２０１７年度 野球指導者講習会 / BASEBALL COACHING CLINIC
≪札幌会場≫ 受講のご案内
１．主催

主催： （一財）全日本野球協会、（一社）日本野球機構

２．主管

≪札幌会場主管≫： NPO 法人北海道野球協議会

３．協力

６．受講資格

(公社)全国野球振興会［日本プロ野球 OB クラブ］、(公財)全日本大学野球連盟、
(公財)全日本軟式野球連盟、（公財）日本学生野球協会、(公財)日本高等学校野球連盟、
(一社)日本プロ野球選手会、(公財)日本野球連盟 （五十音順）
２０１８年１月１３日(土)～１月１４日（日）
※ 2 日間とも座学のみとなります。実技講習の受講希望者は、1 月 28 日(日)開催の
「全国アマチュア野球指導者講習会／ベースボール・コーチング・セミナー（BCS）」
（主催：日本プロ野球 OB クラブ）を合わせて受講ください。
北海道立総合体育センター 北海きたえーる (札幌市豊平区豊平 5 条 11 丁目 1 番 1 号)
注） 東京会場の講義の中継映像・音声を視聴いただきます。
このため、講師との質疑応答はできませんので、予めご了承ください。
１８歳以上 （全国からの受講を受付けます）

７．コース
と定員

■ 一般Ａコース（資格対応、実技講習選択不可）
■ 一般Ｂコース（資格非対応、実技講習選択可）

４．期間

５．会場

計１００名（先着順）

注） 受講できるのはいずれか１コースのみ

８．受講料

１．受講料： 各コース 税込３，０００円
２．【推奨】 「全国アマチュア野球指導者講習会／ベースボール・コーチング・セミナー（BCS）」
（主催：日本プロ野球 OB クラブ）を合わせて申込む場合 税込５，０００円

９．申込方法

■申込方法①
全日本野球協会 ホームページ（http://www.npo-89kyougikai.or.jp/）より
申込書をダウンロードし、メール／FAX／郵送にて送付ください。
■申込方法②
以下の必要事項を記入し、下記へ送付/送信ください。
【必要事項】 受講コース（一般 A または一般 B）/氏名/年齢/性別/
郵便番号・住所/電話番号（携帯電話など日中に連絡がとれる番号）/
過去の BCC 受講歴の有無（有りの方は回数）/
所属チーム名と役職（医科学関係者の方はお勤め先と役職）
指導対象～例： 中学・軟式、高校・硬式 等（一般コース申込の方のみ）
・送付先： 〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 1 毎日会館Ｂ1Ｆ
NPO 法人北海道野球協議会 ＢＣＣ事務局 宛
・送信先： Fax:011-281-2789
E-mail:mail@npo-89kyougikai.or.jp


申込み締め切り： ２０１７年１２月１８日（月） ～郵送・FAX は必着

お申込み受付後、手続き要領等を送付しますので、内容に沿ってお手続きをお願い致します。
１０．注意点




各講義・実技講習の撮影・録画・録音は禁止とさせていただいております。
一般 A コース受講者での履修証明書の発行を希望される方は･･･
 受付の際に、送付用の封筒（※）をご用意のうえ、受付にご提出ください。
角 2 号サイズ（240x332mm）、140 円切手貼付、宛名・送付先住所（自宅等）を予めご記入ください。




各講義の際に、スタッフが会場内をまわり、受講票に押印を行います。
当講習会の全プログラム終了後、受講票を忘れずに受付にご提出ください。提出が
無い場合は、封筒の提出があった場合でも、履修証明書は発行できませんので、ご
注意ください。
注） 一般 B コースについては、履修証明書の発行はございません。
※ お申込みの際にいただいた個人情報は主催団体と共同で管理の上、本講習会に関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。
注）上記は変更となる場合があります。最新の情報は、全日本野球協会ホームページにてご覧いただけます。

1

■ 資格認定について
当指導者講習会の講座（一般 A コース）と 「全国アマチュア野球指導者講習会／ベースボール・コーチング・セ
ミナー（BCS）」の両方を受講すると、下記の資格取得に必要な講習を受講したと認められます。
資格の種類・名称等
日本体育協会公認
軟式野球指導員
ＮＰＢ公認指導者
注）
注）

対象講座を全て受講した

対象講座
一般 A コース
講義①～⑬
実技 ＢＣＳ
一般 A コース
講義①～⑬
実技 ＢＣＳ

場合の

備考

免除内容

専門科目講習の全て
が免除に

監督として国体（軟式野球）
に参加する際に軟式野球コーチ
または指導員資格が必要

必修課目全て

NPB が認定する指導者資格
(元 NPB 所属選手に限る)

日本体育協会公認指導員資格の取得には、別途手続きや費用が発生致します。また、詳細につきま
しては、全日本軟式野球連盟にお問い合わせください。
同じ内容を受講しても、一般 B コースで受講の場合は資格取得の対象となりません。ご注意ください。

