
平成２７年度 鳥取県バスケットボール協会 

ＪＢＡ公認コーチ（Ｄ・Ｅ級）養成講習会 

開催要項 
 

 

１ 目 的    地域スポーツや学校でのクラブ活動等におけるバスケットボール競技の指導に際して、

その資質向上をめざし専門的な指導に必要な知識・技能を修得すると同時にＪＢＡのコ

ーチライセンス制度におけるＪＢＡ公認コーチとしての指導者の育成を図る。 

          

２ 主 催    鳥取県バスケットボール協会 

 

３ 主 管    鳥取県バスケットボール協会 強化育成委員会 

 

４ 日 程    第１回 平成２７年１１月２３日（月） 午後 

  概 要        ・ガイダンス・基礎理論・審判法     

         第２回 平成２８年１月３１日（日） 終日 

             ・実技（ジュニアエリートアカデミー伝達講習）     

         第３回 平成２８年２月２７日（土）２８日（日） ２日間 

             ・指導実習（ミニバス外部講師によるクリニック）          

第４回 平成２８年３月５日（土）・６日（日） ２日間 

             ・実技・指導実習（ブロックエンデバー高校・中学伝達講習） 

 

（参加について） Ｄ級受講者：第1回・第2回に参加＋第3回・４回の４日間の内２日間に参加     

※ミニバス指導者は、できるだけ第３回の参加をお願いします。 

新規Ｅ－１級：第１回・第２回（ミニ指導者は第3回） 

         新規Ｅ－２級：第１回                    を原則とする。 

          

 

５ 対 象    （１）受講する年の４月１日現在、満１８歳以上の者（高校生は除く） 

         （２）地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実

際的指導にあたっている指導者及びこれから指導者になろうとする者。 

 

６ 講習の概要   

 Ｄ級 Ｅ－１級 Ｅ－２級 

基礎理論１~３ 集合講習（６時間） 集合講習（６時間） 集合講習（６時間） 

基礎理論４~８ レポート講習(10時間)   

実  技１~４ 集合講習（８時間） 集合講習（８時間）  

指導実習１~８ 集合講習（１６時間）   

合計受講時間 ４０時間 １４時間 ６時間 

 

＜＜重要＞＞ 

  取得するライセンスの級によって、参加できる大会に制限があります。 

詳しくは別紙２の「ライセンス適用範囲」をご確認ください。 

※Ｄ級希望者は、上記４０時間の講習が義務となります。 

（３０時間の集合＋１０時間分のレポート提出） 

       ※Ｅ－１級希望者は上記の１４時間の講習を受講します。 

       ※Ｅ－２級希望者は上記の６時間の講習を受講します。 

   ◎ 受講可能期間は２年間とします。したがって今年すべて受講できなくても来年度継続して受講する

ことは可能です。 

  



 

７ 申し込み  「Team JBA」から申し込んでください。 

         詳細については、別紙１「申込の手順」を参照 

 

 

８ 受講料   D級・・・15,120円  E-1級・・・5,000円  E-2級・・・2,000円 

        ◎現在Ｅ級をお持ちで、今年度Ｄ級を取得される場合は、昨年度の受講料を差し引きます。 

         10,120円を支払います。 

 

        ※１回目の講習会の時に持参してください。 

        ※受講料とは別に、テキストを購入していただきます（3,000円程度） 

         テキスト購入については別途連絡させていただきます。 

        ※１度お支払いいただいた受講料・テキスト料につきましては、いかなる場合でもご返金

できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

９ その他   ①万一、事故発生の場合、その責任を当協会で負うことはできません。 

         スポーツ障害保険への加入など、万が一に備えていただくことをおすすめします。 

 

        ②第１回（平成２７年１１月２３日開催予定）につきましては、「日本公認審判講習会（Ｅ

級）」もかねます。詳しくは、審判講習会の要項をご覧ください。 

 

        ③この件に関する問い合わせは、以下のところまでお願いします。 

鳥取県バスケットボール協会 強化育成委員会  小原弘行  

〒682-0721 鳥取県東伯郡湯梨浜町田後745 湯梨浜町立北溟中学校  

 ＴＥＬ ０８５８－３５－２７３１  ＦＡＸ ０８５８－３５－４５１９ 

          e-mail tottorisidousya2014@yahoo.co.jp 

           ※問い合わせにつきましては、緊急の場合を除き、メールでお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１【申し込みの手順】 
 

受講の申し込みは、インターネットでお願いします。 

 

