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受講者の声

　刺激

● ここに初めて来た日と今とでは人が変わったかと思うほど、最初は
自分のスキルがなく、必要なものや足りないものがよくわかった。

● とても刺激的で、最初は緊張の中で始まったが、講義を受けていく
うちに、とても学んでいくことが多く、その大切さも感じた。

● 当初はすごく不安があり、講義を受ける中で、自分の知らないこと
が多くあると感じながら、やはり得るものがすごく多くあった。ま
た、他の受講者の方たちとふれあうことによって、すごく自分の視

野が広がっていったと感じた。
● 受講させていただき感じたことは、自分が全てにおいて未熟である
ということ。全てというのは、伝えること、話すこと、相手から聞
き出すこと、本当に全てのことが未熟だと痛感した。しかし、それ
は自分に伸びしろがあると、逆に捉えて受講していたので、これか
ら繋げていきたいと考えている。

　　他競技との連携

● 今までなかなか聞けなかった講義など、いろいろな方々の講義を受
けることができ、非常に私自身の幅が広がった。また、他の競技団
体の方と知り合いになれたことが、私の中で一番大きな財産になっ
ているので、今後、いろいろな形で活かしていきたい。

● 今回、受講させていただき、まだ私自身は指導という現場に携わっ
ていなかったので、指導というもの、コーチングや選手のマネジメ
ント、そして、どのように選手を導いていくのかということを、す
ごく学べたことと同時に、人と接するときに必要な言語技術やその
スキルを伸ばすことの大切さ、それが現場でどのように活きていく
のかを学ぶことができ、有意義な時間を過ごすことができた。ま
た、他競技の方と知り合うこともでき、その出会いを大切にし、意
見交換をしながら過ごすことができたことも、私にとって大きな貴
重な経験となった。ここで学んだことは、おそらく一部に過ぎない
かもしれないが、現場でもっと広げて、自分の中で構築したことを
活用していけるような活動を目指したいと考え、感じる機会が多

かったように思う。
● 横の繋がりができたので、今後のコーチ生活に大変役に立つと
思っている。また、オープンマインドということで、いろいろと腹
を割って話すことができるのは、この機会しかなかったと思うの
で、大変よかった。

● 本当に沢山の授業と他競技の方と交流させていただき、本当に多
くの気づきと学びがあった。私自身は、今年から指導者としてキャ
リアをスタートしたばかりで、何も知らない中、このような素晴ら
しい授業を受けさせていただき、私の指導者としての基礎となっ
た。本当にありがとうございました。

● アカデミーを受講して、本当に素晴らしい機会と、素晴らしい人た
ちと巡り会えたことは、何よりもかけがえのないものとなった。か
けがえのない時間を過ごすことができたので、本当にありがとうご
ざいました。

　コーチングの向上

● 現場の指導を空けることになるため、非常に葛藤があったが、結論
として、受講して非常によかった。コーチングをきちっと座学で学
んだことがなかったので、全てが新鮮で非常に大きな刺激を受け
た。特に、これまでも自分の競技の中での知識は興味を持って学ぶ
姿勢もあったと思うが、行政や、自分の種目以外の普及・育成に関
わることなどは、今回全く知識が無いことがわかり、資料収集など
を通じて、今後に活かせると感じた。

● 受講したことにより、指導者としての知識や言語技術等を学ぶこと

ができ、改めて指導者としての自覚を高める機会となった。
● このアカデミーに参加して、自分の言語能力とプレゼンテーション
能力の無さがよくわかったが、少しは言葉の伝え方やプレテーショ
ン能力を学ぶことができ、その学んだことを実践して、今後活かし
ていければと思っている。また、7期生の皆さん、コーチや先生方
と話すことにより、自分の知識が豊富になったことと同時に、皆さ
んの熱意を感じることができ、自分の熱意がまだまだ足りていない
ことがよくわかった。ありがとうございました。

