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２０２１年度 野球指導者講習会 / BASEBALL COACHING CLINIC  

【オンライン開催】  受講のご案内  
 

１．主催 （一財）全日本野球協会 

２．共催 （一社）日本野球機構 

３．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） 

４．期間 

 （予定） 

ライブ配信講座： ２０２２年１月２２日（土）～１月２３日（日）＜２日間＞ 

オンデマンド配信講座： ２０２２年１月１５日（土）～２月２８日（月） 
注１） オンデマンド配信講座は上記期間中のご都合のよい日時に受講いただけます。 

注２） ライブ配信講座の録画は準備が整い次第オンデマンド配信に追加します。 

５．配信方法 ライブ配信講座： zoomビデオウェビナー を使用 

オンデマンド配信講座： Eラーニングツールを使用（サービス未定） 
 

６．受講資格 １８歳以上 （全国からの受講を受付けます） 

７．定員 ９５０名 先着順受付（定員に達した場合、申込期限内でも受付を終了致します） 
 

８．料金 

 

受講料： 税込７，５００円 ＋ システム手数料： 税込２２０円 ＝ 合計：７，７２０円 

（資料・テキスト代を含む） 

注１） 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。 

注２） PC、タブレット、スマートフォン等受講に必要な端末及びインターネット接続環境は各自で用意ください。 

注３） インターネット接続に必要な通信費は受講者のご負担となります。 

注４） 有線 Lan 接続、高速 Wi-Fi等の高速インターネット接続環境を推奨いたします。 
 

９．申込方法 

   
■Ｗｅｂ申込みのみ 

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２４日（水）～１２月２４日（金）正午】 
 

注１） お申込みにあたっては、下記の注意事項を事前によくお読みください。お申込みをいただいた時点

で、本注意事項にご同意いただいたものとみなします。 

注２） 本年度は、オンライン開催の性質を考慮し、オンラインでの受付のみとさせていただきます。郵送や

FAXでの受付は行いませんので、ご了承ください。 
 

 

10．資料 資料及びテキストは事前に郵送いたしますが、一部の資料（PDF ファイル等）は各自で 

ダウンロードいただく場合がございます。 
 

11．注意事項 下記の行為は禁止させていただきます。違反があった場合には、接続の遮断、今後の講習会

への参加禁止、及び法的措置をとらせていただく場合がございます。 
 

➢ 本講習会を不正の目的をもって受講する行為 

➢ 本講習会の全部または一部を第三者に提供する行為 

➢ 本講習会の全部または一部を録画・録音・撮影（含スクリーンショット）・その他の行為によ

り複製すること 

➢ 同時に２台以上の機器で受講する行為 

➢ 講習会の運営や他の受講者の受講を妨げる行為 

➢ 本講習会の信用を毀損する行為 

➢ Zoomサービス規約及び利用する E ラーニングツールのサービス規約に違反する行為 

➢ 他の受講者または第三者になりすます行為 

➢ 犯罪、公序良俗に反する行為 

➢ その他主催者が不適切とみなす行為 
 

 

 

 
 

※ 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。  

スポーツ振興くじ助成事業 
（助成対象団体： 一般財団法人全日本野球協会) 
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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 各資格の必修科目 備考 

① 公認野球指導者 

基礎 I U-15 

講習内容・講師・日程欄参照 

（「U15必修」と記載） 

全日本野球協会が認定する 

U-15指導者のための資格 

② 公認野球指導者 

基礎 I U-12 

講習内容・講師・日程欄参照 

（「U12必修」と記載） 

全日本野球協会が認定する 

U-12指導者のための資格 

③ 全日本軟式野球連盟 

公認学童コーチ 

講習内容・講師・日程欄参照 

（「学童必修」と記載） 

全日本軟式野球連盟が認定 

する学童野球指導者資格 

④ NPB公認指導者 

講習会修了証の取得 

講習内容・講師・日程欄参照 

（「NPB必修」と記載） 

NPB公認講習会を受講した 

元プロ（NPB出身者）に発行 
 

注１） 「公認野球指導者基礎 I U-12/U-15」の取得には別途手続きや費用が発生します。P4の補足説明を参照ください。 

注２） 「公認学童コーチ」の取得には別途手続きや費用が発生致します。P4 の補足説明を参照の上、ご不明な点がありましたら、全日本

軟式野球連盟（電話:03-3404-8831）にお問い合わせください。 

注３） 以前は当講習会の受講により「日本スポーツ協会公認軟式野球コーチ１」の専門科目の履修が認定されましたが、本年度はオンラ

イン開催のため、受講をしても同資格に必要な講習としては認定されませんのでご注意ください。 

注４） 資格の登録申請をする予定がない方は、受講したい科目のみ自由に受講いただけます。 
 

 
 

＜＜ 講習内容・講師・日程など ＞＞ 
 

１月２２日（土） ライブ配信１日目 zoom ビデオウェビナーにて 
 

時 間 科目及び内容 講 師 等（予定） 対象資格  

8:30～ （接続可能）   

9:00-9:25 
開 会 式 

ガイダンス （資格認定・修了証発行等について） 
開会挨拶～山中 正竹 
（一財）全日本野球協会 会長 

 

