
2022年度

講座内容 担当講師
１幼少年の運動遊びとその指導 ⼭梨⼤学 教授 中村和彦
２⼦どもの健康と⽣活 ⽇本体育⼤学 教授 野井真吾
３幼少年期のからだの発達 早稲⽥⼤学 教授 ⿃居 俊
４幼少年期のこころと社会性の発達 岐⾩⼤学 教授 春⽇晃章
５幼少年体育指導⼠に期待すること 北翔⼤学短期⼤学部 名誉教授 晴⼭紫恵⼦
６幼少年期の動作の発達 慶應義塾⼤学 教授 佐々⽊玲⼦
７配慮が必要な⼦どもの指導 東海⼤学 教授 内⽥匡輔
８運動遊び指導の基本と実際（実技演習） 名城⼤学 准教授 ⾹村恵介

サイエンスに強い指導者

一般社団法人 幼少年体育指導士会 認定

幼少年体育指導士認定講座

パソコンや
スマートフォンで
全国どこからでも
いつでも受講可能！

子ども理解に立つ指導者

オンデマンド講座
8⽉・10⽉・12⽉・3⽉
（実施期間は開講⽉内の２週間）

各定員20名

対面講座 ・ 遠隔講座
10⽉22⽇（⼟）23⽇（⽇）

北海道札幌市中島体育センター
共催：⼀般財団法⼈札幌市スポーツ協会

定員：対⾯講座15名・同時配信遠隔講座20名



開 催 要 項 

１． 会期・期間・会場・⽅式など 
●対⾯講座 会期 

会場 

共催 
定員 

●遠隔講座 会期 

⽅式 
共催 
定員 

2022年 10月22日（土）・23日（⽇） 
両⽇とも午前 9 時〜12 時半、午後 1 時〜4 時半（予定） 
北海道札幌市 中島体育センター 
北海道札幌市中央区中島公園１番 5 号 
⼀般財団法⼈札幌市スポーツ協会 
15名 
2022年 10月22日（土）・23日（⽇）
両⽇とも午前 9 時〜12 時半、午後 1 時〜4 時半（予定） 
開始 30 分前までに接続テストを⾏います 
上記対⾯型講座のライブ配信による講座（ZOOM 利⽤予定） 
⼀般財団法⼈札幌市スポーツ協会 
20 名 

●オンデマンド講座（期間を限定したオンデマンド配信による講座）
期間 

⽅式 
定員 

８月講座　２０２２年 8⽉１５日 （月）〜８ ⽉ ２８ ⽇（日） 
10月講座　２０２２年 10 ⽉ 1 ⽇（土）〜10⽉ 14 ⽇（金）
12月講座　２０２２年 12 ⽉ 1 ⽇（木）〜12 ⽉ 14 ⽇（水）
３月講座　２０２３年3月1日（水）～3月14日（火）
 Google Classroom を⽤いる 
上記期間内に動画を視聴し、⼩テストを提出する 
各期間 20 名 

２． 講座内容と担当講師 
全て 80 分程度の講座実施と 10 分程度の⼩テストで構成します 

講座 講座内容 講座担当者 
講座 1 

幼少年体育指導⼠に期待すること 晴⼭ 紫恵⼦（北翔⼤学短期⼤学部名誉教授） 

講座 2 ⼦どもの健康と⽣活 野井 真吾（⽇本体育⼤学教授） 
講座 3 幼少年期のからだの発達 ⿃居 俊（早稲⽥⼤学教授） 
講座 4 幼少年期のこころと社会性の発達 
講座 5 

配慮が必要な⼦どもの指導 内⽥ 匡輔（東海⼤学教授） 
講座 6 幼少年期の動作の発達 

中村 和彦（⼭梨⼤学教授） 

講座 7 

幼少年の運動遊びとその指導 

春⽇ 晃章（岐⾩⼤学教授） 

講座 8 実技演習：運動遊び指導の基本と実際 香村　恵介（名城大学准教授）

佐々木　玲子（慶應義塾大学教授）



３． 受講資格 
① 保育⼠（含取得⾒込み）、幼稚園教諭（含取得⾒込み）、保育教諭（含取得⾒込み）
② ⼩学校教諭（含取得⾒込み）
③ その他本法⼈が認めるもの

他資格、例えば中⾼教諭（保健体育）、養護教諭、健康運動指導⼠等の取得状況や指導経験
の有無などを考慮いたしますので、申し込み時にフォーマットへの記⼊をお願いします。
また不明な点は遠慮なく事務局へお問合せください。

４． 受講料等（全講座同⼀料⾦です） 

注）お振込確認後、テキストを他の配付資料と合わせてレターパックでお送りします。 
  送料は受講の⽅にご負担いただきたく、受講料等の中に含めて記載しています。 

５． 申込み⽅法 
● インターネット利⽤の場合

HPウェブサイトのお申込みフォームに必要事項を⼊⼒して送信してください。 
https://www.yoshonen.org/form01.html 

● メールからの場合
所属、お名前（ふりがな）、ご住所、連絡先電話番号、メールアドレスを記⼊の上 

 メール（yoshonen@yahoo.co.jp）に送信してください。 
注）申込後、yoshonen@yahoo.co.jp より申込確認、受講料振込のご案内のメールが届きます。 
  必ず上記のメールアドレスの受信設定をお願いいたします。 

６． 申込み締切り 
● 募集定員になり次第締め切らせていただきます。
● お申込み後、３⽇以内を⽬安にお振り込みください。
● 開講⽇ 5 ⽇前までにお申込みとお振り込みが完了するようにしてください。

