2019 年度日本理学療法士協会主催 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会
（会場：東北文化学園大学）

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

公益社団法人日本理学療法士協会

3. 後 援

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

4. 期 間

2019 年 10 月 26 日（土）～10 月 27 日（日）、
2019 年 11 月 16 日（土）～11 月 17 日（日）

5. 会 場

東北文化学園大学 教室：3 号館 3 階 5351 教室および体育館
住所 ：〒981-8551 仙台市青葉区国見 6-45-1

6. 講習内容

7. 受講対象者

TEL ：022-233-3310

（講習カリキュラム参照）

理学療法士（公益社団法人日本理学療法士協会会員であること）
※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。

8. 定 員

9. 受講料

40 名 （ + キャンセル待ち 10 名分まで受付予定）

・テキストあり 20,000 円（ テキスト（2 冊）代金 3,500 円を含む ）
・テキストなし 16,500 円 ※すでにテキストをお持ちの方のみ対象

10. お申込み期間

2019 年 8 月 26 日(月) 0 時 ～ 2019 年 9 月 25 日（水）23 時 59 分
※これ以外の期間（事前）にお申込みいただいても無効となります。定員が埋まり次第、
募集は締め切ります。

11. お申込み方法
公益社団法人日本理学療法士協会ホームページから会員専用マイページへログインし、WEB システムよりご
申請ください。もしくは、FAX にてお申し込みください。
（セミナー番号：20995 ）
受付は本会への登録（または FAX 受信）日時による先着順とし、対象は本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。
）
・公益社団法人日本理学療法士協会 HP URL： http://www.japanpt.or.jp/
・FAX でのお申し込み先： 03-3401-5961

12. 備 考
・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
定申請ができます。なお、資格は 2020 年度の認定となります。認定を希望する人は、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。）申請手続きの詳細については講習会内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（2019 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。
※詳細：日本障がい者スポーツ協会 HP http://www.jsad.or.jp/
・屋内・屋外での実技の用意をお願いします。（受講決定後、カリキュラム内容に応じて、スポーツウエア、
シューズ、水着等の準備を必要に応じて追加連絡致します。）

13. お問い合わせ先
本講習会に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
日本理学療法士協会事務局（生涯学習課） shougai@japanpt.or.jp

＜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（※各競技検討中）
①全国障害者スポーツ大会実施競技の実習 8h
②重度障がい者のスポーツ実習 2h
③視覚障がい者のスポーツの実習 2h
④車いすスポーツ実習 2h
計 30.5h

以上

2019年度中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 日程表（9月10日現在）
※講習実施期日内における科目時間割については講師との日程調整により、変更になることがあります。
9:00

10/26
（土）

10:00

11:00

12:00

「トレーニングの基礎知識」
阿部玄治（東北文化学園大学）

受付
開講式

「スポーツと栄養」
鈴木誠（東北文化学園大学）

昼休憩

10/27
（日）

「障がい各論
（視覚障がい） 」

移動

小野峰子（東北
文化学園大学）

11/17
（日）

「車いすスポーツ実習
（チェアワーク）」
野村 潤（福島県立医科大学附属病
院リハビリテーションセンター ）

9:00

10:00

「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）」
佐藤一樹（みやぎ障害者フライング
ディスク協会）

昼休憩

「全国障害者スポーツ大会実施競技
の実習（車いすバスケ）」
野村 潤（福島県立医科大学附属病
院リハビリテーションセンター ）

11:00

14:00

「障がい者スポーツと
理学療法」
指宿 立（和歌山県立
医科大学，日本障が
い者スポーツ協会技
術委員）

昼休憩

「重度障がい者のスポーツ実習
（ボッチャ）」
若松伸司（日本ボッチャ協会普及
局）

11/16
（土）

13:00

12:00

13:00

15:00

「全国障害者スポーツ大会
の障害区分」
指宿 立（和歌山県立医科
大学，日本障がい者スポー
ツ協会技術委員）

16:00

移動

「全国障害者スポーツ大会実施競技
の実習（卓球）」
高山浩久（東京都障害者スポーツ協
会・日本障がい者スポーツ協会技術
委員長）

「障がい各論（知的障が
い）」
二木文明（東北文化学園
大学）

14:00

15:00

17:00

18:00

19:00

19:40

「視覚障がい者のスポーツ実習（ブラ
インドサッカー）」
水野慎治（日本ゴールボール協会監
事）

移動

「スポーツ心理学」
佐藤敬広（東北文化学園
大学）

「全国障害者スポーツ大会実施競技
の実習（陸上競技）」
藤島秀一（日本パラ陸上競技連盟
NTO、宮城県障害者スポーツ協会常
任理事）

昼休憩

実技（体育館）

移動

16:00

「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」
高山浩久（東京都障害者スポーツ協
会・日本障がい者スポーツ協会技術
委員長）

「障がい各論（精神障が
い）」
二木文明（東北文化学園
大学）

「障がい各論（聴
覚障がい） 」
高卓 輝（東北
文化学園大学）

17:00

「障がい者スポーツ指導上
の留意点」
伊藤秀一（リハビリテー
ション体育リプラウド代表）

閉講式

18:00

19:00

19:40

