2019 年度 JBA 公認 D 級コーチ養成講習会 1

開催要項

１．目

的

正しい知識とすぐれた指導力を身につけた JBA 公認コーチの養成を目的とする。

２．主

催

一般社団法人京都府バスケットボール協会

３．主

管

一般社団法人京都府バスケットボール協会指導者養成部

４．開催期日・開催場所・日程
（１）開催期日 2019 年 6 月 29 日（土），30 日（日）
（２）開催場所 京都テルサ
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70 番地
（３）日程
別紙１

℡075-692-3400

５．受講条件
・受講する年の 4 月 1 日現在、満 18 歳以上の者で、E-1 級、E-2 級コーチライセンス保持者。
６．講習内容
・集合講習 13.5 時間
講義・演習 4.5 時間（1 日目），実技・演習 9 時間（1、2 日目）
７．受講定員

別紙２

40 名（上限）※受講申込者が 10 名以下の場合開催不可となる。

８．申込期間・申込方法
期 間 ： 2019 年 6 月 1 日（土）～6 月 14 日（金）（定員になり次第締め切り）
申込方法： インターネット teamjba より申込。（teamjba―イベント―講習会/研修会一覧から）
※申込の確認は teamjba―イベント―イベント申込履歴より確認。
９．受講料

12,960 円（受講料 12,000 円,消費税 960 円）
※E-1 級コーチ資格保持者は，9,720 円（受講料 9,000 円，消費税 720 円）
受講料は teamjba の集金システムに従い，期日までに支払いを終えること。なお、支払い時にシステム使
用料金 268 円が加算されます。
※受講料は返金不可。

10．受講料及び講習の免除
受講料：E-1 級資格保持者は 9,720 円（受講料 9,000 円，消費税 720 円）
講

習：E-1 級資格保持者は，6 月 29 日（土）の午後からの実技・演習等 3.5 時間が免除。
※この免除措置は，2023 年度までの措置であり，それ以降この免除措置は無くなる。
※E-2 級資格保持者には免除措置なし。

11．受講者の決定
期限内に teamjba から申込を完了し，さらに期限内に受講料の支払いを完了した者を受講者とする。
12．受講有効期限
2年
（１）２年間の間に全講習の参加が認められない場合は，ライセンスの認定ができないため不合格とする。
（２）講習会の一部を受けられなかった場合の措置について
・全講習参加を原則とする。
・一つの内容・コマを 30 分以上遅刻した場合は、その内容・コマを参加したとは認めない。
・講習を欠席した場合の対応
① 欠席した内容を同一都道府県で開催している別日程の講習会にて受講する。ただし，定員の関係
で受講できない場合がある。

② 欠席した内容についてのレポートを提出し，その内容が適切であると認めた場合，参加したもの
とみなす。ただし，レポートについては，全講習の１/３以上をレポート提出によって補完するこ
とは不可。
（３）2018 年までの受講者については，有効期限は 4 年となる。
例 受講開始 2016 年
受講期限 2019 年
〃
2017 年
〃
2020 年
〃
2018 年
〃
2021 年
13．合否判定・判定結果通知
（１）合否判定は，意欲・関心・態度・知識・技能等を総合的に判定して行う。
（２）判定結果通知は，teamjba に反映して通知する。
14. 「バスケットボール教本改訂版上・下巻」の購入と「D 級コーチ養成講習会ワークブック」ダウンロードについ
て
本講習会には，「バスケットボール指導教本改訂版

上・下巻」と D 級コーチ養成講習会ワークブックを使用

しての事前課題への取組が必要です。つきましては，「バスケットボール指導教本改訂版上・下巻」を購入くだ
さい。（JBA のホームページからも購入可）また，「D 級コーチ養成講習会ワークブック」については，京都府
バスケットボール協会ホームページからダウンロード・印刷してご使用ください。
15．問合せ先
京都府バスケットボール協会
Email：kba.mbox@gmail.com

指導者養成部

ライセンス管理委員会

担当

上田健介

16．その他
※同一年度内に E 級から C 級まで取得することは可能だが，受講条件を満たすライセンスの取得（登録）後に，
上位ライセンスの申込が可能となる。

※C 級コーチ講習一部免除について
・D 級資格保持者で以下の資格取得を保持している方は，C 級コーチ養成講習会を免除する。
なお，この免除措置は 2019 年度のみとなる。
① 「スポーツリーダー」 「スポーツ少年団認定員」
② 「日本スポーツ協会が定める免除適応コース」
③ 「他競技資格」（共通Ⅰを含むもの）
※本講習会受講に際し、取得した個人情報は、日本バスケットボール協会、京都府バスケットボール協会が本
講習会の受講管理に関する連絡（資料の送付等）及び関係事業を実施する際に利用し、これ以外の目的に個
人情報を使用する際は、その旨を明示し了解を得るものとする。

