
平成 30 年度中級障がい者スポーツ指導員養成講習会【理学療法士対象】 

募 集 要 項 

1. 目 的    

障がい者のスポーツの振興を図り、その健康の維持増進に寄与するために、障がい者のスポーツ指導

について専門的な知識と技能を身につけた理学療法士の育成を図ることを目的とする。 

障がい者にとってのスポーツの重要性を再確認するとともに、具体的なスポーツ実習を通して理学療法

士と本スポーツの接点や関わりについて学ぶ。 

 

2. 主  催  鹿児島県障害者スポーツ協会，社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会 

公益社団法人鹿児島県理学療法士協会 

 

3. 後  援     公益財団法人日本障がい者スポーツ協会，公益社団法人日本理学療法士協会 

 

4. 協 力     鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会 

 

5. 期 間  平成 30 年 9 月 9 日（日），9 月 17 日（月），9 月 23 日（日），9 月 24 日（月） 

           ※資格取得は 4 日間全て受講することが条件です 

 
6. 会 場   ハートピアかごしま（鹿児島県障害者自立交流センター） 

住所 ：〒890-0021 鹿児島市小野 1 丁目 1－1                                 

TEL  ：099－218-4333（代表） 

 

7. 講習内容       （下記、講習カリキュラム参照） 

 

8. 受講対象者 公益社団法人日本理学療法士協会会員の理学療法士で公益財団法人日本障がい 

          者スポーツ協会公認資格認定申請を希望するもの 

※申込時および受講時に本会会員権利を有している方のみが対象であり、休会者およ

び会員権利停止中の方は対象外となりますのでご注意ください。 

 

9. 定 員  40 名 （応募者多数の場合は、抽選にて決定します。ただし鹿児島県内の理学療法士を優先します） 

 

10. 受講料   20,000 円（ テキスト 2 冊の代金 3,500 円を含む ） 

※本講習会修了者は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の定める様式に基づいた申請書・調査書を提出し、申請・認定料

5,500 円および登録証 3,800 円を納める手続きが必要になります。（初級障がい者スポーツ指導員の資格を有する人は、申請時

は申請・認定料 5,500 円のみの支払となり、登録料は継続登録料に含まれる形で後日別での請求となります。） 

  

11. 申込み期限 2018 年 8 月 6 日（月） ※当日消印有効 

12. 申込み方法 

対象は公益財団法人日本理学療法士協会会員のみとなります。（休会中の方は会員としての研修会受講対

象外となりますのでご注意ください。） 

 ＜受講申込書＞に必要事項を記載の上、郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかで鹿児島県障害者スポーツ

協会へお申込みください。 

 ※受講申込書（Excel データ）は社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会 HP http://shogaisha-kagoshima.jp/からダウンロー

ドできます。 



13. 申し込み・問い合わせ先 

    鹿児島県障害者スポーツ協会 

    〒890-0021 鹿児島市小野 1-1-1 ハートピアかごしま 3 階 

    TEL099-228-6271  FAX099-228-6710  メール shinshokyo@shogaisha-kagoshima.jp 

 

