
2019年度
日本スポーツ協会公認コーチ2養成講習会

受講の手引き

競 技 名

受講番号
（受講決定時に通知）

氏 名

※講習会参加の際はご持参ください。また、この手引きは資格取得まで保管してください。
※この受講の手引きは日本スポーツ協会のHPからダウンロード可能です
（トップページ > スポーツ指導者 > 資格をとりたい！ > どんな資格があるの？ > コーチ２）
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＜養成講習会について＞

養成講習会は、都道府県体育・スポーツ協会が実施する「共通科目Ⅱ」と競技団体が実施
する「専門科目（各競技）」で構成されています。

共通科目Ⅱと専門科目の両方を「修了」し、登録手続きを完了すれば資格を取得できます。

共通科目Ⅱ受講
【都道府県体育・スポーツ協会が実施】

知識確認テスト合格
集合講習受講

課題レポート合格

登録手続き

資格取得

共通科目Ⅱ・専門科目修了

専門科目受講
【都道府県体育・スポーツ協会、

競技団体が実施】

検定試験合格
（修了）



「公認コーチ2」
（競技別指導者資格）

役割
・地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、学校運動部活動等の監督・ヘッドコーチ・責任者として
安全で効果的な活動を提供し、指導計画を 構築・実行・評価し監督する
・コーチ間の関わり・成長を支援する

カリキュラム
共通科目Ⅱ：135時間
専門科目：40時間以上（各中央競技団体がそれぞれ定める）
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カリキュラム相関図

※1 競技によって受講条件は異なる
※2 共通科目は通信講座による受講
※3 アシスタントマネジャー（AM）保有
が受講条件

共通科目Ⅰ 共通科目Ⅱ 共通科目Ⅲ 共通科目Ⅳ



共通科目Ⅱ・専門科目
受講申し込み

指導者マイページ または
実施団体所定の申込書提出

登録手続きに関する案内 送付
（8月上旬～）

⇒登録完了者を認定・登録

（認定証・登録証を送付／10月1日付）

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会

受
講
者

都道府県体育・
スポーツ協会
競技団体

受講の流れ

問い合わせ・HP確認
（講習会の有無、受講条件、申込期間、
認証コード等を必ず確認してください）

受講者とりまとめ
（システム代理申込）

申込内容承認

共通科目・専門科目
受講料・テキスト代納入

専門科目 受講
（集合講習会、検定試験）

共通科目・専門科目
受講状況通知
（5月中旬～）

実施報告
（システム受講状況更新）

講習会開催案内
共通科目テキスト発送

都道府県体育・
スポーツ協会
競技団体

申込内容承認

＜共通科目Ⅱ 集合講習＞

＜共通科目Ⅱ 事前学習＞
・テキストによる学習
・知識確認テストに合格

＜共通科目Ⅱ 事後学習＞
・振り返り、実践
・課題レポート提出

都道府県体育・
スポーツ協会
競技団体
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eラーニング
ユーザーID・パスワード通知

都道府県体育・
スポーツ協会
競技団体

実施報告
（システム受講状況更新）



受講申し込み

受講条件
受講を開始する年の4月1日現在、満22歳以上の者で、
当該競技団体の定める事項に該当する者。

※競技ごとに年齢およびその他の条件を別途定めている場合がありますので、都道府県体育・
スポーツ協会、競技団体のホームページ等にて受講条件の詳細を必ずご確認ください。

※他の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格講習会との同時受講はできません。

申し込み期間
共通科目・専門科目ともに実施団体によって異なります。必ご確認ください。

申し込み方法（以下の①または②のいずれか）

※専門科目、共通科目Ⅱそれぞれにお申込みが必要です。
※お申込み方法は団体に問い合わせください。

受講料（税別）
共通科目Ⅱ：16,000円
共通科目リファレンスブック：3,000円
専門科目：10,000円（別途必要経費がかかる場合あり）

受講の申し込みから資格認定まで

受講申込書

①指導者マイページからの申し込み

アカウント登録・ログインを行い、実施団体が定める期日までにお申し込みください。
（詳細は「指導者マイページ利用マニュアル（P.9）」をご覧ください）
※申し込みにあたっては実施団体に「認証コード」をご確認ください。
※既に公認スポーツ指導者資格をお持ちの方はマイページをご利用ください。

②実施団体所定の書類による申し込み
所定の書類を実施団体から入手し、期日までにお申し込みください。
（主な記入項目等については、「受講申込書」をご覧ください）
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◆共通科目Ⅱの免除要件を満たしている方
専門科目のみ受講してください。
専門科目講習会申込時に共通科目の免除申請を行ってください。

