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2022 年度公益財団法人日本バスケットボール協会 

公認Ｄ級コーチ養成講習会開催要項 

 

1. 目  的 バスケットボールの基礎的な指導ができる人材を養成する。 

 

2. 主  催 公益財団法人日本バスケットボール協会 一般社団法人東京都バスケットボール協会 

 

3. 主  管 一般社団法人東京都バスケットボール協会 指導者養成委員会 

 

4. 講習日、申込期間 

【第 1 回目 開催日】 2022 年 6 月 18 日（土）、6 月 19 日（日） （2 日間） 

            【申込期間】 2022 年 5 月 30 日～６月 8 日 ※定員になり次第受付終了 

 

【第 2 回目 開催日】 2022 年 7 月 10 日（日）、7 月 17 日（日） （2 日間） 

          【申込期間】 2022 年 6 月 20 日～6 月 29 日 ※定員になり次第受付終了 

 

【追加開催】【第３回目 開催日】 2022 年８月 13 日（土）、８月 1４日（日） （2 日間） 

          【申込期間】 2022 年７月 20 日～7 月 31 日 ※定員になり次第受付終了 

 

【第４回目 開催日】 2022 年 12 月 17 日（土）、12 月 18 日（日） （2 日間） 

          【申込期間】 2022 年 11 月 28 日～12 月 7 日 ※定員になり次第受付終了 

 

 

5. 開催場所 「スタジオ シェイクスピア」東京都杉並区和田 1-1-12 ペガサスビル６F 

（東京メトロ丸の内線 中野富士見町駅徒歩２分） 

【８月開催のみ上野中学校】 

       「台東区立上野中学校」東京都台東区上野桜木 1-14-55 

（ＪＲ山手線 鶯谷駅 徒歩 7 分、ＪＲ山手線 上野駅 徒歩 13 分） 

※会場への直接の問い合わせはご遠慮ください。 

 

6. 講習内容 集合講習 13.5 時間  別紙 2「日程表」参照 

       本講習は体育館での開催ができないため、実技科目は簡易的な演習となります。 

【８月開催の上野中学校はオンコートでの実技・演習あり】 

 

7. 受講資格 ① E 級、E-１級、E-２級ライセンス保持者で、講習日の全日程が参加可能な方  

       ② 本要項に記載事項ならびに別紙 1 の「新型コロナウイルス感染症対策について」 

に同意する方 

 



8. 受講定員 各回 30 名程度 【８月開催は定員 60 名】） 

 

9. 受講料  13,200 円（税込） ※支払い時には別途システム利用料（273 円）がかかります。 

 

10. E-1 級有資格者の受講料、講習の免除 

受講料：E-1 級有資格者の受講料は 9,900 円（税込）です。 

講習免除：E-1 級有資格者は初日の午後のカリキュラム（「バスケットボールにつながるウォーム 

アップ」(1.5h)「得点する技術①」(1.5ｈ)「一日の振り返り」(0.5ｈ）合計 3.5 時間 

が免除となります。 

  ※自己研鑽のために講習を受講することも可能です。受講当日の受付時にお申し出ください。 

 

11. 申込方法  

① TeamJBA 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。 

（申込期間外は表示されません。下記 URL をクリックするとログイン後、直接申込画面が開きます） 

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 「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 

【第 1 回 6 月開催】 

「2022 年度東京都 JBA 公認 D 級コーチ養成講習会（6 月開催）」(講習会番号:  E1004275) 

https://team-jba.jp/member/workshop-applying/14902/detail 

【第 2 回 7 月開催】 

「2022 年度東京都 JBA 公認 D 級コーチ養成講習会（7 月開催）」(講習会番号:  E1004276) 

https://team-jba.jp/member/workshop-applying/14903/detail 

【第 3 回８月開催】 

「2022 年度東京都 JBA 公認 D 級コーチ養成講習会（８月開催）」(講習会番号: E1004749) 

https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15446/detail 

【第４回 12 月開催】 

「2022 年度東京都 JBA 公認 D 級コーチ養成講習会（12 月開催）」(講習会番号: E1004277) 