平成26年度JOCナショナルコーチアカデミーを受講したコーチによる全講義（試験含む）終了後のアセスメント

JOCナショナルコーチアカデミーを受講した感想をお聞かせくださいQ

NCAとは 「このアカデミーは教わることが全てではなく、教わったことに対し、受講者がどのように考え、どの
ような方向性を持つか、という目的があると感じた。」

平成26年度ナショナルコーチアカデミー総合受講満足度アンケート結果　平均：4.5

カリキュラムの構成について　平均：4.4

1. 悪い　　2. やや悪い　　3. 普通　　4. やや良い　　5. 良い

4. やや良い
　36.4% 

3. 普通
　4.5%

5. 良い
　59.1%

2. やや悪い
　4.5%

3. 普通
　13.6%

4. やや良い
　27.3%

5. 良い
　54.5%
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　学び

● まず、今回受講させていただき、ありがとうございました。受講し
たことによって、私の視野が広がり、今後のスキルに活かしていけ
ると思う。また、他競技の方と交流できたことで、この交流をここ
で終わらせることなく、次に活かしていきたいと思っている。

● 貴重な経験をさせていただいた。毎日が新鮮で、もし受講できてい
なかったら出会うことのなかった他競技の方々と出会えたこと、い
ろいろなことを学べたことが、私にとって貴重なことであり、そし
て、今後にしっかりと活かしていかなければならないと感じた場
だった。

● やはり指導者も学ばないと、選手も育たないと痛感した。これから
も日々努力して学んでいきたいと思う。

● 受講が始まったばかりのときは、非常に不安ばかりだったが、何と
か今日を迎えることができた。皆さんの高いモチベーションに支え
られて、自分も日に日に学びたいという意欲が増し、非常に知識が
増えたアカデミーとなった。

● 受講して、自分の知らない世界や多くの学びが新たにあり、また、
一緒に受講した他競技の皆さんとの繋がりが本当によかったと
思っている。

　その他感想

● 大変長期間に亘り、また、一つ一つの講義が長時間だったので、大
変精神的には辛いアカデミーとなったが、大変為になったと感じて
いる。

● 受講者全体で考えて作り上げていくことが、この研修の一番の目的
であると感じた。教わることが全てではなく、教わったことに対
し、受講者がどのように考え、どのような方向性を持つか、という
目的があると感じた。

● 自分の世界観が広がったと思う。今までは、ハンドボール界のこと
だけを考えていたが、ハンドボール界のみならず、スポーツ界全体
を通して、視野が広がったと思う。

● とにかく「よかった」の一言に尽きる。途中は、いろいろと所属と

の調整もあり、苦しい時間もあったが、2ヶ月という時間は、あっ
という間に過ぎ、そして今、改めて思うのは、本当によかったとい
うことである。得ることは沢山あった。まず、最初に、チームジャ
パン、オールジャパンとしての意識を共有できたことである。これ
までは、自分の競技のことばかりを考えていたが、今回のアカデ
ミーを受講するにあたり、いろんな縁をいただき、いろいろな競技
の方と話をする中で、やはり日本全体として、チームジャパン、
オールジャパンとして競技やスポーツ界を盛り上げていかなくて
はならないという意識になった。これからは、チームジャパン、オー
ルジャパンの意識を高め、そして、自身の柔道競技を盛り上げてい
きたいと思う。本当にありがとうございました。

● 東京オリンピックなどがある中で、やはり、選手を育成し、メダリ
ストを育てることが夢なので、そこに活かし、全力を尽くすことが、
今、すべきことだと思っている。

● コーチとして、選手にオリンピックを目指させ、そこで最良の結果
を残すためにしっかりとバックアップし、多面的にしっかりとサ
ポートできるように頑張りたい。

● 受講したことが自分の身になるよう、今後も学び続け、指導の現場
でしっかりと活かし、国際的にも通用する選手を育成することに貢
献できたらと思う。頑張ります。

● 言語技術で学んだことをできるだけ選手たちにわかりやすく伝え
られるよう、自分の思いもこめて、わかりやすく説明できることを
心がけて今後の指導に取り組んでいきたい。

