
 

 

 

Q＆A リスト【受講者】 

No 質問リスト 回答 

≪申込･キャンセルについて≫ 

1 申込はどこでおこなうのですか。 

e-moshicom（イー･モシコム）というサイトから

(https://moshicom.com/user/429/)お申込み 

ください。また、日本陸連公式サイトページからもア

クセスできます。 

※イー･モシコムは会員登録が必要です。 

2 申込期限はいつまでですか。 

お申込期限は、各会場により異なります。 

各会場、共通科目開催初日の約 2ヶ月前（8 週間前）

～5 週間前までです。 

日本陸連公式サイトまたは、イー･モシコムにてご確

認ください。また、お申込みは先着順ですので、 

定員になり次第、締切らせていただきます。 

3 

WA(IAAF)コーチレベル１の資格を持っ

ているのですが、 

何か免除になりますか？ 

専門科目免除になりますが、本講習会では、専門科目

免除の申込区分がありません。 

JAAF 指導者講習会連絡窓口までご連絡ください。 

4 

現在は指導をおこなっておりません。 

陸上競技の経験もありませんが、受講す

ることは可能ですか。 

本講習会では、陸上競技専門種目の技術面の高さなど

は求めておらず、幅広い知識を学んでいただく事や各

種目の指導上の留意点や安全管理などについて知識

を深めていただくことが本講習会の主旨です。 

現在指導をしていなくても、陸上競技の経験がなくて

も受講していただくことは可能です。 

 

※指導経験が無い方や陸上競技経験が無い方に向け

た「JAAF 公認スタートコーチ」という資格講習会もご

ざいますので、そちらも是非ご検討ください。 

5 
現在陸連登録などしておりません。登録

が必要なのでしょうか？ 
日本陸連及び都道府県陸協登録は必要ございません。 

6 
受講料の領収書を発行していただきた

い。 

受講にともなう領収書の発行については、 

申込いただいた申込サイト（モシコム）のマイページ

から発行することが可能です。 

下記 URL をご参照いただき、ご自身のマイページより

発行をお願い致します。 

https://help.moshicom.com/jwf/faq/receipt/ 



 

 

7 
申込後、キャンセルをしたいのですが 

対応可能ですか。 

キャンセルは可能ですが、申込者の都合による返金は

できません。 

8 

台風や新型コロナウイルス感染症の影

響で、申し込んでいた会場が中止になっ

てしまいました。返金対応してもらえる

のでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症や天災等、主催者側の判断

による中止の場合、申込者には返金対応をさせていた

だきます。 

なお、申込者の都合による返金はできません（申込者

が感染症等により欠席した場合）。 

≪共通科目Ⅰ免除について≫ 

1 
現在持っている資格が「共通科目Ⅰ」に 

該当するかどうか教えてほしいです。 

日本スポーツ協会 HP にてご確認ください。 

https://www.japan-

sports.or.jp/coach/tabid225.html 

2 「免除適用コース承認校」とは何ですか 

日本スポーツ協会 HP にてご確認ください。 

https://www.japan-

sports.or.jp/coach/tabid226.html 

3 

自分が通っている学校が「免除適用コー

ス承認校」か確認するにはどうしたらよ

いですか。 

日本スポーツ協会 HP にてご確認ください。 

https://www.japan-

sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc

/tekiou/tekiou_shounin.pdf 

4 

「免除適用コース承認校」に在学してい

ます。在学しているだけで「共通科目Ⅰ

免除」になりますか。 

「免除適用コース承認校」に在学している学生は「共

通科目Ⅰ」が免除になる場合がありますが、 

在学しているだけでは免除になりません。 

手続きを行う必要があります。手続き方法は各大学に

お問い合わせください。 

※卒業後の手続きはできません。在学中に必ず手続き

をおこなってください 

※「免除適用コース承認校」であっても大学院生は免

除対象外です。ご注意ください 

5 
「免除適用コース承認校」を卒業しまし

た。共通科目Ⅰは免除になりますか。 

卒業しただけでは「共通科目Ⅰ」は免除になりません。

（2019年度11月より日本スポーツ協会の規定により

卒業証明書での免除対象外となりました。） 

※在学中に手続きをおこなっている必要があります。 

6 

「共通科目Ⅰ免除」で受講をします。 

専門科目講習 2 日間のみの受講でよい

ですか。 

専門科目 2 日間と、共通科目(オンライン講習)のう

ち、必修講義として位置付けている「指導者の役割」

「スポーツと栄養」「指導計画と安全管理」を受講す

る必要があります。必修講義は「共通科目Ⅰ免除」の

方でも受講が必要です。 



 

