
 

 

 
スポーツ振興 くじ助成事業 

 

平成２８年度スポーツリーダー養成講習会 兼 

スポーツ少年団認定員養成講習会（長岡①会場）開催要項 

 

１ 目的 

「公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度」に基づき、地域住民のスポーツの生

活化・定着化を促進するためのスポーツ指導者をサポートする「スポーツリーダー」養成を目

的として、日本スポーツ少年団との共催により開催します。 

併せて「日本スポーツ少年団指導者制度」に基づき、地域・市区町村においてスポーツ少年

団の育成・指導にあたる「スポーツ少年団認定員」養成講習会を兼ねて開催します。 

 

２ 主催 

公益財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団 

公益財団法人新潟県体育協会新潟県スポーツ少年団  

公益財団法人長岡市スポーツ協会長岡市スポーツ少年団 

 

３ 後援 

  スポーツ庁  新潟県教育委員会  長岡市教育委員会（予定） 

 

４ 期日・会場 

（１）期日 平成２８年１１月５日（土）～６日（日） 

（２）会場 「長岡さいわいプラザ」４階 大ホール 

〒 940-0084 新潟県長岡市幸町 2-1-1 TEL 0258-35-1122 

 

５ 日程  別紙１「講習日程」参照 

 

６ 参加条件 

（１）平成 28 年度の日本スポーツ少年団登録指導者 

（２）平成 29 年度に日本スポーツ少年団の指導者登録が見込まれる者 

 

７ 募集人数等  ５０名 

受講者は申込み順とします。締切前であっても募集人数を超過し、受講できない場合は、そ

の旨を受講希望者に連絡します。 

 

８ 養成科目および実施方法 

科目（内容） 
時間数（Ｈ） 

集合講習 自宅学習 計 

１ スポーツ少年団の理念とその意義 1.0  1.0 

２ スポーツ少年団の組織と運営 1.0  1.0 

３ 運動適性テスト 1.5  1.5 

４ 指導者の役割Ⅰ 2.0 3.0 5.0 

５ 文化としてのスポーツ 1.0 2.25 3.25 

６ トレーニング論Ⅰ 1.0 2.25 3.25 

７ スポーツ指導者に必要な医学的知識Ⅰ 2.0 4.5 6.5 

８ スポーツと栄養 1.0 1.5 2.5 

９ 指導計画と安全管理 1.0 2.25 3.25 

１０ ジュニア期のスポーツ 2.0 3.0 5.0 

１１ 地域におけるスポーツ振興 0.5 2.25 2.75 

合  計 14.0 21.0 35.0 

※１１科目１４時間の集合講習と自宅学習（２１時間）を実施します。 



９ 教材 

（１）公益財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団の発行する『スポーツリーダー兼スポーツ

少年団認定員養成テキスト』及び『スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成ワークブ

ック』を使用します。＜有料 1 セット 1,080 円（税込み）＞ 

（２）受講者に対してテキスト及びワークブックを送付するので、別途連絡する内容に基づき事

前に自宅学習してください。 

 

10 検定試験 

集合講習終了後に検定試験（１時間／５０問）を実施します。 

 

11 受講申込先・申込期限・受講料 

（１）受講申込先 

 

 

 

 

 

（２）申込期限 平成２８年１０月２１日（金） 

※申込期限前に募集人数に達した場合はその時点で締切させていただきます。 

（３）受講料 一人２，１６０円（税込み） 

（４）受講料及びテキスト代、合計３，２４０円は受講申込みと同時に、下記口座にお振込みく

ださい。なお、テキストは、振込みが確認でき次第送付します。 

（３）振込み手数料は、ご負担ください。 
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12 資格認定 

（１）本講習会の全課程を修了し、検定試験に合格した者に対して、新潟県スポーツ少年団が日

本スポーツ少年団の名において日本スポーツ少年団指導者制度に基づく「スポーツ少年団認

定員」として認定し、認定証、認定員章及び指導必携書を交付します。併せて「公益財団法

人日本体育協会公認スポーツリーダー」資格を付与します。 

（２）スポーツ少年団未登録の参加者に対しては、次年度の指導者登録を確認できた場合に資格

認定を行います。 

（３）上記認定にあたっては、日本スポーツ少年団において認定料を必要としません。 

 