＜＜申し込みに必要なもの＞＞ 

 ・web環境 ・メールアドレス（※資料を添付しますので、PCメールのアドレスをお願いします） 

 ・顔写真のデータ（鮮明で背景のないもの。顔全体が写っているもの。ファイルデータが必要です。） 

 

 

＜＜申し込みの手順＞＞ 

 ①JBAの各種ライセンスを持っている方（審判または選手としてTeamJBAに登録済の方） 

  ※チーム責任者（監督・コーチ等）の責任者 IDでは申し込めませんので、下記の②に従ってすすめてく

ださい。 

  

   →ご自身の「マイページ」から加入コード「１１３１０２９」を入力して、養成講習会受講資格を取

得後、「コーチ講習会・研修会一覧」から申し込みを行ってください。 

 

 

 

 ②JBAの各種ライセンスをお持ちでない方 

   →新規登録が必要になります。 

    １）TeamJBAのトップページから「メンバートップ」→「新規登録」を選択 

       検索エンジンで「TeamJBA」と入力し、進んでください。 

    ２）メールアドレスを入力し、登録→登録アドレスに返信があるので、そこから続きを登録 

    ３）加入コード「１１３１０２９」を入力し、養成講習会受講資格を取得後、「マイページ」から 

「コーチ講習会・研修会一覧」を開いていただき、申し込みを行ってください。 

 

   ※詳しくは、TeamJBAの「役員・審判・コーチ新規登録ガイド」をご覧ください。 

 

 

 

（（ 注意 ）） 

       ① 「Ｄ級」「Ｅ－１級」「Ｅ－２級」のそれぞれで、申込の場所が違いますので、お間違えの

ないようにお願いします。 

 

       ② 申し込みの途中に「受講料は徴収しない」という文章が出ることがあります。これは、

機械処理の関係で出てしまうものです。受講料・テキスト代金は、第 1 回目の時に集金

しますので、お間違えの無いようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２【ライセンスの適用範囲について】 

 

 （１）大会と必要なライセンス（平成２７年８月現在） 

 

カテゴリー 大会名 全国 備考（今後の予想） 

 
全日本総合選手権（オールジャパン） D級 C-2級に変更予定 

国民体育大会 C-2級  

一般 全日本社会人選手権大会 C-2級 D級でも可の予定 

一般 日本スポーツマスターズ C-2級  

NBL  NBDL 

WJBL  bj 
リーグ戦 

B級  

実業団 全日本実業団選手権大会 C-2級  

クラブ 

全日本クラブ選手権大会 D級  

全日本クラブシニア選手権大会 E-1級  

全日本クラブスーパーシニア交歓大会 E-1級  

全日本クラブ選抜大会 D級  

教員 全日本教員大会 C-2級  

大学 全日本大学選手権大会（インカレ） C-2級  

専門学校 
全国専門学校選手権大会 E-2級  

全国専門学校選抜大会 E-2級  

ママ 全国ママさん交歓大会 E-1級  

高専 全国高等専門学校体育大会 C-2級  

高校 

全国高校選抜優勝大会 

（ウィンターカップ） 

D級 C-2に変更予定 

全国高校総体（インターハイ） ※ ※ライセンスの 

取得が望ましい 全国高校定時制通信制大会 

中学 

ジュニアオールスター大会 C-2級  

全国中学校大会 ※ ※ライセンスの 

取得が望ましい 

ミニ 全国ミニ大会 D級  

 

 

２０１５年度からライセンス完全実施の方向で日本協会は話を進めています。 

 摘要資格がない場合、ベンチから指揮を執っていただけなくなります。 

  

 

 

 

次ページからの「ライセンス取得方法」をご確認の上、必要な手続きをお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２）ライセンス取得の方法について 

    

≪Ａ級・Ｂ級ライセンス≫ 

こちらは日本バスケットボール協会が主催している講習会を受講し、資格が得られるものです。

様々な条件があります。 

    希望される方は、連絡ください。詳細をお伝えします。 

    

≪Ｃ級ライセンス≫ 

こちらは「ＪＢＡのＤ級ライセンス」と「日本体育協会の指導員」という２つの資格をお持ちの方

が取得できるライセンスです。 

     以下の手順に従ってください。 

 

   ①ＪＢＡ公認Ｃ級コーチを取得希望の方で、すでにＤ級コーチ資格をお持ちの方 

※ ＪＢＡ公認Ｄ級コーチライセンスをお持ちの方は、下記の要領で「日本体育協会 指導員」の

資格を取得することで、Ｃ級コーチ資格が得られます。 

 

