
2022（令和4）年度　全日本柔道連盟公認　Ａ指導員養成講習会　日程（案）

東京※会場：講道館

900 1000 1010 1110 1120 1220 1320 1420 1430 1530 1540 1640 1650 1750

受付 理論 実技 実技 理論 実習 実習 実習

8：20～

開講式

8：40～

実技 実技 実技 実技 実技 実技 実技

実習 実習 実習 実習 実習 実習

メディア講義（東京・福岡会場で共通）

＜同時双方向型＞8時間

種目の特性に応じた基礎理論

1 　柔道論Ⅲ 柔道の本質 1 中村勇

2 安全管理・指導Ⅲ 柔道の安全管理・安全指導体制 2 小山勝弘

柔道事故の実態と法的責任 1 小山勝弘

4 　柔道の科学Ⅲ 柔道指導に必要な心理学的知識 2 前川直也

6 柔道の競技力向上策 柔道競技者の養成システム 1 中村勇

柔道指導者の養成システム 1 中村勇

8

＜オンデマンド型＞12時間

種目の特性に応じた基礎理論

1 柔道論Ⅲ 柔道発展史と近代柔道 1 中村勇

柔道の国際化 1 中村勇

柔道を通した国際理解・貢献 1 中村勇

4 柔道の科学Ⅲ 柔道指導に必要な生理学的知識 2 小山勝弘

柔道指導に必要な栄養学的知識 2 町田正直

柔道指導に必要な運動学的知識 2 石井孝法

5 柔道指導論 柔道技術の練習法 1 木村昌彦

目的や対象に応じた柔道指導 1 木村昌彦

6 柔道の競技力向上策 柔道競技力向上のための情報戦略システム 1 石井孝法

12

現在日程調整中
※受講者に別途案内をいたします。

実践的指導

体力向上とコンディ
ショニング

柔道論Ⅲ

対人技能の実践的指導

高橋・久保田

2日目
11月5日
(土)

審判規定と審判法II

小俣 小俣 高橋・久保田 高橋・久保田 高橋・久保田

各種「形」 各種「形」 基本指導の応用と実践
投技と固技の実践的指
導

投技と固技の実践的指
導

実践的指導

指導計画Ⅱ

審判規定と審判法の実
際、および問題点

柔道の今日的課題

5 6 7

1日目
10月23日
(日)

体力トレーニングⅢ

柔道形 柔道形 実践的指導

月日
1 2 3

昼休み
4

石井

指導者の倫理Ⅲ 指導計画Ⅱ

石井

指導計画Ⅱ

柔道場での救急措置と
事故後の対応

救急処置Ⅲ

実践的指導

暴力行為（ﾊﾗｽﾒﾝﾄ等）のない柔道指導,

礼節に裏付けられた行動とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 指導計画立案の実践 指導計画立案の実践 指導計画立案の実践

田中

3日目
11月6日
(日)

対象に応じた指導法Ⅱ 対象に応じた指導法Ⅱ 対象に応じた指導法Ⅱ指導計画Ⅱ

高橋

田中木村 田中 田中

高橋・久保田 高橋・久保田 高橋・久保田田中 田中 田中

指導計画Ⅱ 指導計画Ⅱ

指導計画の実施と評価
の実践

指導計画の実施と評価
の実践

指導計画の実施と評価
の実践

開講日時（1） 開講日時（2）

受講期間

10月3日～12月23日



2022（令和4）年度　全日本柔道連盟公認　Ａ指導員養成講習会　日程（案）

福岡※会場：福岡医療専門学校

900 1000 1010 1110 1120 1220 1320 1420 1430 1530 1540 1640 1650 1750

受付 実技 実技 実技 理論 実習 実習 実習

8：20～ 指導計画Ⅱ

開講式
指導計画の実施
と評価の実践

8：40～ 田中

理論 実技 実技 実技 実技 実技 実技

実習 実習 実習 実習 実習 実習

メディア講義（東京・福岡会場で共通）

＜同時双方向型＞8時間

種目の特性に応じた基礎理論

1 　柔道論Ⅲ 柔道の本質 1 中村勇

2 安全管理・指導Ⅲ 柔道の安全管理・安全指導体制 2 小山勝弘

柔道事故の実態と法的責任 1 小山勝弘

4 　柔道の科学Ⅲ 柔道指導に必要な心理学的知識 2 前川直也

6 柔道の競技力向上策 柔道競技者の養成システム 1 中村勇

柔道指導者の養成システム 1 中村勇

8

＜オンデマンド型＞12時間

種目の特性に応じた基礎理論

1 柔道論Ⅲ 柔道発展史と近代柔道 1 中村勇

柔道の国際化 1 中村勇

柔道を通した国際理解・貢献 1 中村勇

4 柔道の科学Ⅲ 柔道指導に必要な生理学的知識 2 小山勝弘

柔道指導に必要な栄養学的知識 2 町田正直

柔道指導に必要な運動学的知識 2 石井孝法

5 柔道指導論 柔道技術の練習法 1 木村昌彦

目的や対象に応じた柔道指導 1 木村昌彦

6 柔道の競技力向上策 柔道競技力向上のための情報戦略システム 1 石井孝法

12

現在日程調整中
※受講者に別途案内をいたします。

5 6 7

1日目
11月20日

(日)

指導計画Ⅱ 指導計画Ⅱ 指導計画Ⅱ

実践的指導

月日
1 2 3

昼休み
4

実践的指導 実践的指導 実践的指導

基本指導の応用と実践
投技と固技の実践的指
導

2日目
11月26日
(土)

指導計画の実施と評価
の実践

柔道の今日的課題

指導計画立案の実践 指導計画立案の実践 指導計画立案の実践

対人技能の実践的指導

小澤・藤本

石井

指導計画Ⅱ柔道論Ⅲ

各種「形」 各種「形」

坂本

3日目
11月27日
(日)

体力トレーニングⅢ 救急処置Ⅲ審判規定と審判法II

対象に応じた指導法Ⅱ

田中與儀與儀

坂本

石井

田中 田中

小澤・藤本 小澤・藤本

体力向上とコンディ
ショニング

柔道場での救急措置と
事故後の対応

審判規定と審判法の実
際、および問題点

田中

指導計画Ⅱ

小澤・藤本

柔道形 柔道形

指導計画の実施と評価
の実践

木村

小澤・藤本 小澤・藤本

投技と固技の実践的指
導

小澤・藤本

対象に応じた指導法Ⅱ 対象に応じた指導法Ⅱ

指導者の倫理Ⅲ

暴力行為（ﾊﾗｽﾒﾝﾄ等）のない柔道指導,

礼節に裏付けられた行動とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

中村

受講期間

10月3日～12月23日

開講日時（1） 開講日時（2）


