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集合学習①講習会のご案内（１２月６日（日）開催）
平素は大阪府ドッジボール協会の運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
本講習会は、「ＪＤＢＡ準指導員（区分Ⅰ）」の資格所得のための１課程（専門科目・集合学習①）を
午前の部（ガイダンス・座学）・午後の部（実技）として開催します。
多数の方々に受講していただきますようよろしくお願いいたします。
この開催案内は、１２月６日（日）の分ですので、申し込まれる講習会の開催日をご確認ください。
記
１．開催日時
２０２０年１２月６日（日）＜集合学習①講習会＞
9:00～17:50
２．受
付
8：40～
＜予 定＞
午 前：ガイダンス・座学 （ ９:00～12:40 ：3 時間 40 分（１０分休憩含む））
昼休憩（３０分）
午 後：実技講習会
（13:10～17:50 ：4 時間 40 分（１0 分休憩含む））
３．開催場所
泉南郡熊取町立南小学校 会議室、多目的室
〒590-0425 大阪府泉南郡熊取町朝代東 4-16-１
※南小学校に問い合わせ等はしないでください。
＜当日の連絡先： 担当：平峰 携帯番号 090-6055-3405＞
４．受講資格
受講年齢（２０20 年４月１日現在）満１８才以上の方
５．受 講 料

２５００円（「専用テキストブック」と「運動神経がよくなる本」代を含む）
※「運動神経がよくなる本」をすでに購入されている方は
「集合学習①専用テキスト」代の６６０円と諸費５００円の
合計１１６０円が受講料となります。
６．携 帯 品
上靴（体育館シューズ等）、筆記用具、運動できる服装、切手を貼った封筒
マスクまたはフェイスガード等の飛沫予防アイテム。
７．申込み方法 大阪府協会メールアドレス osaka_shidoufukyu@yahoo.co.jp に
この案内の３ページ目「添付用 申込用紙」をお送り下さい。
８．申込み締切 ２０20 年 11 月 29 日（日）…副読本等の事前準備のため
９．備 考
◎ 申込みが多数（１0 名以上）の場合は申込順にて締め切らせて頂く場合があります。
◎ 集合学習①の受講者は、８時間の集合学習受講の後、専用テキスト最終ページにある
『集合学習①提出報告書』を提出し、合格通知（受講修了書）をもって受講の修了となります。
◎ COVID19 の感染予防のため、当日、マスクの持参・着用をお願いします。
※また、体調管理表（開催要項 4 ページ目）の提出をお願いします。
※朝の事前検温（37.5 度以上は参加できません）実施します。
昼食（お弁当）はご持参ください。
◎ 最寄り駅は JR 阪和線 熊取駅からバス約１0 分です。

集合学習①講習会
２０20年度 スケジュール 熊取町立南小学校 12月６日（日）開催
9:00～17:50（８時間講習と休憩時間含む）
場所・学習
時 間
内容・使用教材
講 師
形態

9:00～12:40

受講ガイダンス
第1章
子どもの体と運動環境
第２章
導入指導の必要性と留意点
（幼児の発達の特徴と指導ポイント）
休憩（１０分）
第３章
親子ドッジボール教室のカリキュラム
第４章
親子ドッジボール教室の実施計画

12:40～13:10

２階
会議室
座学

指導部
指導部長

受講者のグループ分け。
講師役、子ども役をして
全員が参加。

昼食・休憩

13:10～13:15
13:15～13:30
13:30～13:45
13:45～14:15
14:20～15:05
15:15～15:50
15:50～16:00
16:00～16:15

