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令和４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 

＜オンラインコース＞ 
 

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 

年団と岡山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 

公益財団法人岡山県スポーツ協会岡山県スポーツ少年団 

 

３．主管 

岡山市スポーツ少年団 

津山市スポーツ少年団 

井原市スポーツ少年団 

瀬戸内市スポーツ少年団 

 

４．コース紹介 

 下記４つのコースから選択 

（１）岡山市コース   

ｅラーニング実施期間：令和４年１０月２４日（月）～１２月１１日（日） 

グループワーク実施日：①令和４年１２月１８日（日）  受付 １０：００～ 

           ②令和４年１２月１８日（日）  受付 １３：３０～ 

グループワーク 会 場：岡山市勤労者福祉センター ５階：体育集会室 

（岡山市北区春日町 5－6） 

 

（２）津山市コース   

ｅラーニング実施期間：令和４年１０月１１日（火）～１１月２７日（日） 

グループワーク実施日：①令和４年１２月３日（土）  受付  ９：００～ 

           ②令和４年１２月３日（土）  受付 １３：００～ 

           ③令和４年１２月４日（日）  受付  ９：００～ 

           ④令和４年１２月４日（日）  受付 １３：００～ 

グループワーク 会 場：津山市中央公民館 大会議室 

           （津山市大谷 600） 

            

（３）井原市コース   

ｅラーニング実施期間：令和４年１１月２１日（月）～令和５年１月８日（日） 

グループワーク実施日：令和５年１月１５日（日）  受付 １０：００～ 

グループワーク 会 場：芳井生涯学習センター 

           （井原市芳井町吉井 4058－1） 

 

（４）瀬戸内市コース   

ｅラーニング実施期間：令和４年１０月２４日（月）～１２月１１日（日） 

グループワーク実施日：①令和４年１２月１７日（土）  受付 １０：００～ 

②令和４年１２月１７日（土）  受付 １４：００～ 

③令和４年１２月１８日（日）  受付 １０：００～ 

④令和４年１２月１８日（日）  受付 １４：００～ 

グループワーク 会 場：ゆめトピア長船 夢いっぱいホール 

   （瀬戸内市長船町土師 277－4） 
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５．開催方法 

（１）オンライン形式による開催 

パソコン、タブレット、スマートフォン等を使用してインターネットを介して受講 

※パソコン、タブレット、スマートフォン等の機材及びインターネット環境は各自で準備すること。 

（２）オンライン学習・検定試験 

    決められた期間内に、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「スマートスタディ利用マニュアル」を参照すること。 

（３）グループワーク（集合講習） 

    ｅラーニングサービス「スマートスタディ」検定試験を修了した者は、受講したコースのグルー 

プワークを必ず受講すること。 

※会場及び開始時刻が複数設置されているコースのグループワークは、本会から指定された会 

場で受講すること。（指定外の会場でグループワークの受講は認めない。） 

 

６．日程 

別紙日程表のとおり。 

 

７．受講条件（受講対象者） 

令和４年４月１日現在、満１８歳以上の者。 

 

８．受講人数（各コース先着順） 

（１）岡山市コース   ２００名 

（２）津山市コース   ２００名 

（３）井原市コース   １００名 

（４）瀬戸内市コース  ４００名 

 

９．参加申込 

申込方法：指導者マイページより個人申込（https://my.japan-sports.or.jp） 

申込期間：下記のとおり ※各コース定員を満たした時点で締め切らせていただきます。 

（１）岡山市コース   令和４年９月５日（月）～ １０月７日（金） 

（２）津山市コース   令和４年８月２９日（月）～ ９月３０日（金） 

（３）井原市コース   令和４年１０月３日（月）～ １１月４日（金） 

（４）瀬戸内市コース  令和４年９月５日（月）～ １０月７日（金） 

 

１０．実施方法 

７.５時間以上の集合講習（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。 

オンライン学習の全カリキュラムを修了し、検定試験修了後、グループワークの受講修了をもって、 

「スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会修了者」とする。 

 

１１．受講料・テキスト代 

（１）受講料 １人 ４，４００円（税込）  

（２）テキスト代 １セット ２，２００円（税込）   合計６，６００円 

※テキストは、公益財団法人日本スポーツ協会が発行する以下の２冊（各１部で１セット）。 

・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 

※銀行振込にて支払い。振込先等については、受講者を取りまとめ後、テキストを送付する際に、支払 

 案内を同封いたします。 

※原則、受講料及びテキスト代の返金は行わない。 

 

