
(公財)日 本体育協会公認上級指導員養成講習会開催のお知らせ

(受講希望者の確認案内)

群馬県バドミントン協会は、2005年指導者資格改正後、はじめて公認上級指導員養成講習会を開催致します。

公認指導員資格 (バドミントン4級)を取得されている指導者の方については、地域・クラブ等で指導して行く

なかで更なるレベルアップを目指し、受講されますようお薦めいたします。
受講希望者の確認をするため、指導員資格者全員の方々に案内を送付させていただきました。

養 成 目的 :地域のバドミントンクラブや地域スポーツクラブにおいて年齢・競技レベルに応じた

指導にあたるとともにスポーツ教室などの企画立案に参画できる指導者を養成する。

受講条件 :受講年度の4月 1日 現在、満22歳以上で、本協会公認審判員資格 (3級以上)の取得者。
※公認バドミントン指導員(バドミントン4級 )資格取得者
※各種全国大会出場者の競技成績を持つ者もしくは全国大会出場選手を直接指導した実績のある者

カリキュラム:①、共通科目:共通科目I+共通科目Ⅱ 70時間(集合講習:14H、 自宅学習:56H
※各競技合同で都道府県体育協会ロスポーツ協会が主管して実施する。

②、専門科目:21時間以上
※時間は競技団体によつて異なる。
※各競技別に各都道府県競技団体が主管して実施する。

競技別指導者資格については、別紙資料を参照して下さい。

受 講 料 :①、共通科目:15,120円 (消 費税込み)ただし共通科目 I免除者は、8,640円 (消費税込み)

「金額は、昨年度(H26年度)開催時の金額です。」
②、専門科目:10,800円 (男1途必要経費をいただく場合もあります。)

①、共通科目:共通科目I+共通科目Ⅱ・・日群馬県スポーツ協会「70時間(集合講習:14H、 自宅学習:56H)」

※平成27年度は、未予定です。 (群馬県スポーツ協会HPを参照して下さい。)

※【平成26年度参考】共通科目(集合教育:14H)・・・群馬県スポーツ協会で実施しました。
平成26年 12月 13日 (土 )・ 14(日 )・ 20(土)の 3日 間、開催しました。

②、専門科目・・口群馬県バドミントン協会(21時間)

※日時:平成27年 11月 21日 (土 )～ 23日 (月 )3日 間(会場変更の時もあります。)

※場所:玉村町社会体育館

申込方法 :今回の申し込みは【仮】申し込み書です。 郵送またはFAXにて下記へ申し込みください。
※受講希望される方口受講されない方、全員の方の返答をお願い致します。
※受講希望された方には、正式申し込み書を発送いたします。

申込 〆切 :平成27年6月 20日 (土 )まで
※問い合わせについては、下記「高野」までお願い致します。

申 込 先 :〒 373-0823

群馬県太田市西矢島町341… 18

群馬県バドミントン協会 副理事長 高野 貞男
TEL・ FAX 0276-46… 5486   携帯 090…4679-1192
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希望する方に丸をつけて下さい。

氏  名 :

○受講しない。

生年月日(西暦)  年  月   日(  歳)

住 所: 〒

メールアドレス :

受講する。

携帯電話 :電話番号 :



競技別指導者資格

・地域スポーツクラブ等において、年齢、競技レベルに応じた指導にあたる。

・事業計画の立案などクラブ内指導者の中心的な役割を担う。

・地域スポーツクラブ等が実施するスポーツ教室の指導において中心的な役割を担う。

・広域スポーツセンターや市町村エリアにおいて競技別指導にあたる。

陸上競技、水泳、スキー、テニス、ホッケー、バレーボール、体操、バスケットボール、セーリング、

ハンドボール、ソフトテニス、卓球、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、資1道、山岳、カヌー、

アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゲートボール、カーリング、バウンドテニス、

エアロビック、スクーバ・ダイビング

受講条件
受講する年の4月 1日 現在 満 22歳以上の者。(一部の競技は異なる)

その他の条件は各中央競技団体が定める。

カリキュラム
共通科 目:共通科 目I+共通科 目Ⅱ 70時間 (集合講習 14h、 自宅学習 56h)

専門科 目:20時間以上 (競技によつて異なる)

実施方法

期  間 :当該年度 4月 ～翌年 3月

共通科 目:都道府県体育協会において計画、実施.

