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2021年度全国バスケットボールコーチクリニック（オンライン） 
開催要項 

 

1．開催の目的 

日本バスケットボールの強化、普及・発展のため、指導者の資質向上を目指す。 

情報提供の機会を増やし、指導者に研鑽の機会を提供する。 

公認コーチライセンス制度の認知度を高める。 

 

２．開催趣旨 

2021 年度の全国バスケットボールコーチクリニックは、「コーチング〜何を教えるかではなく、どのようにプレーヤ

ーを導くか〜」をテーマに開催します。 

プレーヤーがミスしたとき、何かにつまずいたときに、コーチが「答え」を教えてしまっていませんか？その場ではそ

れが解決策につながるかもしれませんが、プレーヤーの成長を考えたときにはよりよい方法があるのではないでし

ょうか。コート上でプレーするのはプレーヤーであり、コート上での課題を解決するのもプレーヤーです。プレーヤー

自身が考え、課題を解決し、成長し続けることをサポートするのがコーチとしてはとても重要な役割になります。 

今回のコーチクリニックでは、「何を教えるか」ではなく「プレーヤーをどう導くか」という観点で、「プレーヤーズ・セ

ンタード・コーチング（＝プレーヤーの学びに対する主体的な取り組みを支援するコーチング）」の考え方と手

法を学ぶ機会にしたいと思っています。 

また、そのようなコーチングを支えるものとして、コーチングフィロソフィー（哲学）やチーム規範、チーム文化の

醸成などについて、USA Basketball の Don Showalter 氏から紹介してもらいます。 

 

3．主催・主管  

公益財団法人 日本バスケットボール協会 

 

4．開催日・開催方法 

2021年8月21日（土）・22日（日）  

※お申込みは 1 日単位となります。 

オンライン（Zoomウェビナー）にて開催 

 

5．日程 

▼8月21日（土） 

時間 内容 講師 

17：45〜18：00 受付  

18：00〜18：15 オープニング  

18：15〜19：45 
【セッション 1】 

プレーヤーズ・センタード・コーチングの考え方 
JBA 指導者養成部会 

19：45〜20：00 休憩  

パソコン、タブレット、スマートフォンで参加できます。 
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20：00〜21：30 

【セッション 2】 

Transformational Coaching 

変化をもたらすコーチング 

Don Showalter（USA Basketball） 

21：30〜21：45 クロージング  

※講師との時差の関係により、例年より遅い時間帯での開催となっております。 

※日程は多少前後する可能性がありますので、予めご了承ください。 

 

▼8月22日（日） 

時間 内容 講師 

17：45〜18：00 受付  

18：00〜18：15 オープニング  

18：15〜19：45 
【セッション 1】 

プレーヤーズ・センタード・コーチングの手法 
JBA 指導者養成部会 

19：45〜20：00 休憩  

20：00〜21：30 

【セッション 2】 

Coaching Beyond the X's and O's 

戦術を超えたコーチング 

Don Showalter（USA Basketball） 

21：30〜21：45 クロージング  

※講師との時差の関係により、例年より遅い時間帯での開催となっております。 

※日程は多少前後する可能性がありますので、予めご了承ください。 

 

6．講師 

【8月21日（土）・22日（日）セッション1】  

担当講師：Donald "Don" Showalter 氏（ドン・ショルター） 

-USA Basketball のユース＆スポーツデベロップメントのディレクター 

-U16 や U17 のアメリカ男子代表のコーチ 

-USA Basketball のユース＆スポーツデベロップメントでは、 

1）ユース向けの活動ガイドライン作成 

2）コーチライセンスの認定 

3）スキルキャンプの実施 

を行っている。 

-USA Basketball : https://www.usab.com/ 

 

7．参加対象者 

○コーチライセンス取得者（JBA 公認S、A、B、C、D、E、E-1、E-2 級コーチ） 

○一般参加者（どなたでも参加できます） ※TeamJBA のメンバーID が必要になります。 
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8．定員 

両日ともに 900 名 

 

9．参加料 

○JBA 公認S〜D 級コーチ ： 2,000 円（1 日参加） 

○JBA 公認E-1・E-2・E 級コーチ ／ 一般参加者 ： 4,000 円（1 日参加） 

※お支払い時には別途システム利用料（273 円）がかかります。 

 

