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３月１日～２日にかけて公益財団法人日本バレーボール協会の加盟団体	 (４７都道府県協

会と全国連盟)の指導普及委員長が集まり、全国指導普及委員長会議・研修会(公認スポー

ツ指導者講師競技別全国研修会)が東京都文京区「ホテル機山館」で開催されました。	 

	 

【３月１日（土）】	 

１日目は、亀ケ谷指導普及委員長の挨拶の後、指導者講習会の企画・立案や実施方法につ

いての提案があったほか、公認スポーツ指導者	 (有資格者)の活動事例が報告されました。	 

●２０１４年指導普及委員会運営方針について	 

	 	 第５期国内事業本部基本方針を踏まえ、２０２０年の東京オリンピックを見据えた協会

のバレーボール振興の取り組みを、各都道府県バレーボール協会及び各連盟との連携を強

化し、指導と普及の立場で支援するとして、都道府県バレーボール協会・各連盟指導普及

委員長との連携強化と指導者との連携強化が示された。	 

①都道府県バレーボール協会・各連盟指導普及委員長との連携強化	 

	 	 ○講習会・研修会の支援	 ○HP・メールでの情報提供	 ○事業の早期決定・周知	 

	 	 ○問題点の把握	 

	 ②指導者との連携強化	 

○指導者との連携強化（JVAMRS の活用、有資格者に情報提供）○義務研修の充実	 

続いて、各部から平成２６年度の事業計画が示された。	 

●指導者育成部	 

今年度は12月20日・21日に指導員・上級指導員を対象とした指導者研修会を開催する予定。

また、	 多くの公認スポーツ指導者(有資格者)が研修会を受講できるよう、より多くの受講

機会を作っていく予定。	 

	 	 ○日本体育協会公認コーチ・上級コーチ講習会	 

	 	 	 コーチ	 	 ：8 月 9 日（土）～13 日（水）	 東京都港区	 明治学院大学	 

	 	 	 上級コーチ：8月 9日（土）～11 日（月）	 東京都港区	 明治学院大学	 

	 	 ○公認指導者（上級コーチ・コーチ）研修会	 

	 	 	 8 月 30 日（土）・31 日（日）	 大阪府大阪市	 HOTEL	 PLAZA	 OSAKA（予定）	 

	 	 ○（新規）公認指導者（上級指導員・指導員）研修会	 

	 	 	 12 月 20 日（土）・21 日（日）：東京都港区	 明治学院大学	 

	 	 ○公認講師認定講習会	 

	 	 	 12 月 13 日（土）・14 日（日）	 東京都港区	 明治学院大学	 

	 	 ○大学生対象	 日本体育協会公認バレーボール指導員（専門科目）資格取得講習会	 

	 	 	 東部地区：8月 9日（土）～12 日（火）	 東京都港区	 明治学院大学	 

	 	 	 	 	 西武地区：8月 8日（金）～11 日（月）	 大阪府立大学工業高等専門学校	 

	 	 ○クラブ連対象	 日本体育協会公認バレーボール指導員（専門科目）資格取得講習会	 

	 	 	 １週目：9月 27 日（土）～28 日（日）	 2 週目：11 月 15 日（土）〜16 日（月）	 

	 	 	 山口県山口市	 小郡ふれあいセンター	 

	 	 ○都道府県別バレーボール指導者研修会	 

	 	 	 平成 26 年 4 月〜平成 27 年 2 月	 全国２０都道府県で開催	 
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	 	 ○ソフトバレーボール・マスターリーダー養成講習会	 

	 	 	 平成 26 年 7 月 12 日（土）～13 日（日）	 東京都世田谷区	 大蔵第二運動場	 

○ビーチバレー指導者講習会	 

	 	 	 （１）8月 23 日（土）〜24 日（日）北海道留萌市	 ゴールデンビーチるもい	 

	 	 	 （２）日程未定	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 茨城県東茨城郡大洗町	 大洗サンビーチ	 