● 今の立場は、科学の分野にいるので、最前線にいるコーチたちとど
のように協力できるかを深く考えて、行動を起こしていきたい。

● 少しでも世界に近づけるように、また、今回のアカデミーの同期の
皆様と同じ世界の舞台で戦えるように、ハンドボールの発展の一助
になりたいと思う。

● この8週間で学んだことを活かすのは自分なので、まず明日からが
スタートという気持ちで、自分の現場において競技力向上と、また

競技結果を出せるように力を発揮していきたいと思う。
● 今、全日本のナショナルコーチをさせていただいているので、必ず
選手がリオオリンピックで金メダルを獲るという、強い気持ちを
持って頑張っていきたいと思う。

● 学んだことを常に意識して選手と接することだと思う。それを実践
していきたいと強く感じている。
● しっかりナショナルチームの一員となれるように、学びながら、選
手と一緒に成長していきたい。そして、全国にある強化拠点や私の
居る東北・福島から、オリンピックに出場させたいと思うので、選
手育成をしっかりと行うこと、底辺の普及の拡大など、自分が担わ
なくてはならないところを頑張っていきたい。

● ここで学んだことを女性としてできることも、即に選手や現場に活
かして、また、ここで学んだことをさらにスキルアップをして、現
場の選手に還元できるように頑張りたいと思う。

● このアカデミーで学んでいた時間に立ち返って、インプットしたこ
とをアウトプットしながら、活動していければと思っている。

● このチームジャパンとして、自分もその一員として、これからも自
分の競技、そして、日本のスポーツ界を盛り上げていければと思っ
ている。

今後の抱負Q

選手育成 「指導の現場で活かし、国際的に通用する選手を育成することに貢献したい。」

スケジュールについて（時期、期間等）　平均： 3.7

1. 悪い　　2. やや悪い　　3. 普通　　4. やや良い　　5. 良い

料金設定（受講料30万円）について　平均：3.8

2. やや悪い
　9.1%

3. 普通
　40.9%

4. やや良い
　27.3%

5. 良い
　22.7%

3. 普通
　52.4%

4. やや良い
　9.0%

5. 良い
　28.6%
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コーチング論

●橋本聖子講師　指導者としての自覚や意識を高めるもの、自分に足らない表現するということに関係す
る講義は印象に残りました。

●田嶋幸三講師　チームジャパンの意識・現在成功しているサッカー協会の取り組みを知ることが出来た
ため。／目標設定の仕方が大変勉強になった。

●眞鍋政義講師　情熱はもちろん、その他に周りのコーチや家族に対する配慮を持ち合わせ、片寄らない
考えでいろんなことを取り入れる柔軟性を兼ね備えていることが分かったから。

マネジメント論

●岡本薫講師　岡本先生の講義が印象に残り、目的と手段が整理できていないことが多くあると感じ、自
分の競技団体と自分の活動を考える機会を前期の早い段階でいただけたことが良かったです。／目標設
定の仕方が大変勉強になった。

●前原正浩講師　前原さんの講義は、所属団体のマネジメントにとても参考になる講義だった。／ほとん
どの講義が良かった。自分の視野が狭かったので、今後のコーチングに活かせる内容であった。

スポーツビジネス
●早野忠昭講師　アンテナが多方向に伸びていて、人の集め方、お金の集め方、色々なアイデアに驚かさ
れました。

ビジネスシミュレーション ●秋吉新平講師　下準備の大切さ、情報収集、交渉術などトータルで勉強になった。

医・科学サポート論

●杉田正明講師　リカバリーについてなどまだまだ知らない情報も多く、今後実践できるであろうと考え
られる点が多かった。

●廣戸聡一講師　怪我をしない身体作りができるから。
●前嶋孝講師　医科学を活かす事の難しさ、結果につなげる為のすさまじい努力、話を聴いていて自分の
指導はスマート過ぎるという気付き（反省？）が有りました。

