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＜２０１６年１２月２１日現在＞ 
 

２０１６年度 野球指導者講習会 / BASEBALL COACHING CLINIC 受講のご案内 
 

１．主催 （一社）日本野球機構、（一財）全日本野球協会 

２．協力 (公社)全国野球振興会［日本プロ野球 OB クラブ］、(公財)全日本大学野球連盟、 

(公財)全日本軟式野球連盟、（公財）日本学生野球協会、(公財)日本高等学校野球連盟、 

(一社)日本プロ野球選手会、(公財)日本野球連盟 （五十音順） 

３．期間 ２０１７年１月２０日（金）～１月２２日（日） ＜３日間＞ 
注） 医科学コースのコアカリキュラムは１月２１日(土)のみですが、20日・22日も一般コースのカリキュラムを受講可能です。 

４．会場 国立オリンピック記念青少年総合センター （東京都渋谷区代々木神園町３−１） 

５．受講資格 １８歳以上 （全国からの受講を受付けます） 

６．コース 

と定員 

■ 一般Ａコース（資格対応、実技講習選択不可） 

■ 一般Ｂコース（資格非対応、実技講習選択可）    計４００名（先着順） 

■ 医科学コース １５０名（先着順、対象：医師・コメディカル・BCC修了者＊） 
注） 受講できるのはいずれか１コースのみです。 ／ ＊ 2014・2015年度 BCC の一般コースを全て受講した方 

７．受講料・ 

  昼食券・ 

  懇親会費 

受講料： 各コース 税込５，０００円 

昼食券： 税込１，６８０円／３食分 

懇親会費（参加申込者のみ）： 税込４，０００円 
 注） お支払い後の返金は出来ませんので予めご了承ください。 

８．申込方法 

  （※１） 
■Ｗｅｂ申込み 

全日本野球協会 ホームページ（http://www.baseballjapan.org/jpn/）より 

お申込みください。（１１月９日（水）１５時開始予定） 
 

お願い できるだけ上記ホームページよりお申込みくださいますよう、ご協力をお願い申し上げます。 
 

■郵送・ＦＡＸによる申込み（１１月１０日（木）到着分より受付） 

受講希望の方は、以下の必要事項を記入し、下記へ送付/送信ください。＜同封補足資料参照＞ 

【必要事項】  受講コース（一般 A または一般 B または医科学）/氏名/年齢/性別/郵便番号・住所/ 

/電話番号（携帯電話など日中に連絡がとれる番号）/昼食券注文の有無/ 

/懇親会参加希望の有無/過去の受講歴の有無（有りの方は回数） 

         /所属チーム名と役職（医科学関係者の方はお勤め先と役職） 

/指導対象 ～ 例： 中学・軟式、高校・硬式 等（一般コース申込の方のみ） 
 

・送付先： 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-2-16 TGビル本館 6階 

       一般財団法人全日本野球協会内 ＢＣＣ事務局 宛 

・送信先： FAX ０３-６２６２-５４９０ 
 

 申込み締め切り： ２０１６年１２月１２日（月） ～郵送・FAXは必着 

⇒ 2017年 1月４日(水)まで締め切りを延長します。 
 

お申込み受付後、受講料の払込み用紙と各種ご案内資料を送付させていただきます。 

受講料は、郵便局またはコンビニエンスストア等（※２）で事前にお支払いをお願い致します。 

９．その他 ご希望の方には、宿舎の斡旋を致します。 

●宿泊に関する申込み・問合せは、西武トラベルへご連絡下さい。 

新宿ワシントンホテル（本館） 

住所： 東京都新宿区西新宿３－２－９  電話： ０３－３３４３－０４８９ 

 ◆スタンダードシングル 1泊朝食付 

1月 20日（金） 13,500円 ／ 1月 21日（土） 14,500円 （税サ込・都税込） 

※詳細はお申込み後に送付される申込書をご確認ください。 
 

【西武トラベル】０３-６７４３-７１７１（担当： 福野、石井） 

営業時間：平日９：３０〜１８：００ （土日祝はお休み） 締切： １２月２６日（月）１７時 
 

●空室がある場合には、青少年総合センター内の宿泊棟もご利用できます。 

 詳しくは同センターホームページ http://nyc.niye.go.jp/d1-2-3-html/ をご覧になるか  

同センター宿泊窓口（電話：０３－３４６９－２５２５、休館日除く 9時～15時）へお電話ください。 
 

※１ お申込みの際にいただいた個人情報は、本講習会に関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。 

※２ 払込み用紙でのお支払いが可能なコンビニエンスストア： セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫ、サンクス、デイリーヤマザキ、 

ミニストップ、スリーエフ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、コミュニティ・ストア、セーブオン、セイコーマート、Ｃｏｃｏ！、エブリワン  

 ※ ホール内・研修室内は食事禁止です。混雑防止 

のため、事前の食券購入をお勧め致します。 
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■ 資格認定について 

