
大学院  人間総合科学研究科  博士前期課程

体育学専攻

■お問い合わせ先■　筑波大学体育系　中山雅雄　nakayama@taiiku.tsukuba.ac.jp

http://spcarr.taiiku.tsukuba.ac.jp/スポーツキャリア大学院プログラムHP

http://www.taiiku.tsukuba.ac.jp/hss/

大学院  人間総合科学研究科  博士前期課程

体育学専攻

ナショナルリーディング

コーチ養成プログラム

来たれ！知と技の殿堂
          筑波へ　　　。

推  薦
日本がオリンピックで金メダル獲得世界トップクラスという大きな目標を果たすには、選手
を支え、導く優秀な指導者の養成が急務であります。国際競技力を備え、更なる学びで優れ
た指導者養成を目指す文部科学省の「スポーツキャリア大学院プログラム」はこれから大き
な役割を担うものになるでしょう。「Top of the Top」の指導者養成が、大学においてより進
化することとともに、コーチの皆様がチャレンジされることを期待しています。

JOC
National Coach Academy

入試日程
募集要項配布［冊子］6月上旬配布予定入学願書受付2012/9/19(水)～21(金)学力検査

2012/10/18(木)※2013年度入試からは7月期を予定

筑波大学では、文部科学省「スポーツキャリア大学院プログラム」事業の
成果として、博士前期課程（修士課程）に「トップレベルの指導者養成」を
目的とした新プログラム、ナショナルリーディングコーチ養成プログラムを
平成 25年度より開設します。



・スポーツ界をリードする国際的な人材の育成

競技種目で国をリードする監督・コーチとなり、将来的に統括組織（IF/NF）

で指導的役職に就くことが期待される人材を養成します。

・キャリアアップを目指した大学院教育
大学等の教育機関において、国のコーチ教育を先導的に担っていく人材を養成します。

・独創性のある卓越したコーチング能力

・コーチングに要求される高度なマネジメント能力

・日本文化の理解を礎とした豊かな国際性

カリキュラムは「コーチング一般科目群」「コーチング個別科目群」「関連マネジメント科目群」

「国際性科目群」「関連スポーツ科学科目群」より構成されます。

修士論文に代わるものとして、コーチング特別課題研究を課します。なお、博士後期課程への

進学を視野に入れ、従来の修士論文を書くことも可能です。

本プログラムの目指すところ

本プログラムで養成される能力や特質

カリキュラムの概要

コーチング
一般科目群

コーチングのバイ
オメカニクス
身体技法論
武道文化論
身体表現論

トレーニング学
コーチング論
（事例討議）
スポーツ運動学

コーチング
個別科目群

関連マネジメント
科目群

種目別コーチング総合演習（理論・実習）
プログラム特別インターンシップ

競技マネジメント論
スポーツ情報戦略論
スポーツリスクマネジメント論
スポーツイベント論

国際性科目群

関連スポーツ
科学科目群

コーチング特別課題研究
（修士論文も選択可）

高度スポーツ指導者の英語会話
高度スポーツ指導者の実践英語演習
日本文化論（宗教、思想、古典芸能など）
オリンピック論

フェアプレイ論
スポーツ心理学
運動器の仕組みと働き
スポーツ用具と動きのしくみ
スポーツ生理学
アスレティックコンディショニング論
スポーツの栄養学

本プログラムの修了により、日本で唯一の「修士（コーチング学）」の学位が得られます。

インターネットを使用した eラーニングによるサポートを行い、長期の遠征などによる授業の欠課を補います。

学位「修士（コーチング学）」

eラーニングによるサポート

入学試験
選抜方法
筑波大学大学院・人間総合科学研究科体育学専攻の社会人特別選抜 (推薦入試 ) により選抜し、5名程度を募集します。

入試日程
募集要項配布：［冊子］6月上旬配布予定　 ［web］公開中 http://www.ap-graduate.tsukuba.ac.jp/

入学願書受付：2012 年 9月 19 日 ( 水 ) ～ 21 日 ( 金 )

　　学力検査：2012 年 10 月 18 日 ( 木 )

　　※2013 年度入試からは 7月期を予定

推薦要件
下記のいずれかに該当し、出願者の実績や能力を熟知する 2名の推薦者から推薦状が得られ、合格した場合には入学す

ることを確約できること。

※１：監督およびコーチ

※２：フル代表および各年齢段階の代表（現在スタッフである場合も含む）

※３：本年度中に修了あるいは資格取得が見込まれる場合も含む

※４：外国の資格に関しては事前に問合せが必要

※５：現在代表である場合も含む

別表

サッカー　　日本サッカー協会 S級コーチ

ラグビー　　日本ラグビーフットボール協会公認トップコーチ

テニス　　　日本テニス協会公認 S級エリートコーチ

試験内容
試験は、書類審査 (150 点 ) と面接による口述試験 (50 点 ) を行います。

①コーチングスタッフ　として国の代表経験　がある。
②JOCナショナルコーチアカデミーを修了　、あるいは別表に定める中央
　競技団体公認のトップレベル指導者資格を有する　、あるいはこれらの
　資格と同等とみなせる外国のトップレベル指導者資格を有する　。
③競技者としてフル代表経験がある　。

※1 ※2

※3

※3

※4

※5

指導教員
本プログラムでは、体操競技、陸上競技、水泳競技、スケート、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、
サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、テニス、バドミントン、野球、柔道、剣道、弓道、の各種目にお
いて、高度な競技経験と優れた研究指導力を兼ね備えた教員が指導教員を務めます。

河合季信

予定されている主な科目

谷川　聡 岡田弘隆 本間三和子

オリンピアンの教員

‘00 シドニー大会　110mハードル
‘04 アテネ大会　　110mハードル

‘92 アルベールビル冬季大会 
ショートトラック男子 5000mリレー（銅メダル）

‘88 ソウル大会 　　柔道 78Kg 級
‘92 バルセロナ大会 柔道 86Kg 級（銅メダル）

‘84 ロサンゼルス大会  シンクロナイズドスイミング
ソロ（銅メダル）デュエット（銅メダル） 
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大学院  人間総合科学研究科  博士前期課程

体育学専攻

■お問い合わせ先■　筑波大学体育系　中山雅雄　nakayama@taiiku.tsukuba.ac.jp

http://spcarr.taiiku.tsukuba.ac.jp/スポーツキャリア大学院プログラムHP

http://www.taiiku.tsukuba.ac.jp/hss/

大学院  人間総合科学研究科  博士前期課程

体育学専攻

ナショナルリーディング

コーチ養成プログラム

来たれ！知と技の殿堂
          筑波へ　　　。

推  薦
日本がオリンピックで金メダル獲得世界トップクラスという大きな目標を果たすには、選手
を支え、導く優秀な指導者の養成が急務であります。国際競技力を備え、更なる学びで優れ
た指導者養成を目指す文部科学省の「スポーツキャリア大学院プログラム」はこれから大き
な役割を担うものになるでしょう。「Top of the Top」の指導者養成が、大学においてより進
化することとともに、コーチの皆様がチャレンジされることを期待しています。

JOC
National Coach Academy

入試日程
募集要項配布［冊子］6月上旬配布予定入学願書受付2012/9/19(水)～21(金)学力検査

2012/10/18(木)※2013年度入試からは7月期を予定

筑波大学では、文部科学省「スポーツキャリア大学院プログラム」事業の
成果として、博士前期課程（修士課程）に「トップレベルの指導者養成」を
目的とした新プログラム、ナショナルリーディングコーチ養成プログラムを
平成 25年度より開設します。


