2018 年度

公益財団法人日本バスケットボール協会

公認 E-1 級コーチ養成講習会

開催要項

2018 年度 JBA 公認 E-1 級コーチ養成講習会開催を下記のとおり開催します
１．目 的
(1) 多様なニーズに対応できるコーチを一貫したシステムにより養成し、その指導力の向上を図ること
(2) バスケットボール競技の普及発展及び強化に即応するために、コーチの組織化をはかること
(3) コーチの位置づけと役割に応じたコーチライセンス認定を行い、社会的信頼を確保すること
(4) 海外のコーチライセンス制度との整合性をはかり、交流を促進すること。
２．主 催

公益財団法人 日本バスケットボール協会

３．主 管

沖縄県バスケットボール協会

指導者育成委員会

４．講習時間
E-1 級 14 時間（集合講習 14h）
(1)基礎理論…6 時間

(2)実 技…8 時間

講習内容（カリキュラム）は受講決定者にメールにて送信いたします。(6/2～4 に送信)
５．講習会日程
06 月 07 日(木) コザ運動公園内武道館会議室 18:00～22:00（基礎理論）受付 17:30～
06 月 14 日(木) コザ運動公園内武道館会議室 18:00～22:00（基礎理論）受付 17:40～
06 月 16 日(土) 北谷高校体育館

08:30～17:30（実技）

受付 08:00～

６．受講対象者…40 名を募集
(1)受講する年の 4 月 1 日現在 満 18 歳以上（高校生不可）
７．申し込み方法及び期間
【注意事項】受講希望者の方は、下記登録手続きを行って下さい。
05 月 10 日 20:00～05 月 29 日 21:00 までに TeamJBA にて登録して下さい。
○ 現在 Team JBA に関する資格をお持ちでない方（Team JBA コーチ新規登録をしていない方）
（1）
「公益財団法人日本バスケットボール協会」ホームページ内の「TeamJBA」をクリックしてくだ
さい。
（2）PDF「役員・審判・コーチ新規登録ガイド (2018 年 4 月 27 日版)ダウンロード
STEP2‐B を 参考に「加入コード：1147229」受講資格(養成講習会,リフレッシュ研修会) 入力
次へ進む等→登録者情報を入力し写真を添付してください。
（写真は必ず本人であること。縦向きで申請して下さい。）
その際、学校や職場ではなく、ご自身の住所、携帯番号及びメールアドレスを（データは PDF 等
で通知される場合がありますので、個人のパソコンアドレスを主のアドレスとし、携帯等のアドレ
スを予備のアドレスとして）登録してください。職場のメールアドレス登録でトラブルが多く発生
しております。ご協力お願いします。
（3）各自入力完了後、Team JBA 登録システムよりＩＤナンバーが付与され、登録許可承認メールが
自動送信されます。
その後 05 月 10 日 20:00～05 月 29 日 21:00 までの間に各自の登録メールに届いたＵＲＬをク
リックし「Team JBA マイページ」→講習・研修会一覧→申し込み可能な講習・研修会一覧より申
込→養成講習会日時（３日間）を選択し登録完了して下さい。

※申込状況確認は各自マイページ→『講習・研修会申込履歴』で各自にて確認して下
さい。申込が完了されていない場合は名簿に記載されないため、受講はできません。
○ 審判やコーチとしてすでに「Team JBA」で登録をしている方
（4）PDF「役員・審判・コーチ新規登録ガイド)ダウンロード(2018 年 4 月 27 日版)
STEP2‐A を 参考に「加入コード：1147229」受講資格(養成講習会,リフレッシュ研修会)
次へ進む等→登録して下さい。
（5）各自入力完了後、Team JBA 登録システムよりＩＤナンバーが付与され、登録許可承認メールが
自動送信されます。
その後 05 月 10 日 20:00～05 月 29 日 21:00 までの間に各自の登録メールに届いたＵＲＬをク
リックし「Team JBA マイページ」→講習・研修会一覧→申し込み可能な講習・研修会一覧より申
込→養成講習会日時（３日間）を選択し登録完了して下さい。

