２０２２年度 （公財）日本サッカー協会 公認 C 級コーチ養成講習会【A コース】
（公財）日本スポーツ協会公認指導員養成講習会
＜開催要項＞
１．目

的

サッカー指導者の基礎を理解し、アマチュアレベル（子どもから大人）の指導が出来る人材を養成する

２．主

催

（公財）日本サッカー協会 （公財）日本スポーツ協会

３．主

管

（公財）愛知県サッカー協会 技術委員会 指導部会

４．受講資格

（１）2022 年 4 月 1 日現在、満 18 歳以上である者。

４．受講資格

（２）地域においてスポーツ活動を実施している指導者および、これから指導者になろうとする者。

４．受講資格

（３）10 日間にわたる講習会に必ず全日程参加出来る者。

６．定

員 ２4 名 （※最少催行人数 16 名）
【注意】 ※最少遂行人数に満たない場合は、開催中止となる場合があります。
※応募多数の場合は、D 級ライセンスの有無、推薦者、JFA 加盟登録チー
ム所属の有無、指導歴を総合的に審査して決定いたします。
尚、上記の【推薦者】に該当する方は、県技術委員、47ＦＡインストラ
クター、地区ダイレクター、各地区技術委員長、各種別技術委員長に限
ります。学校・クラブチームの代表や監督等は推薦者に該当しません。

７．講習内容
８．開催期間

◆基礎理論（講義） ◆実技 ◆指導実践 ◆筆記テスト ◆通信教育
①11 月 5 日（土）②11 月 12 日（土）③12 月 4 日（日）④1 月 7 日（土）
⑤1 月 9 日（祝月）⑥1 月 29 日（日）⑦2 月 25 日（土）⑧2 月 26 日（日）
⑨3 月 5 日（日） ⑩3 月 19 日（日）
計 １０日間

【注意】 ※原則、９：００～２１：００内で行います。
但し、日程によって開始時間と終了時間が異なりますので、ご注意ください。
各日程の時間詳細は、受講確定後にご案内いたします。
※荒天のため開催できなかった日程は、後日予備日を設定し開催を行います。

９．開催場所

≪講義≫： 豊田市運動公園陸上競技場会議室、球技場役員室 他
≪実技≫： 豊田市運動公園陸上競技場、球技場 他

１0．参加費用 ４０,６００円 （内訳： 受講料 30,700 円、教材費 7,700 円（必須教材のみ）、JFA 納付金 2,200 円）
【注意】 ※新規で JFA 指導者資格を取得する方は、JFA 初年度登録料「5,000
円」が別途必要となります。
JFA 初年度登録料は、資格認定後（合格者のみ）お支払いいただ
きます。
※参加費用は、受講確定後に KICKOFF にてお支払いいただきます。（支払い方法は受講確定後ご案内）
※参加者ご自身でご用意いただく教材費は上記に含まれません。
（11．受講確定者にて用意する教材 参照）

11．受講確定者にて用意する教材
受講確定者は以下の教材をご用意ください。お持ちでない方のみ各自で購入してください。
（※既にお持ちの方は購入不要となります。）
●教材概要
① JFA2017 指導指針（U１０～）

2,200 円（税込）

② JFA キッズ（U-８）指導ガイドライン

1,100 円（税込）

③ JFA キッズ（U-6）指導ガイドライン

1,100 円（税込）

▷左記の JFA 指導教材販売ページより各自で購入していただけます https://req.qubo.jp/jfa_coach/form/entry

12．申込期間

9 月１日（木）～１０月２日（日） ※期間厳守※

13．受講可否のご連絡
・申込み締切り後、書類選考をもって１０月１１日（火）までに、受講の可否をお知ら
せいたします。
メールにて、ご連絡いたしますので、必ず info.coach@aifa.jp （指導者窓口専
用）のメールが受け取れるようにしてください。尚、選考に関するお問い合わせ
はお受けいたしかねますのでご了承ください。

14．申込方法

・講習会への参加申し込みは全て（公財）日本サッカー協会 KICKOFF サイト上か
ら手続きしていただきます。
【１】 「D 級指導者資格」保持の方、「キッズリーダー資格・任意登録者」の方
【申込画面への手順】
①JFA の HP（http://www.jfa.jp/）⇒【KICKOFF】⇒【JFA ID】ログイン
⇒【指導者】 ⇒ 講習会・研修会 ⇒ 講習会・研修会申込み
②当研修会を検索（下記３つのみ入力の上、検索をしてください）
※技能区分