◆専門科目の免除要件を満たしている方
共通科目Ⅱのみ受講してください。
共通科目Ⅱ講習会申込時に専門科目の免除申請を行ってください。



共通科目 免除要件

保有資格 共通科目Ⅱ 受講料等(税別）
免除申請時
必要書類

備 考

（１）公認上級コーチ 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円
登録証（写） ※2

（2）公認上級教師 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（3）他団体認定の上級教師 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円 登録証（写）

（4）公認スポーツトレーナー 2級 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

登録証（写） ※3

共通科目テキストの
送付はありません

（5）公認スポーツトレーナー 1級 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（6）公認コーチ （他競技） 【有効期限内】 免除 0円

（7）公認教師 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（8）公認フィットネストレーナー（SP2種） 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（9）公認アスレティックトレーナー（AT） 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（10）公認スポーツ栄養士 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（11）他団体認定の教師 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円 登録証（写）

（12）免除適応コース修了証明書（共通Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 保有者 免除 0円
修了証明書（写）（13）以下の資格の受講歴がある者で、共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ修了者

公認コーチ／教師（C・B級含む）／アスレティックトレーナー／スポーツ栄養士
免除 0円

（14）公認上級指導員 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円
登録証（写） ※2

（15）公認スポーツプログラマー 【有効期限内（4月1日時点）】 免除 0円

（16）健康運動指導士 【有効期限内】
＜健康・体力づくり事業財団＞

免除 0円 登録証（写）

（17）免除適応コース修了証明書(共通Ⅰ・Ⅱ） 保有者 免除 0円 修了証明書(写）

（18）スポーツリーダー（スポーツ少年団認定員を含む） ― 16,000円 ―

共通科目のテキストを
お送りします

（19）公認指導員 【有効期限内（4月1日時点）】 ― 16,000円 ―

（20）公認ジュニアスポーツ指導員 【有効期限内（4月1日時点）】 ― 16,000円 ―

（21）公認アシスタントマネジャー 【有効期限内（4月1日時点）】 ― 16,000円 ―

（22）公認クラブマネジャー 【有効期限内（4月1日時点）】 ― 16,000円 ―

（23）免除適応コース承認校（分類A・B） 卒業者 （H17年度以降） ※1 ― 16,000円 ―

※1 詳細は日本スポーツ協会のHP（ 「免除適応コース承認校（分類A・B）卒業生に対する免除対応について」）をご覧ください.

→日本スポーツ協会トップページ>スポーツ指導者>資格をとりたい！>学校でも資格をとれます！

※2 マイページから申し込みの場合は自動処理されますので添付は不要です

平成16（2004）年度以前の「免除適応コース修了証明書」をお持ちの方

「免除適応コース修了証明書」の種類 共通科目Ⅱ 受講料（税別）

（1）Ｃ級スポーツ指導員／少年スポーツ指導員 ― 16,000円

（2）Ｃ・Ｂ級スポーツ指導員／スポーツプログラマー／少年スポーツ指導員／少年スポーツ上級指導員 免除 0円

（3）Ｃ級教師／Ｃ級コーチ／フィットネストレーナー 免除 0円

（4）Ｃ・Ｂ級教師／Ｃ・Ｂ級コーチ／アスレティックトレーナー／フィットネストレーナー 免除 0円

（5）Ｃ級コーチ 免除 0円

（6）Ｃ・Ｂ級コーチ／アスレティックトレーナー 免除 0円

（7）Ｃ級スポーツ指導員・少年スポーツ指導員・スポーツプログラマーⅠ期 共通科目修了証明書 ― 16,000円

（8）Ｃ・Ｂ級コーチ共通科目修了証明書 免除 0円
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受講者の決定（申し込み後）

受講決定者には各実施団体から案内が届きます。
※案内が届かない場合は実施団体にお問い合わせください。
※受講条件を満たさない場合は、受講決定に至らないこともありますのでご了承ください。

受講有効期間について
受講有効期間は4年間です。
有効期間内に共通科目Ⅱ、専門科目の講習会を受講（競技によっては検定試験に合格）する必
要があります。
有効期間内に受講（又は合格）できなかった場合は、受講資格を失い、受講実績も取り消しとなり
ます。

受講料の支払い・受講

実施団体からの案内に従って、受講料をお支払いください。
共通科目と専門科目の実施団体が異なる場合、受講料の支払先、支払い方法、支払い期限が
異なる場合があります。お間違えの無いようご注意ください。
〈共通科目Ⅱ〉
・受講料支払い後テキストが届きます。
・講習会開催前までにオンライン講習（詳細は下段）を受講してください。
・実施団体からの案内に従って講習会を受講してください。
・講習会終了後、事後学習（詳細は次ページ）を行ってください。
〈専門科目〉
・受講料支払い後、実施団体からの案内に従って講習会を受講してください。