ケースメソッド研修
●竹内伸一講師　1つのケースに対して自分と他の方との意見の違いや自分にない発想がある事がよくわ
かり、とにかく考えた。／大人の学びとは何か、そして自分の考えとは何かを考えさせられた。

言語技術（三森ゆりか講師）

●三森ゆりか講師　すぐにジュニア選手合宿にとり入れたいと思った。倫理的に考え、言葉を発する大切
さが身にしみた。／指導者としての自覚や意識を高めるもの、自分に足りない表現するということに関
係する講義は印象に残りました。／コミュニケーション能力を高めるのに必要な考え方や伝え方が参考
になりました。／自分のコーチングについて学び直す機会となった。すべて実践したい内容であった。／
改めて自分の言葉というものを見つめ直す機会になったから。

ディベート

●北岡俊明講師　資料収集、論理的思考、言語技術、全てが高いレベルで試されるし、競技性が有るので
大変な緊張感が有ったから。／今まで経験したことがなかったのと、先生の印象が強いからです。相手
に話すときにあいまいな言葉を使うとはねかえされてしまうため、言い切ることを学びました。／新しい
言語技術への知識を深め、自分の伝えるスキルや弱点を再認識する機会になったので、今後の課題がよ
り明確になったと思います。／今までディベートというものを経験したことがなく、授業でのように意見
をぶつけ合うということが初めてだったからです。論理的思考、論理的コミュニケーションをもっと養っ
ていきたいと感じました。／北岡先生の人柄がとても印象に残りました。ディベートとは何かというもの
を、一日を通して学べたと思います。

野外研修
皆との距離が縮まった。／あの半日の時間であそこまでチームワークができるとは思わなかった。最後
に仲間を信じてダイブした時のことが印象に残っている。

コーチとプレゼンテーショ
ン

●酒巻清治講師　情熱はもちろん、その他に周りのコーチや家族に対する配慮を持ち合わせ、片寄らない
考えでいろんなことを取り入れる柔軟性を兼ね備えていることが分かったから。

プレゼンテーション実習
新しい言語技術への知識を深め、自分の伝えるスキルや弱点を再認識する機会になったので、今後の課
題がより明確になったと思います。／相手に自分の考えをまとめて、わかりやすく伝えること、また、人
の意見や考えを多く聞くことが出来た点において、学びの多い講義であった。

ディスカッション 他競技の方の考えを聞ける貴重な時間であった。

アセスメント 他競技の方の考えを聞ける貴重な時間であった。

その他

多くの講義から様々な学びと気付きがありました。すぐに実践できるものもあれば、より深く学びたいと
思うものもあり、自分自身の視野が広がったと思います。／全ての講義が印象に残っています。自分の
力になったと思います。とても知的好奇心を刺激されました。物事を深く考えるようになりました。ま
た、質問力も向上したと思います。

印象に残った講義とその理由を教えてくださいQ
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マネジメント論 ●岡本薫講師　岡本先生のPh.P手法／指導現場において意識して選手との会話を行った。／目標設定

言語技術

●三森ゆりか講師　言語技術で前置型の話し方で、いつも長くなってしまう傾向にあるので、結論を先に
置き、その説明を端的にという意識でメディアでの仕事をしてみました。／コミュニケーション能力を高
めるのに必要な考え方や伝え方が参考になりました。／言語技術で学んだ事を意識して、コミュニケー
ションを取った。／私が実践したカリキュラムは言語技術です。選手と対話する時に順序だてて分かり
やすく話せるように心がけました。／指導現場において意識して選手との会話を行った。

