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令和 3 年度公認スタートコーチ（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  

公益財団法人広島県スポーツ協会広島県スポーツ少年団 

 

3. 開催形式・日時 

（１）オンライン形式 

【オンライン講習・検定試験】 ※インターネット環境および指導者マイページの登録が必要 

講義・検定試験： 令和３年９月１日～9 月３0 日の期間内に、公益財団法人日本スポーツ協会が用

意する e ラーニング サービス「スマートスタディ」において受講・受験する。 

 ※ スマートスタディの利用方法は別紙「利用マニュアル（受講者向け）」を参照すること。 

 

【グループワーク】 

・下記の A～H コースから 1 回受講する。  

※各コースの割り振りについては、受講できない時間帯を除いて広島県スポーツ協会でコース

を決定します。 

・スマートスタディによる講義動画の視聴を終了し、検定試験に合格した受講者に対しグループ 

ワークの参加を認めることとする。 

・グループワークは Zoom Video Communications,Inc.が提供する「Zoom」を利用し、オンライン 

にて実施。 

 ※申込前に「Zoom」の接続テストを行い、受講可能か確認のこと。 

 

A. 令和３年 10 月 10 日（日） ９時から開始 約２０名  

B. 令和３年 10 月 10 日（日）１０時から開始 約２０名  

C. 令和３年 10 月 10 日（日）１３時から開始 約２０名 

D. 令和３年 10 月 10 日（日）１４時から開始 約２０名 

E. 令和３年 10 月 17 日（日） ９時から開始 約２０名  

F. 令和３年 10 月 17 日（日）１０時から開始 約２０名  

G. 令和３年 10 月 17 日（日）１３時から開始 約２０名 

H. 令和３年 10 月 17 日（日）１４時から開始 約２０名 
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※グループワークに関する留意事項 

・ 日本スポーツ協会の「指導者マイページ」に登録したメールアドレスへ広島県スポーツ協会から

zoom 招待等を行う。 

・ グループワーク当日は、ウイルス対策がされている機器にカメラとマイク機能が使用可能なパソ 

コン・タブレットを準備のこと。スマートフォンの使用は、画面サイズが小さいことなどから推奨

しない。（カメラにて受講確認を行う） 

・ 長時間のインターネット接続となるため、通信環境の良い場所で参加のこと。 

・ 参加に関わる通信等諸経費は参加者負担のため、通信容量に制限がある環境での接続の場合は、事

前確認を行うものとする。 

・ コンピューターウイルスや第三者の妨害行為による不可抗力によって生じた損害等の一切の責任 

を負わないものとする。 

 

（２）対面形式（インターネット環境がない方向け） 

・対面講習（検定試験・グループワークは集合講習終了後に実施する） 

  令和 3 年 １1 月 7 日(日) 9 時 30 分～18 時：広島県立総合体育館「中会議室」 

    

4. 日程 

別紙日程表のとおり。 

 

5. 受講条件（対象者） 

令和 2 年 4 月 1 日現在、満 18 歳以上の者。 

  日本スポーツ協会指導者マイページへの登録が可能な者。 

 

6. 受講人数 

 オンライン形式（A～H コース） 計 160 名   対面形式 40 名 

 

7. 養成科目および実施方法 

  (1) 養成科目 

 講義内容 オンライン形式 対面形式 自宅学習 

①  スポーツの意義と価値  

 

 

 

スマートスタディ 

 

 

 

 

集合講習 

 

 

 

 

② スポーツ少年団の理念と意義  

③ 安全なスポーツ環境の構築 〇 

④ スポーツに関連する医科学的知識 〇 

⑤ リスク管理・反倫理的行為の根絶 〇 

⑥ リーダーシップとコミュニケーション 〇 

⑦ ジュニア期のスポーツ指導 〇 

⑧ 運動適性テストⅡ 〇 

⑨ 指導者の責任と役割 〇 

⑩ グループワーク zoom  
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  (2) 実施方法 

7.5 時間の集合講習（オンラインによる学習を含む）と自宅学習（7.5 時間）を実施する。 

 

8. 教材 

公益財団法人日本スポーツ協会が発行する以下の 2 冊。 

・ スタートコーチ共通科目テキスト（Reference Book） 

・ スタートコーチ（スポーツ少年団）専門科目テキスト 

※ Reference Book 及び専門科目テキストは、各 1 部で 1 セットとし、定価は 2,200 円 

※この教材を養成講習会実施前に配布するので、これにより自宅学習（7.5 時間） 

を実施すること。 

 

9. 参加負担金および教材代 

参加負担金 １人     3,000 円 

  教 材 代 １セット 2,200 円 

 

10．受講申込み 

  (1) 受講希望者は、各市町スポーツ少年団へ別紙参加申込書に記入し申込すること。 

＊受講希望者は、日本スポーツ協会指導者マイページ登録を行う。 

（マイページ未登録の場合のみ。新規登録方法は別紙マニュアルを参照のこと） 

 