事前課題（オンライン講習）

共通科目Ⅱ集合講習会までに事前学習（知識確認テスト）をオンラインで行っていただきます。

【注意】
知識確認テストを行うにあたり、インターネット環境（スマートフォン可）が必要となります。
事前学習を修了（合格）していない場合、共通科目集合講習会を受講することはできませんので
ご注意ください。

②自宅学習 ③オンラインテスト①テキスト受取
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事後学習（課題レポート）について

提出条件
事前学習（知識確認テスト）の合格後、共通科目Ⅱ集合講習会の全日程を受講した方

提出物
課題レポート
※事前学習、集合講習会での学び・気づきを踏まえ、ご自身の指導現場で実際に取り組んだ
内容等について、課題レポートを作成・提出いただきます。

提出方法・提出期限
受講される集合講習会により異なります。（詳細は集合講習会にてお知らせします）

判定結果
日本スポーツ協会から受講者へ直接通知いたします
※オンライン上のeラーニングシステムから各受講者にご連絡する予定です

集合講習会受講後の流れ
①講習会終了後、講習会会場にて課題レポートについて案内
②課題レポート提出
③課題レポートの判定結果通知
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共通科目・専門科目 受講状況通知

実施団体からの案内に従って共通科目Ⅱ、専門科目の集合講習会に参加してください。
講習会の受講状況を翌年5月頃に原則指導者マイページの登録アドレス宛にお送りします。

※共通科目Ⅱ、専門科目の両方又はいずれかが未受講の場合、翌年度の講習会実施予定は
実施団体にご確認ください。競技によっては実施しない場合もございますのでご了承ください。
※各年度の講習会実施予定は日本スポーツ協会ホームページに掲載しています。

登録手続きに関する案内 送付（8月上旬～）

共通科目と専門科目両方を修了された方に登録手続きに関する案内をお送りします。

登録料（4年間）
＜初回登録時＞
13,000円（基本登録料：10,000円＋初期登録手数料：3,000円）
＜4年後の資格更新時＞
10,000円（基本登録料：10,000）
※上記の他に、競技団体ごとに「資格別登録料」が別途定められている場合があります
※詳細については、後日お送りする「登録手続きに関するご案内」をご確認ください。
※手続きを完了されないと、認定・登録されませんのでご注意ください。

資格認定・登録
所定の期日までに手続きを完了された方を、当該年10月1日付で資格認定・登録し、
日本スポーツ協会から「認定証」と「登録証」をお送りします。

有効期間
資格の有効期間は4年間です。

資格の更新
資格を更新するためには、有効期限を迎える6カ月前までに日本スポーツ協会または中央競技
団体が定める研修を受講することが義務付けられています。
義務研修を受講されていない場合、資格の更新はできず、失効することとなります。

※資格の種類、競技によっては別に定める研修（指定研修）を受講する必要があります。
詳細は下記からご確認ください。
【トップページ＞スポーツ指導者＞資格更新のための研修会＞更新研修のご案内】
https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid233.html

共通科目Ⅱ

受講済、修了 未受講、受講中

専
門
科
目

修
了

登録手続きに関する
案内をお送りします

＜共通科目Ⅱ＞※
実施団体にご確認ください

未
修
了

未
受
講

＜専門科目＞※
実施団体にご確認ください

＜共通科目Ⅱ＞＜専門科目＞※
実施団体にご確認ください
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受講上の注意事項

【個人情報の取り扱いについて】
• 受講申し込みにあたり提供いただく個人情報は、公認スポーツ指導者養成団体が
共同利用することとし、本養成 講習会の運営・管理及び諸連絡に使用します。

• 「スポーツ指導者の活動に関する調査」にて取得した情報は、個人が特定される形
での集計・公表はいたしません。

• 日本スポーツ協会は、本養成講習会における受講管理を業務委託いたします。業
務委託にあたっては、日本スポーツ協会と委託先の間で個人情報保護に関する覚
書を締結し、個人情報の取り扱いについては十分注意を払っております。

• 日本スポーツ協会個人情報取り扱いについては、日本スポーツ協会HPからご覧い
ただけます。
トップページ > 個人情報保護方針・特定個人情報基本方針
http://www.japan-sports.or.jp/privacypolicy/tabid/102/Default.aspx

【不適切行為について】
受講者としてふさわしくない行為があったと認められたときは、日本スポーツ協会指
導者育成専門委員会で審査し、受講資格及び受講済みの科目を全て取り消す場合
があります。

【広報について】
講習会風景の写真等は、日本スポーツ協会ホームページ及びその他関連資料へ掲
載する場合があります。

【免責事項について】
天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の
指示等の日本スポーツ協会が管理できない事由により、研修内容の一部変更及び
中止のために生じた受講者の損害については、日本スポーツ協会ではその責任を
負いかねますのでご了承ください。
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