
共通科目Ⅲ集合講習会 受講会場一覧

※1 第5会場「日本体育大学」については、開催期日が多少前後する可能性があります。
開催期日に変更が生じた場合は、変更時に第5会場（日本体育大学）にお申込みされている方にメールで
その旨をご連絡するとともに、受講決定通知時に同封する会場変更Googleフォーム内でお知らせを掲載予定です。

※2 第8会場「大阪体育大学」については、前期・後期の2週で実施予定です。詳細が確定後、第8会場 （大阪体育大学）
にお申込みされている方にメールでその旨をご連絡するとともに、受講決定通知時に同封する会場変更Google
フォーム内でお知らせを掲載予定です。

共通科目Ⅲ集合講習会 基本日程表（予定）

都市 会場番号 会場

第 １ 会場 7月26日(金) ～ 7月29日(月)
ベルサール神田
〒101-0053 東京都千代田区神田美土町7
℡：03-5281-3053

第 ２ 会場 8月22日(木) ～ 8月25日(日)
KFCホール
〒136-0075　東京都墨田区横網1-6-1
℡03-5610-5801

第 ３ 会場 9月20日(金) ～ 9月23日(月・祝)
ベルサール神保町アネックス
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-36-1
℡：03-3346-1396

第 ４ 会場 10月17日(木) ～ 10月20日(日)
ベルサール九段
〒102-0073　東京都千代田区九段北1-8-10
℡03-3261-5014

8月31日(土) ～ 9月1日(日)
9月7日(土) ～ 9月8日(日)

名古屋 第 ６ 会場 11月8日(金) ～ 11月11日(月)
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
〒450-0002 愛知県名古屋市 中村区名駅2-41-5 ＣＫ名駅前ビル
℡：052-569-5020

第 ７ 会場 8月9日(金) ～ 8月12日(月・祝)
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
〒532－0011　大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19
℡：06-6302-5571

第 ９ 会場 10月18日(金) ～ 10月21日(月)
ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
〒532－0011　大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19
℡：06-6302-5571

福岡 第 １０ 会場 8月2日(金) ～ 8月5日(月)
TKPガーデンシティ博多新幹線口
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14
℡：092-432-7250

大阪体育大学
〒590-0496　大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1

8月上旬～中旬

期           日

東京

第 ５ 会場
※１

日本体育大学世田谷キャンパス
〒158-8508　東京都世田谷区深沢7-1-1

大阪
第 ８ 会場

※２

9:00
1日目 2日目 3日目 4日目

場作り(導入) 場作り(導入) 場作り(導入)
【10分】 【10分】 【10分】

コーチング環境を整えよう 年間計画を立ててみよう
様々なコーチング環境について

考えてみよう10:00
受付

オリエンテーション10:30
【80分】 【80分】 【80分】

場作り(導入)