会場移動
会場準備、グループ分け 等
はじまりの会の実技
第１クールの実技
第２クールの実技
第３クールの実技
クールダウンの実技
終わりの会の実技

３階

実技

受講者が
講師をしながら、
各クールを実技体験。

16:15～16:25

片付け
移動
質疑応答
講習の還流、レポート提出 等
解 散

多目的室

受講者全員で実施

16:30～17:00
17:00～17:50

指導部

多目的室

２階
会議室

≪集合学習①の取得要件≫
集合学習①（幼児・低学年児童に対するドッジボールの導入指導）８時間
専用テキスト報告書（レポート）の提出が必要。（コピー不可）
※レポート提出後、レポートの審査があり、合格通知が郵送されます。切手を貼った封筒をご用意下さい。
※レポート内容の不備のためレポート再提出となった場合、再提出（電子媒体）は１週間以内です。
≪COVID19対策≫
・マスクやフェイスガード等の飛沫感染予防アイテムを持参してください。
・受講当日までの健康状態（2週間）確認のために、
健康管理表（開催要項4ページ目）のご記入とご提出を必ずお願いします。
・会場入り口でも、朝の検温を実施します。
検温で37.5度以上の場合は講習会に参加できませんので、ご了解下さい。
・手指消毒は会場入り口等で用意しますので、必ずご利用ください。
・笛の合図用にハンドフォイッスルを会場準備しています。
・３密を避けるために、受講受入人数は「１０名以内」になっています。
・実技内容の一部は接触を避けるために、口頭説明や映像紹介のみとなっています。

２０２０年度 準指導者＜集合学習①＞
参 加 申 込 書（２０２０年１２月６日（日） 開催分）

男

（ふりがな）

氏

名

関係者

女

（年齢
役員 （
監督
コーチ
マネージャー
審判員（ Ａ級 ・ Ｂ級 ・ Ｃ級 ） （登録番号
（チーム名
携帯番号

希望連絡方法
（連絡事項の
ある場合使用）

・

）

その他

）
）
）

：

携帯 mail ：
ＰＣ メール

：

ＦＡＸ：
使用教材購入希望
※必須教材

集合学習①専用テキスト（単品 ＠ 660円）

必須

運動神経がよくなる本 （単品 ＠1540円）

希望

専用テキスト①、運動神経がよくなる本（

・

セット＠2000円

所持
） 希望

☆受講料は諸費を含む「2500円」です。
スポーツ保険

加入

・

未加入

・

他社の保険加入

講習会参加にあたって健康管理に十分留意してください。
負傷等が、あった場合、主催側は責任を負いませんので、予めご了承ください。
備 考
質問等あれば

※レポート提出で合格ではありません。
合格通知を郵送しますので、
受講時に、切手の貼った封筒を必ずご持参下さい！

【 注意事項 】
※他都道府県から参加申込みを希望される方は、必ず所属する協会に参加希望を連絡して、
所属する協会の事務局から申込みをしてください（関西ブロックでの取り決めです）。
又、他のブロックで行われるＪＤＢＡ公認指導者資格取得講習会に参加希望の場合も、
各都道府県協会に参加希望を連絡し、各都道府県協会事務局を通して参加申込をしてください。
☆集合学習②をすでに履修済みの方で、集合学習①を今回の講習会で受講される方は
JDBA準指導員＜区分１＞の申請ができますが、合格通知を受けた後、
JDBAへの申請手続きを２週間以内に行わなければ、
資格を失うことになります。所属協会事務局へ受講することを事前に連絡し、
所属協会から申し込みを行うことで、
受講後の申請手続き等を「所属協会事務局へ相談」できるようにしておいてください。

【 体調管理表 】
講習会当日（12月６日）から11月2３日（月）まで2週間の①体温と②健康状態（例：発熱無し、健康）を
ご記入し、受付時にご提出下さい。
※会場入り口でも、朝の検温を実施します。

検温で37.5度以上の場合は講習会に参加できませんので、ご了解下さい。

□ 上記期間中、同居家族に発熱・咽頭痛などの風邪のような症状はない。
□ 同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスの感染が疑われる人はいない。
本チェックシートは本日の集合学習①講習会において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
参加者の健康状態を確認することを目的としています。本チェックシートに記入いただいた個人情報につい
ては、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利
用します。
また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたし
ません。
但し、本日の集合学習①講習会にて感染症患者またはその疑いのある⽅が発見された場合に必要な範囲で
保健所等に提供することがあります。
※参加日の２週間前から記入し、当日必ずご提出ください。

講習会 会場図（JR 阪和線 熊取駅→熊取町立南小学校）
＜会場案内＞
JR阪和線「天王寺」駅→「熊取」駅（関空快速or快速：約35分）
JR阪和線「熊取」駅下車→「熊取南小学校」南東３４３２ｍ（徒歩 約50分）
南海バス（熊取駅前バス停→南小学校前バス停2１0円）
「熊取駅：発」（南海本線 泉佐野駅前発、熊取駅経由のバスもあります）
・系統番号９２（大阪体育大学直通線）→ ９番目の「南小学校前」バス停下車
・系統番号９４（府営熊取団地線）
→ 9 番目の「南小学校前」バス停下車

南小学校