※申込状況確認は各自マイページ→『講習・研修会申込履歴』で各自にて確認して下さ
い。申込が完了されていない場合は名簿に記載されないため、受講はできません。
（6）現在 E-2 級コーチの方
E-2 コーチ…「Team JBA マイページ」→講習・研修会一覧→申し込み可能な講習・研修会
一覧より申込→養成講習会日時（06 月 16 日 １日間）を選択し登録完了させる。

※申込状況確認は各自マイページ→『講習・研修会申込履歴』で各自にて確認して下
さい。申込が完了されていない場合は名簿に記載されないため、受講はできません。

８．コーチライセンスの役割と種類
(1)JBA 公認 D 級コーチ…地区レベルのチームにおいて、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた
技術指導等にあたる。（専門的な指導を行っている方・それを目指す方）
(2) JBA 公認 E 級コーチ
①JBA 公認 E-1 級コーチ…チームにおいて、基礎的な指導にあたる。
②JBA 公認 E-2 級コーチ…チームにおいて、チームの引率にあたる。（今年度開催予定なし）
９．費 用及び登録期間…06 月 07 日(木)現金にて支払
①E-1 級受講料…¥5,000 （釣り銭がないようにお願いします。
）
※TeamJBA の表示では「受講料は徴収しない」とありますが、本要項に従って下さい。
（「システム上表記できないため」と上部団体からの説明あり）
※【指導教本】について
JBA 公認コーチは購入が必須となっております。受講日までに各自にて購入お願いいたします。
講義中や実技中、指導実習中に使用します。E-1 級コーチは上巻購入となります。
☆1 バスケットボール指導教本 改訂版[上巻]「大修館書店」： 定価¥ 2,100＋税 （D 級＋E 級）
②E-2 級から E-1 級へ昇格の場合の受講料（6 月 16 日に行われる実技時に支払うことになります）
¥3,000

5,000(E-1 級)－2,000(E-2 級分は支払済)釣り銭無いように

③年間登録料：受講し検定等も修了した場合、次回登録時期よりコーチ登録が可能となります。
別途登録料が必要となります。
E-1 級…¥1,000 初回事務手数料（資格有効期間：永年）
※E-1・E-2 級コーチは JBA からの通知により資格有効期間（永年）及び登録料（¥1,000）が

変更となる場合があります。
10．コーチ登録の時期：
前期…3 月上旬～5 月末

後期…9 月上旬～10 月末

※登録の手順は 3 月上旬に JBA 日本バスケットボール協会 HP にて周知いたします。

資料は各自

でダウンロードを行い、コーチ登録を完了して下さい。
また、今回の受講検定終了後に登録の説明を行います。
11．その他
※E-1 級コーチ養成講習会の有効期限は 2 年間です。2 年以内に全ての講習内容を修了して下さい。
また都合により受講できない場合は各カテゴリー担当へ連絡相談をお願いします。2 年間で修了する
事ができない場合にも受講料は返金はできません。

※必ず確認してください
①申し込んだ登録写真は必ず本人です。（車の運転免許証と同じです。）
枠内の上限は頭上部、下限は肩となっております。
②Ｄ級の申込終了後、各自マイページ→『講習・研修会申込履歴』で申し込み状況を
確認しましたか？ 申込履歴に希望する【講習会申込】が無い場合は申込が完了され
ておりません。 ７．申し込み方法及び期間 の手順を再度行い申し込んで下さい。
申し込んだ日時は３日間でしたか？
（現 E‐2 級コーチは１日間）
③受講日までにテキスト購入をして下さい。6 月７日（木）までに上巻を購入するよ
うにして下さい。
バスケットボール指導教本 改訂版[上巻]「大修館書店」：
定価¥ 2,100＋税 （E 級）
沖縄県バスケットボール協会
指導者育成委員会

