーツ少年団 

   伊豆の国市スポーツ協会 伊豆の国市スポーツ少年団 

公益財団法人静岡県スポーツ協会  

 

４ 期日及び会場 

開催地 開催日 会場 締切・定員 問合せ先 

袋井市 
10月 23日
（土） 

袋井市教育会館 

〒437-0013 

静岡県袋井市新屋 1-2-1 

℡：0538-86-3111 

9月 24日（金） 
〒437－0061  
袋井市久能 1912-1 袋井市総合体
育館 さわやかアリーナ内 
公益社団法人袋井市スポーツ協会 
袋井市スポーツ少年団：小林 
℡：0538-42-1920 

60名 

伊豆の国市 
11月 27日

（土） 

長岡中央公民館（あやめ会館） 

〒410-2292 

伊豆の国市長岡 346-1 

℡: 055-948-1461 
10月 27日（水） 

〒410-2292伊豆の国市長岡 346-1

（あやめ会館）観光文化部スポー

ツ振興課内 

伊豆の国市スポーツ協会 

伊豆の国市スポーツ少年団：稲葉 

TEL：055-948-1460 

60名 

静岡市 
12月 18日

（土） 

静岡県スポーツ協会会館(予定) 

〒422-8004 
静岡市駿河区国吉田 5-1-1 
℡：054-265-6464 

11月 18日（木） 
〒422-8004 

静岡市駿河区国吉田 5-1-1 

公益財団法人静岡県スポーツ協会 

静岡県スポーツ少年団：山下 

TEL：054-265-6464 
60名（予定） 

 

５ 日  程 （会場によって、日程が異なる場合がありますことをご了承ください。） 

 

 

 

 

 

６ 参加対象  

令和３年４月１日現在、満 18歳以上の者。 

 

７ 参 加 料       

5,500円（税込） ＜テキスト代：2,200円・受講料 3,300円＞  

「指導者マイページ」からの申込後、日本スポーツ協会より送付されるメールに従い受講料を振込むこと。 

※既に日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格等を取得している方は、テキスト代（2,200円）のみ。 

（詳細は「11日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格等保持者について」を参照） 
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８ 参加申込 

「指導者マイページ」（https://my.japan-sports.or.jp/login）から申し込みを行う。 

※申込方法は、別紙「令和３年度スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会指導者マイページ申込方法」 

をご参照ください。 

 

９ カリキュラム 

（１）集合講習（7.5時間） 

①スポーツの意義と価値、スポーツ少年団の理念と意義 

②安全なスポーツ環境の整備 

③指導のプロセス、ジュニア期のスポーツ指導 

④指導者の責任と役割 

（２）自宅学習（7.5時間） 

共通科目テキスト（reference Book）と専門科目テキストを原則として、検定試験までに受講者 

各自で学習するようにして下さい。提出の義務はありません。 

（講習会の 2週間前を目安に自宅へ郵送いたします。届かない場合はご一報ください。） 

（３）グループワーク（1.5時間） 

（４）検定試験（30分） 

講習会の最後に実施します。（20問程度） 

 

10 資格認定 

（１）講習会修了者は、公益財団法人日本スポーツ協会から届く「登録手続き書類」に基づき、資格登録 

手続きを行うことで資格が認定されます。資格登録までの流れは下記のとおりです。 

 ① 翌年度７月下旬：日本スポーツ協会から登録対象者（講習会受講・修了者）に対し、登録案内を 

郵送する。 

      ② 翌年度７月下旬以降：登録対象者（養成講習会受講・修了者）が、自身で登録手続きを行う。 

     ③ 翌年度 10月 1日：スタートコーチ（スポーツ少年団）の資格登録する。 

※登録手続きの詳細は、公益財団法人日本スポーツ協会のホームページを参照すること。 

※資格登録料は 4年間で 10,000円 ＜初回登録時のみ＋初期登録手数料 3,000円＞ 

（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、資格有効期限の 

6 か月前までに、日本スポーツ協会又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。） 

 

11 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格等保持者について 

（１）以下の関連資格をお持ちの方は、参加料はテキスト代（2,200円）のみとなります。 

  ・公益財団法人日本スポーツ協会の「公認スポーツ指導者資格」取得者 

  ・日本バスケットボール協会公認の「C級コーチ」以上の指導者資格取得者 

  ・日本サッカー協会公認の「C級コーチ」以上の指導者資格取得者 

（２）講習の一部免除が可能となります。※別紙「スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会 日程 

