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月 日 事業内容 場所

4 10（日） 2016一般体操ジャパン・チャレンジ検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス

5 19（木）―21（土） 国際体操連盟 一般体操コロキュウム オーストリア／ドーンビルン

5 28（土） 第29回 埼玉県一般体操演技発表会 上尾運動公園体育館

6 18（土） 2016一般体操ジャパン・チャレンジ 国立代々木競技場第2体育館

8 11（木・祝） 2016日本体操祭参加団体代表者会議 オリンピックセンター

8 12（金）―14（日）（公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 日本体育大学世田谷キャンパス

8 21（日） 組立体操・組体操講習会 日本体育大学世田谷キャンパス

9 3（土） 第12回 福井県一般体操フェスティバル 福井市体育館

9 21（水）・22（木） アジア体操祭 中国／青島

10 2（日）―中止― 第14回 福岡県体操祭 アクシオン福岡

10 2（日） 第9回 上越体操祭 上越市総合体育館

10 2（日）―中止― くまもと体操フェスティバル2016 熊本県立総合体育館

10 16（日） 第2回 かがわ体操祭2016 坂出市立体育館

10 18（火）―20（木） 国際体操連盟 総会 東京都

10 29（土） 平成28年度 県民総合体育大会［一般体操の部］ 上尾運動公園体育館

10 29（土）・30（日） 韓国体操祭 韓国／ソウル

10 30（日） 2016まちだ体操祭 町田市立総合体育館

10 30（日） みえスポーツフェスティバル2016 健康体操大会 兼 第28回 三重体操祭 津市体育館

11 5（土）・6（日） 2016日本体操祭 国立代々木競技場第1体育館

11 5（土） 平成28年度 一般体操都道府県連絡会議 国立代々木競技場第1体育館

11 6（日） 体操フェスティバル ヨコハマ2016 横浜文化体育館

11 12（土） 第8回 静岡県体操祭 一般体操の部 草薙総合運動場体育館

11 13（日） 第26回 体操フェスティバルかわさき2016 川崎市とどろきアリーナ

11 13（日） 2016体操フェスティバル in ほっかいどう 北翔大学体育館

11 19（土） Gym Sports Festa 2016（第6回 相模原市体操祭） 相模原市総合体育館

11 23（水・祝） わくわく体操フェスティバル 第14回 高知県体操祭 兼 第67回 体操とダンスの発表会 高知県立青少年センター

11 23（水・祝） 晴れの国おかやま体操祭2016 ジップアリーナ岡山

11 26（土） 第10回 京都体操祭　−GYMSBEAT'16 −  兼 第19回 かめおか体操祭 京都学園大学体育館

11 27（日） 第23回 体操フェスティバル2016 NARA 奈良市中央体育館

11 27（日） “輝く笑顔”第10回 おおさか体操祭2016 兼 府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル 梅花学園 澤山記念会館

12 3（土） 第27回 栃木県体操フェスティバル 栃木県県南体育館

12 4（日） 第26回 2016かごしま体操フェスティバル 鹿児島県総合体育センター体育館

12 6（火）―8（木） スリランカ体操祭 スリランカ

12 11（日） 第12回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 市村記念体育館

12 11（日） 第13回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 

12 18（日） 第9回 とくしま体操祭 小松島市立体育館

12 24（土） 第7回 OITA体操フェスティバル2016 大分県立総合体育館

1 22（日） G.C. 編集検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス

1 29（日） 組立体操・組体操講習会 日本体育大学世田谷キャンパス

2 4（土） 2017つくば体操フェスティバル つくばカピオ サイバーダインアリーナ

2 5（日） インドネシア体操祭 インドネシア／ジャカルタ

2 11（土・祝） 第4回 沖縄体操祭 ～ダンス・スポーツちゃんぷる−～ 沖縄県総合運動公園体育館

2 19（日） 第5回 やまぐち体操フェスティバル（2016年度一般体操祭） 維新百年記念公園スポーツ文化センター

2 12（日） 平成28年度 全国代表者連絡会 国際フォーラム

3 5（日） 第48回 健康のための体操発表会 愛知県体育館

3 5（日）―中止― ひろしまFUN²フェスタ2017 広島市東区スポーツセンター

3 11（土） 平成28年度 一般体操登録団体代表者連絡会 オリンピックセンター

3 19（日） 2017千葉県体操フェスティバル 千葉県総合スポーツセンター体育館

3 23（木）―26（日） 国際体操連盟 一般体操コロキュウム エストニア／タリン

3 25（土） 第12回 一般体操フェスティバル in 鳥取 鳥取県立米子産業体育館

　右記期間、平成28年度 

（公財）日本体操協会公認

　一般体操指導員養成講

習会を実施した。本講習

会は、学校体育や社会体育の現場などにおいて子どもから高齢者

までを対象に体操の基礎的実技指導にあたる指導者を養成する

ものである。また、日本体育協会の義務研修として受講すること

も可能である。主な内容は、体操の歴史や特性、指導法、加え

て栄養学や救急処置法などの健康に関する教養、クラブマネジメ

ントであった。徒手体操や手具体操、器具体操、組体操において

は、それぞれ実技を通した具体的な内容で講習を進めた。資格認

定については実技試験およびレポート課題で総合的に評価した。

　右記期間、日本体育大学世田谷

キャンパスにて、組立体操・組体操

講習会を開催した。本講習会の目的

は、組立体操・組体操についての基

礎知識や実技指導における安全な作

り方のポイントについて実践を交えながら学ぶことである。

　また、運動会・発表会の演技づくりに参考となる低い高さを

中心とした組立体操と動的な組体操の見せ方や演技の作品例に

ついても実際に受講者に体験してもらいながら紹介した。受講者

は幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の

教員、教育委員会、地域の体操クラブ指導者な

どが全国各地から集まった。

※各講習会の参加申込み方法については協会公式サイトに掲載します。

日　　程
・

場　　所

●平成28年8月12日（金）、13日（土）、14日（日）

　東京都（日本体育大学） 

●平成29年3月2日（木）、3日（金）、4日（土）

　愛知県（名城大学）

●平成29年3月17（金）、18日（土）、19日（日）

　岩手県（一関市体育館） 

受講者数
●東京：80名（合格者数：78名　不合格者数：2名）
●愛知：51名（合格者数：51名）
●岩手：11名（合格者数：11名）

講習内容 講義および実技

試　  験 実技（※他、レポート課題有り）

評　  価 実技試験およびレポート課題で総合的に評価する

日　　時
●平成28年8月21日（日）　13：00 ～ 17：00
●平成29年1月29日（日）　13：00 ～ 17：00

場　　所 東京都（日本体育大学）

受講者数
●8月：56名
●1月：45名

受講対象 教員、体操指導者、大学生など

講　　師
●荒木 達雄（日本体育大学、一般体操委員会委員長）
●内田 良（名古屋大学）

◉ 平成28年度（公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会

◉ 組立体操・組体操講習会

平成29年 8月11（金）～ 13（日）

東京都（日本体育大学 世田谷キャンパス）

平成29年度のお知らせ

日　程

場　所

平成29年 8月6（日）

東京都（日本体育大学 世田谷キャンパス）

平成29年度のお知らせ

日　程

場　所
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