
2021 年 11 月 25 日 

一般社団法人神奈川県バスケットボール協会 

2021 年度 JBA 公認 C 級コーチ養成講習会 開催要項【訂正版】 

 

1. 目  的  主に育成年代(18 歳以下)の指導が出来る人材を養成する。 

 

2. 主  催 公益財団法人日本バスケットボール協会・一般社団法人神奈川県バスケットボール協会 

 

3. 主  管 一般社団法人神奈川県バスケットボール協会 指導者育成部会 

 

4. 日  時  【開 催 日】2021 年 12 月 11 日(土)、12 月 12 日（日）、12 月 19 日（日）３日間 

【申込期間】2021 年 11 月 13 日(土)15:00〜11 月 25 日(木)21:00 ※定員になり次第受付終了  

 

5. 開催場所 12/11(土)1 日目 カルッツかわさき 川崎市川崎区富士見 1 丁目 1-4 (JR 川崎駅より徒歩 15 分) 

12/12(日)2 日目    相模女子大学高等部体育館 

12/19(日)3 日目           相模原市南区文京 2-1-1（小田急線相模大野より徒歩 10 分） 

       ※会場への直接の問い合わせはご遠慮ください。※公共交通機関をご利用ください。 

 

6. 講習内容 集合講習 20 時間 ※日程表参照 

 

7. 受講資格 受講開始年度の４月１日時点で 18 歳以上の方で JBA 公認 D 級コーチライセンス保持者であること。 

   ※取得講習会の全日程が参加可能な方。（講習３日間の遅刻、欠席、早退は一切認めません。） 

 

8. 受講定員 30 名 

 

9. 受 講 料 ¥16,500-（税込） ※受講料を下記口座までお振込みください。 

      口 座：横浜銀行 横浜駅前支店 普通 6072172 

口座名：一般社団法人神奈川県バスケットボール協会 指導者育成 

    シャ）カナガワケンバスケットボールキョウカイ シドウシャイクセイ 

※入金確認のご連絡はしておりません。振込控えを必ず受講日まで保管してください。 

 

10. 申込方法 ①Team JBA にアクセスし「メンバーID とパスワード」を入力して「ログイン」する。 

     ②サイドメニューに表示される「講習会申込」にアクセスする。 

     ③画面下にスクロールし、「新たに講習会に申し込む」から講習会を検索し「申込」ボタンをクリック 

     「【神奈川県】2021 年度 JBA 公認 C 級コーチ養成講習会」(講習会番号：E1002451) 

      ※申込画面 URL  https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13057/detail  

       ④所定の申込情報を入力し、申込を実行する。 

       ⑤申込期間内に上記の口座へ受講料を振り込む。 

        

11. テキスト 必ず、各自で教本を購入して、講習会当日持参してください。（事前課題にも必要になります。） 

       バスケットボール指導教本 改訂版 上巻 税込 ¥2,310- (ISBN:9784469267624) 

              バスケットボール指導教本 改訂版 下巻 税込 ¥2,860- (ISBN:9784469268027) 

       ※県協会事務所（特別価格:上巻\2,000-、下巻\2,500-）、書店、オンライン等で購入してください。 

       参考（購入ページ）上巻：https://www.taishukan.co.jp/book/b198716.html 

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

https://team-jba.jp/member/workshop-applying/13057/detail
https://www.taishukan.co.jp/book/b198716.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b243649.html


 

 

12. 事前課題 ワークブックをダウンロードして印刷し、事前課題に取り組んだ上で当日お持ちください。 

     http://www.japanbasketball.jp/files/coach/cultivation/2021/JBA_C-Coach-WorkBook2021.pdf 

       ※事前課題を行っていない方、ワークブックを忘れた方は受講できません。 

       ・ワークブックは講習会時に提出していただき、事前課題の取り組み状況を確認いたします。 

              ・講習ではワークブックに記載していただいた内容に基づき、受講者がディスカッションや発表、 

        コーチングを行います。受講者の指導カテゴリーだけなくバスケットボールの議論ができるように 

        指導教本の他にインターネットや雑誌等を利用して、事前課題に取り組んでください。 

 