(2) 市町スポーツ少年団は、受講希望者をオンライン・対面形式毎にとりまとめ、参加申込書を下記

宛へ提出すること。なお、参加申込者が定員を超える場合は、スポーツ少年団登録者（指導者・ 

  役員・スタッフ）を優先とする。 

 【提出期限：令和 3 年 7 月 30 日（金）】（全コース） 

〒730-0011 広島市中区基町４－１ 広島県立総合体育館 

               公益財団法人広島県スポーツ協会  ℡082-221-4600 

 

(3) 受講内定通知後、市町スポーツ少年団は (参加負担金(3,000 円)・教材代(2,200 円))×人数分を

取りまとめ、広島県スポーツ少年団へ納入のこと。  

＊参加負担金・教材代の入金の確認をもって受講決定とする。  

＊教材および受講決定通知は入金確認後、広島県スポーツ協会から本人へ事前送付を行う。 

 

11. 資格認定 

講習会合格者は、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（翌年度 7 月予定）」に

基づき、資格登録手続きを行うことで資格が認定（翌年度 10 月予定）される。 

※スタートコーチ（スポーツ少年団）資格登録料は、４年間で 10,000 円と定められている。また初

回登録時のみ、資格登録料に加え初期登録手数料 3,000 円を納入する必要がある。 
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12. 備考 

・対面形式での講習会は、インターネットの環境がない方向けですので、オンライン形式での参加が 

可能な方はオンライン形式での受講をお願いします。 

 ・当講習会を他のＪＳＰＯ公認スポーツ指導者資格保有者※が受講される場合、受講内容の一部を免

除することができます。（オンライン形式の場合は「グループワーク」を、対面形式の場合は「指導

者の責任と役割」と「グループワーク」を免除することができます。） 

   ※「スポーツリーダー」、「ＪＢＡ およびＪＦＡ のＣ級以上」の資格を含みます。 



グループワーク（オンライン形式）日程表

【午前の部】10月10日（日）Aコース、10月17日（日）Eコース

プログラム名

・受付・日程の説明 等

Question1

Question2

　　　　　10月10日（日）Bコース、10月17日（日）Fコース

プログラム名

・受付・日程の説明 等

Question1

Question2

※受講者はA～Hコースのうち1つのコースに参加すること

　　　　　　スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　

時刻 講義内容

9:00 9:00

ガイダンス【20分】

9:20

グループワーク
【90分】

「子どもやその保護者は、

10:00
スポーツ少年団に何を求めて入団するのでしょうか。」

「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、

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）」

10:50

（どのような指導者になるべきか）」

11:00 ガイダンス【20分】

11:10

時刻 講義内容

10:00 10:00

ガイダンス【20分】

10:20

グループワーク
【90分】

「子どもやその保護者は、

11:00
スポーツ少年団に何を求めて入団するのでしょうか。」

「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、

スポーツ少年団の指導者は、どの様な役割を担うのか。

11:50

12:00 ガイダンス【20分】

12:10



グループワーク（オンライン形式）日程表

【午後の部】10月10日（日）Cコース、10月17日（日）Gコース

プログラム名

・受付・日程の説明 等

Question1

Question2

　　　　10月10日（日）Dコース、10月17日（日）Hコース

プログラム名

・受付・日程の説明 等

Question1

Question2

※受講者はA～Hコースのうち1つのコースに参加すること

　　　　　　スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　

時刻 講義内容

13:00 13:00

ガイダンス【20分】

13:20

グループワーク
【90分】

「子どもやその保護者は、

14:00
スポーツ少年団に何を求めて入団するのでしょうか。」

「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、

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）」

14:50

（どのような指導者になるべきか）」

15:00 ガイダンス【20分】

15:10

時刻 講義内容

14:00 14:00

ガイダンス【20分】

14:20

グループワーク
【90分】

「子どもやその保護者は、

15:00
スポーツ少年団に何を求めて入団するのでしょうか。」

「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、

スポーツ少年団の指導者は、どの様な役割を担うのか。

15:50

16:00 ガイダンス【20分】

16:10



（11/7　対面方式）

１　スポーツの意義と価値

２　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）

３　スポーツに関連する医科学的知識

休憩

４　安全なスポーツ環境の構築

５　リスク管理・反倫理的行為の根絶

６　リーダーシップとコミュニケーション

７　ジュニア期のスポーツ指導

　　（発育・発達に合わせた指導、ＡＣＰ）

８　運動適性テストⅡ

９　指導者の責任と役割

　　　（コーチング、コーチの学びとセルフマネジメント）

　　

１０　グループワーク（２テーマ予定）

  Question1

     「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。」

　Question2

     「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、

　　　　スポーツ少年団の指導者は、どの様な役割を担うのか。」

      

振り返り（検定試験）

１８：００

１３：００

１６：００

１７：３０

１３：４５

１５：１５

１２：００

令和３年度スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　日程表

８：４５

受　　　付
(９：２０～講習会事前説明）

９：３０

１１：００