9:30-11:00 講義① 「野球のバイオメカニクス」 
川村 卓 
筑波大学 体育系 准教授 

筑波大学 硬式野球部 監督 

NPB必修 

11:10-12:45 

 

講義② 「ティーチングとコーチング」 
（途中で 5分程度の小休憩あり） 

藤嶺 典優 
東日本旅客鉄道株式会社 

U15、U12、 

学童、NPB 

必修 

12:45-13:40 休憩 （55分間）   

13:40-16:30 

パネルディスカッション 
 

【テーマ】「野球伝来 150 年、これからの 

日本野球が進むべき道」 
 

第一部 中学軟式野球、中学硬式野球の今後 

(ア) 楽しく、ケガのないように頑張るための方策 

(イ) 中学部活動の今後 

（外部指導員制度や課題） など 
 

第二部 高校野球、大学野球の今後 

(ア) 教育的要素を踏まえつつ、野球人として 

成長するための方策 など 
 

第三部 社会人野球、プロ野球の今後 

(ア) 日本の野球の体現者として、社会との 

関わり、世界に広げるための方策 など 
 

（途中で小休憩あり） 

【パネリスト】  

中学、高校、大学、社会人、 

プロ野球関係者登壇予定 
  

【進行】 

・平野 裕一 
BFJ 専務理事 

法政大学 スポーツ健康学部スポーツ健康学科 教授 
 

【進行補佐】 

・渡邊 幹彦 
BFJ 選手強化委員会 医科学部会長 

NPB医事委員 

 

16:30-16:40 事務連絡   
 

注） ライブ配信は万全を期して行いますが、配信側または受信側の予期せぬ通信トラブル対策として、ライブ配信の各講義 
映像につきましては、準備が整い次第、オンデマンドでの配信を行います。（2月 28日まで） 

申請を予定する資格の必修科目については、ライブ配信または、オンデマンド配信のいずれかで受講ください。 
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１月２３日（日） ライブ配信２日目 zoomビデオウェビナーにて 
 

時 間 科目及び内容 
①～④の順番が変更となる場合があります。 

講 師（予定） 対象資格 

9:30～ （接続可能）   

10:00-11:00 実技① 投手 プロ野球 OB クラブより NPB必修※ 

11:15-12:15 実技② 捕手 プロ野球 OB クラブより NPB必修※ 

12:15-13:00 休憩（45分）   

13:00-14:00 実技③ 守備 プロ野球 OB クラブより NPB必修※ 

14:15-15:15 実技④ 打撃 プロ野球 OB クラブより NPB必修※ 

15:15-15:25 事務連絡   

U-12/15 実技の補足・質疑応答の講習を追加する場合があります。 
 

※ 全国野球振興会（日本プロ野球 OB クラブ）公認技術指導員資格保有者は実技の受講は免除となります。 
 

注） ライブ配信は万全を期して行いますが、配信側または受信側の予期せぬ通信トラブル対策として、ライブ配信の各講義 
映像につきましては、準備が整い次第、オンデマンドでの配信を行います。（2月 28日まで） 

申請を予定する資格の必修科目については、ライブ配信または、オンデマンド配信のいずれかで受講ください。 
 

 

オンデマンド配信 １月１５日～２月２８日配信予定 
 

配信期間中、ご都合のよい日時に受講いただけます。ライブ配信講座は準備が整い次第オンデマンド配信に追加します。 
 

時 間 科目及び内容 講 師 対象資格 

60分 

講義③ 「指導者として選手として 

知っておくべきこと 

～スポーツマンシップについて考える」 

森本 美行 
(一社)日本スポーツマンシップ協会 理事 

合同会社ビバ＆サンガ エグゼクティブアドバイザー 

(一社）京都スポーツイノベーションファクトリー 代表理事 

U15、U12、 

学童、NPB 

必修 

90分 

講義④ 「より良い指導」を考える 

   ～暴力・ハラスメントの根絶と 

リスクマネジメントを題材に～ 

多賀 啓 
弁護士（第一東京弁護士会） 
(一社)日本スポーツ法支援・研究センター事務局長 

U15、U12、 

学童、NPB 

必修 

60分 講義⑤ 予防・コンディショニング 
河野 徳良 
日本体育大学 准教授 

BFJ 選手強化委員会 医科学部会 副部会長 
NPB必修 

90分 
講義⑥ 野球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～ 
可知 芳則 

高島平中央総合病院 

BFJ アンチ・ドーピング委員会 副委員長 

U15、U12、 

学童、NPB 

必修 

15分 講義⑦ アンチ・ドーピング NPB必修 

60分 講義⑧ スポーツ心理学 

布施 努 
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 

NPB必修 

60分 講義⑨ スポーツと栄養 
海老 久美子 
立命館大学 スポーツ健康科学部 教授 

BFJ 選手強化委員会 医科学部会 部会員 

NPB必修 

60分 U-12実技①-投げる 

プロ野球 OB クラブより 

U12、学童 

必修 

60分 U-12実技②-捕る U12必修 

60分 U-12実技③-ボールゲーム U12必修 

90分 U-15実技①-守備編（投・捕） （調整中） 

U15必修 

90分 U-15実技②-攻撃編（打・走） （調整中） 
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【参考】 U-12/15指導者資格についての補足説明 
 