10．申込期間 

2021年8月4日（水）18:00～2021年8月16日（月）23：59 

※必ず参加料のお支払いまで行ってください。お支払い期間を過ぎた場合、お申込は無効となり、個別の対応はできかねます。 

※上記期間内であっても定員に達した場合は申込を締め切ります。 

※入金後のキャンセルについては、返金いたしかねますので予めご了承ください。 

 

11．参加申込方法 

    TeamJBA から申し込みしてください。開催日およびライセンス保有の有無によって、申し込みページが

異なりますので、下記内容をご確認の上、申し込みをお願いいたします。なお、8/21、22 の両日程に参

加を希望される方は、両日程での申し込みが必要となります。 

※申し込みページを誤って選択された場合、参加料の差額分は返金できかねますので、ご注意ください。 

 

 

 

※TeamJBA メンバーID をお持ちでない方は、ID 取得（無料）が必要になります。 

メンバーID 取得はこちら（https://team-jba.jp/join/user-policy）からお願いいたします。利用規約に同意後、 

会員情報（基本情報）のみ入力し、「入力内容を確認する」ボタンを押してください。 

   なお、コーチライセンスをお持ちでない場合も TeamJBA メンバーID を既にお持ちの方は、お持ちのメンバーID で 

ログインしてください。（新たにメンバーID を取得していただく必要はありません。） 

 

 

8/21（土） 

2021 年度全国バスケットボールコーチクリニック（オンライン）【8/21 開催分：ライセンス保持者用】 

（講習会番号：E1001419） 

※ライセンス保持者（S級〜E-1・E-2・E 級）で 8/21 に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://cutt.ly/1QpuPu4） 

2021 年度全国バスケットボールコーチクリニック（オンライン）【8/21 開催分：一般参加者用】 

（講習会番号： E1001436） 

※ライセンスをお持ちでない方で、8/21 に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://cutt.ly/uQpuHez） 

8/22（日） 

2021 年度全国バスケットボールコーチクリニック（オンライン）【8/22 開催分：ライセンス保持者用】 

（講習会番号：E1001438） 

※ライセンス保持者（S級〜E-1・E-2・E 級）で 8/22 に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://cutt.ly/dQpuX9x） 

2021 年度全国バスケットボールコーチクリニック（オンライン）【8/22 開催分：一般参加者用】 

（講習会番号：E1001437） 

※ライセンスをお持ちでない方で、8/22 に参加を希望される方はこちら 

▶︎申し込みページはこちら（https://cutt.ly/gQpuMcs） 

https://team-jba.jp/join/user-policy
https://cutt.ly/1QpuPu4
https://cutt.ly/uQpuHez
https://cutt.ly/dQpuX9x
https://cutt.ly/gQpuMcs
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12．特記事項 

• 本クリニックは、JBA 公認コーチライセンス取得者のリフレッシュ研修となり、1 日の参加につきリフレッシュポイント（2 ポ

イント）が付与されます。 

• リフレッシュポイント付与にあたっては、以下の2つの要件を満たす必要があります。 

1）全日程に参加すること 

-全日程の参加とは、8/21、22 それぞれの日程において18：00〜21：45 の全時間帯に参加していることを指し

ます（例：8/21 のみ参加される方は、8/21 の 18：00〜21：45 に参加いただくことが必要になります）。 

-参加記録は、Zoom上に自動的に記録されます。その記録をもとに全日程の参加を確認します。 

-休憩時間を除き、15 分以上の遅刻、途中退室などがあった場合はリフレッシュポイント付与対象外となります。 

※通信環境や使用端末の問題（電波が一時的に悪くなる、端末の電源が切れるなどの問題）や、Zoomの操

作に関する問題（Zoomの入室の仕方が分からないなど）、いかなる理由であっても、遅刻、途中退室が 15

分以上継続された場合（入退室を繰り返し、合計15 分以上退室されていた場合も含め）、リフレッシュポイン

ト付与対象外となります。安定した通信環境のご準備をお願いいたします。 

なお、上記の理由によりリフレッシュポイントが付与されなかった場合や、参加ができなかった場合も、参加料の

返金はできかねますので、あらかじめご了承ください。 

※Zoom に入室する際には、事前登録が必要になります。その際、「お名前」「メンバーID」などをご入力いただきま

すが、必ず Team JBA にご登録されている内容をご入力ください。誤入力により本人が特定できない場合は、リ

フレッシュポイントの付与ができない場合がありますので、ご注意下さい。 

2) クリニック後のアンケートに回答すること 

-参加者向けにアンケート回答フォームを後日メールでお送りします。メールに記載された期限までに回答してください。 

 