13 その他 

（１）２日目の「運動適性テスト」は実技を伴いますので、運動のできる服装で参加してくださ

い。（内履きをご持参ください。） 

（２）昼食を斡旋しませんので、各自でご用意ください。なお、会場内に食堂はありません。 
（３）別紙２「受講上の留意事項」を参照してください。 

（４）受講者が少ない場合は、規定により講習会の開催を中止する場合があります。 
  その場合は、申込者に連絡します。 
 
 

〔個人情報の保護について〕 

本講習会を通じて得た個人情報は、公益財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団並びに公益財団法人新潟県

体育協会新潟県スポーツ少年団で本講習会の連絡・通知及び資格の認定・管理のために使用します。 

 

【受講申込み先（お問合せ先）】 
公益財団法人新潟県体育協会新潟県スポーツ少年団 
〒950-0933 新潟市中央区清五郎 67番地 12  

デンカビッグスワンスタジアム内 
TEL 025-287-8600   FAX 025-287-8601 
E-mail suposyo@niigata-sports.or.jp 

〒950－0933 新潟市中央区清五郎 67－12 デンカビッグスワンスタジアム内 

公益財団法人新潟県体育協会 新潟県スポーツ少年団 

ＦＡＸ ０２５－２８７－８６０１ 

mailto:suposyo@niigata-sports.or.jp


＜様式1-②-ⅰ＞

科　　目 担当講師 時間数 科　　目 担当講師 時間数

8:30 受　付 8:30 受　付

8:45

～9：00

9:00 大塚製薬 0.5 9:00 9　指導計画と安全管理 徳茂　順一 1.0

～9:30

9:30 川上　春雄 1.0

10:00

10:00 3　運動適性テスト 山下　大輔 1.5

10:30

10:30 川上　春雄 1.0

11:30 11:30

11:30 6　トレーニング論Ⅰ 塩野谷　明 1.0 11:30

12:30 12:30

12:30 昼　食 12:30 昼　食

13:30 13:30

13:30 室賀　大樹 1.0 13:30 小林　均 0.5

～14:00

14:00 4　指導者の役割Ⅰ 小林　均 2.0

14:30

14:30 10　ジュニア期の 室賀　大樹 2.0

スポーツ

16:00

16:30 16:00 閉講式

16:30 戸内　英雄 1.5 16:10

16:10 検定試験 1.0

18:00 17:10

終了 終了

計 8.0時間 計 7.0時間

廣川　玲子 1.0

～

スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会日程表

（委託コース・計画）

コース№ 3

コース名 長岡①会場

開催場所 長岡さいわいプラザ

開催期日 平成28年11月5日(土) 開催期日 平成28年11月6日(日)

時　　間 時　　間

開講式・オリエンテー
ション

スポーツ活動サポー
トプログラム

～

～

1　スポーツ少年団の
理念とその意義

～

11　地域における
スポーツ振興

～

2　スポーツ少年団の
組織と運営

～

～

～

8　スポーツと栄養

～

7スポーツ指導者に必
要な医学的知識Ⅰ

～

～

5　文化としてのス
ポーツ

～

～



＜別紙 2＞ 

スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会（長岡①会場） 

受講上の留意事項 

新潟県スポーツ少年団 

 

１ 公益財団法人日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会とスポーツ少年団認定員

養成講習会を兼ねて実施します。従って、講習会を受講し、検定試験に合格した方は、「ス

ポーツリーダー」と「スポーツ少年団認定員」の２つの資格を取得することになります。 

 

２ 受講申し込みは、受講希望者本人から直接新潟県スポーツ少年団（以下「本団」とい

う。）に申し込みをしていただきます。 

 

３ 集合講習前にテキスト及びワークブック（テキストに沿った自習のための学習帳）に

て各自学習（２１時間を目安に自習する／テキスト副教材のワークブックを使用）をお

願いします。 

 なお、ワークブックの提出義務はありません。（内容の評価は行いません。） 

 

４ テキスト及びワークブックを受け取られた方は、テキスト等に同封されている「受領

書」を到着後一週間以内にＦＡＸ送信又は郵送で本団事務局まで提出してください。 

 