 本講習会を受講することにより取得することが可能な指導者資格（NPB公認指導者講習会修了証の取得を除

く）について、概要と Q＆Aは下記の通りです。 
 

 

 公認野球指導者 

基礎 I U-15 

公認野球指導者 

基礎 I U-12 

全日本軟式野球連盟 

公認学童コーチ 

認定者 
（申請・登録先） （一財）全日本野球協会【BFJ】 

（公財）全日本軟式野球連盟  

【全軟連】 

主な対象 13～15歳頃の選手(硬式/

軟式)の指導者 

及び指導者を目指す方 

9～12歳頃の選手（硬式/

軟式）の指導者 

及び指導者を目指す方 

全軟連所属の学童チーム指導者 

及び指導者を目指す方 

テキスト 公認野球指導者 

基礎 I U-15テキスト 

公認野球指導者 

基礎 I U-12 テキスト 

有効期間 4年 4年 4年 

登録料 10,000円/4年 10,000円/4年 2,000円/4年 

更新 3年半経過までに必要な講習を受け、手続きを行うことで 4年間の更新が可能。 

BCCでの 

複数年かけ 

ての受講 

2021年度はオンデマンド

講習採用のため、越年で

の履修認定は行わない。 

2021年度はオンデマンド

講習採用のため、越年の

履修認定は行わない。 

1度の BCC受講で必修科目全て

を履修できなかった場合、最大で

4年以内に残りの科目を BCCで

履修すれば資格の申請が可能。 
＊受講料は都度発生 

 

注） 全日本軟式野球連盟加盟学童チームは、2024 年のシーズン開始までに次に示すいずれかの指導者資格保有者を 1名以

上配置することが必要となります。【全軟連公認学童コーチ、公認野球指導者 基礎 I U-12、JSPO公認スタートコーチ（スポ

ーツ少年団）、JSPO公認軟式野球コーチ１、JSPO公認軟式野球コーチ３】 ただし、支部により異なる場合がありますので、

詳細は所属の支部にご確認ください。 
 

【よくある質問と回答】 
 

Q１ 全軟連加盟の学童チームの指導者です。どの資格を申請するのがよいでしょうか？ 

A１ 基本的には「全軟連公認学童コーチ」を申請・取得ください。（「公認野球指導者基礎 I U-12」の申請・取得も可能です。） 
 

Q２. U-12のチーム（硬式または軟式）を指導していますが、全軟連加盟ではありません。どちらの資格を取得するの

がよいでしょうか？ 

A２ 「公認野球指導者基礎 I U-12」を申請・取得ください。将来的に全軟連加盟を検討されている場合は上記「注」を参

照ください。 
 

Q３. 「公認野球指導者基礎 I U-15」は「同 U-12」の上位資格にあたるのですか？「基礎 I U-15」のカリキュラムは「基

礎 I U-12」のカリキュラム全てを含んでいるのでしょうか？ 

A３ 「公認野球指導者基礎 I U-15」は「同 U-12」の上位資格ではありません。指導対象が異なる同等の資格です。「基

礎 I U-15」と「基礎 I U-12」は指導対象が異なるという理由で、カリキュラムが異なっている部分があります。「基礎

I U-15」でのみ履修する内容、「基礎 I U-12」でのみ履修する内容があります。（ただし、一部カリキュラムは共通） 
 

Q４ 2024年までに全軟連が取得を求めている資格の中に「公認野球指導者 基礎 I U-15」は含まれないのですか？ 

A４ 含まれません。「公認野球指導者 基礎 I U-15」は 13～15歳頃の選手（中学生）の指導のための資格です。上記

Q&Aの 3番も参照ください。 
 

Ｑ５ 複数の資格を取得（登録）することは可能ですか？認定日はいつになりますか？ 

Ａ５ 可能です。ＢＣＣの履修終了後、各資格の認定者宛に必要なお手続きをしていただくこととなります。各資格とも通

常通り申請いただくと認定日は 2022年 4月 1日（この日から 4年間有効）となります。 
 

 

Q６ 指導者資格がないと野球の指導ができなくなるのですか？ 

A６ 指導することは可能です。全軟連加盟学童チームの場合は、上記「注」に記載されている内容が決まっています。

他の団体については現時点で「公認野球指導者」の資格が義務化される予定はありません。あくまで任意で取得

する指導者資格です。 
 

Q７ チームの指導はしていませんが、資格をとることはできますか？ 

A７ いずれの資格も 18歳以上の方で、必要な講習・検定を受け、手続きを行えば資格の取得は可能です。 
 

Q８ 今後他の年代指導者向けの資格はできるのでしょうか？ 

A８ 設置に向けて検討を進めております。詳細がまとまりましたら、ＢＦＪホームページ等でお知らせいたします。 


