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都道府県柔道連盟（協会） 会長 殿 

 

公益財団法人全日本柔道連盟 

 事 務 局 長  髙 山 健 

（公印省略） 

 

２０２１年度（公財）全日本柔道連盟 公認柔道指導者資格制度における 

「Ａ指導員養成講習会」の開催について（ご依頼） 

 

拝啓 平素より、（公財）全日本柔道連盟（以下、本連盟）の公認柔道指導者資格制度の推進にご協力を

賜り、誠に有難うございます。 

さて、本連盟指導者養成委員会は 2021 年度の A 指導員養成講習会について、新型コロナウイルス感

染症の全国的な感染状況を勘案し、全 40時間の講習時間の 20時間分を例年通りの対面講義（集合講習）

とし、残りの 20時間分をメディア講義として実施することにいたしました。対面講義は、下記（別紙要

項）の通り、東京都と福岡県の２か所にて開催することといたしました。一方メディア講義は、オンデ

マンド型（受講期間内であれば、任意の日時にいつでも受講可能）と同時双方向型（指定された日時に

受講）の 2 つのタイプの形式を用意し、いずれもご自宅等から受講していただくことができるようにい

たしました。 

貴連盟（協会）におかれましては、受講希望者を、別紙の推薦用紙にてご推薦いただきますようお願

い申し上げます。受講人数の制限は設けておりません。推薦用紙は、下記提出締め切日までに本連盟振興課

普及係宛ご提出下さい。また、受講推薦者がいない場合でも、その旨を記入しご回答下さい（FAX・メールどちら

でも可）。 

なお、交通・宿泊については本連盟の経費負担はございませんのでご注意ください。ご連絡が大変遅くなり

まして申し訳ございませんが、ご確認お手続きの程宜しくお願い致します。 

 敬具 

 

記 

１．対面講義（集合講習、20時間分） 

（1）東京都 

 開催期間予定：2021年 11月 28日（日）、12月 11日（土）、12月 12日（日）の 3日間 

 場所：講道館 

（2）福岡県 

 開催期間予定：2022年 1月 29日（土）、1月 30日（日）、2月 5日（土）の 3日間 

 場所：福岡医療専門学校 

２．メディア講義（20時間分） 

   ①オンデマンド型（12時間分） 

 受講期間：9月 1日（水）～11月 30日（火） 

   ②同時双方向型（8時間分） 

 開催日時：10月 1日～12月 31日（日）を予定（詳細は受講決定後に直接本人に連絡） 

※ 現時点で想定している講義時間帯は平日 18:00-20:00で、同一科目を 2日間開催する予定 



＜推薦用紙提出締め切り日＞ 

   2021年 8月 15日（日） 

 

添付書類 

１． カリキュラム内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・１部 

２． 開催要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 1部 

３． 日程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各 1部 

４． 受講者推薦用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各 1部 

以上 

 問い合わせ先 （公財）全日本柔道連盟 振興課普及係 

TEL：03-3818-4430／FAX：03-3812-3995／E-MAIL：shidou@judo.or.jp 

コピーしてお使いくだ

さい 



2021 年度公益財団法人全日本柔道連盟 

Ａ指導員養成講習会 開催要項 

 

１．目的  指導者を養成するために必要とされる程度の高度な指導力を有するＡ指導員を 

育成することを目的とする。 

 

２．主催  公益財団法人全日本柔道連盟 

 

３．開催期間 

（1）対面講義（集合講習、20 時間分） 

①東京都 

 開催期間予定：2021 年 11 月 28 日（日）、12 月 11 日（土）、12 月 12 日（日）の 3 日間 

 場所：講道館 

②福岡県 

 開催期間予定：2022 年 1 月 29 日（土）、1 月 30 日（日）、2 月 5 日（土）の 3 日間 

 場所：福岡医療専門学校 

※ 東京都か福岡県のいずれか一方で受講 

（2）メディア講義（20 時間分） 

   ①オンデマンド型（12 時間分） 

 受講期間：9 月 1 日（水）～11 月 30 日（火） 

   ②同時双方向型（8 時間分） 

 開催日時：10 月 1 日～12 月 31 日（日）を予定（詳細は受講決定後に直接本人に連絡） 

※ 現時点で想定している講義時間帯は平日 18:00-20:00 で、同一科目を 2 日間開催する予定 

 

４．受講者  各都道府県柔道連盟（協会）からの推薦者 

     ＊人数が規定に達しない場合は、中止とする場合もありますのでご了承ください。 

 

