
第 14回 障がい者スポーツ指導者全国研修会 募集要項  

「2020年・そして、その先を見据えて」 

～障がい者スポーツを広げる「多様な連携と新たな創造」～ 

 

１．目 的   障がい者スポーツ指導者が、研修において様々な情報を得ることにより、地域での活動や 

指導に伴う不安を解消し、今後の活動に対する意欲を高めると共に、指導者の資質向上に 

つなげることを目的とする。 

２．主 催   公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

３．後 援   広島県 広島市 

４. 協  力    一般社団法人広島県障害者スポーツ協会 広島市障害者スポーツ協会  

  県立広島大学 中国四国ブロック障がい者スポーツ指導者協議会  

広島県障がい者スポーツ指導者協議会   

広島大学霞アダプテッドスポーツクラブ 県立広島大学アダプテッドスポーツクラブ 

        広島国際大学アダプテッドスポーツクラブ 

５．主 管   第 14回障がい者スポーツ指導者全国研修会実行委員会 

６．日 程   平成 30年 12月 15日（土） 

          受 付        11：30～ 

          開講式        12：10～12：35 

                 シンポジウム     12：45～14：15 

分科会        14：30～17：30 

       平成 30年 12月 16日（日） 

分科会         9：00～12：00 

          散 会              12：15     分科会終了後、閉講 

※12月 15日・12月 16日の各分科会では「同じ内容」をそれぞれ実施いたします。 

 2日間で 2つの分科会への参加が可能です。 

 

※第１分科会の 12月 15日(土)開催分は、申込者多数のため、追加募集はいたしません。 

 

７．会 場   県立広島大学 広島キャンパス （詳細は 15.会場案内図参照） 

８．内 容 

[シンポジウム 12/15 12:45～14:15] 

テーマ： 障がい者スポーツを広げる「多様な連携と新たな創造」                                           

座  長 ：植田 敏郎（障がい者スポーツ指導者協議会 研修部会長） 

シンポジスト：①幸田 裕司 氏（愛媛県障がい者スポーツ協会 愛媛県パラスポーツ・コーディネーター） 

②遠藤 恭弘 氏（中国四国ブロック障がい者スポーツ指導者協議会トレーナー部会） 

③庄原市教育委員会 教育部生涯学習課（庄原市スポーツ推進委員協議会） 

 

 

追加募集 



[分科会 12/15 14:30～17:30  12/16 9:00～12:00] 

分 科 会 テ ー マ ／ 研 修 内 容 

第 1分科会「運動が苦手な子どものスポーツ指導 ～発達障がいを中心に～」                                           

講 師： 森山 徹 氏（むさしの発達支援センター） 

発達障がい、発達性協調運動障がいなど、運動発達に困難さを持っており体育やスポーツ活動になかなか参加できな

い子どもたちがいます。また、最近では、障がいのない子どもたちの中にも、体幹が整っていない子や、動きの質の低

い子たちが散見されます。本分科会では、運動が苦手な子どもたちが運動・スポーツを楽しむためには、身体発達の過

程を踏まえた丁寧なアプローチが必要であることを確認し、指導上のポイント・指導プログラムなどを講義・演習を通

して学んでいきます。 

 ※1 日目 12月 15 日(土)開催分は、申込者多数のため、追加募集はいたしません  

第 2分科会「介護予防に役立つ高齢者の運動プログラム」                                           

講 師： 竹尾 好惠 氏（NPO法人１億人元気運動協会） 

近年、認知症予防を含めた介護予防のための運動プログラムの需要が高まっています。本分科会では、指導者が地域

で取り組める要素をピックアップして、高齢者の総合的な運動機能改善を目的としたプログラムを講義や実技・演習を

通して学んでいきます。 

第 3分科会「メンタルトレーニング 〜競技力向上のための心理サポート〜」                                           

講 師： 橋口 泰一 氏（日本大学 松戸歯学部）  

競技力向上には「心・技・体」のバランスが必要だと言われますが、「心」の部分はわかっているようで、わからない

部分も多くあると思います。本分科会では、「メンタルトレーニングってなに？」「競技やトレーニングにどうやって活

かすの？」といったメンタルトレーニングの基本から確認し学びます。また、競技者がパフォーマンスを発揮するため

に必要な心理スキルやサポートについて、グループワークや体験を通しながら進めていきます。 

第 4分科会「体験学習・重度・重複障がい児とのふれあいを通して」                                          

講 師： 加地 信幸 氏（広島文化学園大学） 

寝たきり、車椅子生活、医療的ケアが必要な、身体及び知的にも最重度の障がいのある方は「スポーツは無理」と

思っていませんか？本分科会では、重度・重複障がいの特性を理解した上で、講師が長年取り組まれているユニーク

な実践について学びます。後半は、講師が代表を務める HBG重度・重複障害児スポ・レク活動教室「はなまるキッ

ズ」の子供達や支援者も参加し、直接、子供達へのスポーツ指導を通じて体験的な学びを深めます。 

第 5分科会「屋内でできる身近な物を使ったスポーツ・レクリエーション」                                           

講 師： 石飛 了一 氏（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

屋内で手軽にスポーツやレクリエーションに取り組むことができれば、健康の保持増進を図るとともに日常生活の質

を高めることができます。本分科会では、知的障がいのある方を中心にその他さまざまな障がいのある方が、新聞紙な

どの身近にある物を利用して手軽に楽しめるスポーツ・レクリエーションについて講義や実技・グループ演習を通して

学びます。 

第 6分科会「中国四国ブロックからの活動報告」                                            

 本分科会では、中国四国ブロックにおける障がい者スポーツ活動や指導者の活動について報告いたします。また、3

つの特色ある活動内容やそれぞれが抱えている課題を紹介するとともに、グループワークなどを通じた参加者間の情報

交換から、学びを深めていきます。様々な地域・視点からの報告へ耳を傾け、参加者自身の地域における活動の更なる

発展や活性化へつなげることを目指します。 

報告①：山口県障がい者スポーツ指導者協議会  「山口県内の各地域での指導者の取り組みと課題」 

報告②：広島大学霞アダプテッドスポーツクラブ 「広島県内のアダプテッドスポーツクラブ（大学生）の取り組み」 

報告③：香川県障がい者スポーツ指導者協議会  「地域でのスポーツ教室に関わる指導者の現状と課題」 



 

