平成２９年度
ソフトボール指導者研修会・日本体育協会公認スポーツ指導者登録更新義務研修会
開 催 要 項
１．趣 旨
公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者の資格更新を行う。
２．主 催
公益財団法人日本ソフトボール協会
３．主 管
北海道ソフトボール協会
４．期 日
平成２９年１１月５日（日）
５．会 場 市立札幌大通高等学校 体育館
札幌市中央区北２条西１１丁目
ＴＥＬ
011-251-0229
６．受講資格
(ア) 財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格を有する者
(イ) 資格を有しない者で、研修を受講したい者
７．受講料 有資格者 １，０００円
無資格者 ２，０００円 なお、受講料については、受付時に納入すること。
８．受講申込方法
受講希望者は、指定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送
又はＦＡＸにて下記に申込むこと。
（申込先）〒062-0905
札幌市豊平区豊平５条１１丁目１－１
北海道立総合体育センター内
北海道ソフトボール協会 事務局
ＴＥＬ 011-820-1675
ＦＡＸ 011-8201676
（締切り）平成 29 年 10 月 30 日（月）
９．講 師
木 田 京 子 氏
園田学園大学女子ソフトボール部監督
鎌 田 英 樹 氏
北海道ソフトボール協会 指導者委員長
10．講習内容
（１）日本及び北海道のソフトボールの現状と課題（1 時間）
（２）ソフトボールの基本技術の習得方法について（1.5 時間）
（３）大学スポーツ日本版 NCAA に向けた取組みについて（1.5 時間）
（４）公認スポーツ指導者の現状と普及に関わるグループワーク（1 時間）
（当日内容に変更がある場合もあります）
計 5 時間
11．受
付 （集合時間）11 月 5 日（日）８：３０～９：００ 市立札幌大通高等学校
12．その他
実技ができる服装及び体育館シューズ、筆記用具、保険証（写し）、その他必要と思わ
れるものを持参すること。
※緊急連絡先：指導者委員長携帯 070-6605-7818
13．更新手続き
公認スポーツ指導者資格の認定期間は、資格登録後 4 年間です。資格を更新するため
には、資格登録後、資格有効期限までの 4 年間で、当該中央競技団体等の定める研修会
を最低 1 回受けることが義務づけられています。
なお、研修実績のない指導者へは更新登録案内が送付されませんのでご注意ください。
更新登録案内を送付する関係から、資格有効期限の 6 ヶ月前までに受講するようにご協
力をお願いします。
14．その他
有資格者は、参加申込書に資格名と登録番号の記載を忘れないように注意して下さい。
この研修会は、(公財)日本体育協会公認スポーツ指導者の資格更新のための義務研修と
なります。
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※この用紙にご記入頂きましたお名前・生年月日・ご住所などの情報は、北海道ソフ
トボール協会において管理し、今後指導者養成に関わる諸連絡にのみ利用させて頂き
ますことを予めご承知おきください。
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■ 職歴
1995/04～1998/02 株式会社日立製作所ソフトウェア開発本部
1998/04～2012/03 園田学園女子大学
2012/04～

園田学園女子大学 人間健康学部 総合健康学科 助教

1938/03～2011/10/30 園田学園女子大学ソフトボール部 コーチ
2000/02～

兵庫県立但馬ドーム ソフトボールクリニック講師

2001/01～

三重県熊野市ソフトボールキャンプ講師

2001/12～

尼崎ソフトボール協会ソフトボール教室講師

2002/12～

京都府中学校体育連盟ソフトボール技術講師

2005/11
2007/12～
2008/01

大分県トレーニングセンター事業ソフトボール競技講師
近畿ソフトボール協会主催指導者対象講習会講師
兵庫県ソフトボール協会主催指導者対象講習会講師

2010/02～

元気倶楽部主催ソフトボール上達講習会講師

2010/06/03

大阪ハイテクノロジー専門学校スポーツ科学科における特別講義講師

2010/08

仙台市ソフトボールクリニック技術講師

2011/11/01～

園田学園女子大学ソフトボール部監督

2012/01/15

奈良県トップアスリート講習会講師

2012/12

兵庫県ソフトボール協会主催「ジュニアスポーツ教室」講師

2013/11～

兵庫県ソフトボール協会主催 日本体育協会指導者養成講習会講師

2015/05～

兵庫県非常勤嘱託員 兵庫県立宝塚東高等学校特別非常勤講師

2015/11

中学校体育連盟 阪神地区 指導者対象講習会 講師

2016/11

佐賀県教育委員会 スポーツ指導者育成事業 講師

2016/12

日本ソフトボール協会 上級コーチ養成講習会 講師

2005/01

全日本Ｕ23 ソフトボールチーム コーチ兼マネージャー

2006/07

第 2 回大学世界女子ソフトボール大会 マネージャー（台湾 台南市）

2007/07

第 24 回ユニバーシアード競技大会 コーチ（タイ バンコク）

2009/07

ワールドゲームズ 2009 コーチ（台湾 高雄）

2010/04～2010/12 日本女子代表チーム コーチ
2010/06

世界選手権 日本代表チーム コーチ（ベネズエラ カラカス）

2010/07

ＵＳカップ 日本代表コーチ（アメリカ オクラホマ）

2010/08

ジャパンカップ 日本代表チームコーチ（日本 仙台）

2010/10

アジア競技大会 2010 日本女子代表コーチ（中国 広州）

2013/04～2013/07 大学日本代表チーム ヘッドコーチ（日本 岐阜県揖斐川市）
2015/04/13～2015/06/29 女子 TAP-B 日本代表チーム（第４回東アジアカップ）チームリーダー（中華
民国（台中））
2016/07

USA カップ 女子 TOP 日本代表チーム アシスタントコーチ（アメリカ アクラホマ）

2016/07

第 15 回世界女子ソフトボール選手権大会 アシスタントコーチ（カナダ サレー）

2016/09/02

ジャパンカップ 国際女子ソフトボール大会 in 高崎 女子 TOP 日本代表チームアシ
スタントコーチ（日本 群馬県高崎市）

■ 委員会・協会等
1. 2005/04～

日本オリンピック委員会強化スタッフ（コーチングスタッフ）

2. 2013/01/01～

尼崎ソフトボール協会 理事

3. 2014/04～

兵庫県ソフトボール協会 理事 指導者委員

4. 2014/07/01～

日本ソフトボール協会 強化委員

5. 2014/11/15
6.

2015/02/23～
2016/06/12

7. 2015/05
8.
9.
10.

2015/06/22～
2015/06/30
2015/12/22～
2016/09/05

日本体育協会 コーチ育成のための「モデル・コア・カリキュラム」作成事業
参画
日本ソフトボール協会 五輪特別委員会 委員
兵庫県教育委員会 兵庫県立宝塚東高等学校 特別非常勤講師
日本ソフトボール協会 女子 Tａｐ-Ｂ日本代表チーム チームリーダー
日本ソフトボール協会 女子 TOP 日本代表チーム アシスタントコーチ

2016/09/16～

公益財団法人 日本ソフトボール協会 選手強化本部会 女子強化委員

2018/06/30

GEM4（U23）担当及びカテゴリー責任者

