
 

2022 年 9 月 9 日 

2022 度 キッズサポートリーダー養成講習会 開催要項 

 

■開催趣旨 キッズサポーターとは？？ 

  キッズサポーターとは、子どもたちに体を動かす

ことの楽しさを伝えることができる指導者の養成

を目的に、2019 年度に新しく新設されたコーチ

ライセンスです。（※新設当初は、「キッズインス

トラクター」という名称でしたが、「キッズサポーター」という名称に変更になりました。） 

  現代社会では、社会環境や生活様式の変化などにより、運動の機会が減少し、子どもたちの体

力・運動能力の低下が指摘されています。そういった中で、子どもたちに体を動かすことの楽しさを

伝えることができる指導者（＝キッズサポーター）の養成を行うこととしました。これによって子どもた

ちがスポーツに触れる機会が増えるとともに、バスケットボールをはじめとするスポーツを楽しむ人々が

増え、「日本が元気に！」なることを目指しています。 

 

 キッズサポートリーダーとは？？ 

  キッズサポートリーダーとは、キッズサポーターを養成す

るための、キッズサポーター養成講習会の講師を担当

できるライセンスです。 

  体を動かすことの楽しさをまだ知らない子どもや、運

動が苦手な子ども、集団行動に慣れていない子どもな

どに対しての指導は、すでにスポーツに熱中している子どもに対しての指導とはまた違う指導力が求

められます。キッズサポートリーダーは、体を動かす楽しさを伝えるために必要な指導方法や心構え

を十分に理解し、それをキッズサポーター取得を目指す受講者に伝えるとともに、受講者が主体的

に考え、意見交換をできるような講習会を運営することが求められます。 

  キッズサポートリーダー養成講習会では、子どもの特徴や指導方法についての講習と、キッズサポ

ーター養成講習会のファシリテートについて学びます。 

 

 本講習について 

  キッズサポートリーダーの受講資格の一つに「キッズサポーターの資格を有すること」が必要となりま

すが、キッズサポートリーダー講習会の講習スケジュールの中にキッズサポーター養成講習会も組み

込み、キッズサポーター・キッズサポートリーダーの2つのライセンスを同時取得する形で開催します。 



 

■主催・主管  公益財団法人日本バスケットボール協会 

 

■目的        キッズサポーター養成講習会を担当できるキッズサポートリーダーの養成 

 

■キッズサポートリーダーの役割 

            各都道府県におけるキッズサポーター講習会を担当する。 

            ※キッズサポートリーダーは、キッズサポーター養成講習会のカリキュラムにしたがって講習会を展開

していただきます。 

 

■キッズサポートリーダーに必要な資質・能力 

            ・キッズサポーター養成講習会の内容を理解し、講習会を展開することができる。 

            ・プレゼンテーションができる。 

            ・ファシリテーションができる。 

 

■受講条件 以下の条件を満たしていること 

 ・受講年度の 4 月 1 日現在満 20 歳以上であること 

・C 級以上のコーチライセンスを取得していること 

・キッズの指導経験が 5 年以上あること（ミニバス、スポーツクラブ、専門学校 など） 

・理念に共感できること（子どもたちを楽しませること、運動することやバスケットボールの入り口を

担うという責任） 

・キッズサポーター講習会の開催に協力できること 

・過去に懲罰歴がないこと 

 

■日時・会場  ①福岡開催 ※対象ブロック：原則として受講生は近畿・中国・四国・九州ブロックの方とします。 

2022 年 11 月 5 日（土）【Day1】      11:00～18:50 （10:30～10:55 受付） 

2022 年 11 月 6 日（日）【Day2】      9:20～17:00 （9:00～9:15 受付） 

会場：九州共立大学（〒807-8585 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘 1-8） 

＊アクセス https://www.kyukyo-u.ac.jp/introduction/access/ 

②福島開催 ※対象ブロック：原則として受講生は東北・関東・北信越・東海ブロックの方とします。 

2022 年 12 月 3 日（土）【Day1】      11:00～18:50 （10:30～10:55 受付） 

2022 年 12 月 4 日（日）【Day2】      9:20～17:00 （9:00～9:15 受付） 

会場：福島県青少年会館 （〒960-8153 福島県福島市黒岩字田部屋 53 番 5 号） 

               ＊アクセス https://www.fukushima-youth.com/youth/access/ 



※対象ブロックの日程で都合がつかない場合は他方の日程を参加希望としていただくことも可能です。 

※受講希望者数により、①②の振り分けを行います。対象ブロックとは異なる日程になる場合がございます。 

※受講人数により終了時刻が変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

■講習会スケジュール・内容 

【Day1】 ＊キッズサポートリーダーの講習会の一部にキッズサポーター養成講習会を含む 

10：30～10：55 受付  

11：00～12：30 キッズサポーター、キッズサポートリーダーの果たすべき役割 講義 

12：30～13：30 昼休憩  

13：30～15：00 ＜キッズサポーター講習会 開会＞ 

子どもたちの「楽しい！また来たい！」を生み出す環境作り 

 

講義 

15：00～15：10 休憩  

15：10～16：10 子どもたちを惹きつけるファンドリル① 実技あり

講義 

16：10～16：20 休憩  

16：20～17：20 子どもたちを惹きつけるファンドリル② 

グループワーク 

実技あり

講義 

17：20～17：50 質疑応答 

＜キッズサポーター講習会 閉会＞ 

 