13. 持ち物等 ・バスケットボール指導教本 改訂版（上巻・下巻） 

     ・ワークブック（事前課題として実施（記載）済みのもの） 

     ・ワークブックを挟めるバインダーやクリップボード 

     ・室内シューズ、ボール（お持ちの方）保険証、ライセンス証、筆記用具 

     ・実技の出来る服装（更衣室が利用できない場合もございます） 

     ・受講者が体温等を記録した「健康チェックシート」 

     ・必ずマスクを着用してください。 

     ・昼食（近隣のコンビニや飲食店でも可） 

 

14. 注意事項 ・講習中のケガ等については一切責任を負いかねます。各自スポーツ傷害保険等に加入してください。 

     ・受講にあたっては 3 日間、全日程への参加が必須となります。遅刻・早退等は認められません。 

・会場内での貴重品や荷物の紛失等は一切責任を負いかねます。各自管理をお願いします。 

・当日の写真や動画撮影は禁止いたします。 

・講習会参加者の肖像権は、専属的に神奈川県バスケットボール協会に帰属します。講習会の内容 

（静止画・映像含む）は神奈川県協会公式ホームページ等での開催報告、告知等の他、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。 

・講習を終了し、認定された方は随時登録可能となります。 

・受講者としてふさわしくない行為があったと認められた時は受講を取り消します。 

・「新型コロナウイルス感染症対策について」を必ずご確認ください。 

 

15. 問合せ先 一般社団法人神奈川県バスケットボール協会 指導者育成部会 

     電話／045-534-6135（11 月営業時間 10:00-17:30） Mail／ coach@kanagawabk.or.jp 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、講習会中止の可能性もございます。 

中止の場合はお振込みいただいた受講料の返金対応を行います。 

何卒ご理解の上、講習会へのお申込みをご検討いただきますようお願い申し上げます。 

http://www.japanbasketball.jp/files/coach/cultivation/2021/JBA_C-Coach-WorkBook2021.pdf
mailto:coach@kanagawabk.or.jp


１日目 ２日目 ３日目

12月11日(土) 12月12日(日) 12月19日(日)

会  場 カルッツかわさき 会議室 相模女子大学高等部体育館 相模女子大学高等部体育館

会場住所 川崎市川崎区富士見1丁目1-4 相模原市南区文京2-1-1 相模原市南区文京2-1-1

会場最寄駅 JR川崎駅 徒歩15分 小田急線 相模大野駅 徒歩10分 小田急線 相模大野駅 徒歩10分

8:30 受付開始　※9：20 受付開始 受付開始

講義・演習　9：00-9：30

1日目の振り返り、2日目のゴール設定

講義・演習　9：00-9：30

２日目の振り返り、3日目のゴール設定

講習・演習16：30-17：00

1日の振り返り

事務連絡・終了予定 16：45
講習・演習16：30-17：00

1日の振り返り
事務連絡・終了予定 16：45

17:00 事務連絡・終了予定 17:15

実技・演習  9：30-11：00

２メンゲーム

実技・演習  11：00-12：30

３メンゲーム

12：30-13：30

休憩

実技・演習  13：30-15：00

ディナイが強いチームに対する

オフェンス

実技・演習  15：00-16：30

エンディング

12:00

13:00

14:00

実技・演習  13：30-15：00

トランジッションオフェンス

実技・演習  15：00-16：30

チームディフェンスの基本

講義・演習  14:30-16:00

GROWモデルを用いたコーチング実践

一般社団法人神奈川県バスケットボール協会

2021年度　JBA公認C級コーチ養成講習会　日程表【訂正版】

日程

※時間は変更になる場合がありますのでご了承ください。

15:00

16:00

講義・演習　9：30-10：30

はじめに

（スポーツ・インテグリティについて）

（コーチの役割とJBAが求める

         　　　　　　　　コーチ像）

ゴール設定

実技・演習  9：30-11：00

コンディショニング

（フィジカル、メンタル）

講義・演習　10：30-12：00

振り返りと観察

実技・演習  11：00-12：30

スペーシングの基本

（合わせ）

（シンプルなプログラム）

12：00-13：00

休憩

12：30-13：30

休憩

講義・演習　13：00-14：30

伝え方と質問の仕方

9:00

10:00

11:00