９．参加対象者 および 参加費  

※区分①は平成 30年度の登録が完了している方です。未更新の方は、登録完了後にお申込ください。 

１０．申込方法   

○１.申込期間内に、２．申込書の送付と、３.参加費の入金についてお手続きください。 

１．申込期間 

 

 

 

２．申込書の送付  

○所定の申込書に必要事項を記入し、以下の送付先まで郵送・FAX またはメールにてお申込みください。 

○申込書は、日本障がい者スポーツ協会のホームページよりダウンロードできます。 

 （http://www.jsad.or.jp/training/schedule.html） 

 申込書の送付先  

〒781-0313 高知県高知市春野町内ノ谷 1-1 高知県立障害者スポーツセンター内 

    中国四国ブロック障がい者スポーツ指導者協議会 気付 

「第 14回障がい者スポーツ指導者全国研修会 実行委員会事務局」宛 

   ＦＡＸ：０８８－８４１－００６５ Ｅ-mail:sports11@kochi-scfd.com 

３．参加費の入金  

○申込書の送付とあわせて、以下の郵便振替口座（ゆうちょ銀行）へのご入金をお願いします。 

○金額は参加者により異なります。9. 参加対象者 および 参加費をご参照ください。 

 

 参加費の入金先  

◎ゆうちょ銀行 

  【記号】１６４５０ 【番号】１３２９３０２１（※8桁） 

    【加入者名】中 国
チュウゴク

四国
シコク

ブロック
ブ ロ ッ ク

障
ショウ

がい
ガ イ

者
シャ

スポーツ
ス ポ ー ツ

指導者協
シドウシャキョウ

議会
ギカイ

 

◎他金融機関から 

  【店名】六四八（ロクヨンハチ） 【店番】６４８ 

  【預金種目】普通預金 【口座番号】１３２９３０２（※7桁） 

     ※必ず、研修会へ申込みされる方の名義で、ご入金をお願いします。 

※入金に伴う手数料等については負担いただきますよう、ご了承願います。 

１１．参加決定 

○申込書の送付および参加費の入金をもって、研修会の参加が決定となります。 

○申込手続きが確認できた方へ、申込期間終了後に研修会の詳細案内を送付いたします。 

 

区 分 対 象 者 金 額 

① 
障がい者スポーツ指導員(初・中・上級)、障がい者スポーツコーチ 

障がい者スポーツトレーナー、障がい者スポーツ医        
3,000円 

② 資格取得認定校関係者 3,000円 

③ 資格取得認定校在学生 2,000円 

④ その他 4,000円 

 平成３０年１１月１日(木) ～ 平成３０年１１月２０日(火)  

http://www.jsad.or.jp/training/schedule.html


 

１２. キャンセル 

○キャンセルの場合は、12 月 13日（木）までに下記お問い合わせ先まで必ずご連絡ください。 

○ご入金された参加費は、返金いたしませんので予めご了承ください。 

１３．報告書 

○本研修会の内容をまとめた報告書を作成いたします（完成・お届け予定、平成 31年 3月頃）。 

○希望される方は、研修会当日にお申し込みを受け付けます（2,000円/１冊）。  

１４．キッズルーム  

○会場内にキッズルーム(有料)を設置いたします。 

○普通食の摂れる未就学児および小学生が対象となります。 

○託児を希望される方は、申込書の該当欄にご記入ください（お子様 1人につき 500円(予定)）。  

○詳細については、希望された方にのみご連絡いたします。 

１５．会場案内図 

○県立広島大学 広島キャンパス 

 〒734-8558 広島県広島市南区宇品東 1-1-71 

 

▼アクセス 

ＪＲ「広島」駅から  

＜バス：約 20分＞ 

「県立広島大学前(広島キャンパス)」下車 徒歩 3分 

＜市電：約 20分＞ 

「県病院前」下車 徒歩 7分 

※会場に駐車場はありません。 

公共交通機関での来場をお願いいたします。 

 

※http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/47/access.html#広島キャンパス 参照 

１６．その他 

  ○今年度は交流会を開催いたしません。 

○研修会期間中において、記録・報告用の写真を担当者が撮影いたします。予めご了承ください。 

○本研修会は、障がい者スポーツ医の資格更新条件の指定研修会となります。 

○本研修会は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の研修実績となります。 

（ただし、日本スポーツ協会と日本障がい者スポーツ協会両方の資格所持者対象） 

※詳細は日本スポーツ協会ＨＰ等を確認下さい。 

 

【問い合わせ】  

  ○ご不明な点がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡をお願いします。   

   ◎公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 スポーツ推進部 小塩・山下 

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6 ユニゾ水天宮ビル 3F 

TEL：03-5695-5420 FAX：03-5641-1213  E-mail:koshu-entry@jsad.or.jp 

※研修会全体に関する問い合わせ先です。申込先ではありませんのでご注意ください。 

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/47/access.html#広島キャンパス