	 	 ○全国実業団バレーボール指導者研修会	 

	 	 	 10 月 18 日（土）〜19 日（日）	 新潟県上越市	 

●プロモーション部	 

	 ＪＶＡゴールドプラン（ＧＰ）：２０１２年から小中学生を対象実施	 

	 	 ◎ＧＰ	 全国中学生バレーボール指導者研修会（１７会場で実施）	 

	 	 ◎ＧＰ	 全国小学生バレーボール指導者一次講習会（４会場で実施）	 

	 	 ◎ＧＰ	 全国小学生バレーボール指導者二次講習会（５会場で実施）	 

	 	 ◎ＧＰ	 全国小学生バレーボール指導者三次講習会（８会場で実施）	 

	 	 ◎ＧＰ	 Ｖリーグ選手と一緒にバレーボール教室（１０会場で実施）	 

	 	 ◎ＧＰ	 平成 26 年度全国小中学生一貫バレーボール教室（３会場で実施）	 

	 	 ◎ＧＰ	 ２０１４バレーボール教室（アシックス／ミズノ	 バレーボール教室）	 

	 	 	 	 	 	 （１０会場で実施）→11 月 24 日（月・祝）山形市総合スポーツセンター	 

	 	 ◎（新規）ＳＴＩＮＧＯ配信事業	 

	 	 	 公認講師、コーチ、上級コーチ資格を有する指導者に情報を配信していく予定	 

	 	 ◎全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会	 

	 	 	 9 月 27 日（土）〜28 日（日）大阪府大阪市	 門真スポーツセンター、府立体育館	 

	 	 ◎全国ソフトバレー・ファミリーフェスティバル	 

	 	 	 8 月 8 日（金）〜10 日（日）	 千葉県船橋市	 船橋総合体育館	 

	 	 ◎全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル	 

	 	 	 10 月 10 日（金）〜12 日（日）	 北海道釧路市	 湿原の風アリーナ釧路	 

	 

引き続き、講義・研修に入った。	 

●講義「養成講習会における企画・立案及び講習・試験」について	 	 

講師：工藤憲氏、財間常文氏	 

現在の課題は、MRS に登録しないチームが増えていることや指導員資格を失効する方が

多いため、今後は普及につながる講習会にする必要性が示された。	 

●報告「公認スポーツ指導者の指導者活動事例」について	 

報告者：愛知県協会指導普及委員長	 深尾孝雄氏	 

京都府協会指導普及委員長	 中嶋大輔氏	 

	 両氏から指導者活動事例の報告があり、今後は協会主導によるバレーボール人口増加施	 

策に関するロールモデル（授業研、保幼研、ジュニア発掘プロジェクト）を確立する必	 

要性あることを確認した。	 

●グループ協議（北海道・東北ブロック）	 

有資格指導者の活動の場の提供や資格の必要性の曲解（大会参加のための資格取得）な	 

どの問題について協議した。	 
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【３月２日（日）】	 

２日目には公益財団法人日本体育協会より、指導者育成の取り組み、指導者育成のための

環境整備の必要性について、情報共有がありました。	 

●「日本バレーボール協会運営基本方針」について、下山国内事業本部長から示された	 

	 ・若年層（小学生・中学生）競技人口拡大に対し、最大限の努力を行う	 

	 	 →ゴールドプラン（アシックス、ミズノ）	 

	 ・ビーチバレーボール：東京オリンピックに向けて普及・強化を図る	 

	 ・育成強化：暴力・体罰の根絶を図る→体罰によらない指導法	 

	 ・組織強化：情報の共有、意思疎通を図る	 

	 ・国際力強化：アジアの未開発国でバレーボールの普及活動を行う	 

●講義「日本体育協会からの情報提供」について	 講師：日本体育協会指導者登録係	 

○スポーツ指導者育成事業推進プランについての説明、バレーボール有資格指導者の登	 

録状況の推移と基本方針として、①有資格者の拡充、②指導者の資質向上、③指導者	 

の社会的価値の向上、④有資格指導者の活動の場の提供の４点が示された。	 

●講義「ジュニア層のバレーボール環境構築の方向性」について	 講師：橋爪静夫氏	 

	 ○地域におけるスポーツ環境構築の重要性が述べられ、ヤングバレーボールクラブのこ	 

れまでの事業展開の報告がなされた。	 

●講義「競技者育成プログラム（一貫指導体制）」について	 講師：高梨一貫指導委員長	 

	 ○一貫指導システムの流れや「より長身の選手を」「発育発達に合わせて」「適切な時	 

期に」「適切な指導を」というＪＶＡ競技者育成システムの説明、一貫指導委員会の	 

これまで取り組みの歴史が報告された。	 

○指導者が皆同じ方向を向き、年齢に応じた指導を実践することが、一貫した指導を進	 

め、選手を強化することにつながることが述べられました。	 

●講義「指導者講習会における指導理論」について	 講師：植田辰哉氏	 

	 ○ジュニア世代のバレーボール環境構築の方向性、指導者としての考え方、プランニン	 

グの必要性などに関する講義がありました。	 

	 ○バレーボールの悪いイメージ（大きくなければできない、厳しい指導、大会が多すぎ	 

るなど）を変えること、全日本選手を育てるという当事者意識を持つこと、オリンピ	 

アンの活用、バレーボールの宣伝、ＪＯＣへのアピール（バレーボール男女はオリン	 

ピックに出場している）の必要性等についての説明があった。	 

●講義「バレーボール指導の基本的な考え方」について	 講師：積山和明氏	 	 	 

	 ○初心者に対してのスパイク指導の導入について、自らの研究結果等の説明があった。	 

●講義「精度の高いバレーボールのための基本技術」と統一化について	 講師：緒方良氏	 

	 ○上手にプレーできることがバレーボールの醍醐味をさらに引き出し、かつ、心・体の	 

	 	 成長も促進されること、技術（technique）と技能（skill）の定義と区分について等	 

	 	 の説明があった。	 

●研修会まとめ	 

最後に、亀ヶ谷指導普及委員長の挨拶で２日間の研修が終了した。	 