アンチ・ドーピング ●浅川伸講師　アンチ・ドーピングについて選手達に話す機会を作った。

医・科学サポート論
●杉田正明講師　リカバリーの知識はすぐに実践しました。
●田村智則講師　視覚情報
●廣戸聡一講師　廣戸先生の身体の軸を実践しました。

コーチング論 ●オレグ・マツェイチュク講師　自己管理

コーチングスキル ●松場俊夫講師　傾聴・質問・フィードバックを学んだので意識して実践した。

トップスポーツ論 ●勝田隆講師　勝田先生の聞くことの大切さ、良き質問者になることを心掛けた。

ディベート ●北岡俊明講師　指導現場において意識して選手との会話を行った。

その他

バレー教室において、受講者の前で話す言葉の使い方や、内容を注意しながら実践した。／カリキュラ
ムはわかりませんが、選手の意見を聞き出す、何を考えているか聞くという一方的ではなく選手から聞
き、一緒に考えることをやり始めています。／現場においてのマネジメント／コミュニケーション能力を
今回の受講で大変学ぶことができました。／実践というより講義から学んだ熱い思いを選手に伝えてい
くようになった。／田中ウルヴェさんの本を使用したプレゼン方式ミーティング（ご本人に承諾は得まし
た）／多くの先生のお言葉を使用。

期間中にご自身が特に実践したカリキュラム（例）Q

心理学 指導現場や組織マネジメント、その他において学んだことをいかせる場面が多くあり、興味深いです。

メンタルトレーニング
選手の多くはあまり必要だと思っていなく、でも結果が出なくなってきた時には必ずといっていいほどメ
ンタルトレーニングにいくため、初期段階からその知識を学びたいです。

予防学
アスリートにとって、ケガや病気を未然に防げる身体作りや方法・対策は徹底して、技術を向上させて
いくことと並行してやっていくべきものと思うので、その知識は指導者にとって必要。

生理学・運動学
スポーツを教えるコーチとして基本的な生理学や運動学の基本知識を講義として受けても良いと思う。
特に男女問わず貧血や、女性では月経の問題は課題としてあるので、基本知識を含め現場の先生方でディ
スカッションをしていけば、選手にとっても指導者にとってもプラスになっていくと考える。

インターンシップ 現場研修をカリキュラム化した方が良いと思うからです。（レポート提出）

映像作成
実際に映像を加工する作業を取り入れてはどうか。NFのイメージビデオやモチベーションビデオ、個人
の紹介ビデオでも良い。

苦労しているNFの話 成功しているNFの話だけではなく、現状厳しいNFの話などを聞ける講義。

今後取り入れたほうが良いと思われる講義内容を教えてくださいQ
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講義内容

●ディベートに関して、競技に関するディベートが良いと思った。
●なかなか難しいとは思うが、受講者がもっと激論する時間があっても良かった。（ディベートやディスカッ
ション等）期間中の後半、一度佐々木さんがマイクを回して意見をどんどん求めたことがあったが、そ
の時間はとても良かったと感じている。

●後期は受講者の「プレゼン実習」で多くの時間をとられるが、今回の試験日のように、もう少し日程（時
間）をコンパクトにまとめ、より多くの様々な分野の講義を取り入れてほしい。

●30代の講師を増やすと良い。（現場の最前線の年代）

スケジュール
●私は今回、なんとか1年で修了できたのですが、冬シーズン競技の方々には大変な時期での受講日となっ
ていたかと思う。

受講後 ●欠席した講義のビデオなどは今後、DVDなどで見る事ができるのか？

資格化
●このアカデミーの修了時には、なにかしら資格として認められるのでしょうか。
●コース全体への質問ではありませんが、本アカデミーは何かしらの資格として認められるのでしょうか。
例えば、日体協、コーチ・上級コーチ等。

感想 あらゆる分野が網羅されていて良かったと思います。

コース全体に関する質問や疑問点を教えてくださいQ