５ 検定試験については、次の内容で実施します。 

（１）試 験 日 集合講習終了直後に同会場で実施します。 

（２）制限時間 １時間 

（３）設  問 ５０問（語群選択形式・正誤選択形式） 

（４）合 格 点 ５０点満点中３０点以上で合格 

（５）合否通知 試験後（１週間程度）に受講者本人宛に合否を通知します。 

（６）再 試 験 年度内に１回限り認めます。（別問題となります。） 

        なお、再試験は他の講習会場で受けていただくことになります。 

（７）そ の 他 ・テキスト、ワークブック、資料の持込可です。 

        ・受験者同士の相談等は厳禁とします。（不正行為発覚は即退場・不合格） 

        ・検定試験問題、解答用紙はすべて回収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙 2＞ 

６ 基本的には次の流れで受講・試験を受けていただきます。 

 

 

①受講申込み・参加料等振込み 

(平成 28年 10月 21日(金)まで) 

④テキスト等送付 

（受講料振込確認後） 

受講者 県スポ少 

②受講申込み書・振込み確認 

⑤テキスト等受領 

⑦テキスト受領書受信・確認 ⑥テキスト受領書送信 

（受領後１週間以内） 

⑧自宅学習（各自） 

⑨集合講習（２日間） 

及び検定試験 

⑫合格（認定） ⑪検定試験結果通知 

不合格の場合は、年度内に１回だけ再
試験（他会場で実施）を受けることが
できます。 

なお、会場・日程を通知します。 

⑩採点 

⑬不合格の場合 

参加料は申込と同時に

お振込み下さい。 

郵送 

FAX 

FAX 

振込み 

※受講者から県スポ少への 

申し込み等（①と⑥）は、 

FAX・郵送・持参のいずれの 

方法でも結構です。 

 

※参加料等は、振込み以外に県
体協事務所まで現金をご持参
いただいても構いません。 

 その際テキストと引き換え
になります。 

③受講決定 



平成２８年度スポーツリーダー養成講習会 

兼スポーツ少年団認定員養成講習会 

受講申込書 
(長岡①・新潟②・長岡② 3 会場) 
下記の太枠内の必要事項をご記入ください。 

受講会場 

（希望の会場に○） 長岡①  ・  新潟②  ・  長岡② 

（ふりがな） 

氏  名 

 

 

 

（性別： 男 ・ 女 ／年齢：   才）※20 歳未満の方は受講できません 

自宅住所 

〒     － 

 

 

自宅ＴＥＬ  自宅ＦＡＸ  

携帯電話  

Ｅ－ｍａｉｌ  

所属少年団 

（単位団若しくは役職名）   【スポ少登録番号：    －     】 

 

スポーツ少年団 

【平成 28 度スポーツ少年団指導者又は役職員登録（ 有 ・ 無 ）※どちらかに○】 

受講料等振込方法 

(希望方法に○) 

振込み   ・   事前に現金持参（新潟県体育協会事務所まで） 

（   月   日   時頃来会） 

入金額（参加料・テキスト代込み） ３，２４０円 

連絡通信欄  

※受講者１名につき１枚ご記入ください。 

※所属少年団にて数名分まとめて振込み及びテキストの一括送付をご希望の場合は、その旨を

連絡通信欄へご記入ください。 

※テキストとワークブックは振込み確認後、受講申込書記載の自宅住所に送付します。 

※登録番号は、【市町村番号（３桁）－単位団番号（３桁）】と記入してください。 

 なお、申込み時点で登録番号が分からない場合は、未記入で結構です。 

 ただし、所属少年団名は必ずご記入ください。 

※携帯電話番号は、できる限りご記入くださいますようよろしくお願いします。 

※参加料の「現金持参」は、当日会場への持参ではありませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

〔個人情報の保護について〕 

本講習会を通じて得た個人情報は、公益財団法人日本体育協会日本スポーツ少年団並びに公益財団法人

新潟県体育協会新潟県スポーツ少年団で本講習会の連絡・通知及び資格の認定・管理のために使用します。 

【受講申込書の送信（送付）先】 
１ ＦＡＸの場合 ０２５－２８７－８６０１ 

２ 郵送の場合  公益財団法人新潟県体育協会新潟県スポーツ少年団 

〒950-0933 新潟市中央区清五郎 67 番地 12 

 デンカビッグスワンスタジアム内 