＜＜ 野球指導者講習会日程表 ＞＞
第１日 １月１３日（土） 北海きたえーる ２階研修室
＜受付＞ 受講票・教材・プログラム配布
【履修証明書の発行を希望される方（一般 A コースのみ対象）】

8:008:45

送付用の封筒（※）をご用意のうえ、受付にご提出ください。
また、講習会終了後には受講票を忘れずに事務局へご返却ください。
※ 角２号サイズ（240x332mm）、１４０円切手貼付、
宛名・送付先住所（ご自宅等）を予め記入のこと

＜一般 A コース、一般 B コース＞ ※各講座とも東京会場より中継
時 間

科目及び内容

8:45-9:00

開講式・諸連絡

9:00-10:00

講義① 「心理・メンタルトレーニング」

10:10-11:40

講義② 「バイオメカニクス」

11:50-12:50

講義③ （医科学／学童期）

12:50-13:40

休憩

13:40-15:10

講義④ 「スポーツと栄養」

講 師（予定）

布施 努

15:20-17:30
（休憩 10 分）

講義⑤ 「スポーツ指導者に必要な医学的知識」
～長く楽しく野球を続けるために～
講義⑥ 「ドーピング防止」

17:50-19:20

講義⑦ 「コーチング」

19:30-21:00

講義⑧ （選手育成／サッカー）

米国スポーツ心理博士
慶應義塾大学スポーツ医学センター研究員
ＮＰＯ法人ライフスキル育成協会 代表

川村 卓
筑波大学 体育系 准教授
筑波大学 硬式野球部 監督

小俣よしのぶ
いわきスポーツクラブアスレチックアカデミーアドバ
イザー / 石原塾アドバイザー

海老 久美子
立命館大学 スポーツ健康科学部 教授
全日本野球協会 選手強化本部医科学部会

可知 芳則
高島平中央総合病院
全日本野球協会選手強化委員会
アンチ・ドーピング部会員 副部会長

清水 隆一
清水隆一コーチングカレッジ株式会社
代表取締役社長

祖母井 秀隆
CTG Sports Club 企画部長
元グルノーブル・フット 38GM

注）上記は変更となる場合があります。最新の情報は、全日本野球協会ホームページにてご覧いただけます。
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第２日 １月 14 日(日) 北海きたえーる ２階研修室
＜一般 A コース、一般 B コース＞ ※各講座とも東京会場より中継
時 間
科目及び内容
講義⑨ 「優秀なチーム・選手を
9:00-10:00
育てるための指導とは?」
安全を確保して選手に考えさせる力を

10:10-11:10 講義⑩ 「スポーツ指導者とコンプライアンス」
11:20-12:50 講義⑪ 「トレーニング論と実践」

講 師 等（予定）
望月 浩一郎
弁護士（東京弁護士会）
日本学生野球協会 審査員

大橋 卓生
弁護士（東京弁護士会）
日本学生野球協会 理事

河野 徳良
日本体育大学 准教授
全日本野球協会 選手強化本部医科学部会

12:50-13:40 休憩
13:40-14:10 ⑫基調講演
⑬パネルディスカッション「調整中」
14:10-15:40 ※詳細調整中

アレックス ラミレス
横浜 DeNA ベイスターズ 監督

他パネリスト数名（調整中）

15:40-15:50 閉会式／諸連絡

★ 会場「北海きたえーる」へのアクセス



地下鉄：
バ ス：

東豊線「豊平公園駅」直結（地下通路約 200m）
北海道中央バス－札幌中心部より、白石、清田、西岡、平岡方面行きバス
「豊平 3 条 10 丁目」バス停下車 徒歩 5 分

会場には一般向け駐車場がございませんので、来場には公共交通機関をご利用ください。
やむを得ずお車でお越しの場合は、地下鉄・豊水すすきの駅周辺の有料駐車場などをご利用下さい。
近隣の施設の駐車場や駐停車禁止区域での違法駐車や迷惑駐車はご遠慮ください。
≪問合せ先（札幌会場に関る内容）≫
NPO 法人北海道野球協議会
担当 菅野・竹中
電話：011-281-5589
E-mail: mail@npo-89kyougikai.or.jp
平日 10 時 00 分～17 時 00 分 （年末年始除く）
注）開催期間中の緊急連絡先は、お申込み後に
ご案内させていただきます。
≪問合せ先（BCC 全体に関る内容）≫
一般財団法人 全日本野球協会
担当 高橋
電話：03-6262-5489
E-mail: baseball@bfj.jpn.com
平日 9:30 – 17:30 （年末年始除く）

スポーツ振興くじ助成事業

注）上記は変更となる場合があります。最新の情報は、全日本野球協会ホームページにてご覧いただけます。
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