備 考 

・ＦＡＸでお申込みの方は、送信後、電話でご確認ください。 

・メールでお申込みの方は、2～3 日以内に返信メールを送信します。返信が無かった場合は電話でご

確認ください。 

・申込み締め切り後、受講の可否をハガキにて通知します。 

・本講習会は 4 日間のすべてのカリキュラム受講、および講習期間後に、活動実績レポートを作成・

提出いただくことで全講習修了となります。 

・本講習会修了者は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認の中級障がい者スポーツ指導員の

資格認定申請を行い、平成 30 年度の認定となる予定です。申請手続きの詳細については講習会の中

で説明の時間を設けているため、質疑はその際に受け付けます。 

・本講習会では（公社）日本理学療法士協会生涯学習ポイントも付与されます。対象領域の詳細は会

員専用マイページのセミナー情報をご確認ください。 

・講習会では、指定されたテキスト「新版 障がい者スポーツ指導教本」2,500 円・「全国障害

者スポーツ大会競技規則集（平成 30 年度版）」1,000 円を使用します。お申込み時に必ず購入

いただくか、既に所有している人は必ず持参してください。 

※テキストの詳細：日本障がい者スポーツ協会 HP http://www.jsad.or.jp/training/order.html 

・屋内・屋外での実技の用意をお願いします。（カリキュラム内容に応じ、スポーツウエア、シュー

ズ、水着等の準備物は受講決定通知にて連絡いたします。） 

・研修会参加者には、事故と傷害に備えての保険を主催者において一括加入いたします。 

 
＜講習カリキュラム＞ 
講義 

①障害各論（知的障害、聴覚障害、精神障害、視覚障害他） 5h 

②全国障害者スポーツ大会概要と障がい者スポーツ指導者について 2h 

③全国障害者スポーツ大会の障害区分 1.5h 

④スポーツ心理学 1.5h 

⑤障がい者のスポーツ指導上の留意点 1.5h 

⑥障がい者スポーツと理学療法 1h 

⑦スポーツと栄養 2h 

⑧トレーニングの基礎知識 2h 

 

実技・実習 

①全国障害者スポーツ大会実施競技の実習 7h 

（予定：水泳 2.5h、車いすバスケットボール 2.5h、フライングディスク 2h）  

②重度障がい者のスポーツ実習 2h  （予定：ボッチャ）  

③視覚障がい者のスポーツの実習 2h （予定：伴走体験） 

④車いすスポーツ実習 2h  

 

計 29.5h 

 



領域 科目 時間 講師 所属・役職

　障がい各論
　「視覚障がいの概要」

1 川野　太郎
鹿児島生協病院眼科　視能訓練士
鹿児島ロービジョンフォーラム事務局

　障がい各論
　「聴覚障がいの概要」

1 根路銘　安仁 鹿児島大学医学部保健学科教授

　障がい各論
　「知的障がいの概要」

1.5 根路銘　安仁 鹿児島大学医学部保健学科教授

　障がい各論
　「精神障がいの概要」

1.5 藤原　奈美
一般社団法人　よりそい支援かごしま
精神保健福祉士

　スポーツ心理学 1.5 森　司朗 鹿屋体育大学副学長

　トレーニングの基礎知識 2 片井　忠
(有)ﾌｸｵｶ ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ代表取締役
西日本短期大学非常勤講師
福岡リゾート＆スポーツ専門学校非常勤講師

　スポーツと栄養 2 長島　未央子
鹿屋体育大学体育学部講師
株式会社ＫＡＧＯ食スポーツ代表取締役

　障がい者スポーツと理学療法 1 松田　史代
鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻助教
（中級スポーツ指導員）

前田　究

鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会会長
鹿児島県身体障害者福祉協会企画課長
（公財）日本障がい者スポーツ協会技術委員
（上級スポーツ指導員・障がい者スポーツコーチ：陸上競技）

前原　美子
鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会事務局長
鹿児島県身体障害者福祉協会スポーツ指導員
（上級スポーツ指導員）

　全国障害者スポーツ大会の
　障害区分

1.5 池部　純政

社会福祉法人太陽の家地域事業本部健康推進課理学療法士
日本パラ陸上競技連盟クラス分け運営委員会委員長
大分県障害者スポーツ指導者協議会会長
（上級スポーツ指導員）

　障がい者のスポーツ指導上の
　留意点

1.5 　　丸野　奈央
鹿児島県障害者自立交流センター 交流係長
鹿児島県スポーツ推進審議会委員
（上級スポーツ指導員）

　視覚障がい者のスポーツ実習 2 平井　達雄
 社会福祉法人汰功樹会 わくわくキッズクラブ紫原　指導員
（中級スポーツ指導員）

　車いすスポーツ実習 2 小手川　郁人
福岡市障がい者スポーツセンター館長
（上級スポーツ指導員）

　重度障がい者のスポーツ実習
　「ボッチャ」

2 城崎　稔大
福岡市障がい者スポーツセンター指導員
一般社団法人日本ボッチャ協会公認Ｃ級審判員

　全国障害者スポーツ大会
　実施競技の実習①
　「水泳」

2.5 陶山　三千也
熊本県障害者スポーツ・文化協会パラ強化推進事業担当
日本身体障害者水泳連盟競泳技術委員
（障がい者スポーツコーチ：水泳）

　全国障害者スポーツ大会
　実施競技の実習②
　「車いすバスケットボール」

2.5 竹内　直人
八反丸リハビリテーション病院理学療法士
（障がい者スポーツトレーナー）

　全国障害者スポーツ大会
　実施競技の実習③
　「フライングディスク」

2 大迫　勝嗣
鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会副会長
鹿児島県障害者フライングディスク協会指導員
（上級スポーツ指導員）
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・・・身体を動かせる服装を準備して下さい