当指導者講習会の講座が、下記の資格取得に必要な講座として認められます。 
 

資格の種類・名称等 対象講座 
対象講座を全て受講した 

場合の 免除内容 
備考 

日本体育協会公認 

軟式野球指導員 

一般 A コース 

講義①～⑬ 

実技①～④ 

専門科目講習の全て 

が免除に 

監督として国体（軟式野球） 

に参加する際に軟式野球コーチ 

または指導員資格が必要 

ＮＰＢ公認指導者 

一般 A コース 

講義①～⑬ 

実技①～④ 

必修課目全て 
NPBが認定する指導者資格 

(元 NPB所属選手に限る) 

日整会教育研修講演 
医科学関係者ｺｰｽ 

Key-lecture 

日整会教育研修講演 

（１単位） 
 

 

注）  日本体育協会公認指導員資格の取得には、別途手続きや費用が発生致します。また、詳細につきま

しては、全日本軟式野球連盟にお問い合わせください。 

注） 同じ内容を受講しても、一般 B コースで受講の場合は資格取得の対象となりません。ご注意ください。 
 
 

＜＜ 野球指導者講習会日程表 ＞＞ 
 
 

第１日目 １月２０日（金） 国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 大ホール  

 

9:00- 

10:10 

 

＜受付＞ 受講票・教材・プログラム配布 

 

 

 

 
 

 

時 間 科目及び内容 会  場 講 師 等（予定） 

10:10-10:30 
開 会 式 

ガイダンス （資格認定・修了証発行等について） 
カルチャー棟 

大ホール 

（開会挨拶） 

熊﨑 勝彦 
ＮＰＢコミッショナー 

10:30-11:30 

 

講義① 「指導者の役割」 

 

小針 崇宏 
作新学院高等学校 硬式野球部監督 

11:30-12:30 休憩 注）ホール内では食事できません。 
ｾﾝﾀｰ棟 

ｶﾌｪﾃﾘｱふじ 
 

12:30-14:00 

 

講義② 「コーチング」 

 

カルチャー棟 

大ホール 

清水 隆一 
清水隆一コーチングカレッジ株式会社 

代表取締役社長 

14:10-15:40 講義③ 「バイオメカニクス」 
川村 卓 
筑波大学 体育系 准教授 

筑波大学 硬式野球部 監督 

15:50-16:50 講義④ 「心理・メンタルトレーニング」 

布施 努 
米国スポーツ心理博士 

慶應義塾大学スポーツ医学センター研究員 

ＮＰＯ法人ライフスキル育成協会 代表 

17:10-18:10 
講義⑤ 「優秀なチーム・選手を 

育てるための指導とは?」 
安全を確保して選手に考えさせる力を 

望月 浩一郎 
弁護士（東京弁護士会） 

日本学生野球協会 審査員 

18:20-19:50 講義⑥ 「トレーニング論と実践」 
河野 徳良 
日本体育大学 准教授 

全日本野球協会 選手強化本部医科学部会 

 

【履修証明書の発行を希望される方（一般 Aコースのみ対象）】 

送付用の封筒（※）をご用意のうえ、受付にご提出ください。 

また、講習会終了後には受講票を忘れずに事務局へご返却ください。 

※ 角２号サイズ（240x332mm）、１４０円切手貼付、 

宛名・送付先住所（ご自宅等）を予め記入のこと 
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第２日目 １月２１日（土） 国立オリンピック記念青少年総合センター 大ホール・小ホール 

