第 24 回日本ティーボールセミナー開催要項
―日本式ティーボールがアジアへ世界へ大きな広がり―
[兼 TTA 中級・初級公認指導者認定講習会]
平成 29 年 1 月 14 日(土) 於：早稲田大学国際会議場 平成 29 年 1 月 15 日(日) 於：早稲田大学東伏見教場
主催：NPO 法人 日本ティーボール協会 共催：公益財団法人 日本リトルリーグ野球協会
後援：スポーツ庁 厚生労働省 株式会社ジャクパ

プ ロ グ ラ ム

日時
1 月 14 日(土)

於：早稲田大学国際会議場

●総合司会：一之瀬 貴氏(日本ティーボール協会常務理事)

宮川眞子・落合未稀（早稲田大学 学生研究員）

12：20

受付

12：50

■理事長報告

吉村

正氏(中国煙台大学客員教授・元早稲田大学教授)

13：05

■会長挨拶

海部

俊樹会長

■顧問挨拶

五十嵐

勝雄顧問

■基調講演Ⅰ

小宮山

悟氏(野球評論家)

13：15

(会場にてビデオ上映)

亀岡

偉民顧問

「日本式ティーボールが世界の野球・ソフトボールを救う」
13：45

■基調講演Ⅱ 吉永

武史氏(早稲田大学スポーツ科学学術院准教授)

「次期学習指導要領の改訂に向けたこれからのティーボール授業のあり方」
14：15

■基調講演Ⅲ

宗像

豊巳氏(公益財団法人全日本軟式野球連盟専務理事)

「アクションプラン・野球の底辺拡大にはティーボールが最適」
14：45

■基調講演Ⅳ 丸山

克俊氏(東京理科大学名誉教授・アジア連盟理事長代行)

「日本式ティーボールがアジアへ世界へ大きな広がり－ティーボール・ティーチャーの任務－」
15：15

＊休憩＊ 設立 25 周年表彰

15：20

◆フリーディスカッションⅠ「日本式ティーボールがアジアへ、世界へ」

イメージキャラクター紹介

●座長 佐藤

文宏氏(日本大学名誉教授)

●講師 丸山

克俊氏(アジアティーボール連盟理事長代行)

―日本式ティーボール

アジアへ世界への広がり―

陳

兆麗氏(中国ティーボール連盟理事)

―中国

160 チームの全国大会―

徐

相玉氏(韓国ティーボール連盟副会長)

―韓国

驚異的な広がり―

布施

努氏(スポーツ心理コンサルタント)

―アメリカ

吉村

正氏(アジアティーボール連盟会長)

―日本式ティーボール

16：30

＊日本ティーボール協会 役員紹介

16：45

◆フリーディスカッションⅡ「日本式ティーボール
●座長 一之瀬
●講師 頼住
中井

リトルリーグの主役はティーボール―
今後のアジア・世界戦略―

普及活動（大会・講習会）いろいろ」

貴氏(早稲田大学研究戦略センター准教授)
道夫氏(厚木市立東名中学校元校長)

―神奈川

正勝氏(西武沿線少年野球連盟理事長)

―埼玉

行政機関と協働した取り組み―
所沢市を中心とした

西武沿線におけるティーボールの普及活動―
山川

彰夫氏(日本ティーボール協会山形県連盟代表)

榎本

暢之氏(日本ティーボール協会広島県連盟理事長) ―広島

黒羽

昭氏(ジャクパ副社長)

17：45

日本ティーボール協会 臨時総会

18：30

日本ティーボール協会設立 24 周年パーティー

―山形

150 チーム参加する地区大会―
センバツ大会、そしてどか点ティーボール大会―

―幼児への更なる普及に向けて：東西で二つの大会―

＊都合により、講師が変更となる場合があります。予めご了承ください。
＊翌日(1 月 15 日)の TTA 初級公認指導者認定講習会の受講者は、この「第 24 回日本ティーボールセミナー」の受講料は無料です。

第 24 回日本ティーボールセミナー・Information
１．会場への交通：JR「高田馬場」駅下車。
『早大正門前』行バスにて「西早稲田」下車、徒歩 3 分。
２．セミナー参加費：3,000 円【ただし、学生・大学院生は 1,500 円】当日、受付にてお支払いください。
なお、TTA 中級公認指導者が登録更新する場合には、受講料 3,000＋登録更新料 2,000 円、合計 5,000 円です。納入者にはネームプレ
ートをお渡しします。
３．懇親会参加費：5,000 円【ただし、学生・大学院生は 2,500 円】(希望者のみ)。当日、受付にてお支払いください。