→ サッカー指導者

※講習会・研修会区分 → 昇級講習会
※主催協会

→ 都道府県を選択して、愛知県サッカー協会

③検索後、KICKOFF 上の手順に従い、お申込みください。
【注意】
▼「D 級指導者資格」保持の方
・D 級指導者の方で未だ、JFAID をお持ちでない方は、JFA ID を取得の上「保有資
格登録」を行ってください。
但し、チーム・選手登録・審判資格登録等で、既に JFA ID をお持ちの方は、お持
ちの JFA ID に保有資格登録
を行ってください。
▼「キッズリーダー資格・任意登録者」の方（指導者登録番号保持者）
・講習会お申込みの前に、ご自身の JFA ID にお持ちの指導者資格がひも付けされ
ているか（保有資格登録が行われているか）ご確認ください。※保有資格登録を行
っていないと、当研修会の検索ができません。

【２】指導者資格をお持ちでない方（新規取得者）
【申込画面への手順】
①JFA の HP（http://www.jfa.jp/）⇒【KICKOFF】⇒【JFA ID】ログイン
⇒【指導者 ⇒ 講習会・研修会 ⇒ 講習会・研修会申込み
②当研修会を検索（下記３つのみ入力の上、検索をしてください）
※技能区分

→ サッカー指導者

※講習会・研修会区分

→ 指導者養成講習会

※主催協会

→ 都道府県を選択して、愛知県サッカー協会

③検索後、KICKOFF 上の手順に従い、お申込みください。
【注意】
・JFA ID を取得されていない方は、新規取得をお願いします。
（JFA HP より取得してください。）
・チーム・選手登録、審判資格登録等で既に JFA ID をお持ちの方は、お持ちの JFAID
で手続きを進めてください。

15．その他注意事項
①講習会中にどうしても欠席しなければならない用事が入った場合
（例：インフルエンザ、身内の不幸等）は欠席した講義・実技を次年度までに受講
の上合格すれば、資格認定をさせていただきます。
但し、受講料として講義または実技１コマにつき、1,000 円が必要です。
②筆記試験、指導実践で不合格の場合は、次年度までに受講の上合格すれば、資格
認定させていただきます。
但し、再受講料として筆記試験または指導実践１コマにつき、2,000 円が必要です。
③申込み時点で参加出来ない日程がある場合、申込みはご遠慮ください。
④KICKOFF にてお申込み時、コメント欄に「現指導チーム、指導歴等」を入力いた
だきます。書類選考時に必要な情報となりますので、必ずご入力ください。
⑤受講確定/参加料のお支払い後、万一受講をキャンセルされた場合は、JFA 納付金
（2,200 円）のみ返金いたします。
（返金の際、振込手数料は差し引かせていただきます。）
その他の参加料は、原則返金いたしかねますので、予めご了承ください。
16．【重要】新型コロナウィルス感染予防における本講習会での遵守事項
（１）講習会・研修会当日より過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察
期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある
場合は、参加を見合わせる。
（２）講習会・研修会当日より過去 14 日以内に、体調が良くない場合（例：発熱・咳・
咽頭痛などの症状がある）、若しくは、同居家族や身近な人に感染が疑われる方
がいる場合は、当日の参加をも見合わせる。
（３）講習会・研修会当日の講義については、マスクを必ず着用する。また、マスク
は各自で準備する。
（４）講習会・研修会当日より 14 日前から(当日を含む 15 日間)検温を実施し、健康
状態をチェックシートに記入の上提出する。

（５）講習会・研修会当日において、体調が悪いとインストラクターが判断した場合、
速やかに帰宅する。
（６）講習会・研修会参加後、2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合
は、主催者(愛知県サッカー協会技術委員会）に対し速やかに連絡すること。
（７）感染防止のために主催者が決めたその他措置についても遵守し、従うこと。
※その他承諾・遵守事項は、別途ご案内します。承諾・遵守事項を守れない方は受講をお断りする場合があります。
※講習会開催中であっても、本講習会内での新型コロナウイルスの感染の危険性がある場合、もしくは愛知県内の
感染拡大状況に応じて休講措置を講じる場合があります。休講した場合は、無期限延期の処置を取り、新型コロナ
ウイルスの感染拡大状況により再開することとします。
17．問い合わせ先
■講習会に関するお問い合わせ
（公財）愛知県サッカー協会 事務局
TEL：052-846-2320（土日・祝日を除く）／FAX：052-846-2383E-mail：info.coach@aifa.jp （指導者窓口専用）
指導者専用お問い合わせフォーム：https://forms.gle/ZLLMbbETKUk3WxYHA
■KICKOFF システム（申込手順・保有資格登録）に関するお問い合わせ
JFA 登録サービスデスク TEL： 050-2018-1990 （最初の音声ガイダンスでは［1］KICKOFF を選択してください）
※お電話が繋がりにくい場合は、専用お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

https://www.jfa.jp/registration/sd.html