2019 年度 JBA 公認 D 級コーチ養成講習会２

開催要項

２．目

的

正しい知識とすぐれた指導力を身につけた JBA 公認コーチの養成を目的とする。

２．主

催

公益財団法人日本バスケットボール協会

３．主

管

一般社団法人京都府バスケットボール協会

担当

指導者養成部

４．開催期日・開催場所・日程
（１）開催期日 2019 年７月６日（土），７日（日）
（２）開催場所 京都テルサ
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70 番地
（３）日程
別紙１

℡075-692-3400

５．受講条件
・受講する年の 4 月 1 日現在、満 18 歳以上の者で、E-1 級、E-2 級コーチライセンス保持者。
６．講習内容
・集合講習 13.5 時間
講義・演習 4.5 時間（1 日目），実技・演習 9 時間（1、2 日目）
７．受講定員

別紙２

40 名（上限）※受講申込者が 10 名以下の場合開催不可となる。

８．申込期間・申込方法
期 間 ： 2019 年 6 月 8 日（土）～6 月 21 日（金）（定員になり次第締め切り）
申込方法： インターネット teamjba より申込。（teamjba―イベント―講習会/研修会一覧から）
※申込の確認は teamjba―イベント―イベント申込履歴より確認。
９．受講料

12,960 円（受講料 12,000 円,消費税 960 円）
※E-1 級コーチ資格保持者は，9,720 円（受講料 9,000 円，消費税 720 円）
受講料は teamjba の集金システムに従い，期日までに支払いを終えること。なお、支払い時にシステム
使用料金 268 円が加算されます。※受講料は返金不可。

10．受講料及び講習の免除
受講料：E-1 級資格保持者は 9,720 円（受講料 9,000 円，消費税 720 円）
講

習：E-1 級資格保持者は，7 月 6 日（土）の午後からの実技・演習等 3.5 時間が免除。
※この免除措置は，2023 年度までの措置であり，それ以降この免除措置は無くなる。
※E-2 級資格保持者には免除措置なし。

11．受講者の決定
期限内に teamjba から申込を完了し，さらに期限内に受講料の振込を完了した者を受講者とする。
12．受講有効期限
2年
（１）２年間の間に全講習の参加が認められない場合は，ライセンスの認定ができないため不合格とする。
（２）講習会の一部を受けられなかった場合の措置について
・全講習参加を原則とする。
・一つの内容・コマを 30 分以上遅刻した場合は、その内容・コマを参加したとは認めない。
・講習を欠席した場合の対応
③ 欠席した内容を同一都道府県で開催している別日程の講習会にて受講する。ただし，定員の関係で受講
できない場合がある。

④

欠席した内容についてのレポートを提出し，その内容が適切であると認めた場合，参加したものとみな
す。ただし，レポートについては，全講習の１/３以上をレポート提出によって補完することは不可。
（３）2018 年までの受講者については，有効期限は 4 年となる。
例 受講開始 2016 年
受講期限 2019 年
〃
2017 年
〃
2020 年
〃
2018 年
〃
2021 年
13．合否判定・判定結果通知
（１）合否判定は，意欲・関心・態度・知識・技能等を総合的に判定して行う。
（２）判定結果通知は，teamjba に反映して通知する。
14. 「バスケットボール教本改訂版上・下巻」の購入と「D 級コーチ養成講習会ワークブック」ダウンロードについ
て
本講習会には，「バスケットボール指導教本改訂版

上・下巻」と D 級コーチ養成講習会ワークブックを使用

しての事前課題への取組が必要です。つきましては，「バスケットボール指導教本改訂版上・下巻」を購入くだ
さい。（JBA のホームぺージからも購入可）また，「D 級コーチ養成講習会ワークブック」については，京都府
バスケットボール協会ホームページからダウンロード・印刷してご使用ください。
15．問合せ先
京都府バスケットボール協会
Email：kba.mbox@gmail.com

指導者養成部

ライセンス管理委員会

担当

上田健介

16．その他
※同一年度内に E 級から C 級まで取得することは可能だが，受講条件を満たすライセンスの取得（登録）後に，
上位ライセンスの申込が可能となる。

※C 級コーチ講習一部免除について
・D 級資格保持者で以下の資格取得を保持している方は，C 級コーチ養成講習会を免除する。
なお，この免除措置は 2019 年度のみとなる。
① 「スポーツリーダー」 「スポーツ少年団認定員」
② 「日本スポーツ協会が定める免除適応コース」
③ 「他競技資格」（共通Ⅰを含むもの）
※本講習会受講に際し、取得した個人情報は、日本バスケットボール協会、京都府バスケットボール協会が本
講習会の受講管理に関する連絡（資料の送付等）及び関係事業を実施する際に利用し、これ以外の目的に個
人情報を使用する際は、その旨を明示し了解を得るものとする。

