
 

JDBA 公認指導者資格【準指導員（区分Ⅰ）】専門科目・集合学習② 

資格取得講習会 2017 年度関東ブロック開催 実施要項 
 

 

１．主 催：一般財団法人 日本ドッジボール協会 関東ブロック連絡会指導委員会、 東京都ドッジボール協会 

 

２．主 管：一般財団法人 日本ドッジボール協会 関東ブロック連絡会 

 

３．開催日時・場所： 

・日時：平成 29 年 5 月 21 日（日）  受付 8:30～9:00   講習 9:00～17:30（予定） 

・場所：東京都足立区総合スポーツセンター会議室及びサブアリーナ 

           東京都足立区保木間 2-27-1 (TEL 03-3859-8211 )会場への問合せはご遠慮ください。 

 

４．講習科目と取得資格： 

・本講習会は、「ＪＤＢＡ準指導員（区分Ⅰ）」の資格所得のための１課程（専門科目・集合学習②）です。 

・また、本講習を受講された方で、「おやこドッジすくうる」にて専門科目・集合学習①を参加・受講され、   

ＪＤＢＡに申請を行った方に資格が与えられます。 

・本講習会の具体的内容は別紙を参照ください。 

 

５．講 師： 

・座学：阿部 歩様（関東ブロック指導委員長） 

・実技： 調整中 

・外部講師： 調整中  

 

６．受講資格：受講年齢（平成 29 年 4 月 1 日現在） 満 18 歳以上の方  

 

７．募集定員：最大 70 名（会議室の関係上募集定員は 70 名で締め切らせていただきます） 

 

８．申込：別紙の参加申込書にて申し込んでください。  締切：平成 29 年 5 月 10 日（日） 

 

９．受講料：5,000 円（集合学習②のテキスト代込）。  

ただし、下記副読本は集合学習②のテキストとは別に講習に必須ですので、お持ちでない方は、申込書に 

購入希望を記載願います。 受講料 5,000 円とは別に下記料金がかかります。 

・副読本２冊※  ① 「FEEL THINK ACTION」（1,029 円税込） 

② 「試合に勝てる！小学生のドッジボール上達のコツ」（1,674 円税込） 

         ※既にお持ちの方は当日ご持参ください。 

 

10．昼食代：500 円、 お弁当を希望する方は申込書に記入して下さい。 

 

11．受講料・副読本・昼食代支払方法：足立成和信用金庫皿沼支店振込み 

＊口座番号： 0313792   口座名義： 東京都ドッジボール協会 

 

12．連絡先と申込先： 

・連絡・申込先：東京都ドッジボール協会 事務局 宛 

 （問合せ先）メール:  atsuo.kachi.sky@tbz.t-com.ne.jp 

電話 03-3853-7595 （仕事の関係上 18：00 時以降で問合せください。） 

 

・申込方法：次の優先順位でお申し込みください。 

① 郵送 

② メール 

③ FAX：03-3853-7595 

 

以 上 

 



JDBA 公認指導者資格【準指導員（区分Ⅰ）】専門科目・集合学習② 

２０１7 年度関東ブロック 資格取得講習会 スケジュール（予定） 

 

（5 月 21 日） 

No. 時間 項目・単元名 学習方法 講師・担当 

１ 8:30～8:45 

（0.25 時間） 

開講式・受講ガイダンス 

 

－ 関東ブロック指導委員会 

２ 8:45～9:15 

（0.5 時間） 

ドッジボールの歴史と協会理念 座学 関東ブロック指導委員会 

３ 9:15～10:45 

（1.5 時間） 

指導者の役割と暴力行為の根絶 座学 関東ブロック指導委員会 

４  10:45～11:45 

（1.0 時間） 

ドッジボール指導における安全管理 座学 関東ブロック指導委員会 

（一部外部講師＊１） 

休憩（昼休み） 

５  12:30～14:00 

（1.5 時間） 

ドッジボール指導の基礎理論 座学 

グ ル ー プ

討議 

関東ブロック指導委員会 

６ 14:00～14:30 

（0.5 時間） 

ドッジボールの指導と基礎実技  

調整中（内容変更もあります）    

実技 東京都ドッジボール協会 

  

７ 14:30～17:00 

（2.5 時間） 

ドッジボールの指導と基礎実技  

 

実技 

グ ル ー プ

検証 

東京都ドッジボール協会 

  

８ 17:00-17:15 

（0.25 時間） 

まとめ、質疑応答 座学 関東ブロック指導委員会 

９ 17:15 閉講式・解散 － 関東ブロック指導委員会 

 

※昼休み以外の休憩は適宜設けます。 

※運動靴と体を動かせる服装をご用意ください。 

 

≪準指導員の取得要件≫  

  準指導員＜区分Ⅰ＞の資格を取得するには、本講習会（集合学習②）の他、集合学習①を受講し、登録申

請を行わなければなりません。 

◆集合学習①（幼児・低学年児童に対するドッジボールの導入指導）８時間 

◆集合学習② 上記講習内容 計８時間 

  



《参考》 
JDBA 公認指導者資格【準指導員（区分Ⅰ）】専⾨科⽬・集合学習② 

関東ブロック開催スケジュール（実績と予定） 
 

関東ブロック連絡会 指導委員⻑ 阿部 歩 
 

JDBA より、１）チームチームにおける公認指導者資格の保有義務、２）公認指導者養成講習会の実施主体、
について下記の内容が伝達されています。 

伝達内容を踏まえ、関東ブロックでは、2017 年度（平成 29 年度）における集合学習②の開催スケジュールを  
下記のとおり計画しています。 

開催スケジュールを参考に今後の受講計画の検討に役⽴てていただければと思います。 
 

＜関東ブロック開催スケジュール（実績＆予定）＞ 

開催時期 
2016 年度 2017 年度 

2018 年度〜
6/26 9/18 11/3 12/18 5/21 11-12 ⽉ 

開催都県 
場所 

千葉県 
船橋市 

埼⽟県 
川越市 

茨城県 
⽔⼾市 

栃⽊県 
宇都宮市

東京都 神奈川県 各都県開催 

なお、具体的な開催⽇時、場所についてはその都度お知らせすると共に、開催スケジュールは諸事情により 変更す
る場合があることをあらかじめご了承願います。 

 
＜JDBA 伝達内容＞ 
１）チームにおける公認指導者資格の保有義務について 

〜2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度〜 
制限なし ベンチ⼊りするチーム役員のうち 1 名以上 ベンチ⼊りするチーム役員全員 

    ※チーム役員とは、監督・コーチ・マネージャーを指します。 
    ※ベンチ⼊りとは、⼤会エントリー時に名前を記載し、試合時プレイヤーズベンチに⼊ることを指します。 
    ※保有を義務とする資格の種類は、『JDBA 公認準指導員＜区分Ⅰ＞』 『JDBA 公認準指導員＜区分Ⅱ＞』 
     『⽇体協公認ドッジボール指導員（予定）』のいずれかの資格です。 

２）公認指導者養成講習会の実施主体について 
年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度〜

集合学習① JDBA 都道府県 

集合学習② JDBA ブロック 
ﾌﾞﾛｯｸ／ 
都道府県

都道府県 

集合学習③ 開催なし 都道府県 

集合学習④ 開催なし 
JDBA 
1 会場 

JDBA 
複数会場 

 
以 上 