７． 受講に当たっての諸注意やお願い 
● 対⾯講座について

・対⾯での開催が不能になった場合は全ての受講⽣が遠隔講座での受講となります。
・担当者が諸般の事情で現地に赴けない場合はライブ配信での遠隔講座とします。

● 遠隔講座、オンデマンド講座受講に関して
・受講には、パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかが必要になります。
・安定したインターネット環境への接続が必須となります。
・接続のための ID、パスワードなどは、お振込確認後にメールでお知らせします。

現職者・⼀般 学⽣ 
申請料 3,000円 1,000円 
受講料（テキスト代含む） 21,800円 16,800円 
登録料 2,000円 2,000円 
テキスト他資料の送料 370円 370円 
合計 27,170円 20,170円 



８． 個⼈情報の取り扱いについて 
受講申込み時に記載された⽅の個⼈情報は法⼈内で厳重に保管し、認定証の発⾏などの事務処理
に使⽤するほか、統計処理により今後の講座開催の参考とさせていただきます。 
なお本法⼈から学会⼤会やワークショップの開催案内をさせていただくことがあります。 

９． キャンセルについて 
お申込み後にやむを得ない理由によりキャンセルされる場合は事務局までご連絡ください。 
キャンセル規定に従ってご指定の⼝座に受講料を返⾦いたします。 
なお返⾦時の振込み⼿数料は受講お申込み者のご負担とさせていただきます。 
キャンセル料⾦：無連絡キャンセル 受講料の 100% 1 ⽇前〜当⽇ 受講料の 100% 

  3 ⽇〜2 ⽇前 受講料の 80%        7 ⽇〜4 ⽇前 受講料の 30% 
  8 ⽇以前   無料 

⼀般社団法⼈ 幼少年体育指導⼠会 事務局 145-0064 東京都⼤⽥区上池台1－7－16－218
yoshonen@yahoo.co.jp 
https://www.yoshonen.org/ 



2022年度
一般社団法人幼少年体育指導士会認定

幼少年体育指導士認定講座

お父さん、お母さんをはじめ
保育に関わる人たちへ！

【公開講座】
202２年10月２２日（土）、２３日（日）に開催される幼少年体育指導士
認定講座の一部を公開講座として、聴講いただけます。（最大2科目聴講）

会場：札幌市中島体育センター

お問合せ・お申込み ▸ 一般社団法人 幼少年体育指導士会 事務局

受講料：2,000円（1科目）

※ 2科目の場合は3,５00円

～withコロナ、postコロナ時代の子どものために
大人たちが考えなければならないこと～

の一部を公開します！

【インターネット 申込み】
HPウェブサイトのお申込み
フォームに必要事項を入力
して送信してください。

注） 申込後、 yoshonen@yahoo.co.jp より申込確認、受講料振込のご案内のメールが届きます。必ずメールアドレスの
受信設定をお願いいたします。

【メール 申込み】
本文に 「 所属、お名前（ふりがな）、
ご住所、連絡先電話番号、
メールアドレス、希望科目 」 を
記入のうえ、送信してください。



１.日時
下記より聴講を希望する科目を選択してください

２．会場
札幌市中島体育センター ２階 講堂 〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番5号

３．定員
各科目１0名程度（定員になり次第締め切らせていただきます）

４．対象
子育て中の保護者及び保育・教育・運動遊び指導に関わっている方、関心をお持ちの方

５．申込方法
【インターネット】 https://www.yoshonen.org/form01.html
HPウェブサイトのお申込みフォームに必要事項を⼊力して送信してください。

【メール】 yoshonen@yahoo.co.jp

メールの件名に「幼少年体育指導士公開講座」と入力し、本文に 「所属、お名前（ふりがな）、ご住所、
連絡先電話番号、メールアドレス、希望科目（①～⑤から最大2科目まで）」を入力して送信してください。

６．受講料（税込）
1科目2,000円 (2科目の場合3,500円） ※ 当日会場にて現金でお支払いください。

７．テキスト
・ 本公開講座では資料を配布いたしません。
・ 認定講座で使用するテキスト（「幼少年のための運動遊び・体育指導」杏林書院2018）を購入希望の

方には販売いたしますので、申込時にお知らせください。 テキスト1冊1,800円 （当日支払）

８．その他
・ 新型コロナウイルス感染防止対策を十分に施したうえで開催いたしますが、感染状況によっては

公開講座の開催を中止させていただく場合がございます。
・ 当日体調が悪い方や発熱がある方は受講をお断りする場合がございます。

９．個人情報の取扱いについて
申込時に記載された方の個人情報は幼少年体育指導士会及び札幌市スポーツ協会にて厳重に保管し、

当日の出欠管理及び受講料収受等の事務処理にのみ使用するほか、統計処理により今後の講座開催の
参考とさせていただきます。なお、上記団体より幼少年の発育発達に関わる事業の案内や情報を発信させ
ていただくことがあります。

10．お問合せ
公開講座 ： 幼少年体育指導士会事務局 （ E-mail : yoshonen@yahoo.co.jp ） 担当：内田・戸佐
会 場 ： 一般財団法人札幌市スポーツ協会 施設管理部 施設課企画係

（ E-mail : kikaku@sapporo-sport.jp ／ TEL011-530-5563 ） 担当：山﨑

10月22日（土）

① 10:40～12:10 子どもの健康と生活 講師：野井 真吾（日本体育大学教授）

② 14:40～16:10 幼少年期のこころと社会性の発達 講師：春日 晃章（岐阜大学教授）

10月23日（日）

③ 9:00～10:30 幼少年体育指導士に期待すること 講師：晴山 紫恵子（北翔大学短期大学部名誉教授）

④ 10:40～12:10 幼少年期の動作の発達 講師：佐々木 玲子（慶應義塾大学教授）

⑤ 13:00～14:30 配慮が必要な子どもの指導 講師：内田 匡輔（東海大学教授）

公開講座開催要項
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