13．Zoomでの参加に関する注意事項  

• 当日、「アクセスできない」「音が聞こえづらい」「画像が荒い」「利用方法がわからない」「通信状態が悪くて途中で落ちてし

まう」などの個人的な操作トラブルには対応出来ません。予め Zoom の利用方法をご理解の上、ご参加ください。 

• インターネット接続可能な PC、タブレット、スマートフォンが必要になります。タブレット、スマートフォンでアクセスする場合は

Zoom アプリのインストールが必要になります。予めインストールしておくことをお勧めします。 

（iPad、iPhone の場合は「App Store」から、Android の場合は「Play ストア」で「Zoom」を検索し、「Zoom 

Cloud Meetings」をインストールしてください。） 

• Zoom ウェビナーでの開催となるため、参加者の方のカメラ・マイクは OFF のままで参加いただけます。 

• 研修に集中して取り組める状況で参加してください。別のことをしながらの参加は禁止します。(移動、運転、家事など)  

• 参加者には参加方法に関する案内メールを 8 月19日17 時頃を目処に送ります（メールシステムの関係上、時間は

前後する可能性があります）。参加URL は他の方に共有しないようにしてください。また、参加の際は 1 デバイスでの参

加をお願いします。（参加人数には上限があるため、他の方が参加できなくなる可能性があります。） 

• できるだけ安定した通信環境をご準備の上、ご参加ください。通信トラブル等で参加いただけない場合は欠席扱いとなり、リフ

レッシュポイントの付与はされません。また、参加料の返金もできかねます。 

• 参加にかかる通信費等は自己負担となります。  

• 当日の撮影(画面キャプチャ含む)および録音・録画は禁止します。 

• Zoom のアプリケーションは随時アップデートが行われます。最新版に更新の上、ご参加ください。 

• 当日進行を妨げる行為があった場合や注意事項に従っていただけない場合、強制的に退出させていただくことがあります。

(その場合リフレッシュポイントは付与されません。参加料の返金もありません。)  

 

14．開催終了後の動画配信 

• 本クリニック開催終了後、クリニックの内容を収めた動画を、以下の方法にて配信いたします。 

 

【クリニック参加者】 

 クリニックに申込みされた方々には、後日動画を無料で配信いたします。動画は、一定期間（2週間程度）視聴
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することができます。 

 動画の視聴方法などについては、9 月中旬（予定）に改めてご案内いたします。 

 

【参加申込をしなかった方】 

 当日参加が難しい方向けに後日有料での動画配信を行います。動画は、一定期間（2 週間程度）視聴すること

ができます。 

 開催終了後の動画視聴の場合は、リフレッシュポイントの付与はございませんので、ご注意ください。（視聴実績の

確認ができないため） 

 視聴料金は、クリニック当日の参加料と同様、JBA公認S〜D級コーチは2,000円（1日分）、JBA公認E-1・

E-2・E 級コーチ、および一般参加者は 4,000 円（1 日分）となります。 

※お支払い時には別途システム利用料（273 円）がかかります。 

 動画視聴の申し込み方法については、8 月下旬〜9 月上旬（予定）にメール等でご案内いたします。 

 

【本件に関する問合せ先】 

◆お問い合わせフォーム 

講習会申し込みページの「問合せ」ボタンから、お問い合わせください。 

◆電話受付 

JBA 指導者養成担当 TEL 03-4415-2020（平日10：30〜17：00）＊音声ガイダンスにしたがって番号を選択してください。 

※8月7日（土）〜8月16日（月）まで電話受付休止となります。休止期間にお問い合わせがある方は、講習会申し込みページの 

「問合せ」ボタンから、お問い合わせください。 