https://team-jba.jp/member/workshop-applying/14904/detail 

④ 所定の申込情報を入力し、申込を実行する。 

⑤ 講習料の支払いは、設定上「オプション料金」から選択するようになっていますので 

必ずご自身の受講料を確認のうえ、選択をしてお支払い手続きをお願いします。 

（E 級・E2 級コーチは 13,200 円を選択、E1 級コーチは 9,900 円を選択） 

⑥ 申込完了後、請求書の発行および支払いを行ってください。支払情報のメール通知はありません。

「コンビニ、ゆうちょ」を選択した場合は画面に表示される支払に必要な情報(各種番号等)を必

ずお控えいただき、期限までにお支払いください。 

（請求書の発行、支払方法の確認→https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-bill-issue/） 

（受講料の入金確認方法→  サイドメニュー「支払」>「支払履歴」をクリック） 

 

12. テキスト（講習で使用するため、書店・オンライン等で各自購入の上、必ず持参してください）  

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

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

    参考：購入ページ(外部リンク)＞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/14902/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/14903/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/15446/detail
https://team-jba.jp/member/workshop-applying/14904/detail
https://team-jba.nf-support.jp/member/manual/manual-bill-issue/
https://www.taishukan.co.jp/book/b198716.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b243649.html


 （amazon、楽天ブックス等でもご購入できます。書店で注文の際は ISBN コードをお伝えください） 

   

13. 事前課題についいて 

・受講者は JBA のホームページからワークブックをダウンロードして各自印刷し、事前学習に取り 

組んだ上で、受講日に持参してください。（資料は PDF 形式ですが各自の工夫でワープロ打ち可） 

http://www.japanbasketball.jp/files/coach/cultivation/2022/JBA_D-Coach-WorkBook2022.pdf 

・事前学習を行っていない場合やワークブックを忘れた場合はライセンスを認定しません。 

【注意事項】過去の講習で、事前学習の記載内容が「明らかに少ないもの」や「単なるコピペ」をするような事例 

があり再提出を求めたことがありました。このような場合においてもライセンスを認定しない場合があります。 

  

・講習ではワークブックの記載内容に基づき、受講者がディスカッションや発表を行います。 

【注意事項】U12 カテゴリーを指導されている方も、他のカテゴリーの指導者と技術・戦術についてディスカッシ 

ョンを行います。「ミニでは指導しないから・・・」ではなく、指導対象を超えたバスケットボールの議論が 

できるように、指導教本だけでなく、他の書籍や雑誌・インターネット等を利用し、下調べをして「事前課題」 

に取り組んでください。 

  

14. 持ち物等（すべて必須） 

 ・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） 

・上記ワークブックの「事前課題で各自が記載したページ」のコピー（協会に提出用） 

 ・室内シューズ、保険証、ライセンス証、筆記用具、クリップボード 

 ・受講者が体温等を記録した「健康チェックシート」 

・不織布マスクを着用してください。 

 ・実技科目では簡単な演習があります。動きやすい服装でご参加ください。 

（更衣室はありません。運動着に着替える必要はありません。） 

【８月開催の上野中学校はオンコートでの実技・演習あり、更衣室あり】 

 

15. 諸連絡・注意事項 

 ・別紙 1 の「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。 

・受講にあたっては 2 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。 

・チームの大会や行事などが重なった等の理由でのキャンセルも認められません。 

・当日の昼食は各自用意するか近隣のコンビニ、飲食店をご利用ください。 

・駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください。 

・当日の写真撮影およびビデオ撮影は禁止します。 

・会場内での貴重品や荷物の盗難・紛失は一切責任を負ません。各自で管理をお願いします。 

・講習会中のけが等については一切責任を負いません。各自スポーツ保険等に加入してください。 

・講習会参加者の肖像権は、専属的に東京都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）は東京都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。 

 ・講習を修了し、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ときは、受講を取り消します。 

以上 

 

 一般社団法人 東京都バスケットボール協会 

http://www.japanbasketball.jp/files/coach/cultivation/2022/JBA_D-Coach-WorkBook2022.pdf


 指導者養成委員会 

 coach@tokyobasketball.jp 

mailto:coach@tokyobasketball.jp