～17：50 休憩  

17：50～18：50 サポーター講習振り返り、2 日目に向けて 

 

講義 

18：50 解散  

 

【Day2】  

9：00～9：15 受付  

9：20～10：20 グループワークのマネジメント 講義 



10：20～10：30 休憩  

10：30～12：00 ファンドリル講習実践① 実技 

12：00～13：00 昼休憩  

13：00～14：30 ファンドリル講習実践② 

 

実技 

14：30～14：40 休憩  

14：40～16：10 講習の振り返り 講義 

16：10～17：00 質疑応答 

解散 

 

 

  ＊上記集合講習の他、事前学習、事後の確認テストがあります。 

 

■講師 加賀屋 圭子（予定） 

  ┗JBA 指導者養成委員会 委員 

  ┗取得ライセンス：JBA 公認 C 級コーチ、キッズサポーター 

  ┗所属：株式会社 ERUTLUC  

 中田 和秀（予定） 

  ┗JBA 指導者養成委員会 キッズサポーター準備プロジェクトメンバー 

  ┗取得ライセンス：JBA 公認 C 級コーチ 

  ┗所属：株式会社 ERUTLUC  

 諸橋 幸恵（予定） 

  ┗JBA 指導者養成委員会 キッズサポーター準備プロジェクトメンバー 

  ┗取得ライセンス：JBA 公認 C 級コーチ、キッズサポーター 

  ┗所属：株式会社 ERUTLUC 

 

■認定ライセンス 本講習を受講・修了することで以下の 2 つのライセンスの認定が受けられます。 

 ①JBA 公認キッズサポートリーダー（有効期間：取得年度を含めて 3 年間） 

                           ※本ライセンスの更新は所定の更新講習を受けることが必要です。 

 



 ②JBA 公認キッズサポーター（有効期間：取得年度を含めて 5 年間） 

  ※本ライセンスの更新手続きはありません。5年間で自動的に失効します。継続、再取得を希

望する場合は、再度講習会を受講してください。 

    

■認定条件 ①JBA 公認キッズサポートリーダー 

  ・キッズサポートリーダー養成講習会の全講習に参加していること 

  ・講習受講後の確認テストに合格すること 

 ②JBA 公認キッズサポーター 

  ・キッズサポーター養成講習会の全講習に参加していること 

  ・講習後に実施するアンケートに回答すること 

 ※認定を受けた後は登録手続きが必要となります。 

 

■定員 各回 24 名程度 

 

■受講料 13,200 円（税込） 

 ＜内訳＞ 

 キッズサポートリーダー養成講習会受講料：11,000 円 

 キッズサポーター養成講習会 受講料：2,200 円 

  ※お支払い時には別途システム利用料（273 円）がかかります。 

 

■申込方法    TeamJBA にて申込受付を行います。詳細は受講者宛に別途ご案内します。 

 

■申込期間  受講者宛に別途ご案内します。 

 

■事前課題     受講者には事前課題に取り組んだうえで受講していただきます。詳細は受講者宛に別途ご案内

します。 

 

■持ち物 実技のできる服装、屋内シューズ、飲み物、筆記用具、保険証、旅費精算書（領収書など）

健康チェックシート、接触型体温計、クリップボード（任意）、昼食 等 

 

■費用・宿泊     往復交通費と宿泊代は JBA にて負担いたします。支払いおよび前泊・後泊の基準は JBA に

て定める基準とします。精算方法は後日受講者にご案内いたします。 

             ＊宿泊は各自でご手配ください。 



              ＊通いでの参加が可能な場合は、通いでの参加も可能です。 

                          ＊宿泊代の上限は 8,000 円/泊となります。なお以下の基準を満たす場合は前泊・後泊分を

お支払いいたします。 

                         ◎自宅最寄駅出発時刻：7 時以前となる場合 または 自宅最寄駅到着時刻：23 時以降

となる場合 

                          ＊旅行代理店の宿泊パックプランで宿泊を含む旅費が通常の往復交通費と比較して割       

安である場合は、宿泊パックをご利用いただいても構いません。その場合はパック料金をお支払い

いたします。 

 

■諸連絡および注意事項 

 ・受講者には新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのルールに従っていただきます。 

 （詳細は受講者宛にご案内いたします。） 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、講習会の実施を急遽中止する可能性がありま

すので予めご了承ください。 

 ・施設内での写真撮影、ビデオ撮影は禁止します。 

 ・会場内での貴重品、荷物などの盗難・紛失については一切責任を負いかねます。各自での管

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かねます。各自スポーツ保険等に加入して下さ

い。 

 ・申込後のキャンセルについては、返金時の振込手数料を差し引き、受講料のみ返金いたしま

す。（システム利用料はお申込手続き時に既に発生している費用のため返金できません。）ま

た、事前に連絡のない欠席の場合は返金できませんので予めご了承ください。 

 ・講習会参加者の肖像権は、専属的に日本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・動画含む）は JBA 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。 

 ・本講習会受講に際し取得した個人情報は、講習会関係資料の送付およびコーチ関係事業

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

得るものとします。 

 ・講習会中はスタッフの指示に従って行動してください。（万が一本事業の趣旨に反する行動が

あった場合には退出していただきます。） 

 

■問合せ先 公益財団法人日本バスケットボール協会 

 TEL：03-4415-2020（平日 10:30～17:00）＊音声ガイダンスにしたがって番号を選択してください。  