１２．資格認定 

講習会修了者は、翌年度７月下旬に、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る。資格登録までの流れは以下のとおり。 

https://my.japan-sports.or.jp
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※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。 

翌年度７月下旬： 日本スポーツ協会から講習会修了者に対し、案内を送付。 

翌年度７月下旬以降： 講習会修了者が、自身で登録手続きを行う。 

翌年度１０月： スタートコーチ（スポーツ少年団）の資格登録が完了。 

 

１３．備考 

（１）各グループワーク会場は駐車場の台数に限りがございます。予めご了承ください 

（２）受講者の個人情報は、講習会・研修会の案内及びテキスト等の送付、受講者名簿の作成、指導者 

   管理システムでの情報管理を目的に使用します。また、この個人情報は、本講習会主催団体であ 

る公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人岡山県スポーツ協会が情報を共有し、法令 

等により開示を求められた場合を除き、受講者の同意なしに第三者に開示・提供することはあり 

ません。 

 

１４．問い合わせ先 

〒７００－００１２  岡山市北区いずみ町２－１－３ ジップアリーナ岡山 内 

公益財団法人岡山県スポーツ協会 岡山県スポーツ少年団事務局   担当：山江 

 メール：okayama-jr.sport@okayama-taikyo.or.jp 

  

mailto:okayama-jr.sport@okayama-taikyo.or.jp


ＡＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

ＰＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

時刻 講義内容

13:30 13:30

受付・ガイダンス【30分】

14:00

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

15:30 15:30

ガイダンス【20分】

14:00

15:00

令和４年度公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　＜オンライン岡山市コース＞
令和４年１２月１８日（日）　　岡山市勤労者福祉センター　５階：体育集会室

受付・ガイダンス【30分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

12:00

ガイダンス【20分】

時刻 講義内容

10:00

12:00

10:00

11:00

10:30

グループワーク
【90分】



ＡＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

ＰＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

時刻

ガイダンス【20分】

講義内容

13:00 13:00

受付・ガイダンス【30分】

13:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

14:00

15:00 15:00

令和４年度公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　＜オンライン津山市コース＞
令和４年１２月３日（土）　　津山市中央公民館　大会議室

時刻 講義内容

9:00 9:00

受付・ガイダンス【30分】

9:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

10:00

11:00 11:00

ガイダンス【20分】



ＡＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

ＰＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

時刻

ガイダンス【20分】

講義内容

13:00 13:00

受付・ガイダンス【30分】

13:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

14:00

15:00 15:00

令和４年度公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　＜オンライン津山市コース＞
令和４年１２月４日（日）　　津山市中央公民館　大会議室

時刻 講義内容

9:00 9:00

受付・ガイダンス【30分】

9:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

10:00

11:00 11:00

ガイダンス【20分】



ＡＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

令和４年度公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　＜オンライン井原市コース＞
令和５年１月１５日（日）　　芳井生涯学習センター

時刻 講義内容

10:00 10:00

受付・ガイダンス【30分】

10:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

11:00

12:00 12:00

ガイダンス【20分】



ＡＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

ＰＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

時刻

ガイダンス【20分】

講義内容

14:00 14:00

受付・ガイダンス【30分】

14:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

15:00

16:00 16:00

令和４年度公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　＜オンライン瀬戸内市コース＞
令和４年１２月１７日（土）　　ゆめトピア長船　夢いっぱいホール

時刻 講義内容

10:00 10:00

受付・ガイダンス【30分】

10:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

11:00

12:00 12:00

ガイダンス【20分】



ＡＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

ＰＭ実施グループ（※グループワークの期日・時間帯については、こちらで決めさせていただきます。）

プログラム名

・日程の説明 等

時刻

ガイダンス【20分】

講義内容

14:00 14:00

受付・ガイダンス【30分】

14:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

15:00

16:00 16:00

令和４年度公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　＜オンライン瀬戸内市コース＞
令和４年１２月１８日（日）　　ゆめトピア長船　夢いっぱいホール

時刻 講義内容

10:00 10:00

受付・ガイダンス【30分】

10:30

グループワーク
【90分】

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踏まえ、
○○スポーツ少年団の指導者は、どのような役割を担うのか。
○○○（どのような指導者になるべきか）」

11:00

12:00 12:00

ガイダンス【20分】