５．受講条件･経費  （１）全日本柔道連盟の登録会員（指導者資格登録者）であること 

（２）Ｂ指導員で（Ｃ指導員取得後 8 年以上かつＢ指導員取得後 2 年以上） 

                    （３）参加に係る経費について、本連盟からの経費負担なし 

＊受講料・交通費・宿泊費・食費等は全て自己負担になります。 

 

６．実施内容  メディア講義 20 時間（同時双方向型：8 時間、オンデマンド型：12 時間）、集合講習 20 時

間の合計 40 時間の講習会と検定試験 

＊今年度，科目の一部を受講し次年度以降に残りの科目を受講することも可能です。 

 受講有効期間は申込年度を含め 4 年間です。 

 その他 20 時間分の自宅学習、およびレポート課題の提出が必要です。 

 （別紙の日程表・カリキュラム参照）  



７．資格審査試験  検定試験、およびレポート課題等の評価による総合判定 

 

８．資格認定  本連盟の中央指導者資格審査委員会による 

 

９．受講料  ￥８,０００（テキスト代含む） 

        ＊本連盟からの受講者決定通知到着後にお振り込みください。 

     ＊今回一部受講（分割受講）の場合でも、受講料は最初に全額お支払いいただきます。 

 

10．その他  （１）資格の有効期限は 4 年間とし 4 年毎に更新する。本資格を更新しようとする者は、 

資格有効期内に本連盟の定める更新講習会（ポイント制）を受けなければならない。 

（２）必携品：筆記用具、柔道衣（白のみ）およびトレーニングウェアとし、 

テキスト等の資料は主催者が用意する。 

（３）本講習会受講に際し取得した個人情報は、本連盟が養成講習会関係資料の発送等を 

実施する際に利用し、これ以外の目的に個人情報を使用する際は、その旨を明示し 

了解を得るものとする。 

 

11．参加申込み等 （１）都道府県柔道連盟（協会）は、2021 年 8 月 15 日（日）までに所定の受講者 

推薦用紙にて申込むこと。 

（２）問合せ先：（公財）全日本柔道連盟事務局・振興課普及係まで 

          TEL：03-3818-4430 FAX：03-3812-3995 E-mail：shidou@judo.or.jp  

 

以上 

 

mailto:shidou@judo.or.jp


2021年度A指導員養成講習会　実施日程表

＜対面式＞20時間：東京都もしくは福岡県の希望地



2019年度 全日本柔道連盟
Ａ指導員養成講習会(東京都開催）の受講者推薦について（回答）

公益財団法人全日本柔道連盟　振興課 　宛
E-MAIL：shidou@judo.or.jp

都　道　府　県

以下の者をＡ指導員養成講習会受講者として推薦いたします。

ふりがな 性別
西暦　　　　年　　月　　日

氏名・段位
　　 段

男・女
満　　　　　　歳

全柔連登録メン
バーID　（９ケタ）

現住所
〒 住所（都道府県名から記入） TEL

FAX

携帯

e-mail

勤務先名

勤務先詳細
〒 住所（都道府県名から記入） TEL

FAX

e-mail

派遣依頼文書

派遣依頼文書
送付先

指導歴 １．　　　　　　　年　　月～　　　　　年　　月（　　　　　　　　　　　　　　）において

２．　　　　　　　年　　月～　　　　　年　　月（　　　　　　　　　　　　　　）において

３．　　　　　　　年　　月～　　　　　年　　月（　　　　　　　　　　　　　　）において

所属団体名(ﾁｰﾑ）

※受講条件は、Ｂ指導員に認定されている方（C取得後8年以上およびB取得後2年以上）となります。

※回答締切日は、2021年8月15日(日）です。

福岡
参加日程について

　（　 　）全日程受講する

　（　 　）部分参加にて受講する　＊下記より参加する日程に○をお付け下さい
　
　（　　 ）1/29　　（　 　）1/30   　（　 　）2/5

東京
参加日程について

　（　 　）全日程受講する

　（　 　）部分参加にて受講する　＊下記より参加する日程に○をお付け下さい
　
　（　　 ）11/28　　（　 　）12/11　　（　 　）12/12

受験希望地

東京・福岡
※いずれかに○をつけてください。

※下記、希望受験地にご回答ください。

自宅　　・　　勤務先上記役職者宛

メディア講義（オンデマンドおよび同時双方向型）
参加日程については受講生にメールにて通知いたします。
shidou@judo.or.jpからのメールを受信できるようご対応ください。

派遣依頼文書が必要
な方は詳細をご記入
下さい

派遣依頼先・役職名

派遣依頼先・氏名

生年
月日

2019.4.1時点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要　　　・　　　不要
＊どちらかに○をお付け下さい。
＊どちらにも記載がない方には作成・発送致しませんのでご注意ください