   表（JSPO公認資格保有者）」をご参照ください。  

 

12  その他 

   （１）「指導者マイページ」からの申し込み後、日本スポーツ協会より送付されるメールに従い受講料の支 
払いを完了した者を受講者として決定します。 

   （２）参加料振込み後の返金はいたしません。 
   （３）受講希望者多数の場合は、本会で調整し、他の会場での受講をお願いする場合がありますので、あ 
      らかじめご了承ください。 

（４）申込者が講習会履行最低人数に満たない場合、開催を見送ることがありますことをご理解ください。 

（５）本講習会受講に際し取得した個人情報は、日本スポーツ少年団、静岡県スポーツ少年団が本講習会 
   の受講管理に関する連絡（資料の送付等）及び関係講習会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。 

指導者マイページ 
QRコード 



プログラム名

・日程の説明 等

＜共通＞ ・スポーツの意義と価値

＜専門＞ ・スポーツ少年団の理念と意義

・日本スポーツ少年団指導者綱領・団員綱領

＜共通＞ ・安全なスポーツ環境の構築

・スポーツに関連する医科学的知識

＜専門＞ ・リスク管理

・反倫理的行為の根絶

＜共通＞ ・リーダーシップ

・信頼関係構築におけるコミュニケーションの重要性

＜専門＞ ・発育・発達に合わせた指導

・ACP・幼児期からのACP

・運動適性テストⅡ

＜共通＞ ・コーチングおよびコーチとは

・コーチの学びとセルフマネジメント

Question1

Question2

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　日程表

「子どもやその保護者は、

スポーツ少年団に何を求めて入団するのでしょうか。」

スポーツ少年団の指導者は、どの様な役割を担うのか。

（どのような指導者になるべきか）」

「子どもやその保護者がスポーツ少年団に求めることをふまえ、

指導のプロセス

ジュニア期のスポーツ指導

【90分】

昼食・休憩

【60分】

安全なスポーツ環境の整備

【90分】

10:50

12:20

13:20

14:50

15:00

16:00

17:00

時刻 講義内容

15:50

17:20

17:50

18:10

ガイダンス【20分】

スポーツの意義と価値

スポーツ少年団の理念と意義

【90分】

ガイダンス【20分】

振返り（検定試験）

【30分】

グループワーク

【90分】

指導者の責任と役割

【60分】

9:00

9:20

18:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00



プログラム名

・日程の説明 等

＜共通＞ ・スポーツの意義と価値

＜専門＞ ・スポーツ少年団の理念と意義

・日本スポーツ少年団指導者綱領・団員綱領

＜共通＞ ・安全なスポーツ環境の構築

・スポーツに関連する医科学的知識

＜専門＞ ・リスク管理

・反倫理的行為の根絶

＜共通＞ ・リーダーシップ

・信頼関係構築におけるコミュニケーションの重要性

＜専門＞ ・発育・発達に合わせた指導

・ACP・幼児期からのACP

・運動適性テストⅡ

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　日程表（JSPO公認資格保有者）

時刻 講義内容

9:00 9:00

ガイダンス【20分】

9:20

スポーツの意義と価値

スポーツ少年団の理念と意義

【90分】

10:00

10:50

11:00

安全なスポーツ環境の整備

【90分】

12:00

12:20

昼食・休憩

【60分】
13:00

13:20

指導のプロセス

ジュニア期のスポーツ指導

【90分】

14:00

14:50

15:20

振り返り（検定試験）

【30分】

ガイダンス【20分】

15:40

15:00

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格等保持者について

以下の関連資格をお持ちの方は、参加料はテキスト代（2,200円）のみとなります。

・公益財団法人日本スポーツ協会の「公認スポーツ指導者資格」取得者

・日本バスケットボール協会公認の「C級コーチ」以上の指導者資格取得者

・日本サッカー協会公認の「C級コーチ」以上の指導者資格取得者

「指導者の責任と役割」と「グループワーク」の講義を免除することが可能です。「指導のプロセス

ジュニア期のスポーツ指導」を受講後、検定試験を受けていただくことができます。