 

7 

「共通科目Ⅰ免除」で受講します。 

共通科目Ⅰ免除の証書(スポーツリーダ

ー資格所有の証明など)については、ど

こに提示すればよいですか。 

本講習会申し込み時に、証明書(スポーツリーダー認

定証など)をご提示いただく必要はございません。 

本講習会を受講し修了後、日本スポーツ協会へ資格の

登録申請をしていただきますが、その際に申請書類が

必要です。 

≪事前準備物(自宅学習(課題)･事前購入物)について≫ 

1 
講習会開催日までにどのような準備が

必要ですか。 

共通科目開催日の 2 週間前までに自宅学習(課題)を

実施し、提出してください。 

自宅学習(課題)の提出が確認できた方には、共通科目

開催の 1 週間前までに共通科目講習会参加について

のご案内をメールにて送付いたします。 

専門科目については、専門科目開催日の約 1 ヶ月前

に、日本陸連公式サイトに受講案内を掲載します。受

講案内を各自でご確認いただき、準備をお願いしま

す。 

2 
自宅学習(課題)について、どこで確認す

ればよいですか。 

自宅学習(課題)の詳細については、日本陸連公式サイ

トに掲載しております。 

自宅学習(課題)は申込後すぐに取り組んでいただく

ものですので、各自ご確認いただき、期日までに提出

をお願いします。 

3 

現在陸上競技の指導をしておりません。

自宅学習(課題)について、どのように課

題をおこなえば良いのでしょうか？ 

指定テキストを参照いただきながら、ご自身の指導経

験や陸上競技経験などをもとに取り組んでください。 

4 
共通科目の試験は携帯電話（ガラケー）

での受講が可能ですか？ 

ガラケー、スマートフォン、タブレット、などインタ

ーネットに接続し、Google フォームへの回答が可能

な手段であれば受講可能です。 

5 
事前準備物のテキストは必ず購入しな

ければならないのか。 

【共通科目】のテキストは、申込時にテキスト代をお

支払いいただいていますので、お申込いただいた方に

は開催の約 1 ヶ月前頃を目安に郵送します。 

【専門科目】のテキストは事前にご購入をお願いしま

す。テキストについては、課題をおこなうためだけで

はなく、陸上競技の指導をおこなう上で必要になりま

すので、それぞれご購入いただき、今後の指導に役立

てていただければと存じます。 

≪講習会について≫ 

1 
講義中にケガをしてしまいました。 

保険対応はあるのですか。 

保険加入をしております。 

ケガをした場合は、陸協担当者にご報告ください。 

（陸協担当者は JAAF 指導者講習会連絡窓口に、その

旨ご報告ください） 



 

 

