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SHOOT FOR THE FUTURE              

令和５年度 （公財）日本バスケットボール協会公認コーチ養成講習会 

千葉県開催 「春季Ｄ級コーチ」養成講習会開催要項 （第１次案内） 

 

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 千葉県バスケットボール協会 

３．主  管  一般社団法人 千葉県バスケットボール協会指導者養成委員会 

４．開催要項 

  （１）開催期日と会場 

     【１日目】 ５月２７日（土）９時受付～１７時 会場（多古町民体育館）    

     【２日目】 ５月２８日（日）９時受付～１７時 会場（多古町民体育館）    

      ■時間はいずれも  ９：００－１２：００ １３：００－１７：００（予定） 

※２日間 全日の出席が必要です。 

  （２）受付時間  いずれも午前９：００を予定 （施設の開場時間は８：５０頃です）  

         ※会場に着きましたら、まずはご自分の荷物置き場を確保して下さい。 

 受付の準備ができましたら、お声をかけます。 

（３）募集人数  約５０人 

 

５．受講申し込み 

（１）受講資格  

１）受講する年の４月１日現在、満１８歳以上の者（高校生不可） 

２）地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやスポーツ教室で，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 

３）すでに公認コーチ「Ｅ級・Ｅ１級・Ｅ２級」の資格をお持ちの方 

４）各自でスポーツ保険（後遺障害等含む）等に加入されている方 

（２）申込期間  令和５年４月３日（月）～ 定員になり次第、締め切ります。 

（３）申し込み方法  『Team JBA』 内のご自身のマイページより申し込みください。 

コーチ：【千葉県】春季 JBA 公認Ｄ級コーチ養成講習会 2023 

 

６．講習内容 

      ○ワークブックによる事前課題   〇インテグリティ向上に向けて  

      ○基礎理論（バスケットボール概論：コーチングフィロソフィー、フィジカルトレーニング、    技術戦術論、外傷予防など） 

      ○実技・指導実習（１対１～３対３の攻防、マンツーマンディフェンスの基礎、 トラディションの指導など）実技あり 
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７．経  費                                                                          

●講習会参加費・・・・E 級・E-2 級の方 13.200 円  E-1 級の方 9.900 円 

●受講料は講習会初日に集めます。 収納代行システムでのお支払いは利用しないでください。 

     ※Ｄ級の受講有効期間は２年間となっております。 

       申し込みから「２年以内」に講習を終了するようにお願いいたします。 

       受講代金の返金は原則として行いません。 

●指導教本･･講習・レポートなどで使用します。講習日までに購入しておいてください。 

バスケットボール指導教本 改訂版 上巻（2,310 円） 

バスケットボール指導教本 改訂版 下巻（2,860 円） 

※受講前に書店またはオンラインにてご購入ください。  購入ページ(外部リンク)＞ 

  上巻：https://www.taishukan.co.jp/book/b198716.html 

  下巻：https://www.taishukan.co.jp/book/b243649.html 

 （その他、amazon、楽天ブックスなどでもご購入いただけます。） 

  書店で取り寄せする場合には ISBN コードをお伝えください。 

  ［ISBN コード：(上巻)9784469267624／(下巻)9784469268027］ 

   ●登録費（日本バスケットボール協会への登録費になります。日本協会の登録終了時に      

千葉県協会登録も同時完了。他の都道府県への移籍は後日の手続きとなります。） 

       「Ｅ級」 からの 「昇格申請」 の手続きとなり、更新料がかかります。 

 

８．審査・認定 

（１）講習を終了し、承認された方は「Ｄ級公認コーチ」 として認定されます。日本協会の 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内の 「Team JBA」 の 「マイページ」 から 「昇格申請」 手続きを行います。 

登録申請期間に登録手続きをお願いいたします（JBA ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認ください）。 

（２）日本バスケットボール協会への手続き、新規登録費の納入が完了すると、「コーチ登録証」  

日本バスケットボール協会より発行され、各自に郵送されます。 

（３）認定者は「JBA 公認コーチ」 として千葉県バスケットボール協会に所属します。講習会や 

更新等の案内は日本協会や千葉県協会からホームページやメールにて連絡いたします。 

 

９．その他 

  ・この講習についてのご質問やお問い合わせにつきましては、下記のアドレスへお願い致します。   

千葉県バスケットボール協会指導者育成委員会 「 chibabb_coach@yahoo.co.jp 」 

      担 当： 一般社団法人千葉県バスケットボール協会事務局内  若山  

〒273-0031  船橋市西船 4-18-14 西船ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ 701 号室  

 

https://www.taishukan.co.jp/book/b198716.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b243649.html
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【講習についてのお知らせ】 