専門科目:都道府県体育協会と都道府県競技団体において計画・実施。

主に土日を使った集合講習と自宅学習。

申込期間・

申込方法

申込期間 :事業実施都道府県・競技によつて異なる。

申込方法 :都道府県競技団体を通じ、都道府県体育協会へお申込みください。

受講料
共通科 目15,120円 (共通科 目I免除者は 8,400円 )

専門科 目10,800円 (別途必要経費をいただく場合もある)

受講有効期限 受講申込年度を含め 4年間。

検定・審査

共通科 目:筆記試験を行ない、原則として満 J点の 6割以上を合格とする。

専門科 目:実施競技団体が定めた筆記試験やレポート課題、技能検定の総合

判定とする。

資格登録料
4年間 :基本登録料 10,000円 +競技別登録料

(初回登録時のみプラス3,000円 )

注意事項

※各県で実施する競技および開催時期が異なりますのでご注意ください。

※競技によっては、養成講習会を開催しない年もあります。

※原則として、同一年度内に共通科 日、専門科 目を受講してください。

※共通科 目 I部分の講習は、通信教育ではなく、テキスト・ワークブックを用いた

自宅での学習 .

申込・問合せ 都道府県体育協会、都道府県競技団体、中央競技団体 (中央開催のみ)
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(公財)日 本体育協会 。(公財)日 本バ ドミン トン協会 公認指導者養成講習会 ガイ ド

資格の名称 公認バドミントン上級指導員●ヾ ドミントン3級)

養成 目的 地域のバドミントンクラブや地域スポーツクラブにおいて、年齢・競技レベルに

応じた指導にあたるとともに、スポーツ教室などの企画立案に参画できる指導

者を養成する。

役 割 競技者育成プログラムを元に、年齢・競技レベルに応じた指導にあたるととも

に、地域スポーツクラブ等が実施するスポーツ教室や各種イベントの事業計画

の立案に参画する。また、バドミントン指導員の育成指導にあたる。

受講条件 受講年度の 4月 1日 現在 22歳以上で、本協会公認審判員資格 (3級以上)の

取得者あるいは取得予定者で、下記 1)、 2)のいずれかに該当する者で、スポ

ーツクラブ等において中心的な役割を担つている者。またはこれから中心的な

役割を担う者。

1)公認バドミントン指導員(バドミントン4級)資格取得者

2)各種全国大会出場の競技成績を持つ者もしくは全国大会出場選手を直接

指導した実績のある者

(免除条件なし)

カリキュラム 集合21h,通信講習Oh計 21h(詳細カリキュラム表)

講習会の実施方法 カリキュラム(21時間)に基づき、都道府県バドミントン協会を主管として集合講

習会により開催する。実際の実施計画については、公認バドミントン指導員 (バ

ドミントン4級 )の養成状況を考慮し、都道府県バドミントン協会と都道府県体育

協会で相談の上、日本体育協会と本協会の承認を得て実施する。

検定試験の作成及び

実施方法

検定試験は本協会普及指導開発部が作成。出題し、筆記試験、レポート評価、

技能検定によつて総合判定する。

合格者の判定方法 合格者の判定は、検定試験の総合判定結果をもとに、本協会普及指導開発部

が審査の上、原則として満点の6割以上を合格とする。

登録料 (4年 間) 14,000円 (初回登録料のみプラス3,000円 )

更新のための義務研修 資格登録有効期限4年間のうちに、(公財)日 本バドミントン協会が定める研修

を1回以上受講しなければならない。

担当委員会 (公財)日 本バドミントン協会 普及指導開発部
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■公認バドミントン上級指導員(バドミントン3級 )

養成目的 地域のパ ドミントンクラブや地域スポーツクラブ

において、年齢・競技レベルに応じた才旨導にあたるとともに、

スポーツ教室などの企画立案に参画できる指導者を養成する。

役割 競技者育成プログラムを元に、年齢・競技レベルに応

じた指導にあたるとともに、地域スボーツクラブ等が実施す

るスポーツ教室や各種イベントの事業計画の立案に参画する。

また、バ ドミントン指灌員の育成指導にあたる。

受講条件 受講年度の4月 1日現在満22歳以上で、日本バ ド

ミントン協会公認審判員有資格者 (3級以上)で 、下言ご11、 12)

のいずれかに該当する者で、スポーツクラブ等において中心

的な役害:を 担っている者ごまたはこれから中心的な役害」を担

種目の特性に

応じた基礎理論

う者.

(1ン ドヾミントン指導員 (バ ドミントン4級 )有資格者。

(2)各種全Eil大会出場の競技成績を持つ者もしくは全国大会出

場選手を直接指導 した実績のある者。

カリキュラム 共通:斗 目70h(共通 I+Ⅱ )専門科目21h

受講料 共通科自 15,120円 (共通 I免除者は3.640円 )専
F電科目 10,800円

登録料(4年rel)14,000円 (初回登録時のみブラス3,000円 )

更新のための義務研修 資格有効期限が切れる6か 月前まで

に、日本バ ドミン トン協会が実施する (認める)研修を 1回

以上受けなければならない.

担当委員会 日本バ ドミントン協会 薔及指網開発部
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