   ＜日本体育協会 指導員育成コース＞ ※ＮＨＫ学園の通信講座を３ヶ月間受講 

      ・申し込み期間・・・年４回の申し込み期間あり。詳しくは日体協ＨＰ参照。 

      ・申し込み方法・・・①各自で直接申し込み書を取り寄せ、申し込みをすること。 

                ②今後の連絡のこともあるので、別紙申込書へも記入していただき、下

記の申込み先への提出もお願いします。 

      ・受講料・・・・・・２１，６００円（通信講座） 

      ・受講内容・・・・・３回に分けて課題を提出。各回６割以上の得点で合格となる。 

                すべてにおいて合格することで、認定証が交付される。 

・申請について・・・認定証交付後、手続きの案内に従って申請することで、 

                「日本体育協会公認 指導員」の２つの資格が得られる。 

                この資格とJBAのD級ライセンスの２つを保有することで 

                JBAのC級ライセンスが取得できる。 

                詳細については問い合わせください。 

 

    ※大学等で免除適応コースとなっている講義を受講している、（あるいは受講した）方については、

各学校で申請することで「指導員」の資格が得られる場合があります。詳しくは各学校へお問い

合わせください。 

 

    ※「スポーツ少年団認定員」の資格をお持ちの方は、自動的に「スポーツリーダー」として認定さ

れますので、通信講座の受講は必要ありません。鳥取県体育協会へ申請をすることでＪＢＡ公認

Ｃ級コーチ資格が得られます。詳しくは、県体育協会へお問い合わせください。 

 

  ②ＪＢＡ公認Ｃ級コーチを取得希望の方で、Ｄ級コーチ資格をお持ちでない方 

    以下に案内する「公認Ｄ級コーチ」の講習会を受講しながら上記の「日本体育協会 指導 

員育成コース」を受講していただくことになりますが、２つの講習を同時に進めると受講 

内容が増えたり申請に時間差ができたりと負担が大きくなりますので、まずは今年度ＪＢ 

Ａ公認Ｄ級コーチ資格を取得していただき、来年度Ｃ級資格の取得を目指していかれるこ 

とをお勧めします。（同時にＤ級受講とＮＨＫ学園受講は可能です） 

 

≪Ｄ級ライセンス≫ 



  これから長期にわたってバスケットボールの指導に携わっていく予定の方は、このＤ級コーチ 

資格を取得され、後にＣ級コーチの資格を取得していくことになります。 

今年度鳥取県バスケットボール協会が開催する養成講習会を受講完了することで資格を得ることができ

ます。下記の要領で受講し、申請してください。 

 

＜ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会＞  

    期 間   平成２７年１１月～２８年３月の間に、全４０時間 

    会 場   鳥取県内各各地（詳細は、後日連絡します） 

    受講内容  専門科目４０時間以上を実技講習及びレポート形式で行います。 

          （内訳）基礎理論８時間、実技２４時間、指導実習８時間 

    受講料   １５，１２０円（受講料）＋３，０００円（テキスト代金） 

    申し込み  別紙１の【申し込みの手順】を参照していただき、Webでお申し込み下さい。 

 

その他   ※本年度受講し、必要な資格取得を認定した場合、登録の手続きに従って申請すること

で「ＪＢＡ公認Ｄ級コーチ」資格を得ます。（平成２７年度から） 

          ※「Ｄ級コーチ」資格と上記①の「日本体育協会指導員」資格を両方取得することで、

「ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ」資格を得ることができる。希望される方は、翌年度の指導

員養成コース（通信講座）を受講されることをお勧めします。  

 

  

≪Ｅ級ライセンス≫ 

     この資格は、たとえば１年間限定というような短期的にバスケットボールの指導にあた 

る必要のある方を対象に設けられる資格です。したがってこれから先バスケットボールの 

指導にあたり続ける場合はＤ級コーチ以上の資格を取得していただくことになります。 

 Ｅ級コーチ資格取得の方法は、下記のとおりです。 

 

期  間   平成２７年度中に開催される養成講習会のうち、 

       Ｅ－１級：基礎理論６時間＋実技８時間 を受講 

       Ｅ－２級：基礎理論６時間 を受講 

 

    会  場   県内各地（詳細は、後日連絡します） 

 

    受講内容  Ｄ級養成講習会の内、必要なものを受講していただきます。 

          詳細は、後日説明します。 

 

    受 講 料  Ｅ－１級：５，０００円（受講料）＋３，０００円（テキスト代金） 

          Ｅ－２級：２，０００円（受講料）＋３，０００円（テキスト代金）  

 

    申し込み  別紙１の【申し込みの手順】を参照していただき、Webでお申し込み下さい。 

 