2 

専門科目のカリキュラムが 40h(集合

30h)とありますが、各会場で実施する 2

日間では時間数が不足します。他に受講

する必要があるのでしょうか。 

ご案内している講習会日程以外に受講していただく

必要はございません。 

カリキュラム記載の時間数には、講習会のタイムテー

ブルに記載されている講義時間に加え、自宅学習(課

題)の時間も含まれており、課題(制作物含む)に取り

組む時間や資料の確認時間なども含くまれています。 

集合講習での不足時間は上記の時間で補っています。 

3 
共通科目オンライン講習について、 

スマートフォンでの受講は可能ですか。 

共通科目オンライン講習について、スマートフォンで

のご受講は可能です。 

しかしながら、講習は 2日間とも終日おこないますの

で、1 日中小さい画面を見ながらの講習は非常に大変

かと思います。可能であれば、PC や大きめのタブレ

ットでご参加いただく方が望ましいです。 

集中して受講できる環境を整えていただきますよう

お願い致します。 

4 
試験はテキストなどの持ち込みは可能

ですか。 

試験(共通科目・専門科目ともに)はテキスト等の持ち

込みは不可です。 

5 
全日程受講することで、必ず合格できま

すか。 

共通科目においては、日本スポーツ協会の規定によ

り、試験の点数にて判定。 

専門科目においては、筆記試験及び課題、並びに受講

姿勢により総合的に判断します。 

6 

講習日程のうちの 1 日だけ受講するこ

とができません。受講できない 1日を別

の会場で受講することは可能ですか。 

講習会は全日程受講する必要があります。欠席がある

場合は資格を取得することができません。 

また、会場毎に講義日程が違いますので、1日だけ別

会場で振替えることはできません。 

≪講習会終了後(資格の登録・更新)について≫ 

1 講習会終了後の流れを教えてください。 

講習会後、約 3ヶ月程度で、認定証・修了証がお手元

に届きます。各証書がお手元に届きましたら、日本ス

ポーツ協会へ、各自「コーチ 1」の申請（免除免除申

請）を行なってください。申請をしないと資格取得と

なりません。 

2 

登録料と初期登録料とは何ですか。ま

た、今後資格を更新する際にはいくらか

かりますか。 

登録料とは、日本スポーツ協会が定めている 4年分の

登録料です。この登録料については新規・更新ともに

基本登録料(10,000 円)と資格別登録料(陸上競技の

場合は、一律 4,000 円)を日本スポーツ協会へお支払

いいただきます。また、新たに資格を取得した場合や

初めて日本スポーツ協会に指導者として登録する際

には、初期登録料(3,000 円※2023 年 4 月 1 日付登録

より 3,300 円(税込))を日本スポーツ協会へお支払い

いただきます。 



 

 

3 

JSPO 公認陸上競技コーチ 1 資格の更新

研修を受けずに、4年が過ぎてしまい、

失効した場合はどうすればよいでしょ

うか。 

復活登録申請をおこなってください。 

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/201911/14_1

85249.pdf 

4 
この講習会で JSPO 公認陸上競技コーチ

1 資格を更新することは可能ですか。 

本講習会で更新をすることはできません。 

①日本スポーツ協会、都道府県体協・スポ協、本連盟

が開催するコーチングクリニック等、都道府県陸協が

実施する更新研修に充当している研修会等がござい

ます。 

それぞれ、開催要項等に日本スポーツ協会公認スポー

ツ指導者資格の更新研修として実施している旨が記

載されていますので、更新研修の受講有効期限内でご

受講ください。 

 

②日本スポーツ協会では、下記の URL 記載のとおり、

BLS 講習などを受けて申請をすることで更新研修に

充当できるようになっております。 

詳細については、下記 URL からご確認ください。 

https://www.japan-

sports.or.jp/coach/tabid1039.html 

5 

さらに上位資格の公認コーチを受講し

たいのですが。どうしたら受講できます

か。 

都道府県陸上競技協会の推薦が必要となります。都道

府県陸上競技協会へお問い合わせください。 

≪その他≫ 

１ 
教員免許更新講習として受講したいの

ですが。 

2022 年度から教員免許制度廃止を予定している（文

部科学省）ことから、本講習会を教員免許更新講習と

しての申請を取りやめました。 

2 

公認ジュニアコーチ(JSPO公認陸上競技

コーチ 1)は、大会等の帯同ができます

か。また、どの大会が該当しますか。 

公認ジュニアコーチ(JSPO 公認陸上競技コーチ 1)以

上の資格をお持ちの方は以下に示す大会(及び該当区

分)で定めている帯同条件を満たすこととなります。 

※選出については、都道府県陸上競技協会が行うこと

となります。 

１．国民体育大会の監督 

２．“日清食品カップ”全国小学生陸上競技交流大会

の監督及びコーチ 

3 
この資格を取ることで部活動指導員や

外部指導員として活動ができますか。 

部活動指導員や外部指導員などについては、各地域の

教育委員会等で定めている条件をご確認ください。 

 