  ※１  各会場の開場時間をご確認ください。早くお出でいただいても入れません。 

  ※２  講習中の不慮のけがについては、応急手当・救急車の手配は行いますが、治療費等につい

ては自己負担となります。講習会参加中の傷害（大会参加中の事故を原因とした後遺傷

害を含む。）については、参加条件である傷害保険への加入の上、各自で対応をお願いい

たします。 

  ※３  実技は、運動のできる準備が必要です。バスケットボール（大きさは６号・７号いずれも可）     

バスケットボールシューズ・着替え・タオル・筆記用具など必要なものを準備してください。      

  ※４  熱中症予防用飲み物・昼食（外食、お弁当可）などをご用意ください。    

※５ 欠席の場合は当日朝までに下記のメールアドレスまで事前にご連絡ください。 

➡ chibabb_coach@yahoo.co.jp 若山 

※６ ビデオ等の録画・撮影はお断り致しますので、ご承知おきください。 

※７ 会場内での貴重品や荷物の盗難・紛失は一切責任を負ません。各自で管理をお願いします。 

※８ 台風・大雪・公共交通機関のマヒなどの影響により中止となる場合は、朝７時までに 

    受講者の皆様の登録されたメールアドレスに PC より送付しお知らせする予定です。 

確認してからお越しください。 

※９ （一社）千葉県バスケットボール協会主催事業における肖像権・映像権利は，すべて（一 

社）千葉県バスケットボール協会に帰属し、画像・映像を主催者の許可なく使用・公開する 

ことを禁じます。講習会の内容（静止画・映像含む）は JBA への報告，県協会公式ホー 

ムページ等での開催報告等の他、報道利用されることがありますので、予めご了承ください。 

※１０ 講師・内容などについては急遽変更になることがあることをご了承ください。 

※１１ コロナ感染拡大防止のためにガイドラインの遵守をお願いいたします。日々の検温を記した 

体調管理シート提出，会場内での手指消毒の徹底・マスクの着用を義務づけます。 

※１２ この講習会の開催の可否につきましては，５月１日及び開催２週間前、１週間前 

に判断する予定です。ただし、新型コロナ感染症の広がりにより政府・県などより要請が 

あった場合には当日でも開催を中止することがありますので，ご承知おきください。 

※１３ 申込終了者には後日（５月１日頃を予定）、第二次案内を送付いたします。 

この講習会はＪＢＡ指定のワークブック使用による事前課題があります。 

 ➡ワークブックは JBA ホームページから確認できます。 

 

 

mailto:chibabb_coach@yahoo.co.jp
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◆２０１９年４月から、公認コーチＳ級～Ｄ級の方は 『毎年の更新手続き』 が必要となり、 

３月中旬～５月末までの間に更新手続きとなりました。 

◆コーチ制度の改定内容は、JBAのホームページに順次アップされておりますのでご確認ください 

◆２０１９年度から 「E1級」 と 「E2級」 は統合され 「Ｅ級」 となり、４年間の期限付きの資格 

  となりました。詳しくはＪＢＡのホームページでご確認ください。 

 

■参考資料 【申し込み方法】 

まずは TeamJBA から 各自のＩＤ番号とパスワードで 「マイページ」 にログインします。 

   

１．上の方にあるタグから「サポート」を選択。 

２．「マニュアル」 の中から 「資格・講習会／研修会」 を選択。 

３．次の４つの中から「講習会／研修会の申込」を選択して手順を確認してください。 

• 講習会／研修会の申込 

• 講習会申し込み情報変更 

• 講習会申込キャンセル 

• eラーニングの受講 

４．以下の操作手順に従って申込を行います。 

※千葉県開催のＤ級コーチ養成講習会を探して申し込んでください。 

① マイページ左上の 「メンバー」 タブを選択します。 

② メニューから 「講習会申込」 を選択し 「新たに講習会に申し込む」 ヘ 

③ 講習会一覧から 該当講習会／研修会を探し、「申込」 を選択します。 

④ 申し込む講習会／研修会情報を確認します。 

⑤ 「申込」 を選択します。 

⑥ 申込情報、対象資格、料金の数量などを入力します。 

⑦ 「入力内容を確認する」 を選択します。 

⑧ 申込内容を確認します。 

⑨ 「申し込む」 を選択します。 

⑩ 講習会／研修会への申込が完了します。 

 

※申込が終了したら，講習会参加費の支払いとなります。 

参加費は講習会の当日に集金いたしますので、収納代行システムでのお支払いはありません。 

ここまでで申込終了となります。 

 

https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-1172/
https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-1623/