平成30年度中級障がい者スポーツ指導員養成講習会　【理学療法士対象】　日程

          　　　   9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

9月9日
（日）

開
講
式

　全国障害者スポーツ大会概要と
障がい者スポーツ指導者について

前原　美子　・　前田　究
9：30～11：30

多目的ホール

昼　食

障がい各論
　「視覚障がいの

概要」
川野　太郎

12：20～13：20

休
　
憩

　視覚障がい者のスポーツ実習
平井　達雄

13：30～15：30
休
　
憩

多目的ホール 体育館

13:00 14:00

16:00 17:00

9月17日
（月）

        　　　     9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

15:00 16:00 17:00

　トレーニングの基礎知識
片井　忠

9：00～11：00

9月23日
（日）

          　　　   9:00 10:00 11:00 12:00

9月24日
（月）

          　　　   9:00 10:00 11:00 12:00

重度障がい者のスポーツ実習
「ボッチャ」
城崎　稔大

9：00～11：00

体育館

休
　
憩

多目的ホール

14:00 15:00 16:00 17:00

　スポーツと栄養
長島　未央子
15：40～17：40

多目的ホール

　障がい各論
　「聴覚障がいの

概要」
根路銘　安仁
13：30～14：30

休
　
憩

　スポーツ心理学
森　司朗

11：10～12：40

昼　食

全国障害者スポーツ大会
　実施競技の実習

　「車いすバスケットボール」
竹内　直人

13：30～16：00

体育館

休
　
憩

全国障害者スポーツ大会
の障害区分
池部　純政

16：10～17：40

多目的ホール

13:00

障がい者のスポーツ
指導上の留意点

丸野　奈央
14：40～16：10

多目的ホール 多目的ホール・体育館

障がい各論
　「知的障がいの概要」

根路銘　安仁
11：10～12：40

18:00

障がい各論
　「精神障がいの概要」

藤原　奈美
9：00～10：30

多目的ホール

全国障害者スポーツ大会
　実施競技の実習

　「フライングディスク」
大迫　勝嗣

10：40～12：40

グラウンド（雨天時は体育館）

休
　
憩

昼　食

昼　食

車いすスポーツ実習
小手川　郁人
13:30～15：30

休
　
憩

全国障害者スポーツ大会
　実施競技の実習　「水泳」

陶山　三千也
15:40～18：10

体育館 温水プール多目的ホール 多目的ホール

休
　
憩

休
　
憩

閉
講
式

多目的ホール

休
　
憩

障がい者スポー
ツと理学療法
松田　史代

16：20～17：20

多目的ホール



ふりがな

歳

〒

TEL 　TEL（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
FAX

勤務先

名　　称

日本理学療法士協会
会員番号

臨床経験 年 （もしくは資格取得年月日を記載）

認定ＰＴ ・ 専門ＰＴ

指導者資格 初級障がい者スポーツ指導員資格　　　　　有　　・　　無

　※上記の個人情報は、本講習会関係資料の送付、および本事業を実施する際に利用いたします。

　（注）１．必要事項を記入し、該当するものに○をつけて下さい。

　　　　２．特記事項があれば備考欄を活用してください。

　「新版　障がい者スポーツ指導教本」　２，５００円 注文する　　・　　注文しない

　「全国障害者スポーツ大会競技規則集（Ｈ３０年度版）」１，０００円 注文する　　・　　注文しない

無　　・　　有　　⇒　認定（　　　　　　　　　　　　）　・　専門（　　　　　　　　　　　　）

現　住　所

 　（公財）日本障がい者スポーツ協会への公認指導者申請
　　※申請することが、受講条件となります。

　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※休会中の場合は参加不可

氏　名
性別

男
・
女

　　　　　　　＊連絡がとれる携帯電話等

※勤務先の名称については、参加者名簿に
　 記載をいたします

テキスト

メール　shinshokyo@shogaisha-kagoshima.jp
Ｈ３０．８．６（月）まで

備　　考
（自己アピール等あればお書き下さい）

申請する　　　　・　　　　申請しない

受講理由

（例）資格取得後にどのよう
な活動を行いたいか記載

してください

　　　　　ＦＡＸ　０９９－２２８－６７１０

平成30年度 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会　【理学療法士対象】

受　講　申　込　書

生年月日

年　齢

年 月 日生