プログラム

時間

【TTA 中級公認指導者認定講習会】

1 月 15 日(日) 於：早稲田大学東伏見教場
●司会：岩浪 文明氏(日本ティーボール協会専務理事)
09：30

受付

10：00

開講式 吉村

10：15

■講義Ⅰ「ティーボール大会組織運営論」

10：45

■講義Ⅱ「スポーツ科学概論」

11：15

＊休憩＊

11：30

■講義Ⅲ「スポーツ医学概論」

12：00

＊昼食＊

13：00

◆実習Ⅰ「ティーボール審判法実習Ⅱ」

正理事長

挨拶

一之瀬

河手

頼住

道夫氏(厚木市立東名中学校元校長)

貴氏(早稲田大学研究戦略センター准教授)

典彦氏(早稲田大学人間科学学術院教授)

田口
久保田

弘氏(日本協会常務理事)

14：00

＊休憩＊

14：15

◆実習Ⅱ「ティーボール指導法実習Ⅱ」

上川

浩司氏(都立中野特別支援学校教諭)

誠二氏(元千葉ロッテマリーンズコーチ)

日本女子プロ野球機構の選手たち
15：15

＊休憩＊(教室へ移動)

15：30

認定試験（レポート）及び質疑応答

16：00

閉講式 佐藤

文宏常務理事) 挨拶

＊TTA 初級公認指導者認定講習会の受講者は、前日(1 月 14 日)開催の「第 24 回日本ティーボールセミナー」の受講料は無料です。

プログラム

時間

【TTA 初級公認指導者認定講習会】（TTA 中級と同会場）

09:30

受付・開講式は、TTA 中級と合同です。

10:15

■講義Ⅰ「ティーボール概論」

11:00

■講義Ⅱ「オフィシャル・ティーボール・ルール解説」

11:45

昼食

12:45

◆実習Ⅰ「ティーボール審判法実習Ⅰ」

13:45

◆実習Ⅱ（その 1：基本編）
「ティーボール指導法実習Ⅰ」

丸山

14:15

◆実習Ⅱ（その 2：応用編）
「ティーボール指導法実習Ⅱ」

TTA 中級指導者認定講習会と合同実施（講師：同上）

15:30

認定試験（レポート）及び質疑応答

吉村

正氏(中国煙台大学客員教授・元早稲田大学教授)

丸山

吉村

正氏（同上）

克俊氏（東京理科大学名誉教授）
克俊氏（同上）

［閉講式は、TTA 中級と合同です。
］

TTA 中級・初級公認指導者認定講習会 Information
＊この講習会は、日本ティーボールセミナーへの全出席を含み、翌日の講義・実習の全日程に参加することを義務づけています。
１．会場への交通[第１日目：早稲田大学国際会議場]

[第２日目：早稲田大学東伏見教場]

＊JR 山手線「高田馬場駅」または「西武新宿駅」から西武新宿線「東伏見駅」下車、徒歩 3 分
２．講習会参加費：［TTA 中級受講者］受講料 5,000 円（セミナー参加費を含む）
、認定・登録料 5,000 円、合計 10,000 円です。ただし、
学生・大学院生は、受講料 2,500 円（セミナー参加費を含む）
、認定・登録料 2,500 円、合計 5,000 円です。資格取得と同時に学生・
大学院生研究員として登録されます。
３．講習会参加費：［TTA 初級受講者］受講料 3,000 円（セミナー特別受講可）
、教材費 1,000 円、認定登録料 1,000 円、合計 5,000 です。
★連絡先

[NPO 法人

日本ティーボール協会事務局]

ご不明な点は気軽にお問い合わせください。

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1－34－12－403 担当：頼住
TEL:03-6273-8611

道夫・富塚ゆみ子

FAX:03-6273-8605 info@teeball.com

＊上記の TTA 中級・初級公認指導者認定講習会の講師は、都合により変更となることがあります。ご了承ください。
＊当日（08:30 受付、08:50 開講式）は、アジアティーボール連盟（ATF）の第 1 回公認指導者認定講習会（ATF・TTA マスター
の認定）を同会場で開催しています。アジア諸国との「ティーボール指導者交流元年」となります。ご関係各位のご協力、ご支援
をお願い申し上げます。