人のつながりを最適化しよう
アウトカムベースの練習作りと

評価をしてみよう
コーチの資質能力を
まとめてみよう

11:00 【30分】

日本スポーツ協会が推進するスポーツとは？
その中で求められる

公認スポーツ指導者の役割とは？
11:10

12:00 【60分】 【90分】 【90分】 【90分】

昼食 昼食 昼食 昼食12:10

13:00
コーチングの課題を整理しよう

対人関係の問題解決法について
考えてみよう

スキル向上に焦点をあてた
練習を組み立ててみよう

コーチ自身の幸福について
考えてみよう13:10

14:00 【60分】 【60分】

プレーヤーズセンタードな
コーチングを実践しよう

コーチ自身の成長の計画を
立ててみよう【90分】

コーチングセッションの
運営力を高めよう

15:00 【120分】 【60分】

スポーツ科学を活用しよう

コーチング実践ポートフォリオを
まとめよう15:10

16:00
【120分】 【90分】 【60分】

コーチングにおける
倫理的判断力を高めよう

試合でベストパフォーマンスを
出すための準備をしよう

17:20

17:30
【90分】 【150分】 【90分】

事故の予防と
対処法について考えよう

2日目の振り返り 3日目の振り返り

18:00
【30分】 【30分】

18:10

19:00
【90分】

1日目の振り返り

19:30
【30分】
計480分 計480分 計480分 計360分

8時間 8時間 8時間 6時間

※最終日は講義後に事務連絡をし、その後解散となります。
※この基本日程表は予定のため、変更になる場合があります。



共通科目Ⅲ集合講習会 会場案内図

第4会場（東京） 「ベルサール九段」

住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-10
住友不動産九段ビル3･4F

交通 ｢九段下駅｣7番出口徒歩3分(東西線)
｢九段下駅｣5番出口徒歩3分(半蔵門線･新宿線)
｢神保町駅｣A2出口徒歩7分(半蔵門線･新宿線･三田線)
｢飯田橋駅｣東口徒歩10分(JR線)
｢水道橋駅｣A2出口徒歩10分(三田線)

ＴＥＬ 03-3261-5014

第1会場（東京） 「ベルサール神田」

住所 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル2・3F

交通 ｢小川町駅｣B6出口徒歩2分(新宿線)
｢新御茶ﾉ水駅｣B6出口徒歩2分(千代田線)
｢淡路町駅｣A6出口徒歩3分(丸ノ内線)
｢神田駅｣北口徒歩7分(JR線)
｢神田駅｣4番出口徒歩7分(銀座線)
｢大手町駅｣C1出口徒歩8分(半蔵門線,丸ノ内線,東西線,三田
線,千代田線)

ＴＥＬ 03-5281-3053

第2会場（東京） 「KFCホール」

住所 〒136-0075 東京都墨田区横網1-6-1

交通 都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出入口に直結
JR中央･総武線「両国駅」東口より徒歩約6分
JR中央･総武線「両国駅」西口より徒歩約7分

ＴＥＬ 03-5610-5801

第3会場（東京） 「ベルサール神保町アネックス」

住所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-36-1
住友不動産千代田ファーストウイング1F

交通 「神保町駅」A2番出口徒歩2分(半蔵門線・新宿線・三田線)
「九段下駅」5番出口徒歩5分(東西線・半蔵門線・新宿線)
「水道橋駅」西口徒歩7分(JR線)
「飯田橋駅」A2出口徒歩12分(JR線・有楽町線･南北線･大江
戸線)

ＴＥＬ 03-3346-1396



第8会場（大阪）
「大阪体育大学」

住所 〒590-0496 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1

交通 JR熊取駅よりバス約15分

ＴＥＬ

共通科目Ⅲ集合講習会 会場案内図

第7･9会場（大阪）
「ホテル新大阪コンファレンスセンター(旧チサンホテル新大阪)」

住所 〒532－0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19

交通 JR新大阪駅より徒歩約5分
地下鉄御堂筋線新大阪駅（7番出口）より徒歩約5分
地下鉄御堂筋線西中島南方駅（1番出口）より徒歩約5分

ＴＥＬ 06-6302-5571

ホテル新大阪
コンファレンスセンター

第6会場（名古屋） 「ＴＫＰ名古屋駅前カンファレンスセンター」

住所 〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5
CK20名駅前ビル

交通 JR東海道本線名古屋駅桜通口徒歩5分
名古屋市営桜通線名古屋駅 1出口徒歩3分
名古屋市営東山線名古屋駅 1出口徒歩3分
名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅徒歩5分
ＪＲ関西線 名古屋駅桜通口徒歩5分
ＪＲ東海 中央線名古屋駅桜通口徒歩5分

ＴＥＬ 052-569-5020

第5会場（東京） 「日本体育大学世田谷キャンパス」

住所 〒158-8508 東京都世田谷区深沢7-1-1

交通 「桜新町駅」徒歩15分（東急田園都市線）、バス5分
「等々力駅」徒歩25分（東急大井町線）、バス10分

ＴＥＬ

http://www.nittai.ac.jp/access/tokyo.html

http://www.nittai.ac.jp/access/tokyo.html


共通科目Ⅲ集合講習会 会場案内図

第10会場（福岡）
「ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口」

住所 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14
福さ屋本社ビル

交通 JR鹿児島本線博多駅筑紫口徒歩1分
福岡市地下鉄空港線博多駅 筑紫口徒歩1分

ＴＥＬ 092-432-7250