● ２日めから受講する方の受付 ８：４０～ 大ホール前にて ／ １４：５０～ 小ホール前にて

＜一般 A、一般 B、及び医科学コース対象＞ 

時 間 科目及び内容 会 場 講 師（予定） 

9:00-10:30 
講義⑦ 「スポーツ指導者に必要な医学的知識」 

～長く楽しく野球を続けるために～ ｶﾙﾁｬｰ棟

大ﾎｰﾙ

渡邊 幹彦 
東京明日佳病院院長 

全日本野球協会 医科学部会長 

ＮＰＢ医事委員 10:40-11:40 講義⑧ 「ドーピング防止」 

11:40-12:40 休憩 注）ホール内では食事できません。 
ｾﾝﾀｰ棟

ｶﾌｪﾃﾘｱふじ

12:40-13:40 講義⑨ 「育成論」 
ｶﾙﾁｬｰ棟

大ﾎｰﾙ

工藤 公康 
福岡ソフトバンクホークス監督 

13:50-14:50 
講義⑩ 「子どもの野球肘の治療方針」 

野球肘検診の歴史と未来 

柏口 新二 
独立行政法人国立病院機構 

徳島病院 整形外科 医長 

＜一般Ａ、一般 B コース対象＞ 

時 間 科目及び内容 会 場 講 師（予定） 

15:00-16:00 講義⑪ 「スポーツと栄養」 

ｶﾙﾁｬｰ棟

大ﾎｰﾙ

海老 久美子 
立命館大学 スポーツ健康科学部 教授 

全日本野球協会 選手強化本部医科学部会 

16:20-17:20 講義⑫ 「スポーツ指導者とコンプライアンス」 
大橋 卓生 
弁護士（東京弁護士会） 

日本学生野球協会 理事 

17:30-19:00 講義⑬ 「学童期の選手育成」 
池上 正 
京都サンガ F.C.普及部長 

＜医科学コース対象（医科学コースコアカリキュラム）＞ 

時 間・内容 会 場 講 師 ・パ ネ リ ス ト（予定） 

■15:10-16:50 シンポジウムⅠ

子どもの選手育成の在り方と技術・体力づくり

－年代別課題と臨界期（川村卓ほか）

■17:00-18:40 シンポジウムⅡ

子どもの選手育成と傷害予防

－野球肘検診の必要性と広がり（山本、山崎）

■18:40～19:00  総括＋今後の展望

ｶﾙﾁｬｰ棟

小ﾎｰﾙ

柏口 新二 徳島病院 整形外科 医長 

川村 卓 筑波大学体育学准教授・野球部監督 

工藤 公康 福岡ソフトバンクホークス監督 

田名部 和裕 運動器の 10年・日本協会 事務局長 

山崎 哲也 横浜南共済病院 スポーツ整形外科部長 

山本 智章 新潟リハビリテーション病院 院長 

司会 

富田 一誠 NPB 医事委員、BFJ医科学部会員 

能勢 康史 NPO 法人野球共育塾理事長 

＜懇親会参加申込者＞ 

時 間 科目及び内容 会 場 備 考 

19:30-21:30 懇親会 
国際交流棟 

ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ

事前申込み必要 

会費 4,000円 

オリンピック記念

青少年総合センター

敷地内の略図
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第３日目 １月２２日（日） 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟３階・４階 
 

＜一般 A、一般 B、及び医科学コース対象＞ 

時 間 ４１６室 ３０９室 ３１０室 ３１１室 

9:10-10:25 実技① 救命講習 
東京防災救急協会 

実技② ≪打撃≫ 

石井義人 
(元横浜、西武、巨人) 

実技③ ≪投手≫ 

齊藤明雄 
(元大洋・横浜) 

実技④ ≪守備≫ 

江藤省三 
（元巨人、中日） 

10:35-11:50 ≪救命講習≫ 
東京防災救急協会 

≪打撃≫ 

石井義人 

≪投手≫ 

齊藤明雄 

≪守備≫ 

江藤省三 

11:50-12:50 休憩 休憩 休憩 休憩 

12:50-14:05 ≪救命講習≫ 
東京防災救急協会 

≪打撃≫ 

石毛宏典 
(元西武、ダイエー) 

≪投手≫ 

西本 聖 
(元巨人、中日、オリックス) 

≪守備≫ 

鈴木康友 
（元巨人、西武、中日） 

14:15-15:30 
≪救命講習≫ 
東京防災救急協会 

≪打撃≫ 

石毛宏典 

≪投手≫ 

西本 聖 

≪守備≫ 

鈴木康友 

15:30-15:40 諸連絡 諸連絡 諸連絡 諸連絡 
 

 一般 A コース受講者： 受講する講習・順序を指定させていただきます。（当日ご案内します。） 

一般 B コース受講者： 受講する実技講習を自由に選択いただけます。 

医科学コース受講者： 受講する実技講習を自由に選択いただけます。 

 救命講習において、受講者多数となった場合は一般Ａコース受講者を優先させていただきます。 
 

 
 

 各講義・実技講習の撮影・録画・録音は禁止とさせていただいております。 

 一般 A コース受講者での履修証明書の発行を希望される方は･･･ 

 受付の際に、送付用の封筒（※）をご用意のうえ、受付にご提出ください。 
※ 角２号サイズ（240x332mm）、１４０円切手貼付、宛名・送付先住所（ご自宅等）を予めご記入ください。 

 各講義の際に、スタッフが会場内をまわり、受講票に押印を行います。 

 当講習会の全プログラム終了後、受講票を忘れずに受付にご提出ください。提出が無い場合は、封

筒の提出があった場合でも、履修証明書は発行できませんので、ご注意ください。 

注） 一般 B コース、医科学コースについては、履修証明書の発行はございません。 
 
 

 

 

受講にあたってのご注意 

国立オリンピック記念青少年総合センターへのアクセス 

 参宮橋駅 下車 徒歩約 7分 

 代々木公園駅下車(代々木公園方面 4番出口) 徒歩約 10分 

 新宿駅西口(16番)より 京王バスにて 代々木 5丁目下車 

 渋谷駅西口(40番)より 京王バスにて 代々木 5丁目下車 

注） 駐車場には限りがございます。できるだけ公共交通機関を使ってご来場ください。 

≪問合せ先≫ 

一般財団法人 全日本野球協会 

担当 高橋・今村 

電話：03-6262-5489 

E-mail: baseball@bfj.jpn.com  

平日 9:30 – 17:30 （年末年始除く）  

注）開催期間中の緊急連絡先は、お申

込み後にご案内させていただきます。 

mailto:baseball@bfj.jpn.com

